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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】十分な感度と耐熱性が得られ、高速応答性を示す光電変換素子及び固体撮像素子
の提供。
【解決手段】一般式（Ｉ）で表される化合物及び該化合物を含有する光電変換材料。

（式中、Ｚ１は、２つの炭素原子を含む環であって、５員環、６員環、又は、５員環及び
６員環の少なくともいずれかを含む縮合環を表す。Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３は、それぞれ独立に
無置換メチン基又は置換メチン基を表す。ｎは０以上の整数を表す。Ｒ１～Ｒ６は、それ
ぞれ独立に、水素原子又は置換基を表し、隣あったそれぞれ互いに結合して環を形成して
もよい。Ｒ２１、Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリール基、置換
ヘテロアリール基、又は無置換ヘテロアリール基を表す。）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（Ｉ）で表される化合物。
　一般式（Ｉ）
【化１】

（式中、Ｚ１は、２つの炭素原子を含む環であって、５員環、６員環、又は、５員環及び
６員環の少なくともいずれかを含む縮合環を表す。Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３は、それぞれ独立に
無置換メチン基又は置換メチン基を表す。ｎは０以上の整数を表す。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、
Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。Ｒ１とＲ２、Ｒ２と
Ｒ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６は、それぞれ互いに結合して環を形成してもよい。Ｒ２１

、Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリール基、置換ヘテロアリール
基、又は無置換ヘテロアリール基を表す。但し、Ｒ２１、Ｒ２２の両方が無置換フェニル
基となる場合を除く。）
【請求項２】
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＩ）で表される化合物である、請
求項１に記載の化合物。
　一般式（ＩＩ）

【化２】

（式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義である。Ｒ４１、Ｒ４２、Ｒ４３、Ｒ４４はそれぞれ独立に、水
素原子又は置換基を表す。）
【請求項３】
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＩＩ）で表される化合物である、
請求項１に記載の化合物。
　一般式（ＩＩＩ）
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【化３】

（式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義である。Ｒ５１、Ｒ５２、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５５、Ｒ５６はそ
れぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。）
【請求項４】
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＶ）で表される化合物である、請
求項１に記載の化合物。
　一般式（ＩＶ）
【化４】

（式中、Ｚ１、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、一般式
（Ｉ）と同義である。
　Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。ただ
し、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のすべてが水素原子である場合を除く。また、Ｒ７～
Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のうち隣接するものが互いに結合して環を形成してもよい。更に
、Ｒ３とＲ７、Ｒ６とＲ１６はそれぞれ連結してもよい。）
【請求項５】
　前記一般式（ＩＩ）において、Ｒ４１～Ｒ４４が、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲ
ン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ
基、アルキルチオ基、アルケニル基又はシアノ基である、請求項２に記載の化合物。
【請求項６】
　前記一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ５１～Ｒ５６が、それぞれ独立に、水素原子、ハロ
ゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミ
ノ基、アルキルチオ基、アルケニル基又はシアノ基である、請求項３に記載の化合物。
【請求項７】
　前記一般式（ＩＶ）において、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６が、それぞれ独立に、水
素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、
アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アリ
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ールチオ基、アルケニル基、シアノ基又はヘテロ環チオ基である、請求項４に記載の化合
物。
【請求項８】
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｒ１～Ｒ６が、それぞれ独立に、水素原子、ア
ルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基又はアリールオキシ基である、請求項１
～７のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項９】
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３が無置換メチン基である、請
求項１～８のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１０】
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、ｎが０である、請求項１～９のいずれか１項に
記載の化合物。
【請求項１１】
　下記一般式（Ｖ）で表される化合物。
　一般式（Ｖ）
【化５】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基
を表す。Ｒ１とＲ２、Ｒ２とＲ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６、それぞれ互いに結合して環
を形成してもよい。Ｒ２１、Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリー
ル基、置換ヘテロアリール基、又は無置換ヘテロアリール基を表す。ただし、Ｒ２１、Ｒ

２２の両方が無置換フェニル基となる場合を除く。）
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の化合物を含む光電変換材料。
【請求項１３】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の化合物を含む膜。
【請求項１４】
　更に、ｎ型有機半導体を含む請求項１３に記載の膜。
【請求項１５】
　前記膜が非発光性膜である請求項１４に記載の膜。
【請求項１６】
　導電性膜、有機光電変換膜、及び透明導電性膜を有する光電変換素子であって、前記有
機光電変換膜が請求項１～１０のいずれか１項に記載の化合物を含む、光電変換素子。
【請求項１７】
　前記有機光電変換膜が更にｎ型有機半導体を含む、請求項１６に記載の光電変換素子。
【請求項１８】
　前記有機光電変換膜が非発光性膜である請求項１７に記載の光電変換素子。
【請求項１９】
　前記ｎ型有機半導体がフラーレン又はフラーレン誘導体である、請求項１７又は１８に
記載の光電変換素子。
【請求項２０】
　前記フラーレンがフラーレンＣ６０である、請求項１９に記載の光電変換素子。
【請求項２１】
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　前記有機光電変換膜が、請求項１～１０のいずれか１項に記載の化合物と、前記フラー
レン又はフラーレン誘導体とが混合された状態で形成されるバルクヘテロ構造を有する、
請求項１９又は２０に記載の光電変換素子。
【請求項２２】
　前記有機光電変換膜における請求項１に記載の一般式（Ｉ）で表される化合物と前記フ
ラーレン又はフラーレン誘導体との含有比率（前記フラーレン又はフラーレン誘導体／前
記一般式（Ｉ）で表される化合物×１００（％））が、５０％（体積比率）以上である、
請求項１９～２１のいずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２３】
　前記光電変換素子が前記導電性膜、前記有機光電変換膜、前記透明導電性膜がこの順に
積層された、請求項１６～２２のいずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２４】
　前記有機光電変換膜が真空蒸着法により成膜されたものである、請求項１６～２３のい
ずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２５】
　前記透明導電性膜を介して前記有機光電変換膜に光が入射される、請求項１６～２４の
いずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２６】
　前記透明導電性膜が透明導電性金属酸化物からなる、請求項１６～２５のいずれか１項
に記載の光電変換素子。
【請求項２７】
　前記有機光電変換膜上に直接、透明導電性膜が形成された、請求項１６～２６のいずれ
か１項に記載の光電変換素子。
【請求項２８】
　更に電荷ブロッキング層を含む、請求項１６～２７のいずれか１項に記載の光電変換素
子。
【請求項２９】
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）が、波長４
００ｎｍから７００ｎｍまでの可視領域において、モル吸光係数が３００００Ｍ－１ｃｍ
－１以上である、請求項１６～２８のいずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項３０】
　請求項１６～２９のいずれか１項に記載の光電変換素子の使用方法であって、
　前記導電性膜と前記透明導電性膜が一対の電極であって、前記一対の電極間に１×１０
―４Ｖ／ｃｍ以上１×１０７Ｖ／ｃｍ以下の電場を印加させる工程を含む、光電変換素子
の使用方法。
【請求項３１】
　請求項１６～２９のいずれか１項に記載の光電変換素子の製造方法であって、前記一般
式（Ｉ）で表される化合物及び前記フラーレン又はフラーレン誘導体を真空加熱蒸着によ
り共蒸着する工程を含む、光電変換素子の製造方法。
【請求項３２】
　請求項１６～２９のいずれか１項に記載の光電変換素子からなる光センサ。
【請求項３３】
　請求項１３～２９のいずれか１項に記載の光電変換素子を含む、撮像素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光電変換素子材料として有用な新規化合物、該材料を含む膜、光電変換素子
及びその製造方法、光センサ、撮像素子並びにそれらの使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来の光センサは、シリコン（Ｓｉ）などの半導体基板中にフォトダイオード（ＰＤ）
を形成して作成した素子が一般的であり、固体撮像素子としては、半導体基板中にＰＤを
２次元的に配列し、各ＰＤで光電変換により発生した信号電荷に応じた信号をＣＣＤやＣ
ＭＯＳ回路で読み出す平面型固体撮像素子が広く用いられている。
【０００３】
　カラー固体撮像素子を実現する方法としては、平面型固体撮像素子の光入射面側に、色
分離用に特定の波長の光のみを透過するカラーフィルタを配した構造が一般的であり、特
に、現在デジタルカメラなどに広く用いられている方式として、２次元的に配列した各Ｐ
Ｄ上に、青色（Ｂ）光、緑色（Ｇ）光、赤色（Ｒ）光をそれぞれ透過するカラーフィルタ
を規則的に配した単板式固体撮像素子がよく知られている。
　この単板式固体撮像素子においては、カラーフィルタが限られた波長の光のみしか透過
しないため、カラーフィルタを透過しなかった光が利用されず光利用効率が悪い。また、
近年、多画素化が進む中、画素サイズが小さくなっており、フォトダイオード部の面積が
小さくなり、開口率の低下、集光効率の低下が問題になっている。
【０００４】
　これらの欠点を解決するため、異なる光波長を検出できる光電変換部を縦方向に積層す
る方式が提案されている。このような方式としては、可視光に限定した場合では、例えば
、Ｓｉの吸収係数に波長依存性があることを利用して縦型に積層構造を形成し、それぞれ
の深さの差により色分離するもの（特許文献１）や、有機半導体を用いた第１の受光部と
Ｓｉからなる第２、第３の受光部を形成したもの（特許文献２）等が開示されている。
　しかし、これらの方式では、Ｓｉの深さ方向においてはそれぞれの受光部において吸収
範囲に重なりがあり、分光特性が悪いため、色分離に劣る欠点がある。また、それ以外の
解決方法として、開口率を上げる手法として、アモルファスシリコンによる光電変換膜や
有機光電変換膜を信号読出し用基板上に形成する構造が知られている。
【０００５】
　また、有機光電変換膜を用いた光電変換素子、撮像素子、光センサ、太陽電池について
は幾つかの公知例がある。有機光電変換膜を用いた光電変換素子では、特に光電変換効率
の向上や暗電流の低減が課題とされている。その改善方法として、前者については、ｐｎ
接合導入やバルクへテロ構造の導入、後者については、ブロッキング層の導入などが開示
されている。
【０００６】
　ｐｎ接合導入、バルクへテロ構造の導入による高光電変換効率化を行おうとする場合、
暗電流の増大が問題になることが多い。また、光電変換効率の改善程度も材料の組み合わ
せにより程度の差があり、場合によっては光信号量／暗時ノイズ比が、これらの構造の導
入前に対し増大しない場合もある。これらの手段を取る場合、どの材料を組み合わせるか
が重要であり、特に暗時ノイズの低減を考える場合、既に報告されている材料の組み合わ
せでは達成が困難であった。
【０００７】
　また、使用する材料の種類、膜構造は、光電変換効率（励起子解離効率、電荷輸送性）
、暗電流（暗時キャリア量等）の主要因の一つであるとともに、これまでの報告ではほと
んど触れられていないが、信号応答性の支配因子となる。固体撮像素子として用いる場合
、高光電変換効率、低暗電流、高応答速度を全て満たす必要があるが、そのような有機光
電変換材料、素子構造がどのようなものであるか、具体的に示されてこなかった。
　フラーレン類を含む光電変換膜が特許文献３に記載されているが、フラーレン類のみで
は、上記のような高光電変換効率、低暗電流、高応答速度をすべて満たすことは不可能で
あった。また、特許文献４には複数の有機半導体によるバルクヘテロ膜を用い、かつ少な
くとも１つの有機半導体が結晶粒子となっている太陽電池が記載されているが、暗電流、
高速応答についての開示はなく、撮像素子用光電変換素子への適用等の記載もそれを示唆
する記載もない。
【０００８】



(7) JP 2011-213706 A 2011.10.27

10

20

30

40

50

　また、これまでの光電変換材料は、熱を加えた際の感度低下や暗電流が上昇する場合が
あり、耐熱性という点においては一層の改善の余地があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５９６５８７５号明細書
【特許文献２】特開２００３－３３２５５１号公報
【特許文献３】特開２００７－１２３７０７号公報
【特許文献４】特開２００２－０７６３９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、十分な感度と耐熱性が得られ、高速応答性を示す光電変換素子及び固
体撮像素子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　有機光電変換素子において、高光電変換効率、低暗電流性、高速応答性を実現するため
には、使用する有機光電変換膜が、以下の要件を満たす事が望まれる。
１．高効率、高速応答には、励起子が解離した後の信号電荷を速やかに、損失なく両電極
まで伝達できることが必要である。キャリアをトラップするサイトが少なく、高い移動度
、高い電荷輸送能が必要である。
２．高光電変換効率には、励起子の安定化エネルギーが小さく、外部から印加した電界や
、ｐｎ接合等により内部に発生した電界により、速やかに励起子が解離できること（高い
励起子解離効率）が望ましい。
３．暗時に内部で発生するキャリアを限りなく少なくするためには、内部の中間準位、そ
の原因の一つである不純物が少ないような膜構造、材料を選択することが好ましい。
４．複数層を積層する場合は、隣接層とのエネルギーレベルのマッチングが必要となり、
エネルギー的な障壁が形成されると、電荷輸送の妨げになる。
　更に、カラーフィルタ設置、保護膜敷設、素子の半田付けなど加熱工程を有する製造プ
ロセスへの適用や保存性の向上を考慮すると、光電変換素子用の材料、該材料を含む膜は
、高い耐熱性を有する必要がある。
【００１２】
　蒸着法により、有機光電変換膜を形成する場合は、蒸着可能温度よりも、分解温度が大
きいほど、蒸着時の熱分解が抑制できるので好ましい。塗布法は、上記分解による制限な
く膜形成できる点、低コストが実現できる可能性がある点で好ましいが、均一膜形成が容
易で、不純物混入の可能性を小さくできるので、蒸着法による膜形成は好ましい。
　発明者らは、鋭意検討を行った結果、上記必要な要件を満たし、高光電変換効率、低暗
電流性、高速応答性、更に耐熱性を実現できる手段として、以下のような材料選択、組合
せを見出した。
【００１３】
　本発明者らの検討によれば、置換基を有するトリアリールアミン部分、又はトリへテロ
アリールアミン部分をドナー部として有する化合物であって、そのドナー部／アクセプタ
ー部の連結部がナフチレン基である化合物が、光電変換材料として有用な新規化合物であ
ることを見出した。
　更にこの新規化合物とｎ型半導体（好ましくはフラーレン類）とを組み合わせて用いた
場合には、ドナー部／アクセプター部の連結部がフェニレン基である場合には見られなか
った高い耐熱性を維持しつつ高速応答を実現することができるとの知見が得られ、本発明
を完成するに至った。
　すなわち、上記の課題は下記の手段により達成された。
［１］
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　下記一般式（Ｉ）で表される化合物。
　一般式（Ｉ）
【００１４】
【化１】

【００１５】
（式中、Ｚ１は、２つの炭素原子を含む環であって、５員環、６員環、又は、５員環及び
６員環の少なくともいずれかを含む縮合環を表す。Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３は、それぞれ独立に
無置換メチン基又は置換メチン基を表す。ｎは０以上の整数を表す。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、
Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。Ｒ１とＲ２、Ｒ２と
Ｒ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６は、それぞれ互いに結合して環を形成してもよい。Ｒ２１

、Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリール基、置換ヘテロアリール
基、又は無置換ヘテロアリール基を表す。但し、Ｒ２１、Ｒ２２の両方が無置換フェニル
基となる場合を除く。）
【００１６】
［２］
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＩ）で表される化合物である、上
記［１］に記載の化合物。
　一般式（ＩＩ）
【００１７】
【化２】

【００１８】
（式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義である。Ｒ４１、Ｒ４２、Ｒ４３、Ｒ４４はそれぞれ独立に、水
素原子又は置換基を表す。）
【００１９】
［３］
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＩＩ）で表される化合物である、
上記［１］に記載の化合物。
　一般式（ＩＩＩ）
【００２０】
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【化３】

【００２１】
（式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義である。Ｒ５１、Ｒ５２、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５５、Ｒ５６はそ
れぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。）
【００２２】
［４］
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＶ）で表される化合物である、上
記［１］に記載の化合物。
　一般式（ＩＶ）
【００２３】

