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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極、第２電極、及び前記第１電極と前記第２電極との間に有機膜を含む有機発光
素子であって、
　前記有機膜が下記化学式４で示される有機金属錯体及びＩｒ有機金属錯体である燐光ド
ーパントを含むことを特徴とする有機発光素子：

【化１】

【請求項２】
　前記燐光ドーパントは、ビスチエニルピリジンアセチルアセトネートイリジウム、ビス
（ベンゾチエニルピリジン）アセチルアセトネートイリジウム、ビス（２－フェニルベン
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ゾチアゾール）アセチルアセトネートイリジウム、ビス（１－フェニルイソキノリン）イ
リジウムアセチルアセトネート、トリス（１－フェニルイソキノリン）イリジウム、トリ
ス（フェニルピリジン）イリジウム、トリス（２－ビフェニルピリジン）イリジウム、ト
リス（３－ビフェニルピリジン）イリジウム、トリス（４－ビフェニルピリジン）イリジ
ウム、Ｉｒ（ｐｑ）２（ａｃａｃ）（ｐｑは２－フェニルキノリンであり、ａｃａｃはア
セチルアセトンである、下記化学式８）、Ｉｒ（ｐｐｙ）３（ｐｐｙはフェニルピリジン
の略語である、下記化学式９）、下記化学式１０で示される化合物、Ｆｉｒｐｉｃ（下記
化学式１１）、Ｉｒ（ｐｉｑ）３（下記化学式１２）、Ｉｒ（ｐｉｑ）２ａｃａｃ（ｐｉ
ｑはフェニルイソキノリン）（下記化学式１３）からなる群より選択されたことを特徴と
する請求項１に記載の有機発光素子：
【化２】

【請求項３】
　前記有機膜は、ＣＢＰ、Ａｌｑ３、ＢＡｌｑ及びＢｅｂｑからなる群より選択された一
つ以上のホストをさらに含むことを特徴とする請求項１または２に記載の有機発光素子。
【請求項４】
　前記ホストの含有量は、前記化学式４で示される有機金属錯体１００質量部当たり５０
質量部～１５０質量部の範囲にあることを特徴とする請求項３に記載の有機発光素子。
【請求項５】
　前記有機膜は、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、及び電子注入層からなる群より
選択された一つ以上をさらに備えることを特徴とする請求項１ないし４のうちいずれか１
項に記載の有機発光素子。
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【請求項６】
　前記燐光ドーパントは、下記化学式（１３）で表わされるＩｒ（ｐｉｑ）２ａｃａｃ（
ｐｉｑはフェニルイソキノリン）であることを特徴とする請求項２～５のいずれか一項に
記載の有機発光素子。
【化３】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機金属錯体を含む有機膜を備えた有機発光素子に係り、さらに具体的には
、オリゴマー形態の有機金属錯体を含む有機膜を備えた有機発光素子に関する。前記有機
発光素子は、低駆動電圧、高効率、高輝度、長寿命などを有することができる。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光素子（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）は、自
発光型表示素子であり、視野角が広く、コントラストに優れるだけでなく、速い応答時間
を有し、フルカラーの具現が可能であるという長所を有する。
【０００３】
　一般的な有機発光素子は、基板の上部にアノードが形成されており、前記アノードの上
部に正孔輸送層、発光層、電子輸送層及びカソードが順に形成されている構造を有してい
る。前記アノード及びカソードに電流が印加されると、アノードから注入された正孔は、
正孔輸送層を経て発光層に移動し、カソードから注入された電子は、電子輸送層を経て発
光層に移動する。前記発光層領域で前記キャリアが再結合してエキシトンを生成するが、
前記エキシトンが励起状態から基底状態に変化し、これによって、発光層の蛍光性分子が
発光することで画像などが形成される。このとき、励起状態が一重項励起状態から基底状
態になりながら発光することを“蛍光”といい、三重項励起状態から基底状態になりなが
ら発光することを“燐光”という。蛍光の場合、一重項励起状態の確率が２５％（三重項
状態７５％）であり、発光効率の限界がある一方、燐光を使用すれば、三重項が７５％と
一重項励起状態２５％まで利用できるので、理論的には内部量子効率１００％まで可能で
ある。このような燐光を利用した有機発光素子に関する研究が活発に進められているが、
例えば、特許文献１には、ホストである正孔輸送物質及び電子輸送物質と燐光ドーパント
とを含む有機発光素子が開示されている。
【特許文献１】大韓民国特許公開第２００６－００５９３２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の有機発光素子では、満足できるほどの電気的特性が得られないことから
、その改良が求められている。
【０００５】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、前記の問題点を解決するために、オリゴマー
形態の有機金属錯体を含む有機膜を備えた有機発光素子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　前記技術的課題を達成するために、本発明は、第１電極、第２電極、及び前記第１電極
と前記第２電極との間に有機膜を含む有機発光素子であって、前記有機膜が下記化学式１
で示される有機金属錯体を含む有機発光素子を提供する：
［Ｍ（Ｌ）２］ａ　　　（化学式１）
　ただし、式中、Ｌは、陰イオン性配位子であり、Ｍは、前記Ｌと５配位結合または６配
位結合できる金属であり、ａは、２～４の整数である。
【０００７】
　前述のような化学式１で示される有機金属錯体を含む有機膜を備えた有機発光素子は、
優れた電気的特性を有することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によるオリゴマー形態の有機金属錯体は、燐光ドーパントに対してホストとして
使用できる。前記オリゴマー形態の有機金属錯体を採用した有機発光素子は、高電流密度
、高輝度、高電流効率、長寿命などを有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明をさらに詳細に説明する。
【００１０】
　本発明による有機発光素子は、下記化学式１で示される有機金属錯体を含む有機膜を備
えている：
［Ｍ（Ｌ）２］ａ　　　（化学式１）
　ただし、式中、Ｍは、中心金属を示し、Ｌは、中心金属Ｍと配位結合する配位子を示す
。
【００１１】
　一方、前記化学式１で示される有機金属錯体は、ａが２～４の整数であるので、モノマ
ーではないオリゴマーの形態を有する。
【００１２】
　前記化学式１中、Ｍは、配位子Ｌと５配位結合または６配位結合できる金属である。し
たがって、本発明による化学式１で示される有機金属錯体は、２以上のＭを有するオリゴ
マーの形態を有することができる。２以上のＭは、一つの配位子と同時に結合できる。例
えば、前記Ｍは、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｎｉ、またはＦｅであるが、これに限定されるものではな
い。
【００１３】
　前記化学式１中、Ｌは、陰イオン性配位子であって、１以上の中心金属Ｍと配位結合で
きる。
【００１４】
　さらに具体的には、前記Ｌは、下記化学式２または化学式３で示される：
【００１５】
【化１】

