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(57)【要約】
【課題】媒体に対する溶解度が高く、蛍光強度および耐久性に優れた蛍光性希土類錯体と
それを用いた発光素子の提供。
【解決手段】希土類イオンと、ホスフィンオキシド配位子とを含んでなり、前記ホスフィ
ンオキシド配位子のリン原子に少なくとも１個の、メタ位が置換されたフェニル基が結合
した希土類錯体。当該フェニル基のパラ位は非置換であることも必要である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　希土類イオンと、ホスフィンオキシド配位子とを含んでなる希土類錯体であって、前記
ホスフィンオキシド配位子のリン原子に少なくとも１個のフェニル基が結合しており、前
記フェニル基のメタ位の少なくとも一つが、炭素数が１～２０のアルキル基、炭素数が１
～２０のアルコキシ基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、ヘテロ環基、およびこ
れらの置換体、水酸基、ならびにハロゲンからなる群から選択される置換基により置換さ
れており、かつパラ位が非置換であることを特徴とする、希土類錯体。
【請求項２】
　βジケトン配位子またはスルホニルアミド配位子をさらに含んでなる、請求項１に記載
の希土類錯体。
【請求項３】
　下記式（１）～（４）のいずれかの分子構造を有する、請求項１または２に記載の希土
類錯体。