【化４】

【００２４】
（式中、Ｚ１、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、一般式
（Ｉ）と同義である。
　Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。ただ
し、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のすべてが水素原子である場合を除く。また、Ｒ７～
Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のうち隣接するものが互いに結合して環を形成してもよい。更に
、Ｒ３とＲ７、Ｒ６とＲ１６はそれぞれ連結してもよい。）
【００２５】
［５］
　前記一般式（ＩＩ）において、Ｒ４１～Ｒ４４が、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲ
ン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ
基、アルキルチオ基、アルケニル基又はシアノ基である、上記［２］に記載の化合物。
［６］
　前記一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ５１～Ｒ５６が、それぞれ独立に、水素原子、ハロ
ゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミ
ノ基、アルキルチオ基、アルケニル基又はシアノ基である、上記［３］に記載の化合物。
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［７］
　前記一般式（ＩＶ）において、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６が、それぞれ独立に、水
素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、
アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アリ
ールチオ基、アルケニル基、シアノ基又はヘテロ環チオ基である、上記［４］に記載の化
合物。
［８］
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｒ１～Ｒ６が、それぞれ独立に、水素原子、ア
ルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基又はアリールオキシ基である、上記［１
］～［７］に記載の化合物。
［９］
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３が無置換メチン基である、上
記［１］～［８］のいずれか１つに記載の化合物。
［１０］
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、ｎが０である、上記［１］～［９］のいずれか
１つに記載の化合物。
［１１］
　下記一般式（Ｖ）で表される化合物。
　一般式（Ｖ）
【００２６】
【化５】

【００２７】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基
を表す。Ｒ１とＲ２、Ｒ２とＲ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６、それぞれ互いに結合して環
を形成してもよい。Ｒ２１、Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリー
ル基、置換ヘテロアリール基、又は無置換ヘテロアリール基を表す。ただし、Ｒ２１、Ｒ

２２の両方が無置換フェニル基となる場合を除く。）
【００２８】
［１２］
　上記［１］～［１０］のいずれか１つに記載の化合物を含む光電変換材料。
［１３］
　上記［１］～［１０］のいずれか１つに記載の化合物を含む膜。
［１４］
　更に、ｎ型有機半導体を含む上記［１３］に記載の膜。
［１５］
　前記膜が非発光性膜である上記［１４］に記載の膜。
［１６］
　導電性膜、有機光電変換膜、及び透明導電性膜を有する光電変換素子であって、前記有
機光電変換膜が上記［１］～［１０］のいずれか１つに記載の化合物を含む、光電変換素
子。
［１７］
　前記有機光電変換膜が更にｎ型有機半導体を含む、上記［１６］に記載の光電変換素子
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。
［１８］
　前記有機光電変換膜が非発光性膜である上記［１７］に記載の光電変換素子。
［１９］
　前記ｎ型有機半導体がフラーレン又はフラーレン誘導体である、上記［１７］又は［１
８］に記載の光電変換素子。
［２０］
　前記フラーレンがＣ６０である、上記［１９］に記載の光電変換素子。
［２１］
　前記有機光電変換膜が、上記［１］～［１０］のいずれか１つに記載の化合物と、前記
フラーレン又はフラーレン誘導体とが混合された状態で形成されるバルクヘテロ構造を有
する、上記［１９］又は［２０］に記載の光電変換素子。
［２２］
　前記有機光電変換膜における上記［１］に記載の一般式（Ｉ）で表される化合物と前記
フラーレン又はフラーレン誘導体との含有比率（前記フラーレン又はフラーレン誘導体／
前記一般式（Ｉ）で表される化合物×１００（％））が、５０％（体積比率）以上である
、上記［１９］～［２１］のいずれか１つに記載の光電変換素子。
［２３］
　前記光電変換素子が前記導電性膜、前記有機光電変換膜、前記透明導電性膜がこの順に
積層された、上記［１６］～［２２］のいずれか１つに記載の光電変換素子。
［２４］
　前記有機光電変換膜が真空蒸着法により成膜されたものである、上記［１６］～［２３
］のいずれか１つに記載の光電変換素子。
［２５］
　前記透明導電性膜を介して前記有機光電変換膜に光が入射される、上記［１６］～［２
４］のいずれか１つに記載の光電変換素子。
［２６］
　前記透明導電性膜が透明導電性金属酸化物からなる、上記［１６］～［２５］のいずれ
か１つに記載の光電変換素子。
［２７］
　前記有機光電変換膜上に直接、透明導電性膜が形成された、上記［１６］～［２６］の
いずれか１つに記載の光電変換素子。
［２８］
　更に電荷ブロッキング層を含む、上記［１６］～［２７］のいずれか１つに記載の光電
変換素子。
［２９］
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）が、波長４
００ｎｍから７００ｎｍまでの可視領域において、モル吸光係数が３００００Ｍ－１ｃｍ
－１以上である、上記[１６]～[２８]のいずれか１つに記載の光電変換素子。
［３０］
　上記［１６］～［２９］のいずれか１つに記載の光電変換素子の使用方法であって、
　前記導電性膜と前記透明導電性膜が一対の電極であって、前記一対の電極間に１×１０
―４Ｖ／ｃｍ以上１×１０７Ｖ／ｃｍ以下の電場を印加させる工程を含む、光電変換素子
の使用方法。
［３１］
　上記［１６］～［２９］のいずれか１つに記載の光電変換素子の製造方法であって、前
記一般式（Ｉ）で表される化合物及び前記フラーレン又はフラーレン誘導体を真空加熱蒸
着により共蒸着する工程を含む、光電変換素子の製造方法。
［３２］
　上記［１６］～［２９］のいずれか１つに記載の光電変換素子からなる光センサ。
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［３３］
　上記［１６］～［２９］のいずれか１つに記載の光電変換素子を含む、撮像素子。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、十分な感度と耐熱性、高速応答性を有する電変換素子及び固体撮像素
子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１（ａ）及び図１（ｂ）は、それぞれ光電変換素子の一構成例を示す断面模式
図。
【図２】撮像素子の断面模式図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
［光電変換素子］
　本発明の光電変換素子は、導電性膜、有機光電変換膜、及び透明導電性膜を有する光電
変換素子であって、有機光電変換膜が一般式（Ｉ）で表される化合物を含む。好ましい態
様は、導電性膜、有機光電変換膜、及び透明導電性膜がこの順に積層されたものである。
有機光電変換膜としては、少なくとも光電変換層を含み、この他に電荷ブロッキング層（
電子ブロッキング層、正孔ブロッキング層）を含んでいてもよい。
　図１に、本発明の実施形態に係る光電変換素子の構成例を示す。
　図１（ａ）に示す光電変換素子１０ａは、下部電極として機能する導電性膜（以下、下
部電極とする）１１上に、下部電極１１上に形成された電子ブロッキング層１６Ａと、電
子ブロッキング層１６Ａ上に形成された光電変換層１２と、上部電極として機能する透明
導電性膜（以下、上部電極とする）１５がこの順に積層された構成である。
　図１（ｂ）に別の光電変換素子の構成例を示す。図１（ｂ）に示す光電変換素子１０ｂ
は、下部電極１１上に、電子ブロッキング層１６Ａと、光電変換層１２と、正孔ブロッキ
ング層１６Ｂと、上部電極１５がこの順に積層された構成である。なお、図１（ａ）、図
１（ｂ）中の電子ブロッキング層、光電変換層、正孔ブロッキング層の積層順は、用途、
特性に応じて逆にしても構わない。
　これらのような構成では、透明導電性膜を介して有機光電変換膜に光が入射されること
が好ましい。
　また、これらの光電変換素子を使用する場合には電場を印加することができる。この場
合、導電性膜と透明導電性膜が一対の電極とし、この一対の電極間に例えば、１×１０―

４Ｖ／ｃｍ以上１×１０７Ｖ／ｃｍ以下の電場を印加することができる。
　本発明は、導電性膜と前記透明導電性膜が一対の電極であって、前記一対の電極間に１
×１０―４Ｖ／ｃｍ以上１×１０７Ｖ／ｃｍ以下の電場を印加させる工程を含む、光電変
換素子の使用方法にも関する。
　更に、本発明は一般式（Ｉ）で表される化合物及び後述のフラーレン又はフラーレン誘
導体を真空加熱蒸着により共蒸着する工程を含む、光電変換素子の製造方法にも関する。
　本実施形態に係る光電変換素子を構成する要素について説明する。
【００３２】
（電極）
　電極（上部電極（透明導電性膜）１５と下部電極（導電性膜）１１）は、導電性材料か
ら構成される。導電性材料としては、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、又は
これらの混合物などを用いることができる。
　上部電極１５から光が入射されるため、上部電極１５は検知したい光に対し十分透明で
ある事が必要である。具体的には、アンチモンやフッ素等をドープした酸化錫（ＡＴＯ、
ＦＴＯ）、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛
インジウム（ＩＺＯ）等の導電性金属酸化物、金、銀、クロム、ニッケル等の金属薄膜、
更にこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物又は積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無
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機導電性物質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなどの有機導電性材料、及
びこれらとＩＴＯとの積層物などが挙げられる。この中で好ましいのは、高導電性、透明
性等の点から、透明導電性金属酸化物である。透明導電性膜は有機光電変換膜上に直接形
成されることが好ましい。上部電極１５は光電変換層１２上に成膜するため、光電変換層
１２の特性を劣化させることのない方法で成膜される事が好ましい。
【００３３】
　下部電極１１は、用途に応じて、透明性を持たせる場合と、逆に透明を持たせず光を反
射させるような材料を用いる場合等がある。具体的には、アンチモンやフッ素等をドープ
した酸化錫（ＡＴＯ、ＦＴＯ）、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫
（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の導電性金属酸化物、金、銀、クロム、ニ
ッケル、チタン、タングステン、アルミ等の金属及びこれらの金属の酸化物や窒化物など
の導電性化合物（一例として窒化チタン（ＴｉＮ）を挙げる）、更にこれらの金属と導電
性金属酸化物との混合物又は積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニ
リン、ポリチオフェン、ポリピロールなどの有機導電性材料、及びこれらとＩＴＯ又は窒
化チタンとの積層物などが挙げられる。
【００３４】
　電極を形成する方法は特に限定されず、電極材料との適正を考慮して適宜選択すること
ができる。具体的には、印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッ
タリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化
学的方式等により形成することができる。
　電極の材料がＩＴＯの場合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、化学
反応法（ゾル－ゲル法など）、酸化インジウムスズの分散物の塗布などの方法で形成する
ことができる。更に、ＩＴＯを用いて作製された膜に、ＵＶ－オゾン処理、プラズマ処理
などを施すことができる。電極の材料がＴｉＮの場合、反応性スパッタリング法をはじめ
とする各種の方法が用いられ、更にＵＶ－オゾン処理、プラズマ処理などを施すことがで
きる。
【００３５】
　上部電極１５はプラズマフリーで作製することが好ましい。プラズマフリーで上部電極
１５を作成することで、プラズマが基板に与える影響を少なくすることができ、光電変換
特性を良好にすることができる。ここで、プラズマフリーとは、上部電極１５の成膜中に
プラズマが発生しないか、又はプラズマ発生源から基体までの距離が２ｃｍ以上、好まし
くは１０ｃｍ以上、更に好ましくは２０ｃｍ以上であり、基体に到達するプラズマが減ず
るような状態を意味する。
【００３６】
　上部電極１５の成膜中にプラズマが発生しない装置としては、例えば、電子線蒸着装置
（ＥＢ蒸着装置）やパルスレーザー蒸着装置がある。ＥＢ蒸着装置又はパルスレーザー蒸
着装置については、沢田豊監修「透明導電膜の新展開」（シーエムシー刊、１９９９年）
、沢田豊監修「透明導電膜の新展開ＩＩ」（シーエムシー刊、２００２年）、日本学術振
興会著「透明導電膜の技術」（オーム社、１９９９年）、及びそれらに付記されている参
考文献等に記載されているような装置を用いることができる。以下では、ＥＢ蒸着装置を
用いて透明電極膜の成膜を行う方法をＥＢ蒸着法と言い、パルスレーザー蒸着装置を用い
て透明電極膜の成膜を行う方法をパルスレーザー蒸着法と言う。
【００３７】
　プラズマ発生源から基体への距離が２ｃｍ以上であって基体へのプラズマの到達が減ず
るような状態を実現できる装置（以下、プラズマフリーである成膜装置という）について
は、例えば、対向ターゲット式スパッタ装置やアークプラズマ蒸着法などが考えられ、そ
れらについては沢田豊監修「透明導電膜の新展開」（シーエムシー刊、１９９９年）、沢
田豊監修「透明導電膜の新展開ＩＩ」（シーエムシー刊、２００２年）、日本学術振興会
著「透明導電膜の技術」（オーム社、１９９９年）、及びそれらに付記されている参考文
献等に記載されているような装置を用いることができる。
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【００３８】
　ＴＣＯなどの透明導電膜を上部電極１５とした場合、ＤＣショート、あるいはリーク電
流増大が生じる場合がある。この原因の一つは、光電変換層１２に導入される微細なクラ
ックがＴＣＯなどの緻密な膜によってカバレッジされ、反対側の第一電極膜１１との間の
導通が増すためと考えられる。そのため、Ａｌなど膜質が比較して劣る電極の場合、リー
ク電流の増大は生じにくい。上部電極１５の膜厚を、光電変換層１２の膜厚（すなわち、
クラックの深さ）に対して制御する事により、リーク電流の増大を大きく抑制できる。上
部電極１５の厚みは、光電変換層１２の厚みの１／５以下、好ましくは１／１０以下であ
るようにする事が望ましい。
【００３９】
　通常、導電性膜をある範囲より薄くすると、急激な抵抗値の増加をもたらすが、本実施
形態に係る光電変換素子を組み込んだ固体撮像素子では、シート抵抗は、好ましくは１０
０～１００００Ω／□でよく、薄膜化できる膜厚の範囲の自由度は大きい。また、上部電
極（透明導電性膜）１５は厚みが薄いほど吸収する光の量は少なくなり、一般に光透過率
が増す。光透過率の増加は、光電変換層１２での光吸収を増大させ、光電変換能を増大さ
せるため、非常に好ましい。薄膜化に伴う、リーク電流の抑制、薄膜の抵抗値の増大、透
過率の増加を考慮すると、上部電極１５の膜厚は、５～１００ｎｍであることが好ましく
、更に好ましくは５～２０ｎｍである事が望ましい。
【００４０】
（有機光電変換膜）
　有機光電変換膜は下記一般式（Ｉ）で表される化合物を含む。下記一般式（Ｉ）で表さ
れる化合物は光電変換材料として光電変換層１２に含まれることが好ましい。
　一般式（Ｉ）
【００４１】
【化６】

【００４２】
　式中、Ｚ１は、２つの炭素原子を含む環であって、５員環、６員環、又は、５員環及び
６員環の少なくともいずれかを含む縮合環を表す。Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３は、それぞれ独立に
無置換メチン基又は置換メチン基を表す。ｎは０以上の整数を表す。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、
Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。Ｒ１とＲ２、Ｒ２と
Ｒ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６、それぞれ互いに結合して環を形成してもよい。Ｒ２１、
Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリール基、置換ヘテロアリール基
、又は無置換ヘテロアリール基を表す。ただし、Ｒ２１、Ｒ２２の両方が無置換フェニル
基となる場合を除く。
【００４３】
　光電変換材料として上記のようにドナー部（－ＮＲ２１Ｒ２２の部位）／アクセプター
部（Ｌ１～Ｌ３を介してナフチレン基に結合している部位）の連結部をナフチレン基とし
た化合物をフラーレン類とともに使用することで、優れた耐熱性と高速応答性を有する光
電変換素子が得られる。これは、ドナー部／アクセプター部の連結部をナフチレン基とす
ることで、フラーレン類との相互作用が向上し、応答速度が改善したものと考えられる。
また、上記化合物は十分な感度を有する。
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【００４４】
　一般式（Ｉ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３はそれぞれ独立に、無置換メチン基、又は置
換メチン基を表す。置換メチン基における置換基同士が結合して環を形成してもよい。環
としては６員環（例えば、ベンゼン環等）が挙げられる。置換メチン基の置換基は後述の
置換基Ｗが挙げられる。Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３は全てが無置換メチン基である場合が好ましい
。
【００４５】
　ｎは０以上の整数を表し、好ましくは０以上３以下の整数を表し、より好ましくは０で
ある。ｎを増大させた場合、吸収波長域を長波長にすることができるが、熱による分解温
度が低くなる。可視域に適切な吸収を有し、かつ蒸着成膜時の熱分解を抑制する点でｎ＝
０が好ましい。
【００４６】
　Ｒ１～Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。Ｒ１～Ｒ６が置換基を表
す場合、Ｒ１～Ｒ６が表す置換基としては後述の置換基Ｗが挙げられるが、特にハロゲン
原子、アルキル基、アリール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、ア
リールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アル
ケニル基、シアノ基ヘテロ環チオ基が好ましい。
　Ｒ１～Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、
複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ
基、アミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニル基、シアノ基又はヘテロ環
チオ基であることが好ましく、水素原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキ
シ基、アリールオキシ基がより好ましく、水素原子、炭素数１～２０のアルキル基、炭素
数６～２０のアリール基、炭素数４～１６の複素環基、炭素数１～２０のアルコキシ基、
炭素数６～２０のアリールオキシ基が更に好ましく、水素原子、炭素数１～１２のアルキ
ル基、炭素数６～１４のアリール基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数６～１０の
アリールオキシ基が更に好ましく、水素原子、炭素数１～６のアルキル基、炭素数６～１
０のアリール基が更に好ましく、水素原子が特に好ましい。アルキル基の場合分岐があっ
てもよい。また、Ｒ１～Ｒ６が置換基である場合、さらなる置換基を有していてもよい。
さらなる置換基としては後述の置換基Ｗが挙げられる。
　炭素数１～２０のアルコキシ基、炭素数６～２０のアリール基、炭素数６～２０のアリ
ールオキシ基、５員、６員若しくは７員環又はその縮合環からなる複素環基が更に好まし
く、水素原子、炭素数１～１２のアルキル基、炭素数２～１２のアルケニル基、炭素数１
～１２のアルコキシ基、炭素数６～１０のアリール基、炭素数６～１０のアリールオキシ
基、
　Ｒ１～Ｒ６の好ましい具体例としては、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、
ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、フェニル基、ナフチル基が挙げられる。
【００４７】
　Ｒ１とＲ２、Ｒ２とＲ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６、それぞれ互いに結合して環を形成
してもよい。形成される環としては、後述の環Ｒが挙げられる。好ましくは、ベンゼン環
、ナフタレン環、アントラセン環、ピリジン環、ピリミジン環等である。
【００４８】
　Ｒ２１、Ｒ２２は、それぞれ独立に置換アリール基、無置換アリール基、置換ヘテロア
リール基、又は無置換ヘテロアリール基を表す。但し、Ｒ２１、Ｒ２２の両方が無置換フ
ェニル基となる場合を除く。
　Ｒ２１、Ｒ２２が表すアリール基としては、炭素数６～３０のアリール基が好ましく、
炭素数６～２０のアリール基がより好ましい。アリール基の具体例としては、フェニル基
、ナフチル基、ビフェニリル基、ターフェニル基、アントリル基、フルオレニル基が挙げ
られる。
　Ｒ２１、Ｒ２２における置換アリール基の置換基としては、アルキル基（例えば、メチ
ル基、エチル基、ｔ－ブチル基）、アルコキシ基（例えば、メトキシ基、エトキシ基、イ
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ソプロポキシ基）、アリール基（例えば、フェニル基、ナフチル基、フェナントリル基、
アントリル基）、ヘテロアリール基（例えば、チエニル基、フラニル基、ピリジル基、カ
ルバゾリル基）が好ましい。
【００４９】
　Ｒ２１、Ｒ２２が表すアリール基又は置換アリール基は、好ましくは、フェニル基、置
換フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、フェナントリル基、アントリル基、フルオレ
ニル基、置換フルオレニル基（好ましくは９，９’－ジアルキル－２－フルオレニル基）
である。
【００５０】
　Ｒ２１、Ｒ２２がヘテロアリール基である場合、ヘテロアリール基としては、５員、６
員又は７員の環又はその縮合環からなるヘテロアリール基が好ましい。ヘテロアリール基
に含まれるヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子挙げられる。ヘテロアリ
ール基を構成する環の具体例としては、フラン環、チオフェン環、ピロール環、ピロリン
環、ピロリジン環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾー
ル環、イミダゾール環、イミダゾリン環、イミダゾリジン環、ピラゾール環、ピラゾリン
環、ピラゾリジン環、トリアゾール環、フラザン環、テトラゾール環、ピラン環、チイン
環、ピリジン環、ピペリジン環、オキサジン環、モルホリン環、チアジン環、ピリダジン
環、ピリミジン環、ピラジン環、ピペラジン環、トリアジン環等が挙げられる。
　縮合環としては、ベンゾフラン環、イソベンゾフラン環、ベンゾチオフェン環、インド
ール環、インドリン環、イソインドール環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾール環
、インダゾール環、ベンゾイミダゾール環、キノリン環、イソキノリン環、シンノリン環
、フタラジン環、キナゾリン環、キノキサリン環、ジベンゾフラン環、カルバゾール環、
キサンテン環、アクリジン環、フェナントリジン環、フェナントロリン環、フェナジン環
、フェノキサジン環、チアントレン環、チエノチオフェン環、インドリジン環、キノリジ
ン環、キヌクリジン環、ナフチリジン環、プリン環、プテリジン環等が挙げられる。
【００５１】
　Ｒ２１、Ｒ２２における置換ヘテロアリール基の置換基としては、アルキル基（例えば
、メチル基、エチル基、ｔ－ブチル基）、アルコキシ基（例えば、メトキシ基、エトキシ
基、イソプロポキシ基）、アリール基（例えば、フェニル基、ナフチル基、フェナントリ
ル基、アントリル基）、ヘテロアリール基（例えば、チエニル基、フラニル基、ピリジル
基、カルバゾリル基）が好ましい。
　Ｒ２１、Ｒ２２が表すヘテロアリール基又は置換ヘテロアリール基を構成する環として
は、好ましくは、チオフェン環、置換チオフェン環、フラン環、置換フラン環、チエノチ
オフェン環、置換チエノチオフェン環、カルバゾリル基である。
【００５２】
　Ｒ２１、Ｒ２２は、それぞれ独立に、好ましくはフェニル基、ナフチル基、フルオレニ
ル基、ビフェニル基、アントラセニル基、フェナントレニル基であり、フェニル基、ナフ
チル基、又はフルオレニル基がより好ましい。Ｒ２１、Ｒ２２が置換基を有する場合の置
換基として好ましくは、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アルコキシ基、アリール基
又はヘテロアリール基であり、より好ましくはメチル基、イソプロピル基、ｔ－ブチル基
、トリフルオロメチル基、フェニル基、又はカルバゾリル基である。
【００５３】
　Ｚ１は、２つの炭素原子を含む環であって、５員環、６員環、又は、５員環及び６員環
の少なくともいずれかを含む縮合環を表す。このような環としては、通常メロシアニン色
素で酸性核として用いられるものが好ましく、その具体例としては例えば以下のものが挙
げられる。
【００５４】
（ａ）１，３－ジカルボニル核：例えば１，３－インダンジオン核、１，３－シクロヘキ
サンジオン、５，５－ジメチル－１，３－シクロヘキサンジオン、１，３－ジオキサン－
４，６－ジオン等。
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（ｂ）ピラゾリノン核：例えば１－フェニル－２－ピラゾリン－５－オン、３－メチル－
１－フェニル－２－ピラゾリン－５－オン、１－（２－ベンゾチアゾイル）－３－メチル
－２－ピラゾリン－５－オン等。
（ｃ）イソオキサゾリノン核：例えば３－フェニル－２－イソオキサゾリン－５－オン、
３－メチル－２－イソオキサゾリン－５－オン等。
（ｄ）オキシインドール核：例えば１－アルキル－２，３－ジヒドロ－２－オキシインド
ール等。
（ｅ）２，４，６－トリケトヘキサヒドロピリミジン核：例えばバルビツル酸又は２－チ
オバルビツル酸及びその誘導体等。誘導体としては例えば１－メチル、１－エチル等の１
－アルキル体、１，３－ジメチル、１，３－ジエチル、１，３－ジブチル等の１，３－ジ
アルキル体、１，３－ジフェニル、１，３－ジ（ｐ－クロロフェニル）、１，３－ジ（ｐ
－エトキシカルボニルフェニル）等の１，３－ジアリール体、１－エチル－３－フェニル
等の１－アルキル－１－アリール体、１，３－ジ（２―ピリジル）等の１，３位ジヘテロ
環置換体等が挙げられる。
（ｆ）２－チオ－２，４－チアゾリジンジオン核：例えばローダニン及びその誘導体等。
誘導体としては例えば３－メチルローダニン、３－エチルローダニン、３－アリルローダ
ニン等の３－アルキルローダニン、３－フェニルローダニン等の３－アリールローダニン
、３－（２－ピリジル）ローダニン等の３位ヘテロ環置換ローダニン等が挙げられる。
【００５５】
（ｇ）２－チオ－２，４－オキサゾリジンジオン（２－チオ－２，４－（３Ｈ，５Ｈ）－
オキサゾールジオン核：例えば３－エチル－２－チオ－２，４－オキサゾリジンジオン等
。
（ｈ）チアナフテノン核：例えば３（２Ｈ）－チアナフテノン－１，１－ジオキサイド等
。
（ｉ）２－チオ－２，５－チアゾリジンジオン核：例えば３－エチル－２－チオ－２，５
－チアゾリジンジオン等。
（ｊ）２，４－チアゾリジンジオン核：例えば２，４－チアゾリジンジオン、３－エチル
－２，４－チアゾリジンジオン、３－フェニル－２，４－チアゾリジンジオン等。
（ｋ）チアゾリン－４－オン核：例えば４－チアゾリノン、２－エチル－４－チアゾリノ
ン等。
（ｌ）２，４－イミダゾリジンジオン（ヒダントイン）核：例えば２，４－イミダゾリジ
ンジオン、３－エチル－２，４－イミダゾリジンジオン等。
（ｍ）２－チオ－２，４－イミダゾリジンジオン（２－チオヒダントイン）核：例えば２
－チオ－２，４－イミダゾリジンジオン、３－エチル－２－チオ－２，４－イミダゾリジ
ンジオン等。
（ｎ）２－イミダゾリン－５－オン核：例えば２－プロピルメルカプト－２－イミダゾリ
ン－５－オン等。
（ｏ）３，５－ピラゾリジンジオン核：例えば１，２－ジフェニル－３，５－ピラゾリジ
ンジオン、１，２－ジメチル－３，５－ピラゾリジンジオン等。
（ｐ）ベンゾチオフェン－３－オン核：例えばベンゾチオフェン－３－オン、オキソベン
ゾチオフェン－３－オン、ジオキソベンゾチオフェン－３－オン等。
（ｑ）インダノン核：例えば１－インダノン、３－フェニル－１－インダノン、３－メチ
ル－１－インダノン、３，３－ジフェニル－１－インダノン、３，３－ジメチル－１－イ
ンダノン等。
【００５６】
　Ｚ１が表す環として好ましくは、１，３－ジカルボニル核、ピラゾリノン核、２，４，
６－トリケトヘキサヒドロピリミジン核（チオケトン体も含み、例えばバルビツル酸核、
２－チオバルビツール酸核）、２－チオ－２，４－チアゾリジンジオン核、２－チオ－２
，４－オキサゾリジンジオン核、２－チオ－２，５－チアゾリジンジオン核、２，４－チ
アゾリジンジオン核、２，４－イミダゾリジンジオン核、２－チオ－２，４－イミダゾリ
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ジンジオン核、２－イミダゾリン－５－オン核、３，５－ピラゾリジンジオン核、ベンゾ
チオフェン－３－オン核、インダノン核であり、より好ましくは１，３－ジカルボニル核
、２，４，６－トリケトヘキサヒドロピリミジン核（チオケトン体も含み、例えばバルビ
ツル酸核、２－チオバルビツール酸核）、３，５－ピラゾリジンジオン核、ベンゾチオフ
ェン－３－オン核、インダノン核であり、更に好ましくは１，３－ジカルボニル核、２，
４，６－トリケトヘキサヒドロピリミジン核（チオケトン体も含み、例えばバルビツル酸
核、２－チオバルビツール酸核）であり、特に好ましくは１，３－インダンジオン核、バ
ルビツル酸核、２－チオバルビツール酸核及びそれらの誘導体である。
【００５７】
　Ｚ１が表す環として好ましいものは下記の式で表される。
【００５８】
【化７】

【００５９】
　Ｚ３は５ないし６員環を形成するに必要な原子群を表す。Ｚ３としては上記Ｚ１が表す
環中から選ぶことができ、好ましくは１，３－ジカルボニル核、２，４，６－トリケトヘ
キサヒドロピリミジン核（チオケトン体も含む）であり、特に好ましくは１，３－インダ
ンジオン核、バルビツル酸核、２－チオバルビツール酸核及びそれらの誘導体である。＊
は結合位置を示す。
【００６０】
　アクセプター部同士の相互作用を制御することにより、ｎ型半導体（例えばフラーレン
類）と共蒸着膜とした際、高い正孔輸送性を発現させることができる。アクセプター部の
構造、及び立体障害となる置換基の導入により相互作用の制御を行うことが可能である。
バルビツル酸核、２－チオバルビツール酸核において、２つのＮ位の水素を好ましくは２
つとも、置換基により置換する事で好ましく分子間相互作用を制御する事が可能であり、
置換基としては後述の置換基Ｗがあげられるが、より好ましくはアルキル基であり、更に
好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、又はブチル基である。
【００６１】
　Ｚ１が表す環が１，３－インダンジオン核の場合、下記一般式（ＶＩ）で示される基又
は下記一般式（ＶＩＩ）で示される基である場合が好ましい。
　一般式（ＶＩ）
【００６２】

【化８】

【００６３】
　式中、Ｒ４１～Ｒ４４はそれぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。＊は結合位置を
示す。
　一般式（ＶＩＩ）
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【００６４】
【化９】

【００６５】
　式中、Ｒ５１、Ｒ５２、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５５、Ｒ５６はそれぞれ独立に、水素原子
又は置換基を表す。＊は結合位置を示す。
【００６６】
　一般式（ＶＩ）及び（ＶＩＩ）において、Ｒ４１～Ｒ４４、Ｒ５１～Ｒ５６が置換基を
表す場合、Ｒ４１～Ｒ４４、Ｒ５１～Ｒ５６が表す置換基としては後述の置換基Ｗが挙げ
られるが、特にハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニト
ロ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基
、アリールチオ基、アルケニル基、シアノ基、ヘテロ環チオ基が好ましい。
　Ｒ４１～Ｒ４４、Ｒ５１～Ｒ５６は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アル
キル基、アリール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、アリールオキ
シ基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニル基、
シアノ基又はヘテロ環チオ基であることが好ましく、水素原子、ハロゲン原子、アルキル
基、アリール基、複素環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ基、アルキルチオ
基、アルケニル基、シアノ基がより好ましく、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１～２０
のアルキル基、炭素数２～２０のアルケニル基、炭素数１～２０のアルコキシ基、炭素数
６～２０のアリール基、炭素数６～２０のアリールオキシ基、５員、６員若しくは７員環
又はその縮合環からなる複素環基が更に好ましく、水素原子、炭素数１～１２のアルキル
基、炭素数２～１２のアルケニル基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数６～１０の
アリール基、炭素数６～１０のアリールオキシ基、５員若しくは６員環又はその縮合環か
らなる複素環基が更に好ましく、水素原子が特に好ましい。Ｒ４１～Ｒ４４、Ｒ５１～Ｒ