【化１】

　式中、Ｒａ１～Ｒａ６、Ｒｂ１～Ｒｂ３、Ｒｃ１～Ｒｃ２は、同一であっても異なって
いてもよい、炭素数が１～２０のアルキル基、炭素数が１～２０のアルコキシ基、フェニ
ル基、ビフェニル基、ナフチル基、ヘテロ環基、およびこれらの置換体、ならびに水酸基
、ハロゲンからなる群から選ばれる置換基であり、ｎは１～７の整数であり、Ｌｎは希土
類イオンを表す。
【請求項４】
　希土類がランタノイド系イオンである、請求項１～３のいずれか１項に記載の希土類錯
体。
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【請求項５】
　希土類がユーロピウムまたはテルビウムである、請求項４に記載の希土類錯体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の希土類錯体をポリマーに溶解したものであること
を特徴とする蛍光媒体。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の希土類錯体を発光層に有することを特徴とする有
機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の希土類錯体を蛍光層に有することを特徴とする発
光ダイオード素子。
【請求項９】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の希土類錯体をポリマーに溶解して基体に印刷して
なることを特徴とするセキュリティー媒体。
【請求項１０】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の希土類錯体を発光層としたことを特徴とする照明
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高光度および長寿命を有する蛍光性希土類錯体およびそれを用いた発光媒体
、セキュリティー媒体、および照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　近年ＬＥＤ素子の光度向上、寿命向上は著しく、照明用途を中心に幅広い市場展開が
進行中である。
【０００３】
　現在主流である、無機蛍光体を用いる発光ダイオード素子（以下、ＬＥＤ素子という）
は、その発光効率が飛躍的に向上しつつあり、特に白色ＬＥＤは、将来、蛍光灯の発光効
率を凌駕すると言われる状況である。しかしながら、ＬＥＤを照明装置に用いる場合、発
光効率のみならず演色性にも優れている必要がある用途も多く、無機蛍光体のみを用いる
ＬＥＤでは、これらの特性をすべて満たすことができないのが現状である。
【０００４】
　ＬＥＤに有機蛍光体を用いるという概念はすでに公知である。しかし、発光体として有
機蛍光体を用いるＬＥＤは、以下の問題から、未だ照明用途として実用化されていないの
が現状である。
　１）特に、現在主流となりつつある近紫外ＬＥＤを光源とし、Ｒ，Ｇ，Ｂの発光体を用
いるＬＥＤに有機蛍光体を用いる場合、紫外線による有機化合物の劣化が顕著である。有
機化合物は一般に紫外線に弱いためである。特に近紫外領域にｎ－π＊遷移に基づく吸収
がある場合、劣化が早い。
　２）有機蛍光体はその濃度によって蛍光スペクトルが変化することがあり、スペクトル
制御が困難である。また、蛍光強度にも濃度依存性があり、高濃度領域では濃度消光が生
じてしまう。
　３）有機蛍光体を分散するポリマーの種類によって、蛍光スペクトルが変化してしまう
。
【０００５】
　一般に、希土類錯体からなる蛍光体は、通常の有機蛍光体と比較して、以下の利点を挙
げることができる。
１）発光波長は希土類特有のものであり、色素濃度、分散するポリマーの種類の影響を受
けず、蛍光スペクトルは安定している。
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２）配位子は有機化合物であるが、配位子が光を吸収して励起状態になると、中心元素に
対するエネルギー移動によって基底状態に戻るため、励起状態から不可逆的な化学変化を
起す機会が減少する。よって紫外線に対する耐久性を期待することが出来る。
【０００６】
　しかしながら、一般照明市場に展開するためには、さらなる光度と長寿命が要求される
。
耐久性に大きく影響する特性として、配位子自身の光化学反応に対する安定性を挙げるこ
とができる。ＬＥＤで照射される蛍光体は、熱、光が強い過酷な条件にさらされるため、
ラジカル的な（酸化）劣化が進行し易い。配位子が化学変化を起こすと、配位能が低下し
て配位子がはずれることにより、蛍光強度が劣化したり、変化した配位子が失活の原因と
なる場合がある。
【０００７】
　一方、高光度を実現するためには、蛍光錯体の樹脂に対する溶解性が大きいことが要求
される。溶解性が小さく、蛍光体が樹脂中で粒子状に存在する場合、光散乱のため十分な
光度を得ることはできない。蛍光錯体の溶解度を改良するために、錯体構造の検討もなさ
れている。例えば、特許文献１には、ホスフィンオキシド配位子に含まれるフェニル基の
水素をすべてフッ素で置換した錯体が開示されている。しかしながら、このような錯体は
本発明者らの知る限り溶解度は改良されるものの、発光強度の観点からは改良の余地があ
った。
【特許文献１】特開２００３－８１９８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記事情の下になされ、照明装置としての用途に耐え得る高光度、高溶解性
、長寿命の照明装置を実現することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による希土類錯体は、希土類イオンと、ホスフィンオキシド配位子とを含んでな
る希土類錯体であって、前記ホスフィンオキシド配位子のリン原子に少なくとも１個のフ
ェニル基が結合しており、前記フェニル基のメタ位の少なくとも一つが、炭素数が１～２
０のアルキル基、炭素数が１～２０のアルコキシ基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチ
ル基、ヘテロ環基、およびこれらの置換体、水酸基、ならびにハロゲンからなる群から選