５６が置換基である場合、さらなる置換基を有していてもよい。さらなる置換基としては
後述の置換基Ｗが挙げられる。
　アルキル基の場合、直鎖状でも分岐状でもよい。複素環基に含まれるヘテロ原子として
は、酸素原子、硫黄原子、窒素原子等が挙げられる。
　アルキル基、アルケニル基、アリール基等の具体例としては後述の置換基Ｗのアルキル
基、アルケニル基、アリール基で例示する基が挙げられる。
【００６７】
　また、Ｒ４１～Ｒ４４、Ｒ５１～Ｒ５６のうち隣接するものが互いに結合して環を形成
してもよい。形成される環としては後述の環Ｒが挙げられる。形成される環として好まし
くは、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、ピリジン環、ピリミジン環、ピラジ
ン環等である。
【００６８】
　一般式（ＶＩ）において、Ｒ４１～Ｒ４４が全て水素原子である場合が好ましい。また
、一般式（ＶＩＩ）において、Ｒ５１～Ｒ５６が全て水素原子である場合が好ましい。
【００６９】
　Ｚ１が上記一般式（ＶＩ）で示される基又は上記一般式（ＶＩＩ）で示される基である
場合、前記一般式（Ｉ）で表される化合物は、それぞれ下記一般式（ＩＩ）で表される化
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　一般式（Ｉ）で表される化合物が、下記一般式（ＩＩ）で表される化合物、又は下記一
般式（ＩＩＩ）で表される化合物であることが好ましい。
【００７０】
　一般式（ＩＩ）
【００７１】
【化１０】

【００７２】
　式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義であり、好ましい範囲も同様である。Ｒ４１、Ｒ４２、Ｒ４３、
Ｒ４４は一般式（ＶＩ）と同義であり、好ましい範囲も同様である。
【００７３】
　一般式（ＩＩＩ）
【００７４】
【化１１】

【００７５】
　式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義であり、好ましい範囲も同様である。Ｒ５１、Ｒ５２、Ｒ５３、
Ｒ５４、Ｒ５５、Ｒ５６は一般式（ＶＩＩ）と同義であり、好ましい範囲も同様である。
【００７６】
　一般式（Ｉ）のＺ１により形成される環が２，４，６－トリケトヘキサヒドロピリミジ
ン核（チオケトン体も含む）の場合、下記一般式（ＶＩＩＩ）で示される基である場合が
好ましい。
　一般式（ＶＩＩＩ）
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【００７７】
　Ｒ８１、Ｒ８２はそれぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。Ｒ８３は、酸素原子、
硫黄原子又は置換基を表す。＊は結合位置を示す。
　前記一般式（ＶＩＩＩ）で示される基の場合、Ｒ８１、Ｒ８２はそれぞれ独立に、水素
原子又は置換基を表す。置換基としては例えば置換基Ｗとして挙げたものが適用できる。
Ｒ８１、Ｒ８２としてはそれぞれ独立に、アルキル基、アリール基又はヘテロ環基（２－
ピリジル等）が好ましく、炭素数１～６のアルキル基（例えばメチル、エチル、ｎ－プロ
ピル、ｔ－ブチル）を表す場合がより好ましい。
　Ｒ８３は、酸素原子、硫黄原子又は置換基を表すが、Ｒ８３としては酸素原子、又は硫
黄原子を表す場合が好ましい。前記置換基としては結合部が窒素原子であるものと炭素原
子であるものが好ましく、窒素原子の場合はアルキル基（炭素数１～１２）若しくはアリ
ール基（炭素数６～１２）で置換されるものが好ましく、具体的にはメチルアミノ基、エ
チルアミノ基、ブチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、フェニルアミノ基、又はナフチルア
ミノ基が挙げられる。結合部が炭素原子の場合は更に少なくとも一つの電子求引性基が置
換していれば良く、電子求引性基としてはカルボニル基、シアノ基、スルホキシド基、ス
ルホニル基、又はホスホリル基が挙げられ、更に置換基を有している場合が良い。この置
換基としては後記Ｗが挙げられる。Ｒ８３としては、該炭素原子を含む５員環又は６員環
を形成するものが好ましく、具体的には下記構造のものが挙げられる。
【００７８】
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【化１３】

【００７９】
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【化１４】

【００８０】
　上記の基中のＰｈはフェニル基を表す。
【００８１】
　一般式（Ｉ）で表される化合物は、下記一般式（ＩＶ）で表される化合物であることが
好ましい。
　一般式（ＩＶ）
【００８２】
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【化１５】

【００８３】
　式中、Ｚ１、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、一般式
（Ｉ）と同義であり、好ましい範囲も同様である。
　Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。ただ
し、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のすべてが水素原子である場合を除く。また、Ｒ７～
Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のうち隣接するものが互いに結合して環を形成してもよい。更に
、Ｒ３とＲ７、Ｒ６とＲ１６、Ｒ１１とＲ１２はそれぞれ連結してもよい。
【００８４】
　一般式（ＩＶ）において、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６、はそれぞれ独立に、水素原
子又は置換基を表す。但し、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のすべてが水素原子となるこ
とはない。なお、Ｒ３とＲ７又はＲ６とＲ１６が連結する場合は、これ以外のＲ８～Ｒ１

１、Ｒ１２～Ｒ１５がすべて水素原子となっていてもよい。更に、Ｒ１１とＲ１２が連結
する場合は、これ以外のＲ７～Ｒ１０、Ｒ１３～Ｒ１６がすべて水素原子となっていても
よい。
　Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６が置換基を表す場合、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６が
表す置換基としては後述の置換基Ｗが挙げられるが、特にハロゲン原子、アルキル基、ア
リール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテ
ロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニル基、シアノ基、
ヘテロ環チオ基が好ましい。
　Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキ
ル基、アリール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、アリールオキシ
基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニル基、シ
アノ基又はヘテロ環チオ基であることが好ましく、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基
、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、複素環基がより好まし
く、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数２～２０のアルケニ
ル基、炭素数１～２０のアルコキシ基、炭素数６～２０のアリール基、炭素数６～２０の
アリールオキシ基、５員、６員若しくは７員環又はその縮合環からなる複素環基が更に好
ましく、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１～１２のアルキル基、炭素数２～１２のアル
ケニル基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数６～１０のアリール基、炭素数６～１
０のアリールオキシ基、５員若しくは６員環又はその縮合環からなる複素環基が更に好ま
しい。
　アルキル基の場合、直鎖状でも分岐状でもよい。複素環基に含まれるヘテロ原子として
は、酸素原子、硫黄原子、窒素原子等が挙げられる。
　アルキル基、アルケニル基、アリール基等の具体例としては後述の置換基Ｗのアルキル
基、アルケニル基、アリール基で例示する基が挙げられる。
【００８５】
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　また、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のうち隣接するものが互いに結合して環を形成し
てもよい。形成される環としては後述の環Ｒが挙げられる。形成される環として好ましく
は、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、ピリジン環、ピリミジン環等である。
　更に、Ｒ３とＲ７、Ｒ６とＲ１６はそれぞれ連結してもよい。Ｒ３とＲ７又はＲ６とＲ

１６が連結する場合、ナフチレン基とフェニル基とを含む４環以上の縮合環となる。Ｒ３

とＲ７又はＲ６とＲ１６との連結は、単結合でもよい。
【００８６】
　以下に、一般式（Ｉ）で示される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定され
るものではない。
【００８７】
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【化１６】

【００８８】
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【化１７】

【００８９】
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【化１８】

【００９０】
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【化１９】

【００９１】
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【化２０】

【００９２】
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【化２１】

【００９３】
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【化２２】

【００９４】
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【００９５】
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【００９６】
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【００９７】
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【００９９】
　以上で説明した化合物のうち、一般式（Ｉ）～（ＩＶ）で表される化合物は、文献未記
載の新規化合物であり、光センサや光電池に用いる光電変換材料として特に有用である。
また、他の用途として、着色材料、液晶材料、有機半導体材料、有機発光素子材料、電荷
輸送材料、医薬材料、蛍光診断薬材料、等としても用いることができる。
【０１００】
　また、上記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）で表される化合物は、例えば、以下の反応に従って
合成することができる。
【０１０１】
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【化２８】

【０１０２】
　上記式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２は、前記と同義であ
る。
　なお上記合成例では、一般式（Ｉ）で表される化合物のうちＺ１が１，３－ベンゾイン
ダンジオン核である場合を挙げたが、Ｚ１が他の構造である場合も上記１，３－ベンゾイ
ンダンジオンを別の化合物に変更することで上記と同様に合成することができる。
【０１０３】
　上記反応式における中間体化合物である一般式（Ｖ）で表される化合物は新規化合物で
ある。本発明は一般式（Ｖ）で表される化合物にも関する。
　一般式（Ｖ）
【０１０４】
【化２９】

【０１０５】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基
を表す。Ｒ１とＲ２、Ｒ２とＲ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６、それぞれ互いに結合して環
を形成してもよい。Ｒ２１、Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリー
ル基、置換ヘテロアリール基、又は無置換ヘテロアリール基を表す。ただし、Ｒ２１、Ｒ

２２の両方が無置換フェニル基となる場合を除く。）
【０１０６】
　一般式（Ｖ）において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２は、一
般式（Ｉ）と同義であり、好ましい範囲も同様である。
　上記合成例における各反応は、公知の手法を利用して行うことができる。ブロモ体とア
ミンとの反応はブッフバルト・ハートウィッグ反応として知られている（参考文献：Ｏｒ
ｇ．　Ｓｙｎｔｈ．　２００４，　１０，　４２３．　　Ｏｒｇ．　Ｓｙｎｔｈ．　２０
０２，　７８，　２３．）。エステル体からアルデヒド体への還元反応は、Ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ　２００３，　８２２．を参考にすることができる。アルデヒド体とベンゾインダ
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ンジオンとの反応は、Ｂｅｒ．　Ｄｅｕｔｓｃｈ．　Ｃｈｅｍ．　Ｇｅｓ．，　１８９８
，　３１，　２５９６．を参考にすることができる。
【０１０７】
（分子量）
　一般式（Ｉ）～（ＩＶ）で表される化合物は、成膜適性の観点から、分子量が３００以
上１５００以下であることが好ましく、３５０以上１２００以下であることがより好まし
く、４００以上９００以下であることが更に好ましい。分子量が小さすぎる場合では、成
膜した光電変換膜の膜厚が揮発により減少してしまい、逆に分子量が大きすぎる場合では
蒸着ができず、光電変換素子を作製できない。
【０１０８】
（融点）
　一般式（Ｉ）～（ＩＶ）で表される化合物は、蒸着安定性の観点から、融点が２００℃
以上であることが好ましく、２２０℃以上がより好ましく、２４０℃以上が更に好ましい
。融点が低いと蒸着前に融解してしまい、安定に成膜できないことに加え、化合物の分解
物が多くなるため、光電変換性能が劣化する。
【０１０９】
（吸収スペクトル）
　一般式（Ｉ）～（ＩＶ）で表される化合物の吸収スペクトルのピーク波長は、可視領域
の光を幅広く吸収するという観点から４５０ｎｍ以上７００ｎｍ以下であることが好まし
く、４８０ｎｍ以上７００ｎｍ以下がより好ましく、５１０ｎｍ以上６８０ｎｍ以下であ
ることが更に好ましい。
【０１１０】
（ピーク波長のモル吸光係数）
　一般式（Ｉ）～（ＩＶ）で表される化合物は、光を効率よく利用する観点から、モル吸
光係数は高ければ高いほどよい。吸収スペクトル（クロロホルム溶液）が、波長４００ｎ
ｍから７００ｎｍまでの可視領域において、モル吸光係数は２００００Ｍ－１ｃｍ－１以
上が好ましく、３００００Ｍ－１ｃｍ－１以上がより好ましく、４００００Ｍ－１ｃｍ－

１以上が更に好ましい。
【０１１１】
　前記有機光電変換膜は一般式（Ｉ）で表される化合物以外に更にｎ型有機半導体を含有
することが好ましい。好ましくは、一般式（Ｉ）で表される化合物ともに光電変換層１２
に含まれることが好ましい。
　ｎ型有機半導体とは、アクセプター性有機半導体であり、主に電子輸送性有機化合物に
代表され、電子を受容しやすい性質がある有機化合物をいう。更に詳しくは２つの有機化
合物を接触させて用いたときに電子親和力の大きい方の有機化合物をいう。したがって、
アクセプター性有機化合物は、電子受容性のある有機化合物であればいずれの有機化合物
も使用可能である。例えば、フラーレン又はフラーレン誘導体、縮合芳香族炭素環化合物
（ナフタレン誘導体、アントラセン誘導体、フェナントレン誘導体、テトラセン誘導体、
ピレン誘導体、ペリレン誘導体、フルオランテン誘導体）、窒素原子、酸素原子、硫黄原
子を含有する５～７員のヘテロ環化合物（例えば、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピ
リダジン、トリアジン、キノリン、キノキサリン、キナゾリン、フタラジン、シンノリン
、イソキノリン、プテリジン、アクリジン、フェナジン、フェナントロリン、テトラゾー
ル、ピラゾール、イミダゾール、チアゾール、オキサゾール、インダゾール、ベンズイミ
ダゾール、ベンゾトリアゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、カルバゾール
、プリン、トリアゾロピリダジン、トリアゾロピリミジン、テトラザインデン、オキサジ
アゾール、イミダゾピリジン、ピラリジン、ピロロピリジン、チアジアゾロピリジン、ジ
ベンズアゼピン、トリベンズアゼピン等）、ポリアリーレン化合物、フルオレン化合物、
シクロペンタジエン化合物、シリル化合物、含窒素ヘテロ環化合物を配位子として有する
金属錯体などが挙げられる。
【０１１２】
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　前記ｎ型半導体はフラーレン又はフラーレン誘導体が好ましい。
　フラーレンとは、フラーレンＣ６０、フラーレンＣ７０、フラーレンＣ７６、フラーレ
ンＣ７８、フラーレンＣ８０、フラーレンＣ８２、フラーレンＣ８４、フラーレンＣ９０

、フラーレンＣ９６、フラーレンＣ２４０、フラーレンＣ５４０、ミックスドフラーレン
、フラーレンナノチューブを表し、フラーレン誘導体とはこれらに置換基が付加された化
合物のことを表す。置換基としては、アルキル基、アリール基、又は複素環基が好ましい
。
　フラーレン誘導体としては、特開２００７－１２３７０７号公報に記載の化合物が好ま
しい。
【０１１３】
　また、フラーレン及びフラーレン誘導体としては、日本化学会編　季刊化学総説Ｎｏ．
４３（１９９９）、特開平１０－１６７９９４号公報、特開平１１－２５５５０８号公報
、特開平１１－２５５５０９号公報、特開２００２－２４１３２３号公報、特開２００３
－１９６８８１号公報等に記載の化合物を用いることもできる。
　フラーレン及びフラーレン誘導体のうち、フラーレンが好ましく、特に、フラーレンＣ

６０が好ましい。
【０１１４】
　有機光電変換膜においては、前記一般式（Ｉ）で表される化合物と、フラーレン又はフ
ラーレン誘導体とが混合された状態で形成されるバルクヘテロ構造をなしていることが好
ましい。バルクヘテロ構造は光電変換層内でｐ型有機半導体（一般式（Ｉ）で表される化
合物）とｎ型有機半導体が混合、分散している膜であり、例えば共蒸着法で形成すること
ができる。へテロ接合構造を含有させることにより、光電変換層のキャリア拡散長が短い
という欠点を補い、光電変換層の光電変換効率を向上させることができる。なお、バルク
へテロ接合構造については、特開２００５－３０３２６６号公報の［００１３］～［００
１４］等において詳細に説明されている。
【０１１５】
　有機光電変換膜における前記一般式（Ｉ）で表される化合物に対するフラーレン又はフ
ラーレン誘導体の体積比率（フラーレン又はフラーレン誘導体／一般式（１）で表される
化合物×１００（％））は、５０％以上であることが好ましく、８０％以上１０００％以
下（体積比率）であることがより好ましく、１００％以上７００％以下（体積比率）であ
ることが更に好ましい。
【０１１６】
（非発光性膜）
　有機光電変換膜において、前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）で表される化合物と、ｎ型有機
半導体とが混合された膜は非発光性膜であり、ＯＬＥＤ（有機電界発光素子）とは異なる
特徴を有する。非発光性膜とは発光量子効率が１％以下の膜の場合であり、０.５％以下
であることがより好ましく、０.１％以下であることが更に好ましい。
【０１１７】
　有機光電変換膜は、乾式成膜法又は湿式成膜法により成膜することができる。乾式成膜
法の具体的な例としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法，Ｍ
ＢＥ法等の物理気相成長法あるいはプラズマ重合等のＣＶＤ法が挙げられる。湿式成膜法
としては、キャスト法、スピンコート法、ディッピング法、ＬＢ法等が用いられる。好ま
しくは乾式成膜法であり、真空蒸着法がより好ましい。真空蒸着法により成膜する場合、
真空度、蒸着温度等の製造条件は常法に従って設定することができる。
【０１１８】
　光電変換層の厚みは、１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下が好ましく、更に好ましくは５０
ｎｍ以上８００ｎｍ以下、特に好ましくは１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下である。１０ｎ
ｍ以上とすることにより、好適な暗電流抑制効果が得られ、１０００ｎｍ以下とすること
により、好適な光電変換効率が得られる。
【０１１９】
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[電荷ブロッキング層：電子ブロッキング層、正孔ブロッキング層]
（電子ブロッキング層）
　電子ブロッキング層には、電子供与性有機材料を用いることができる。具体的には、低
分子材料では、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－（１，１’－ビフェニル）－４
，４’－ジアミン（ＴＰＤ）や４，４’－ビス［Ｎ－（ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミ
ノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）等の芳香族ジアミン化合物、オキサゾール、オキサジアゾ
ール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾロン、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導
体、テトラヒドロイミダゾール、ポリアリールアルカン、ブタジエン、４，４’，４”ト
リス（Ｎ－（３－メチルフェニル）Ｎ－フェニルアミノ）トリフェニルアミン（ｍ－ＭＴ
ＤＡＴＡ）、ポルフィン、テトラフェニルポルフィン銅、フタロシアニン、銅フタロシア
ニン、チタニウムフタロシアニンオキサイド等のポリフィリン化合物、トリアゾール誘導
体、オキサジザゾール誘導体、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、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、
フルオレン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラ
セン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、シラザン誘導体などを用いること
ができ、高分子材料では、フェニレンビニレン、フルオレン、カルバゾール、インドール
、ピレン、ピロール、ピコリン、チオフェン、アセチレン、ジアセチレン等の重合体や、
その誘導体を用いることができる。電子供与性化合物でなくとも、十分なホール輸送性を
有する化合物であれば用いることは可能である。
　具体的には特開２００８－７２０９０号公報の［００８３］～［００８９］に記載の化
合物が好ましい。
【０１２０】
（正孔ブロッキング層）
　正孔ブロッキング層には、電子受容性有機材料を用いることができる。
　電子受容性材料としては、１，３－ビス（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル－１，３，４
－オキサジアゾリル）フェニレン（ＯＸＤ－７）等のオキサジアゾール誘導体、アントラ
キノジメタン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、バソクプロイン、バソフェナントロリン
、及びこれらの誘導体、トリアゾール化合物、トリス（８－ヒドロキシキノリナート）ア
ルミニウム錯体、ビス（４－メチル－８－キノリナート）アルミニウム錯体、ジスチリル
アリーレン誘導体、シロール化合物などを用いることができる。また、電子受容性有機材
料でなくとも、十分な電子輸送性を有する材料ならば使用することは可能である。ポルフ
ィリン系化合物や、ＤＣＭ（４－ジシアノメチレン－２－メチル－６－（４－（ジメチル
アミノスチリル））－４Ｈピラン）等のスチリル系化合物、４Ｈピラン系化合物を用いる
ことができる。具体的には特開２００８－７２０９０号公報の［００７３］～［００７８
］に記載の化合物が好ましい。
【０１２１】
　電子ブロッキング層及び正孔ブロッキング層の厚みは、それぞれ、１０ｎｍ以上２００
ｎｍ以下が好ましく、更に好ましくは３０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、特に好ましくは５０
ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。この厚みが薄すぎると、暗電流抑制効果が低下してしま
い、厚すぎると光電変換効率が低下してしまうためである。また、光電変換素子が電荷ブ
ロッキング層を含むとき、電子ブロッキング層を含んでいることがより好ましい。
【０１２２】
［光センサ］
　光電変換素子は光電池と光センサに大別できるが、本発明の光電変換素子は光センサに
適している。光センサとしては、上記光電変換素子単独で用いたものでもよいし、前記光
電変換素子を直線状に配したラインセンサや、平面上に配した２次元センサの形態とする
ことができる。本発明の光電変換素子は、ラインセンサでは、スキャナー等の様に光学系
及び駆動部を用いて光画像情報を電気信号に変換し、２次元センサでは、撮像モジュール
のように光画像情報を光学系でセンサ上に結像させ電気信号に変換することで撮像素子と
して機能する。
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　光電池は発電装置であるため、光エネルギーを電気エネルギーに変換する効率が重要な
性能となるが、暗所での電流である暗電流は機能上は問題にならない。更にカラーフィル
タ設置当の後段の加熱工程が必要ない。光センサは明暗信号を高い精度で電気信号に変換
することが重要な性能となるため、光量を電流に変換する効率も重要な性能であるが、暗
所で信号を出力するとノイズとなるため、低い暗電流が要求される。更に後段の工程に対
する耐性も重要である。
【０１２３】
［撮像素子］
　次に、光電変換素子１０aを備えた撮像素子の構成例を説明する。なお、以下に説明す
る構成例において、すでに説明した部材などと同等な構成・作用を有する部材等について
は、図中に同一符号又は相当符号を付すことにより、説明を簡略化或いは省略する。
　撮像素子とは画像の光情報を電気信号に変換する素子であり、複数の光電変換素子が同
一平面状でマトリクス上に配置されており、各々の光電変換素子（画素）において光信号
を電気信号に変換し、その電気信号を画素ごとに逐次撮像素子外に出力できるものをいう
。そのために、画素ひとつあたり、一つの光電変換素子、一つ以上のトランジスタから構
成される。
　図２は、本発明の一実施形態を説明するための撮像素子の概略構成を示す断面模式図で
ある。この撮像素子は、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等の撮像装置、電子内視
鏡、携帯電話機等の撮像モジュール等に搭載して用いられる。
　この撮像素子は、図１に示したような構成の複数の光電変換素子と、各光電変換素子の
光電変換膜で発生した電荷に応じた信号を読み出す読み出し回路が形成された回路基板と
を有し、該回路基板上方の同一面上に、複数の光電変換素子が１次元状又は二次元状に配
列された構成となっている。
【０１２４】
　図２に示す撮像素子１００は、基板１０１と、絶縁層１０２と、接続電極１０３と、画
素電極（下部電極）１０４と、接続部１０５と、接続部１０６と、光電変換膜１０７と、
対向電極（上部電極）１０８と、緩衝層１０９と、封止層１１０と、カラーフィルタ（Ｃ
Ｆ）１１１と、隔壁１１２と、遮光層１１３と、保護層１１４と、対向電極電圧供給部１
１５と、読出し回路１１６とを備える。
【０１２５】
　画素電極１０４は、図１に示した光電変換素子１０aの電極１１と同じ機能を有する。
対向電極１０８は、図１に示した光電変換素子１０aの電極１５と同じ機能を有する。光
電変換膜１０７は、図１に示した光電変換素子１０aの電極１１及び電極１５間に設けら
れる層と同じ構成である。
【０１２６】
　基板１０１は、ガラス基板又はＳｉ等の半導体基板である。基板１０１上には絶縁層１
０２が形成されている。絶縁層１０２の表面には複数の画素電極１０４と複数の接続電極
１０３が形成されている。
【０１２７】
　光電変換膜１０７は、複数の画素電極１０４の上にこれらを覆って設けられた全ての光
電変換素子で共通の層である。
【０１２８】
　対向電極１０８は、光電変換膜１０７上に設けられた、全ての光電変換素子で共通の１
つの電極である。対向電極１０８は、光電変換膜１０７よりも外側に配置された接続電極
１０３の上にまで形成されており、接続電極１０３と電気的に接続されている。
【０１２９】
　接続部１０６は、絶縁層１０２に埋設されており、接続電極１０３と対向電極電圧供給
部１１５とを電気的に接続するためのプラグ等である。対向電極電圧供給部１１５は、基
板１０１に形成され、接続部１０６及び接続電極１０３を介して対向電極１０８に所定の
電圧を印加する。対向電極１０８に印加すべき電圧が撮像素子の電源電圧よりも高い場合
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は、チャージポンプ等の昇圧回路によって電源電圧を昇圧して上記所定の電圧を供給する
。
【０１３０】
　読出し回路１１６は、複数の画素電極１０４の各々に対応して基板１０１に設けられて
おり、対応する画素電極１０４で捕集された電荷に応じた信号を読出すものである。読出
し回路１１６は、例えばＣＣＤ、ＣＭＯＳ回路、又はＴＦＴ回路等で構成されており、絶
縁層１０２内に配置された図示しない遮光層によって遮光されている。読み出し回路１１
６は、それに対応する画素電極１０４と接続部１０５を介して電気的に接続されている。
【０１３１】
　緩衝層１０９は、対向電極１０８上に、対向電極１０８を覆って形成されている。封止
層１１０は、緩衝層１０９上に、緩衝層１０９を覆って形成されている。カラーフィルタ
１１１は、封止層１１０上の各画素電極１０４と対向する位置に形成されている。隔壁１
１２は、カラーフィルタ１１１同士の間に設けられており、カラーフィルタ１１１の光透
過効率を向上させるためのものである。
【０１３２】
　遮光層１１３は、封止層１１０上のカラーフィルタ１１１及び隔壁１１２を設けた領域
以外に形成されており、有効画素領域以外に形成された光電変換膜１０７に光が入射する
事を防止する。保護層１１４は、カラーフィルタ１１１、隔壁１１２、及び遮光層１１３
上に形成されており、撮像素子１００全体を保護する。
【０１３３】
　このように構成された撮像素子１００では、光が入射すると、この光が光電変換膜１０
７に入射し、ここで電荷が発生する。発生した電荷のうちの正孔は、画素電極１０４で捕
集され、その量に応じた電圧信号が読み出し回路１１６によって撮像素子１００外部に出
力される。
【０１３４】
　撮像素子１００の製造方法は、次の通りである。
【０１３５】
　対向電極電圧供給部１１５と読み出し回路１１６が形成された回路基板上に、接続部１
０５，１０６、複数の接続電極１０３、複数の画素電極１０４、及び絶縁層１０２を形成
する。複数の画素電極１０４は、絶縁層１０２の表面に例えば正方格子状に配置する。
【０１３６】
　次に、複数の画素電極１０４上に、光電変換膜１０７を例えば真空加熱蒸着法によって
形成する。次に、光電変換膜１０７上に例えばスパッタ法により対向電極１０８を真空下
で形成する。次に、対向電極１０８上に緩衝層１０９、封止層１１０を順次、例えば真空
加熱蒸着法によって形成する。次に、カラーフィルタ１１１、隔壁１１２、遮光層１１３
を形成後、保護層１１４を形成して、撮像素子１００を完成する。
【０１３７】
　撮像素子１００の製造方法においても、光電変換膜１０７に含まれる光電変換層の形成
工程と封止層１１０の形成工程との間に、作製途中の撮像素子１００を非真空下に置く工
程を追加しても、複数の光電変換素子の性能劣化を防ぐことができる。この工程を追加す
ることで、撮像素子１００の性能劣化を防ぎながら、製造コストを抑えることができる。
【０１３８】
　以下では、上述した撮像素子１００の構成要素の封止層１１０の詳細について説明する
。
[封止層]
　封止層１１０としては次の条件が求められる。
　第一に、素子の各製造工程において溶液、プラズマなどに含まれる有機の光電変換材料
を劣化させる因子の浸入を阻止して光電変換層を保護することが挙げられる。
　第二に、素子の製造後に、水分子などの有機の光電変換材料を劣化させる因子の浸入を
阻止して、長期間の保存／使用にわたって、光電変換膜１０７の劣化を防止する。
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　第三に、封止層１１０を形成する際は既に形成された光電変換層を劣化させない。
　第四に、入射光は封止層１１０を通じて光電変換膜１０７に到達するので、光電変換膜
１０７で検知する波長の光に対して封止層１１０は透明でなくてはならない。
【０１３９】
　封止層１１０は、単一材料からなる薄膜で構成することもできるが、多層構成にして各
層に別々の機能を付与することで、封止層１１０全体の応力緩和、製造工程中の発塵等に
よるクラック、ピンホールなどの欠陥発生の抑制、材料開発の最適化が容易になることな
どの効果が期待できる。例えば、封止層１１０は、水分子などの劣化因子の浸透を阻止す
る本来の目的を果たす層の上に、その層で達成することが難しい機能を持たせた「封止補
助層」を積層した２層構成を形成することができる。３層以上の構成も可能だが、製造コ
ストを勘案するとなるべく層数は少ない方が好ましい。
【０１４０】
　[原子層堆積法（ＡＬＤ法）による封止層１１０の形成]
　光電変換材料は水分子などの劣化因子の存在で顕著にその性能が劣化してしまう。その
ために、水分子を浸透させない緻密な金属酸化物・金属窒化物・金属窒化酸化物などセラ
ミクスやダイヤモンド状炭素（ＤＬＣ）などで光電変換膜全体を被覆して封止することが
必要である。従来から、酸化アルミニウム、酸化珪素、窒化珪素、窒化酸化珪素やそれら
の積層構成、それらと有機高分子の積層構成などを封止層として、各種真空製膜技術で形
成されている。もっとも、これら従来の封止層は、基板表面の構造物、基板表面の微小欠
陥、基板表面に付着したパーティクルなどによる段差において、薄膜の成長が困難なので
（段差が影になるので）平坦部と比べて膜厚が顕著に薄くなる。このために段差部分が劣
化因子の浸透する経路になってしまう。この段差を封止層で完全に被覆するには、平坦部
において１μｍ以上の膜厚になるように製膜して、封止層全体を厚くすることが好ましい
。
【０１４１】
　画素寸法が２μｍ未満、特に１μｍ程度の撮像素子１００において、カラーフィルタ１
１１と光電変換層との距離、すなわち封止層１１０の膜厚が大きいと、封止層１１０内で
入射光が回折／発散してしまい、混色が発生する。このために、画素寸法が１μｍ程度の
撮像素子１００は、封止層１１０全体の膜厚を減少させても素子性能が劣化しないような
封止層材料／製造方法が好ましい。
【０１４２】
　原子層堆積（ＡＬＤ）法は、ＣＶＤ法の一種で、薄膜材料となる有機金属化合物分子、
金属ハロゲン化物分子、金属水素化物分子の基板表面への吸着／反応と、それらに含まれ
る未反応基の分解を、交互に繰返して薄膜を形成する技術である。基板表面へ薄膜材料が
到達する際は上記低分子の状態なので、低分子が入り込めるごくわずかな空間さえあれば
薄膜が成長可能である。そのために、従来の薄膜形成法では困難であった段差部分を完全
に被覆し（段差部分に成長した薄膜の厚さが平坦部分に成長した薄膜の厚さと同じ）、す
なわち段差被覆性が非常に優れる。そのため、基板表面の構造物、基板表面の微小欠陥、
基板表面に付着したパーティクルなどによる段差を完全に被覆できるので、そのような段
差部分が光電変換材料の劣化因子の浸入経路にならない。封止層１１０の形成を原子層堆
積法で行なった場合は従来技術よりも効果的に必要な封止層膜厚を薄くすることが可能に
なる。
【０１４３】
　原子層堆積法で封止層１１０を形成する場合は、先述した封止層１１０に好ましいセラ
ミクスに対応した材料を適宜選択できる。もっとも、本発明の光電変換膜は光電変換材料
を使用するために、光電変換材料が劣化しないような、比較的に低温で薄膜成長が可能な
材料に制限される。アルキルアルミニウムやハロゲン化アルミニウムを材料とした原子層
堆積法によると、光電変換材料が劣化しない２００℃未満で緻密な酸化アルミニウム薄膜
を形成することができる。特にトリメチルアルミニウムを使用した場合は１００℃程度で
も酸化アルミニウム薄膜を形成でき好ましい。酸化珪素や酸化チタンも材料を適切に選択
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することで酸化アルミニウムと同様に２００℃未満で緻密な薄膜を形成することができ好
ましい。
【０１４４】
［置換基Ｗ］
　置換基Ｗについて記載する。
　置換基Ｗとしてはハロゲン原子、アルキル基（シクロアルキル基、ビシクロアルキル基
、トリシクロアルキル基を含む）、アルケニル基（シクロアルケニル基、ビシクロアルケ
ニル基を含む）、アルキニル基、アリール基、複素環基（ヘテロ環基といっても良い）、
シアノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、
シリルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキ
シカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、アミノ基（アニリノ基を含
む）、アンモニオ基、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニ
ルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキル及
びアリールスルホニルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテ
ロ環チオ基、スルファモイル基、スルホ基、アルキル及びアリールスルフィニル基、アル
キル及びアリールスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカ
ルボニル基、カルバモイル基、アリール及びヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、
ホスフィニル基、ホスフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、ホスホノ基、シリル基
、ヒドラジノ基、ウレイド基、ボロン酸基（－Ｂ（ＯＨ）２）、ホスファト基（－ＯＰＯ
（ＯＨ）２）、スルファト基（－ＯＳＯ３Ｈ）、その他の公知の置換基が挙げられる。
【０１４５】
　更に好ましくは、Ｗは、下記の（１）～（１７）などを表す。
（１）ハロゲン原子
　例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子
（２）アルキル基
　直鎖、分岐、環状のアルキル基を表す。
（２－ａ）アルキル基
　好ましくは炭素数１から３０のアルキル基（例えばメチル、エチル、ｎ－プロピル、イ
ソプロピル、ｔ－ブチル、ｎ－オクチル、エイコシル、２－クロロエチル、２－シアノエ
チル、２－エチルヘキシル）
【０１４６】
（２－ｂ）シクロアルキル基
　好ましくは、炭素数３から３０の置換又は無置換のシクロアルキル基（例えば、シクロ
ヘキシル、シクロペンチル、４－ｎ－ドデシルシクロヘキシル）
【０１４７】
（３）アルケニル基
　直鎖、分岐、環状の炭素数２から３０のアルケニル基を表す（例えばビニル、アリル、
スチリル）
【０１４８】
（４）アルキニル基
　好ましくは、炭素数２から３０のアルキニル基（例えば、エチニル、プロパルギル、ト
リメチルシリルエチニル基）
【０１４９】
（５）アリール基
　好ましくは、炭素数６から３０のアリール基（例えばフェニル、ｐ－トリル、ナフチル
、ｍ－クロロフェニル、ｏ－ヘキサデカノイルアミノフェニル、フェロセニル）
【０１５０】
（６）複素環基
　好ましくは、５又は６員の、芳香族若しくは非芳香族の複素環化合物から一個の水素原
子を取り除いた一価の基であり、更に好ましくは、炭素数　２から５０の５若しくは６員
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の芳香族の複素環基である。
（例えば、２－フリル、２－チエニル、２－ピリミジニル、２－ベンゾチアゾリル。なお
、１－メチル－２－ピリジニオ、１－メチル－２－キノリニオのようなカチオン性の複素
環基でも良い）
【０１５１】
（７）アルコキシ基
　好ましくは、炭素数１から３０のアルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ、イソプ
ロポキシ、ｔ－ブトキシ、ｎ－オクチルオキシ、２－メトキシエトキシ）
【０１５２】
（８）アリールオキシ基
　好ましくは、炭素数６から３０のアリールオキシ基（例えば、フェノキシ、２－メチル
フェノキシ、４－ｔ－ブチルフェノキシ、３－ニトロフェノキシ、２－テトラデカノイル
アミノフェノキシ）
【０１５３】
（９）アミノ基
　好ましくは、アミノ基、炭素数１から３０のアルキルアミノ基、炭素数６から３０のア
ニリノ基（例えば、アミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、アニリノ、Ｎ－メチル－ア
ニリノ、ジフェニルアミノ）
【０１５４】
（１０）アルキルチオ基
　好ましくは、炭素数１から３０のアルキルチオ基（例えばメチルチオ、エチルチオ、ｎ
－ヘキサデシルチオ）
【０１５５】
（１１）アリールチオ基
　好ましくは、炭素数６から３０のアリールチオ（例えば、フェニルチオ、ｐ－クロロフ
ェニルチオ、ｍ－メトキシフェニルチオ）
【０１５６】
（１２）ヘテロ環チオ基
　好ましくは、炭素数２から３０の置換又は無置換のヘテロ環チオ基（例えば、２－ベン
ゾチアゾリルチオ、１－フェニルテトラゾール－５－イルチオ）
【０１５７】
（１３）アルキル若しくはアリールスルフィニル基
　好ましくは、炭素数１から３０の置換又は無置換のアルキルスルフィニル基、６から３
０の置換又は無置換のアリールスルフィニル基（例えば、メチルスルフィニル、エチルス
ルフィニル、フェニルスルフィニル、ｐ－メチルフェニルスルフィニル）
【０１５８】
（１４）アルキル若しくはアリールスルホニル基
　好ましくは、炭素数１から３０のアルキルスルホニル基、６から３０のアリールスルホ
ニル基、例えば、メチルスルホニル、エチルスルホニル、フェニルスルホニル、ｐ－メチ
ルフェニルスルホニル）
【０１５９】
（１５）アシル基
　好ましくは、ホルミル基、炭素数２から３０のアルキルカルボニル基、炭素数７から３
０のアリールカルボニル基、炭素数４から３０の炭素原子でカルボニル基と結合している
ヘテロ環カルボニル基（例えば、アセチル、ピバロイル、２－クロロアセチル、ステアロ
イル、ベンゾイル、ｐ－ｎ－オクチルオキシフェニルカルボニル、２―ピリジルカルボニ
ル、２―フリルカルボニル）
【０１６０】
（１６）ホスフィノ基
　好ましくは、炭素数２から３０のホスフィノ基（例えば、ジメチルホスフィノ、ジフェ
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ニルホスフィノ、メチルフェノキシホスフィノ）
【０１６１】
（１７）シリル基
　好ましくは、炭素数３から３０のシリル基（例えば、トリメチルシリル、トリエチルシ
リル、トリイソプロピルシリル、ｔ－ブチルジメチルシリル、フェニルジメチルシリル）
【０１６２】
［環Ｒ］
　環Ｒとしては、芳香族、又は非芳香族の炭化水素環、又は複素環や、これらが更に組み
合わされて形成された多環縮合環が挙げられる。例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、ア
ントラセン環、フェナントレン環、フルオレン環、トリフェニレン環、ナフタセン環、ビ
フェニル環、ピロール環、フラン環、チオフェン環、イミダゾール環、オキサゾール環、
チアゾール環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、インドリジン環
、インドール環、ベンゾフラン環、ベンゾチオフェン環、イソベンゾフラン環、キノリジ
ン環、キノリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、キノキサリン環、キノキサゾリン環
、イソキノリン環、カルバゾール環、フェナントリジン環、アクリジン環、フェナントロ
リン環、チアントレン環、クロメン環、キサンテン環、フェノキサチイン環、フェノチア
ジン環、及びフェナジン環が挙げられる。
【実施例】
【０１６３】
（実施例１）
＜化合物（１）の合成＞
【０１６４】
【化３０】