択される置換基により置換されており、かつパラ位が非置換であることを特徴とするもの
である。
【００１０】
　また、本発明による蛍光媒体は、前記の希土類錯体をポリマーに溶解してなることを特
徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子は、前記の希土類錯体を発光層
に有することを特徴とするものである。
【００１２】
　また、本発明による発光ダイオード素子は、前記の希土類錯体を蛍光層に有することを
特徴とするものである。
【００１３】
　また、本発明によるセキュリティー媒体は、前記の希土類錯体をポリマーに溶解して基
体に印刷されたものであることを特徴とするものである。
【００１４】
　また、本発明による照明装置は、前記の希土類錯体を発光層としたことを特徴とするも
のである。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明による蛍光性希土類錯体は、耐久性および蛍光強度に優れるため、ＬＥＤ素子や
有機ＥＬ素子に適用することによってこれらのデバイスの発光強度や耐久性の向上に寄与
することができる。さらには、本発明による希土類錯体は、ポリマーまたは溶媒等に対す
る溶解性が高く、かつ溶解後は無色透明であるため、従来のものに比較して優れたセキュ
リティー方式を実現することも可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明による希土類錯体は、希土類イオンとホスフィンオキシド配位子とを含んでなる
。ホスフィンオキシド配位子は、構造中にＰ＝Ｏ結合を有し、この結合を介して希土類イ
オンに配位結合する配位子である。この配位子の中心となるリン原子には、各種の置換基
が結合可能であるが、本発明においては、少なくとも一つのフェニル基が結合しており、
そのフェニル基は、メタ位に置換基を有するものである。
【００１７】
　本発明は、ホスフィンオキシド配位子に結合したフェニル基のメタ位に置換基を有する
ことを重要な特徴としている。このような特徴的なホスフィンオキシド配位子を含んでな
る希土類錯体は、ポリマーや溶媒などの媒体に対する溶解度が改良される一方で、蛍光強
度または耐久性がほとんど変化しないという特性を有する。この特性は、同時にパラ位に
置換基を有する場合には損なわれてしまうため、パラ位は非置換であること、すなわち水
素が結合していることが重要である。
【００１８】
　フェニル基のパラ位に置換基を有する場合、希土類錯体の飽和溶解度は向上するが、十
分な蛍光強度と耐久性は劣化する傾向にある。このような特性の理由は現在明確になって
いないが、パラ位に置換基が導入された場合は、立体障害効果にて飽和溶解度は向上する
が、電子的な影響も大きいため、配位子から希土類イオンに対するエネルギー移動が阻害
されて蛍光強度が低下し、またエネルギー移動効率が低いため耐久性が低下すると解釈す
ることができる。
【００１９】
　一方、メタ位に置換基が導入された場合、パラ位に置換基を有する場合以上に立体障害
効果によって飽和溶解度が向上し、かつ電子的な効果が小さいためにエネルギー移動が阻
害されず、蛍光強度が増大し、その結果耐久性が大きい結果が得られたものと考えられる
。
【００２０】
　このような観点から、フェニル基のメタ位に結合する置換基は電子的な効果よりも物理
的な効果をもたらすものであり、置換基の構造は広範な範囲から選択することができる。
適切な置換基としては、炭素数が１～２０のアルキル基、炭素数が１～２０のアルコキシ
基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、ヘテロ環基、およびこれらの置換体、水酸
基、ならびにハロゲンからなる群から選択されるものが挙げられる。これらのうち、アル
キル基、アルコキシ基、およびハロゲンが特に好ましい。また、アルキル基、およびアル
コキシ基は、直鎖状、分岐鎖状、あるいは環状のいずれであってもよく、さらに、炭素数
は１～８であることがより好ましい。また、ハロゲンは、フッ素、塩素、または臭素であ
ることが好ましい。なお、置換基として水酸基を選択する場合には、当該水酸基による化
学反応が起こることもあるので注意が必要である。
【００２１】
　ホスフィンオキシド配位子に含まれるフェニル基には２つのメタ位が存在し、そのうち
の少なくとも一方が置換基により置換されている必要があるが、２つのメタ位が両方とも
置換されていてもよい。また、本発明において、ホスフィンオキシド配位子に含まれるフ
ェニル基のパラ位は非置換であることが必要であるが、オルト位も非置換であることが好
ましい。これは、オルト位に置換基を有する場合にも電子的な効果により蛍光強度が低下
する可能性があるためである。
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【００２２】
　ホスフィンオキシド配位子には、複数のフェニル基が結合することができるが、複数の
フェニル基の少なくとも一つの、少なくとも一つのメタ位に置換基が導入されていればよ
い。したがって、ホスフィンオキシド配位子のリン原子に異なる置換基が結合していても
よい。しかしながら、リン原子に結合する置換基の種類は少ないほうが配位子の調製が容
易であるので好ましい。
【００２３】
　また、本発明による希土類錯体は、配位子としてホスフィンオキシド配位子以外の配位
子を含んでなるものであることが好ましい。具体的には、βジケトン配位子またはスルホ
ニルアミド配位子などのホスフィンオキシド配位子以外の配位子を含む希土類錯体は、配
位子場に歪みが生じるため、蛍光強度が増大する傾向にある。また、２種類以上のホスフ
ィンオキシド配位子の組み合わせを含んでなる希土類錯体も、配位子場の歪みにより蛍光
強度が増大する傾向にある。特に、前記した、リン原子にメタ位が置換されたフェニル基
を有する芳香族ホスフィンオキシド配位子に、リン原子に脂肪族置換基が結合した脂肪族
ホスフィンオキシド配位子を組み合わせると、蛍光強度増大の効果が大きく、好ましい。
【００２４】
　このような希土類錯体の好ましいものは、式（１）～（４）のいずれかの構造を有する
ものである。
【化１】