【０１６５】
（化合物１ａの合成）
　脱水キシレン１０ｍｌにＮ－フェニル－２－ナフチルアミン（東京化成社製）４．０ｇ
、６―ブロモ―２－ナフトエ酸メチル（和光純薬社製）４．０ｇ、酢酸パラジウム１７０
ｍｇ、トリフェニルホスフィン５９０ｍｇ、炭酸セシウム９．８ｇを加え、３時間還流し
た。反応混合物を吸引ろ過し、溶媒をエバポレーターで留去した後、シリカゲルカラムに
よって精製した（展開溶媒：トルエン）。溶媒を留去することにより、化合物（１ａ）を
６．２ｇ得た。
【０１６６】
（化合物１ｂの合成）
　脱水トルエン３０ｍｌにＳＭＥＡＨ（水素化ビス（２－メトキシエトキシ）アルミニウ
ムナトリウム・トルエン溶液（約７０％）（和光純薬社製））２３．６ｍｌを加え、内温
を氷浴で０℃にした後、１－メチルピペラジン９．９ｍｌを脱水トルエン１７ｍｌに溶か
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した溶液を滴下した。脱水トルエン５０ｍｌに化合物（１ａ）６．２ｇを溶かし、内温を
ドライアイス浴で－４０℃にした後、これに、上記で調整したＳＭＥＡＨトルエン溶液を
滴下した。４．５時間攪拌した後、濃塩酸をｐＨが１になるまで加えた。これに水、酢酸
エチルを加え油層を炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄した。油層を硫酸マグネシウムで乾
燥させた後、ろ過し、エバポレーターによって溶媒を留去した。反応混合物をシリカゲル
カラムによって精製し、溶媒を留去することにより、化合物（１ｂ）を４．２ｇ得た。
【０１６７】
＜化合物（１ｂ）の同定＞
　　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：７．１５－７．２８（４Ｈ，ｍ），７．３４－７．
４７（６Ｈ，ｍ），７．５６－７．６６（３Ｈ，ｍ），７．７８－７．８７（４Ｈ，ｍ）
，８．２３（１Ｈ，ｓ），１０．１０（１Ｈ，ｓ）
【０１６８】
（化合物（１）の合成）
　化合物（１ｂ）２．０ｇとベンゾインダンジオン１．３ｇをトルエン１５ｍｌとエタノ
ール２０ｍｌの混合溶媒に加え、２時間還流した。放冷後、吸引ろ過を行い、ろ過物を少
量のクロロホルムに溶解させ、エタノールで再結晶を行った。吸引ろ過を行うことで、化
合物（１）を２．２ｇ得た。化合物の同定は１Ｈ－ＮＭＲによって行った。
【０１６９】
＜化合物（１）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：７．１９（１Ｈ，ｔ），７．２５（２Ｈ，ｄ），７．
３４－７．４８（７Ｈ，ｍ），７．５８－７．７３（５Ｈ，ｍ），７．８３（２Ｈ，ｄ）
，７．８８（１Ｈ，ｄ），８．１２（３Ｈ，ｍ），８．５２（２Ｈ，ｍ），８．６０（１
Ｈ，ｄ），９．０１（１Ｈ，ｓ）
　分子量：５５１．６３
【０１７０】
＜融点の測定＞
　化合物（１）の融点を、エスアイアイ・ナノテクノロジー社製ＴＧ／ＤＴＡ　６２００
　ＡＳＴ－２を用いて測定したところ、２５４℃であった。
【０１７１】
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（１）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、島津製作所社製ＵＶ－２５５
０を用いて測定したところ、ピーク波長は５４２ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数
は５４０００Ｍ－１ｃｍ－１であった。
【０１７２】
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　図２の形態の、光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。ここで、光電変換素子は
、下部電極１０４、光電変換膜１０７、及び上部電極１０８からなり、光電変換膜１０７
として光電変換層と電子ブロッキング層とを含む有機光電変換膜を形成した。
　すなわち、ＣＭＯＳ基板上に、アモルファス性ＩＴＯ　３０ｎｍをスパッタ法により成
膜後、フォトリソグラフィーによりＣＭＯＳ基板上のフォトダイオード（ＰＤ）の上にそ
れぞれ１つずつ画素が存在するようにパターニングして画素電極（下部電極）とした。そ
の上に、下記ＥＢ－３を１００ｎｍ真空加熱蒸着により成膜して電子ブロッキング層を形
成し、その上に、化合物（１）とフラーレン（Ｃ６０）をそれぞれ単層換算で１００ｎｍ
、３００ｎｍの比率となるように共蒸着した層をそれぞれ真空加熱蒸着により成膜して、
化合物（１）とフラーレン（Ｃ６０）とがバルクへテロ構造を形成した光電変換層を形成
した。更に、上部電極としてスパッタ法によりアモルファス性ＩＴＯを１０ｎｍ成膜して
透明電極（上部電極）とすることにより、固体撮像素子を作製した。上部電極上には、封
止層として加熱蒸着によるＳｉＯ膜形成後、その上にＡＬＤ法により酸化アルミニウム層
を形成した。電子ブロッキング層及び光電変換層の真空蒸着は全て４×１０－４Ｐａ以下
の真空度で行った。
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【０１７３】
（実施例２）
＜化合物（２）の合成＞
　実施例１において、Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミンを２，２’－ジナフチルアミン
（東京化成社製）に変更すること以外は同様にして化合物（２ｂ）及び化合物（２）を合
成した。
＜化合物（２ｂ）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：７．３９（４Ｈ，ｄｄ），７．４３－７．４７（４Ｈ
，ｍ），７．５８－７．６６（５Ｈ，ｍ），７．８０－７．８９（６Ｈ，ｍ），８．２４
（１Ｈ，ｓ），１０．１０（１Ｈ，ｓ）
【０１７４】
＜化合物（２）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：７．３９－７．４９（８Ｈ，ｍ），７．６０－７．７
４（７Ｈ，ｍ），７．８４（４Ｈ，ｄ），７．９０（１Ｈ，ｄ），８．１２（３Ｈ，ｍ）
，８．５３（２Ｈ，ｄ），８．６０（１Ｈ，ｄ），９．０４（１Ｈ，ｓ）
　分子量：６０１．６９
【０１７５】
＜融点の測定＞
　化合物（２）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、３０９℃であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（２）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定したと
ころ、ピーク波長は５４８ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は５４０００Ｍ－１ｃ
ｍ－１であった。
【０１７６】
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（２）に変更すること
以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１７７】
（実施例３）
＜化合物（３）の合成＞
　実施例１において、ベンゾインダンジオンをインダンジオンに変更すること以外は同様
にして化合物（３）を合成した。
＜化合物（３）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：７．１８（１Ｈ，ｔ），７．２３（１Ｈ，ｄ），７．
３２－７．４９（７Ｈ，ｄ），７．５７－７．６８（４Ｈ，ｍ），７．７９－７．８８（
５Ｈ，ｍ），８．０２（３Ｈ，ｍ），８．５３（１Ｈ，ｄ），８．９２（１Ｈ，ｓ）
　分子量：５０１．５７
＜融点の測定＞
　化合物（３）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、２５３℃であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（３）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定したと
ころ、ピーク波長は５１４ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は４００００Ｍ－１ｃ
ｍ－１であった。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（３）に変更すること
以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１７８】
（実施例４）
＜化合物（４）の合成＞
　実施例２において、ベンゾインダンジオンをインダンジオンに変更すること以外は同様
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にして化合物（４）を合成した。
＜化合物（４）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：７．３９－７．４７（８Ｈ，ｄ），７．５９－７．６
７（５Ｈ，ｍ），７．７９－７．９０（７Ｈ，ｍ），８．０３（３Ｈ，ｍ），８．５４（
１Ｈ，ｄ），８．９４（１Ｈ，ｓ）
分子量：５５１．６３
＜融点の測定＞
　化合物（４）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、２６１℃であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（４）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定したと
ころ、ピーク波長は５１７ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は４３０００Ｍ－１ｃ
ｍ－１であった。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（４）に変更すること
以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１７９】
（実施例５）
＜化合物（５）の合成＞
　実施例３において、Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミンをＮ，Ｎ－ビス（９，９－ジメ
チル－２－フルオレニル）アミン（公知の方法に従って合成した）に変更すること以外は
同様にして化合物（５ｂ）及び化合物（５）を合成した。
＜化合物（５ｂ）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：１．４２（１２Ｈ，ｓ），７．１５－７．５０（１２
Ｈ，ｍ），７．５８－７．７０（５Ｈ，ｍ），７．８５（２Ｈ，ｄ），８．２３（１Ｈ，
ｓ），１０．１０（１Ｈ，ｓ）
【０１８０】
＜化合物（５）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：１．４５（１２Ｈ，ｓ），７．１８－７．４９（１２
Ｈ，ｄ），７．６０（２Ｈ，ｄ），７．６４－７．７２（３Ｈ，ｍ），７．７８－７．８
５（２Ｈ，ｍ），７．８７（１Ｈ，ｄ），８．０３（３Ｈ，ｍ），８．５４（１Ｈ，ｄ）
，８．９３（１Ｈ，ｓ）
分子量：６８３．８３
＜融点の測定＞
　化合物（５）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、２７０℃であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（５）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定したと
ころ、ピーク波長は５４１ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は４００００Ｍ－１ｃ
ｍ－１であった。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（５）に変更すること
以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１８１】
（実施例６）
＜化合物（６）の合成＞
　実施例１において、Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミンを１，２’－ジナフチルアミン
（東京化成社製）に変更すること以外は同様にして化合物（６ｂ）及び化合物（６）を合
成した。
＜化合物（６ｂ）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：７．１３－７．２９（３Ｈ，ｍ），７．３１－７．６
０（９Ｈ，ｍ），７．７６－７．８５（４Ｈ，ｍ），７．８８（１Ｈ，ｄ），７．９３－
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７．９９（２Ｈ，ｍ），８．２０（１Ｈ，ｓ），１０．０７（１Ｈ，ｓ）
【０１８２】
＜化合物（６）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：７．２３－７．６３（１２Ｈ，ｍ），７．６７－７．
７５（２Ｈ，ｍ），７．８０（２Ｈ，ｄ），７．８５（１Ｈ，ｄ），７．９０（１Ｈ，ｄ
），７．９６（１Ｈ，ｄ），７．９９（１Ｈ，ｄ），８．０９－８．１４（３Ｈ，ｍ），
８．５１（２Ｈ，ｄ），８．５７（１Ｈ，ｄ），９．００（１Ｈ，ｓ）
　分子量：６０１．６９
【０１８３】
＜融点の測定＞
　化合物（６）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、３００℃であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（６）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定したと
ころ、ピーク波長は５３９ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は５００００Ｍ－１ｃ
ｍ－１であった。
【０１８４】
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（６）に変更すること
以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１８５】
（実施例７）
＜化合物（７）の合成＞
【０１８６】
【化３１】