　式中、Ｒａ１～Ｒａ６、Ｒｂ１～Ｒｂ３、Ｒｃ１～Ｒｃ２は、同一であっても異なって
いてもよい、炭素数が１～２０のアルキル基、炭素数が１～２０のアルコキシ基、フェニ
ル基、ビフェニル基、ナフチル基、ヘテロ環基、およびこれらの置換体、ならびに水酸基
、ハロゲンからなる群から選ばれる置換基であり、ｎは１～７の整数であり、Ｌｎは希土
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類イオンを表す。ここで、Ｒａ１～Ｒａ６はアルキル基、アルコキシ基、またはハロゲン
であることが好ましい。
【００２５】
　本発明において、希土類イオンは用途に応じた波長の蛍光を発生するように適切に選択
することができるが、ランタノイド系イオンであることが好ましい。より具体的には、ユ
ーロピウムまたはテルビウムが好ましく、特に赤色領域のスペクトルが大きく、演色性に
優れた蛍光性錯体を実現するためにはユーロピウムが好ましい。
【００２６】
　本発明による希土類錯体は、媒体、例えば溶媒やポリマー等に対する飽和溶解度が大き
いという特徴を有する。このため、例えばポリマーに溶解することによって室内光下では
無色透明で、紫外光、近紫外光下では強発光する蛍光媒体を実現することができる。従っ
て、各種装飾品や、セキュリティー方式に利用することができる。特にセキュリティー方
式においては、本発明による希土類錯体をポリマー等に溶解した蛍光媒体を作成し、それ
をセキュリティカードなどに塗布してバーコードなどを作成することで、可視光下では完
全に無色であるが、紫外線によって強発光するセキュリティー媒体とすることができる。
このようなセキュリティー方式によれば、可視光下ではバーコードの存在すら知ることが
困難であるため、より高いセキュリティーを実現できる。
【００２７】
　また、本発明による希土類錯体をポリマー等に溶解させた蛍光媒体は、耐久性と発光強
度とに優れるため、ＬＥＤ素子や有機ＥＬ素子などの発光素子に適用することができる。
【００２８】
　このような発光素子の一例が近紫外発光赤色ＬＥＤ素子であり、その断面図は図１に示
されるとおりである。収容容器１上に設けられたＬＥＤチップ２の上に、本発明による蛍
光性錯体３をマトリックスポリマー４に分散させた蛍光層５を配置する。このような構成
により、ＬＥＤからの光により蛍光性錯体が発光する。さらには、他の蛍光層を組み合わ
せて、白色ＬＥＤとすることもできる。
【００２９】
　このような発光素子においては、蛍光層を構成する樹脂としてフッ素系樹脂を用いるこ
とが好ましい。これは、樹脂に含まれるＣ－Ｈ結合、Ｏ－Ｈ結合が少ないためである。従
ってフッ素化率が高い樹脂がより好ましいが、用いられる蛍光性錯体やその他の成分の溶
解性または分散性等の条件に応じて適宜選択される。用いることができる樹脂としては、
セントラル硝子社製セフラルコートＦＧ７００Ｘ、Ａ４０２Ｂ、Ａ６１０Ｘ、旭硝子社製
ルミフロン、日本ゼオン社製ゼオノア、アトフィナジャパン社製ＫＹＮＡＲ、ＫＹＮＡＲ
　ＦＬＥＸ、日本ペイント社製デュフロン、ならびに住友３Ｍ社製Ｄｙｎｅｏｎ　ＴＨＶ
２２０、３１０、および４１５（それぞれ商品名）がある。また、蛍光層には本発明によ
る蛍光性錯体のほかに、ＹＡＧ蛍光体、アルカリ土類金属ケイ酸塩蛍光体、アルカリ土類
金属リン酸塩蛍光体、ハロリン酸塩蛍光体、ＢＡＭ：Ｅｕ，Ｍｎ、ＢＡＭ：Ｅｕ、ＺｎＳ
、ＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕ、オキシナイトライド：Ｅｕ、ＳｒＡｌＯ４：Ｅｕ、アルカリ土
類アパタイト：Ｅｕ、Ｃａアパタイト：Ｅｕ，Ｍｎ、ＣａＳ：Ｃｅ、Ｙ２ＳｉＯ５：Ｔｂ
、Ｓｒ２Ｐ２Ｏ７：Ｅｕ，Ｍｎ、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕなどを用いることができ、さらに
それらのいくつかを組み合わせて白色発光を実現することができる。
【００３０】
　また　本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子は、上記の希土類錯体を、ドー
パントとして含んでなるものである。ここでホスト材料は特に限定されないが、芳香族ア
ミン誘導体、カルバゾール誘導体、ならびにチオフェンオリゴマーおよびポリマーからな
る群から選択される少なくとも１種であることが好ましい。
【００３１】
　本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子の構成の一例は、例えば図２に示すも
のである。即ち図２の有機エレクトロルミネッセンス素子は、ガラス基板６、ＩＴＯなど
からなる陽極７、発光層８、電子輸送層９、および陰極１０から構成される。このほか、



(8) JP 2008-297250 A 2008.12.11

10

20

30

40

ホール輸送層、ホール注入層、またはホールブロッキング層などを適宜組み合わせること
もできる。
【００３２】
　本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子の陽極は、例えば金、ヨウ化銅、酸化
鈴、酸化インジウム鈴（ＩＴＯ）を用いることができる。また、陰極材料としては、例え
ばナトリウム、リチウム、マグネシウム、カルシウム等の周期律表の１族や２族の金属、
ガリウム、インジウム等の周期律表の３族の金属がある。ホール輸送材料としては、例え
ばアリールアミン誘導体、カルバゾール誘導体、チオフェンオリゴマーまたはポリマー、
銅フタロシアニンがある。このホール輸送材料は、発光層のホスト材料とし、ここにドー
パントとして希土類錯体を分散して発光層とすることができる。ホール注入材料としては
、例えば銅フタロシアニンがあげられる。
【００３３】
　発光層は、本発明の希土類錯体をそのまま用いる他、これらの希土類錯体を前述のホー
ル輸送材料のドーパント材料として用いることができる。
【００３４】
　また発光層は、Ａｌオキシン錯体としてのＡｌｑ３の他、ペリレン系化合物、ナフタレ
ン系化合物、クマリン系化合物、オキサジアゾール系化合物、アルダジン系化合物、ビス
ベンゾキサゾリン系化合物、ビススチリル系化合物、ピラジン系化合物、ＣＰＤ系化合物
、Ｉｎ　オキシン錯体、Ｚｎ錯体、Ｆｅオキシン錯体、Ｇａイミン錯体を用いることがで
きる。またホールブロッキング層に使用される材料は、イオン化ポテンシャルが大きく。
ホール移動度の小さい材料である必要があり、トリアゾール化合物及びその誘導体がある
。また電子輸送層材料としては、Ａｌｑ３を含む金属キレート化合物、ベンズオキサドー
ル、ベンゾチアゾール、トリス（８－ヒドロキシキノリノール）ビスマス、ペリレン系化
合物等がある。
【００３５】
　このような発光素子は、それ自体を照明装置に用いることができるが、その他にも短い
発光寿命を利用したフラッシュ装置にも適用できる。特に本発明による発光素子は、ＬＥ
Ｄのような電気エネルギー消費量の少ない素子を利用するため、カメラ付き携帯電話用フ
ラッシュとして用いることが有用である。このような用途においては、他の一般的な発光
素子と同様に用いることができる。図３および図４は本発明の一実施態様である蛍光性錯
体を用いた発光素子をフラッシュとして具備してなるカメラおよびカメラ付き携帯電話の
概念図である。
【００３６】
　それぞれ、フラッシュ１１、レンズ１２、シャッターボタン１３（図４においては図示
せず）を具備してなり、装置自体の構成は従来のものとなんら代わりはない。ただし、フ
ラッシュ１１としては本発明による発光素子を備えている。このような装置において本発
明による発光素子は、演色性にすぐれ、長寿命であることから好適に用いることができる
。
【００３７】
　　以下、本発明の実施例を記述するが、本発明はこれによって制約を受けるものではな
い。
【００３８】
実施例１
　式（５）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。
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【化２】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すような
良好な結果が得られた。
【００３９】
比較例１
　式（６）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。

【化３】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すように
蛍光強度、耐久性は良好であったが、飽和溶解度が小さいことが分かった。
【００４０】
比較例２
　式（７）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。

【化４】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すように
飽和溶解度は良好であったが、蛍光強度、耐久性が小さいことが分かった。
【００４１】
実施例２
　式（８）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。
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【化５】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すような
良好な結果が得られた。
【００４２】
比較例３
　式（９）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。

【化６】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すように
蛍光強度、耐久性は良好であったが、飽和溶解度が小さいことが分かった。
【００４３】
比較例４
　式（１０）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。