【０１８７】
（化合物７ａ’の合成）
　脱水キシレン４０ｍｌに３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルアニリン（東京化成社製）３．
０ｇ、６―ブロモ―２－ナフトエ酸メチル（和光純薬社製）３．５ｇ、酢酸パラジウム９
０ｍｇ、トリフェニルホスフィン４２０ｍｇ、炭酸セシウム８．７ｇを加え、５時間還流
した。反応混合物を吸引ろ過し、溶媒をエバポレーターで留去した後、シリカゲルカラム
によって精製した（展開溶媒：トルエン）。溶媒を留去することにより、化合物（７ａ’
）を２．２ｇ得た。
（化合物７ａの合成）
　脱水キシレン２０ｍｌに２－ブロモナフタレン（東京化成社製）１．４ｇ、化合物（７
ａ’）２．２ｇ、酢酸パラジウム６０ｍｇ、トリフェニルホスフィン３００ｍｇ、炭酸セ
シウム３．７ｇを加え、５時間還流した。反応混合物を吸引ろ過し、溶媒をエバポレータ
ーで留去した後、シリカゲルカラムによって精製した（展開溶媒：トルエン）。溶媒を留
去することにより、化合物（７ａ）を２．４ｇ得た。
　これ以後は、実施例１において、化合物（１ａ）を化合物（７ａ）に変更すること以外
は同様にして化合物（７）を合成した。
＜化合物（７）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：１．２７（１８Ｈ，ｓ），７．０９（２Ｈ，ｄ），７
．２５－７．２８（１Ｈ，ｍ），７．３５－７．４７（５Ｈ，ｍ），７．５９－７．６３
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（２Ｈ，ｍ），７．６７－７．７３（３Ｈ，ｍ），７．８０－７．８８（３Ｈ，ｍ），８
．１１（３Ｈ，ｍ），８．５１（２Ｈ，ｍ），８．５９（１Ｈ，ｄ），９．０２（１Ｈ，
ｓ）
　分子量：６６３．８４
＜融点の測定＞
　化合物（７）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、２９９℃であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（７）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定したと
ころ、ピーク波長は５５９ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は５１０００Ｍ－１ｃ
ｍ－１であった。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（７）に変更すること
以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１８８】
（実施例８）
＜化合物（８）の合成＞
　実施例１において、Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミンをＮ－フェニル－２－ピリジル
アミン（J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6586 記載の方法で合成）に変更すること以外は
同様にして化合物（８）を合成した。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（８）に変更すること
以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１８９】
（実施例９）
＜化合物（９）の合成＞
実施例１において、６－ブロモ－２－ナフトエ酸メチルを６－ブロモ－４－ベンジロキシ
－２－ナフトエ酸エチル（Chem. Eur. J. 2008, 14, 2811記載の方法で合成）に変更する
こと以外は同様にして化合物（９）を合成した。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（９）に変更すること
以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１９０】
（実施例１０）
＜化合物（１０）の合成＞
　実施例３において、Ｎ－フェニル－２－ナフチルアミンをｐ，ｐ’－ジトリルアミン（
東京化成社製）に、及び６－ブロモ－２－ナフトエ酸メチルを７－ブロモ－２－ピレンカ
ルボン酸エチルエステル（Org. Lett. 2006, 8, 5037に記載の方法で合成）に変更するこ
と以外は同様にして化合物（１０）を合成した。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（１０）に変更するこ
と以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１９１】
（実施例１１）
＜化合物（１１）の合成＞
　実施例１において、ベンゾインダンジオン（１Ｈ－シクロペンタ［ｂ］ナフタレン－１
，３（２Ｈ）－ジオン）を４，９―ジフェニル―１Ｈ－シクロペンタ［ｂ］ナフタレン－
１，３（２Ｈ）－ジオン（J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1. 1983, 2, 459に記載の方法
で合成）に変更すること以外は同様にして化合物（１１）を合成した。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（１１）に変更するこ
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と以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１９２】
（実施例１２）
＜化合物（１２）の合成＞
【０１９３】
【化３２】

【０１９４】
（１２ａ’’の合成）
脱水キシレン５０ｍｌに２－イソプロペニルアニリン（アルドリッチ社製）４．２ｇ、６
―ブロモ―２－ナフトエ酸メチル（和光純薬社製）８．４ｇ、酢酸パラジウム２１０ｍｇ
、トリフェニルホスフィン７４０ｍｇ、炭酸セシウム２０．５ｇを加え、４時間還流した
。反応混合物を吸引ろ過し、溶媒をエバポレーターで留去した後、シリカゲルカラムによ
って精製した（展開溶媒：トルエン）。溶媒を留去することにより、化合物（１２ａ’’
）を７．８ｇ得た。
（１２ａ’の合成）
　酢酸５０ｍｌに化合物（１２ａ’’）７．３ｇ、濃塩酸１０ｍｌを加え、２０分間６０
℃で加熱攪拌流した。反応混合物を室温に冷却した後に水２００ｍｌを加え、析出した固
体を吸引ろ過することにより化合物（１２ａ’）を６．０ｇ得た。
（１２ａの合成）
　脱水キシレン２０ｍｌに１－ブロモナフタレン（東京化成社製）１．０ｇ、化合物（１
２ａ’）１．０ｇ、酢酸パラジウム１５０ｍｇ、トリフェニルホスフィン５００ｍｇ、炭
酸セシウム２．１ｇを加え、６時間還流した。反応混合物を吸引ろ過し、溶媒をエバポレ
ーターで留去した後、シリカゲルカラムによって精製した（展開溶媒：トルエン）。溶媒
を留去することにより、化合物（１２ａ）を１．４ｇ得た。
　これ以後は、実施例１において、化合物（１ａ）を化合物（１２ａ）に変更すること以
外は同様にして化合物（１２）を合成した。
＜化合物（１２）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：２．４０（６Ｈ，ｄ），５．９０（１Ｈ，ｄ），６．
４６（１Ｈ，ｄ），６．７９（１Ｈ，ｔ），６．９５（１Ｈ，ｔ），７．３９－７．４８
（２Ｈ，ｍ），７．５２－７．６０（３Ｈ，ｍ），７．６７－７．８０（４Ｈ，ｍ），８
．００－８．１５（５Ｈ，ｍ），８．５０（２H，ｓ），８．６１（１Ｈ，ｄ），８．７
５（２Ｈ，ｍ）
　分子量：５９１．７０
＜融点の測定＞
　化合物（１２）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、３５０℃以上であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（１２）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定した
ところ、ピーク波長は５６０ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は４８０００Ｍ－１
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ｃｍ－１であった。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（１２）に変更するこ
と以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１９５】
（実施例１３）
＜化合物（１３）の合成＞
　実施例１２において、１－ブロモナフタレンを２－ブロモナフタレン（東京化成社製）
に変更すること以外は同様にして化合物（１３）を合成した。
＜化合物（１３）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：２．４８（６Ｈ，ｓ），６．２２（１Ｈ，ｄ），６．
５６（１Ｈ，ｄ），７．２８－７．３８（１Ｈ，ｍ），７．３５－７．４７（２Ｈ，ｍ）
，７．４９（１Ｈ，ｔ），７．５９－７．７２（５Ｈ，ｍ），７．８６－７．９８（４Ｈ
，ｍ），８．０３（１Ｈ，ｄ），８．０９（２Ｈ，ｍ），８．１９（１Ｈ，ｄ），８．４
７（２Ｈ，ｄ），８．５６（１Ｈ，ｄ），９．３１（１Ｈ，ｓ）
　分子量：５９１．７０
＜融点の測定＞
　化合物（１３）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、３０３℃であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（１３）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定した
ところ、ピーク波長は５６３ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は５００００Ｍ－１

ｃｍ－１であった。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（１３）に変更するこ
と以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１９６】
（実施例１４）
＜化合物（１４）の合成＞
　実施例１２において、１－ブロモナフタレンを１-ブロモ－４－ｔｅｒｔ－ブチルベン
ゼン（東京化成社製）に変更すること以外は同様にして化合物（１４）を合成した。
＜化合物（１４）の同定＞
　１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）δ：１．４６（９Ｈ，ｓ），２．３０（６Ｈ，ｓ），６．
１０（１Ｈ，ｄ），６．５５（１Ｈ，ｄ），６．９３（２Ｈ，ｍ），７．２１（２Ｈ，ｄ
），７．４８（１Ｈ，ｄ），７．５４（１Ｈ，ｄ），７．６２－７．７７（４Ｈ，ｍ），
８．０４－８．１５（３Ｈ，ｍ），８．５０（２Ｈ，ｓ），８．５６（１Ｈ，ｄ），８．
７０（１Ｈ，ｄ），８．７９（１Ｈ，ｓ）
　分子量：５９７・７４
＜融点の測定＞
　化合物（１４）の融点を、実施例１と同様に測定したところ、３３５℃であった。
＜吸収スペクトルの測定＞
　化合物（１４）の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）を、実施例１と同様に測定した
ところ、ピーク波長は５６８ｎｍであり、この波長でのモル吸光係数は５３０００Ｍ－１

ｃｍ－１であった。
＜光電変換素子及び固体撮像素子の作製＞
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（１４）に変更するこ
と以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１９７】
（実施例１５）
　実施例６において、光電変換層における化合物（６）とフラーレン（Ｃ６０）の比率を
それぞれ単層換算で２００ｎｍ、２００ｎｍの比率となるように変更すること以外は同様
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【０１９８】
（実施例１６）
　実施例６において、光電変換層における化合物（６）とフラーレン（Ｃ６０）の比率を
それぞれ単層換算で２６７ｎｍ、１３３ｎｍの比率となるように変更すること以外は同様
にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０１９９】
（実施例１７）
　実施例６において、光電変換層におけるフラーレン（Ｃ６０）をフラーレン（Ｃ７０）
に変更すること以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０２００】
（実施例１８）
　実施例１において、電子ブロッキング層におけるＥＢ－３をＥＢ－４に変更すること以
外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０２０１】
（参考例１～４）
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、下記表に示す化合物（化合物
（１５）～（１８））に変更すること以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子
を作製した。
【０２０２】
（実施例１９）
　実施例１において、光電変換層を化合物（１）を単独で１００ｎｍ成膜したこと以外は
同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０２０３】
（実施例２０～２５）
　実施例１９において、光電変換層における化合物（１）を、下記表に示す化合物（化合
物（２）～（７））に変更すること以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を
作製した。
【０２０４】
（比較例１～２）
　実施例１において、光電変換層における化合物（１）を、下記表に示す化合物（化合物
（１９）～（２０））に変更すること以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子
を作製した。
【０２０５】
（比較例３）
　実施例１８において、光電変換層における化合物（１）を、化合物（１９）に変更する
こと以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した
【０２０６】
（比較例４～５）
　比較例１～２において、光電変換層における化合物（１９）～（２０）をそれぞれ単独
で１００ｎｍ成膜した以外は同様にして光電変換素子を含む固体撮像素子を作製した。
【０２０７】
　以上で使用した化合物を下記に示す。
【０２０８】
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【化３４】

【０２１０】
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【化３５】

【０２１１】
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【化３６】

【０２１２】
［評価１］
　実施例１～1８、参考例１～４及び比較例１～３の固体撮像素子の耐熱性は、固体撮像
素子を、ＥＢ－３を電子ブロッキング層として用いた場合は１９０℃に加熱したホットプ
レート上で３０分経時し、ＥＢ－４を電子ブロッキング層として用いた場合は２００℃に
加熱したホットプレート上で３０分経時し、経時前後の暗電流を測定し、経時前（室温２
０℃）より経時後に暗電流が１０倍以上上昇したものを△、暗電流が１を超え１０倍未満
で上昇したものを○、変化なし（１倍）又はそれ以下であったものを◎として、評価した
。
　実施例１～1８、参考例１～４及び比較例１～３における固体撮像素子中の光電変換素
子を２×１０５Ｖ／ｃｍの電場で印加したときの最大感度波長での外部量子効率（参考例
４を１００とする相対値）、相対応答速度（０から９８％信号強度への立ち上がり時間（
参考例４を１とする相対値））を表に示す。なお、各素子の光電変換性能の測定の際には
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、上部電極（透明導電性膜）側から光を入射した。
　以上の評価結果を下記表１に示す。
【０２１３】
【表１】

【０２１４】
　また、実施例１～１８の化合物（１）～（１４）とフラーレンとの共蒸着膜の発光量子
効率を、ＨＯＲＩＢＡ　Ｊｏｂｉｎ　Ｙｖｏｎ社製ＳＰＥＸ　Ｆｌｕｏｒｏｌｏｇ－３を
用いて測定した。
　化合物（１）～（１４）とＣ６０又はＣ７０との共蒸着膜の発光量子効率を測定すると
、すべての場合で発光量子効率が０.１％以下の値を示し、共蒸着膜が非発光性膜である
ことが分かった。
【０２１５】
［評価２］
　実施例１９～２５及び比較例４～５の固体撮像素子の耐熱性は、固体撮像素子を１３０
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℃に加熱したホットプレート上で３０分経時し経時前後の暗電流を測定し、経時前（室温
２０℃）より経時後に暗電流が１５倍以上上昇したものを×、暗電流が変化なし（１倍）
から１５倍未満で上昇したものを○として、評価した。
　実施例１９～２５及び比較例４～５における固体撮像素子中の光電変換素子を２×１０
５Ｖ／ｃｍの電場で印加したときの最大感度波長での外部量子効率（実施例１９を１００
とする相対値）、相対応答速度（０から９８％信号強度への立ち上がり時間（実施例１９
を１とする相対値））を表に示す。なお、各素子の光電変換性能の測定の際には、上部電
極（透明導電性膜）側から光を入射した。
　以上の評価結果を下記表２に示す。
【０２１６】
【表２】