【化７】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すような
良好な結果が得られた。
【００４４】
実施例３
　発光中心波長が４０２ｎｍのＬＥＤチップ上に設置された蛍光層が、フッ素系ポリマー
であるセフラル２２０（セントラルガラス株式会社製）に式（５）のユーロピウム錯体が
２０ｗｔ％溶解した蛍光ポリマーからなるＬＥＤ素子を試作した。このＬＥＤ素子の構造
は図１に示すものとした。２０ｍＡの電流を流したところ、２２０ｍｃｄの光度が得られ
、２００時間連続点灯しても光度の低下は見られなかった。
【００４５】
比較例５
　ユーロピウム錯体として式（６）の化合物を用いる他は、実施例３と同様のＬＥＤ素子
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を試作した。１２０ｍｃｄと小さい光度が得られ、２００時間連続点灯しても光度の低下
は見られなかった。
【００４６】
比較例６
　ユーロピウム錯体として式（６）の化合物を用いる他は、実施例３と同様のＬＥＤ素子
を試作した。１０ｍｃｄと極めて小さい光度しか得られなかった。
【００４７】
実施例４
　発光層が、実施例１、式（５）に示す蛍光体をゲスト、式（１１）に示す化合物をホス
トとし、電子輸送層が式（１２）で表される構造であることを特徴とするエレクトロルミ
ネッセンス素子を作製した。
【化８】

　ここでｍは１以上の整数である。
　１２Ｖの電圧を電極間に印加することにより、１８０ｃｄ／ｍ２の輝度（明るさ）が得
られ、かつ連続点灯試験において輝度が半減するのに要する時間は４００００時間と良好
であった（耐久性）。
【００４８】
比較例７
　蛍光層のゲスト材料を式（７）に示す化合物とする他は実施例４と同一のエレクトロル
ミネッセンス素子を試作した。同一条件における輝度は２０ｃｄ／ｍ２であり、実用性が
なかった。
【００４９】
実施例５
　式（５）に示す蛍光体をセフラル２２０（セントラル硝子株式会社）に２０ｗｔ％溶解
した薄膜を形成した。室内光下では視認性がなかったが、紫外線照射により、最大８００
　ｌｍの発光を得ることができた。
【００５０】
比較例８
　式（７）に示す蛍光体を用い、実施例５と同様の薄膜を形成した。室内光下では視認性
がなかったが、紫外線照射によりわずかな発光が確認された。
【００５１】
実施例６
　式（１３）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。
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【化９】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すような
良好な結果が得られた。
【００５２】
実施例７
　式（１４）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。

【化１０】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すような
良好な結果が得られた。
【００５３】
実施例８
　式（１５）に示す構造のユーロピウム錯体を合成した。

【化１１】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すような
良好な結果が得られた。
【００５４】
実施例９
　式（１６）に示す構造のテルビウム錯体を合成した。
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【化１２】

　この錯体について飽和溶解度、蛍光強度、耐久性を測定したところ、表１に示すような
良好な結果が得られた。
【００５５】
【表１】

飽和溶解度：　フッ素系溶媒Ｖｅｒｔｒｅｌ ＸＦ（米国デュポン社製：商品名）に対す
る溶解度を示す。
耐久性：　セフラル２２０（セントラルガラス株式会社製：商品名）に２０％の濃度で溶
解して形成させた薄膜を温度８５℃、湿度８５％の条件に放置したとき、蛍光強度が半減
するのに要する時間を示す。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の一実施態様に従ったＬＥＤ素子の構造の説明図。
【図２】本発明の一実施態様に従った有機ＥＬ素子の構造の説明図。
【図３】本発明の一実施態様に従った蛍光性錯体を用いたフラッシュを具備してなるカメ
ラの概念図。
【図４】本発明の一実施態様に従った蛍光性錯体を用いたフラッシュを具備してなるカメ
ラ付き携帯電話の概念図。
【符号の説明】
【００５７】
１　蛍光層
２　近紫外発光ＬＥＤチップ
３　ユーロピウム錯体
４　マトリックスポリマー
５　蛍光層
６　ガラス基板
７　ＩＴＯ電極（陽極）
８　発光層
９　電子輸送層
１０　陰極
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１１　フラッシュ
１２　レンズ
１３　シャッターボタン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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