【０２１７】
　また、表１及び表２のように、本発明の撮像素子は、置換基を有するアミノ基とメチン
基を２位及び６位で連結部位としたナフチレン基で連結した化合物で、高応答速度で、高
Ｓ／Ｎで撮像することができ、かつ耐熱性にも優れていることがわかる。
【０２１８】
　また、光電変換素子の作製において、化合物（１）～（１４）でそれぞれ３個ずつ素子
を作製した時、それぞれの化合物による光電変換素子において、すべて略同等の性能を示
した。一方、化合物を（１９）～（２０）に変更し同様に光電変換素子を作製すると、光
電変換性能が極端に低いものができた。このことから、置換基を有するアミノ基とメチン
基を２位及び６位で連結部位としたナフチレン基で連結した化合物で、歩留まりはほぼ１
００％に近い値を示し、生産性においても良好の結果を得ることができる。
【符号の説明】
【０２１９】
　１０ａ，１０ｂ　　光電変換素子
　１１　　下部電極（導電性膜）
　１２　　光電変換層（光電変換膜）
　１５　　上部電極（透明導電性膜）
　１６Ａ　　電子ブロッキング層
　１６Ｂ　　正孔ブロッキング層
　１００　　撮像素子
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【図１】 【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月27日(2010.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（Ｉ）で表される化合物。
　一般式（Ｉ）

【化１】

（一般式（Ｉ）中、Ｚ１は、Ｌ１と結合する炭素原子と該炭素原子に隣接するカルボニル
基を含む環であって、該環は下記式で表される。
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【化２】

　式中、Ｚ３は、Ｌ１と結合する炭素原子と該炭素原子に隣接する２つのカルボニル基を
含む環であって、５員環、６員環、又は、５員環及び６員環の少なくともいずれかを含む
縮合環を表す。＊はＬ１と結合する結合位置を示す。
　一般式（Ｉ）中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３は、それぞれ独立に無置換メチン基又は置換メチン
基を表し、該置換メチン基の置換基はアルキル基、アリール基、複素環基、アルケニル基
、アルコキシ基又はアリールオキシ基を表し、置換基同士が結合して環を形成してもよい
。ｎは０以上の整数を表す。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、
水素原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基又はアリールオキシ基を表
す。Ｒ１とＲ２、Ｒ２とＲ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６は、それぞれ互いに結合して環を
形成してもよい。Ｒ２１、Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリール
基、置換ヘテロアリール基、又は無置換ヘテロアリール基を表し、該置換アリール基及び
該置換へテロアリール基の置換基は、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基
、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アミ
ノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニル基、シアノ基又はヘテロ環チオ基を
表す。但し、Ｒ２１、Ｒ２２の両方が無置換フェニル基となる場合を除く。更に、Ｒ３と
Ｒ２１、Ｒ６とＲ２２、Ｒ２１とＲ２２はそれぞれ連結してもよい。）
【請求項２】
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＩ）で表される化合物である、請
求項１に記載の化合物。
　一般式（ＩＩ）

【化３】

（式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義である。Ｒ４１、Ｒ４２、Ｒ４３、Ｒ４４はそれぞれ独立に、水
素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基、アリールオ
キシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アルケニル基又はシアノ基を表す。更に、Ｒ３とＲ

２１、Ｒ６とＲ２２、Ｒ２１とＲ２２はそれぞれ連結してもよい。）
【請求項３】
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＩＩ）で表される化合物である、
請求項１に記載の化合物。
　一般式（ＩＩＩ）
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【化４】

（式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義である。Ｒ５１、Ｒ５２、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５５、Ｒ５６はそ
れぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキ
シ基、アリールオキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アルケニル基又はシアノ基を表す
。更に、Ｒ３とＲ２１、Ｒ６とＲ２２、Ｒ２１とＲ２２はそれぞれ連結してもよい。）
【請求項４】
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物が下記一般式（ＩＶ）で表される化合物である、請
求項１に記載の化合物。
　一般式（ＩＶ）
【化５】

（式中、Ｚ１、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、一般式
（Ｉ）と同義である。
　Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキ
ル基、アリール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、アリールオキシ
基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニル基、シ
アノ基又はヘテロ環チオ基を表す。ただし、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のすべてが水
素原子である場合を除く。また、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のうち隣接するものが互
いに結合して環を形成してもよい。更に、Ｒ３とＲ７、Ｒ６とＲ１６はそれぞれ連結して
もよい。）
【請求項５】
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の置換基が、アルキル基、ア
リール基、複素環基、アルケニル基である請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項６】
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の置換基が、アルキル基、ア
ルケニル基である請求項５に記載の化合物。
【請求項７】
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３が無置換メチン基である、請
求項１～６のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項８】
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　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、ｎが０である、請求項１～７のいずれか１項に
記載の化合物。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物を含む光電変換材料。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物を含む膜。
【請求項１１】
　更に、ｎ型有機半導体を含む請求項１０に記載の膜。
【請求項１２】
　前記膜が非発光性膜である請求項１１に記載の膜。
【請求項１３】
　導電性膜、有機光電変換膜、及び透明導電性膜を有する光電変換素子であって、前記有
機光電変換膜が請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物を含む、光電変換素子。
【請求項１４】
　前記有機光電変換膜が更にｎ型有機半導体を含む、請求項１３に記載の光電変換素子。
【請求項１５】
　前記有機光電変換膜が非発光性膜である請求項１４に記載の光電変換素子。
【請求項１６】
　前記ｎ型有機半導体がフラーレン又はフラーレン誘導体である、請求項１４又は１５に
記載の光電変換素子。
【請求項１７】
　前記フラーレンがフラーレンＣ６０である、請求項１６に記載の光電変換素子。
【請求項１８】
　前記有機光電変換膜が、請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物と、前記フラーレ
ン又はフラーレン誘導体とが混合された状態で形成されるバルクヘテロ構造を有する、請
求項１６又は１７に記載の光電変換素子。
【請求項１９】
　前記有機光電変換膜における請求項１に記載の一般式（Ｉ）で表される化合物と前記フ
ラーレン又はフラーレン誘導体との含有比率（前記フラーレン又はフラーレン誘導体／前
記一般式（Ｉ）で表される化合物×１００（％））が、５０％（体積比率）以上である、
請求項１６～１８のいずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２０】
　前記光電変換素子が前記導電性膜、前記有機光電変換膜、前記透明導電性膜がこの順に
積層された、請求項１３～１９のいずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２１】
　前記有機光電変換膜が真空蒸着法により成膜されたものである、請求項１３～２０のい
ずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２２】
　前記透明導電性膜を介して前記有機光電変換膜に光が入射される、請求項１３～２１の
いずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２３】
　前記透明導電性膜が透明導電性金属酸化物からなる、請求項１３～２２のいずれか１項
に記載の光電変換素子。
【請求項２４】
　前記有機光電変換膜上に直接、透明導電性膜が形成された、請求項１３～２３のいずれ
か１項に記載の光電変換素子。
【請求項２５】
　更に電荷ブロッキング層を含む、請求項１３～２４のいずれか１項に記載の光電変換素
子。
【請求項２６】
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　前記一般式（Ｉ）で表される化合物の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）が、波長４
００ｎｍから７００ｎｍまでの可視領域において、モル吸光係数が３００００Ｍ－１ｃｍ
－１以上である、請求項１３～２５のいずれか１項に記載の光電変換素子。
【請求項２７】
　請求項１３～２６のいずれか１項に記載の光電変換素子の使用方法であって、
　前記導電性膜と前記透明導電性膜が一対の電極であって、前記一対の電極間に１×１０
―４Ｖ／ｃｍ以上１×１０７Ｖ／ｃｍ以下の電場を印加させる工程を含む、光電変換素子
の使用方法。
【請求項２８】
　請求項１３～２６のいずれか１項に記載の光電変換素子の製造方法であって、前記一般
式（Ｉ）で表される化合物及び前記フラーレン又はフラーレン誘導体を真空加熱蒸着によ
り共蒸着する工程を含む、光電変換素子の製造方法。
【請求項２９】
　請求項１３～２６のいずれか１項に記載の光電変換素子からなる光センサ。
【請求項３０】
　請求項１３～２６のいずれか１項に記載の光電変換素子を含む、撮像素子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
（一般式（Ｉ）中、Ｚ１は、Ｌ１と結合する炭素原子と該炭素原子に隣接するカルボニル
基を含む環であって、該環は下記式で表される。
【化６】

　式中、Ｚ３は、Ｌ１と結合する炭素原子と該炭素原子に隣接する２つのカルボニル基を
含む環であって、５員環、６員環、又は、５員環及び６員環の少なくともいずれかを含む
縮合環を表す。＊はＬ１と結合する結合位置を示す。
　一般式（Ｉ）中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３は、それぞれ独立に無置換メチン基又は置換メチン
基を表し、該置換メチン基の置換基はアルキル基、アリール基、複素環基、アルケニル基
、アルコキシ基又はアリールオキシ基を表し、置換基同士が結合して環を形成してもよい
。ｎは０以上の整数を表す。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、
水素原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基又はアリールオキシ基を表
す。Ｒ１とＲ２、Ｒ２とＲ３、Ｒ４とＲ５、Ｒ５とＲ６は、それぞれ互いに結合して環を
形成してもよい。Ｒ２１、Ｒ２２は、それぞれ独立に、置換アリール基、無置換アリール
基、置換ヘテロアリール基、又は無置換ヘテロアリール基を表し、該置換アリール基及び
該置換へテロアリール基の置換基は、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基
、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アミ
ノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニル基、シアノ基又はヘテロ環チオ基を
表す。但し、Ｒ２１、Ｒ２２の両方が無置換フェニル基となる場合を除く。更に、Ｒ３と
Ｒ２１、Ｒ６とＲ２２、Ｒ２１とＲ２２はそれぞれ連結してもよい。）
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
（式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義である。Ｒ４１、Ｒ４２、Ｒ４３、Ｒ４４はそれぞれ独立に、水
素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキシ基、アリールオ
キシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アルケニル基又はシアノ基を表す。更に、Ｒ３とＲ

２１、Ｒ６とＲ２２、Ｒ２１とＲ２２はそれぞれ連結してもよい。）
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
（式中、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ２１、Ｒ２２

は、一般式（Ｉ）と同義である。Ｒ５１、Ｒ５２、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５５、Ｒ５６はそ
れぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、複素環基、アルコキ
シ基、アリールオキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アルケニル基又はシアノ基を表す
。更に、Ｒ３とＲ２１、Ｒ６とＲ２２、Ｒ２１とＲ２２はそれぞれ連結してもよい。）
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
（式中、Ｚ１、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、一般式
（Ｉ）と同義である。
　Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキ
ル基、アリール基、複素環基、ヒドロキシ基、ニトロ基、アルコキシ基、アリールオキシ
基、ヘテロ環オキシ基、アミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニル基、シ
アノ基又はヘテロ環チオ基を表す。ただし、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のすべてが水
素原子である場合を除く。また、Ｒ７～Ｒ１１、Ｒ１２～Ｒ１６のうち隣接するものが互
いに結合して環を形成してもよい。更に、Ｒ３とＲ７、Ｒ６とＲ１６はそれぞれ連結して
もよい。）
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
［５］
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の置換基が、アルキル基、ア
リール基、複素環基、アルケニル基である上記［１］～［４］のいずれか１項に記載の化
合物。
［６］
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の置換基が、アルキル基、ア
ルケニル基である上記［５］に記載の化合物。
［７］
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３が無置換メチン基である、上
記［１］～［６］のいずれか１項に記載の化合物。
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［８］
　前記一般式（Ｉ）～（ＩＶ）において、ｎが０である、上記［１］～［７］のいずれか
１項に記載の化合物。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
［９］
　上記［１］～［８］のいずれか１項に記載の化合物を含む光電変換材料。
［１０］
　上記［１］～［８］のいずれか１項に記載の化合物を含む膜。
［１１］
　更に、ｎ型有機半導体を含む上記［１０］に記載の膜。
［１２］
　前記膜が非発光性膜である上記［１１］に記載の膜。
［１３］
　導電性膜、有機光電変換膜、及び透明導電性膜を有する光電変換素子であって、前記有
機光電変換膜が上記［１］～［８］のいずれか１項に記載の化合物を含む、光電変換素子
。
［１４］
　前記有機光電変換膜が更にｎ型有機半導体を含む、上記［１３］に記載の光電変換素子
。
［１５］
　前記有機光電変換膜が非発光性膜である上記［１４］に記載の光電変換素子。
［１６］
　前記ｎ型有機半導体がフラーレン又はフラーレン誘導体である、上記［１４］又は［１
５］に記載の光電変換素子。
［１７］
　前記フラーレンがフラーレンＣ６０である、上記［１６］に記載の光電変換素子。
［１８］
　前記有機光電変換膜が、上記［１］～［８］のいずれか１項に記載の化合物と、前記フ
ラーレン又はフラーレン誘導体とが混合された状態で形成されるバルクヘテロ構造を有す
る、上記［１６］又は［１７］に記載の光電変換素子。
［１９］
　前記有機光電変換膜における請求項１に記載の一般式（Ｉ）で表される化合物と前記フ
ラーレン又はフラーレン誘導体との含有比率（前記フラーレン又はフラーレン誘導体／前
記一般式（Ｉ）で表される化合物×１００（％））が、５０％（体積比率）以上である、
上記［１６］～［１８］のいずれか１項に記載の光電変換素子。
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［２０］
　前記光電変換素子が前記導電性膜、前記有機光電変換膜、前記透明導電性膜がこの順に
積層された、上記［１３］～［１９］のいずれか１項に記載の光電変換素子。
［２１］
　前記有機光電変換膜が真空蒸着法により成膜されたものである、上記［１３］～［２０
］のいずれか１項に記載の光電変換素子。
［２２］
　前記透明導電性膜を介して前記有機光電変換膜に光が入射される、上記［１３］～［２
１］のいずれか１項に記載の光電変換素子。
［２３］
　前記透明導電性膜が透明導電性金属酸化物からなる、上記［１３］～［２２］のいずれ
か１項に記載の光電変換素子。
［２４］
　前記有機光電変換膜上に直接、透明導電性膜が形成された、上記［１３］～［２３］の
いずれか１項に記載の光電変換素子。
［２５］
　更に電荷ブロッキング層を含む、上記［１３］～［２４］のいずれか１項に記載の光電
変換素子。
［２６］
　前記一般式（Ｉ）で表される化合物の吸収スペクトル（クロロホルム溶液）が、波長４
００ｎｍから７００ｎｍまでの可視領域において、モル吸光係数が３００００Ｍ－１ｃｍ
－１以上である、上記［１３］～［２５］のいずれか１項に記載の光電変換素子。
［２７］
　上記［１３］～［２６］のいずれか１項に記載の光電変換素子の使用方法であって、
　前記導電性膜と前記透明導電性膜が一対の電極であって、前記一対の電極間に１×１０
―４Ｖ／ｃｍ以上１×１０７Ｖ／ｃｍ以下の電場を印加させる工程を含む、光電変換素子
の使用方法。
［２８］
　上記［１３］～［２６］のいずれか１項に記載の光電変換素子の製造方法であって、前
記一般式（Ｉ）で表される化合物及び前記フラーレン又はフラーレン誘導体を真空加熱蒸
着により共蒸着する工程を含む、光電変換素子の製造方法。
［２９］
　上記［１３］～［２６］のいずれか１項に記載の光電変換素子からなる光センサ。
［３０］
　上記［１３］～［２６］のいずれか１項に記載の光電変換素子を含む、撮像素子。
　本発明は、上記［１］～［３０］に関するものであるが、以下、その他の事項について
も参考のために記載した。
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