【００１６】
　前記化学式３で示される配位子は、全て３個の結合サイトを有し、２つのＭと結合でき
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ようにオリゴマー形態の有機金属錯体が得られる。
【００１７】
　前記化学式２及び３中、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、互いに独立して芳香族環または芳香族複
素環でありうる。望ましくは、前記Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、互いに独立して５員～２０員芳
香族環または５員～２０員芳香族複素環でありうる。
【００１８】
　さらに具体的には、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、互いに独立してベンゼン、ペンタレン、イン
デン、ナフタレン、アズレン、ヘプタレン、ビフェニレン、インダセン、アセナフチレン
、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、トリフェ
ニレン、ピレン、クリセン、ナフタセン、ピセン、ペリレン、ペンタフェン、ヘキサセン
、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、イソチアゾール、イソオキサゾール、ピリジン
、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、イソインドール、インドール、インダゾール、プ
リン、キノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、
カルバゾール、フェナントリジン、アクリジン、ペリミジン、フェナントロリン、フェナ
ジン、フェノチアジン、フェノキサジン、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール、及び
ベンゾイミダゾールからなる群より選択されうる。
【００１９】
　本発明の一具現例によれば、前記Ａ及びＣは、互いに独立してベンゼンまたはナフタレ
ンでありうる。一方、前記Ｂ及びＤは、互いに独立してピリジン、ベンゾチアゾール、ベ
ンゾオキサゾール、キノリン及びベンゾイミダゾールからなる群から選択されうる。
【００２０】
　前記ＡおよびＢは、例えば、単一結合などで互いに連結されうる。または、前記Ａおよ
びＢは、互いに融合されうる等、多様な変形が可能である。同様に、前記ＣおよびＤは、
例えば、単一結合等で互いに連結しれたり、互いに融合したりしうる等、多様な変形が可
能である。
【００２１】
　前記Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、互いに独立して水素、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、シアノ
基、置換または非置換のＣ１－Ｃ３０のアルキル基、置換または非置換のＣ１－Ｃ３０ア
ルコキシ基、置換または非置換のＣ１－Ｃ３０アシル基、置換または非置換のＣ２－Ｃ３

０のアルケニル基、置換または非置換のＣ２－Ｃ３０のアルキニル基、置換または非置換
のＣ７－Ｃ３０のアラルキル基、置換または非置換のＣ６－Ｃ３０のアリール基、置換ま
たは非置換のＣ６－Ｃ３０のヘテロアリール基を置換基として有することができるが、こ
れに限定されるものではない。
【００２２】
　前記化学式２及び３中、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３及びＸ４は、互いに独立してＣ、Ｎ、Ｏ、Ｓ
またはＰでありうる。
【００２３】
　前記化学式２及び３中、＊は、Ｍとの結合サイトを意味する。
【００２４】
　さらに具体的には、前記化学式１で示される化合物は、下記化学式４、５または６で示
される：
【００２５】
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【化２】

【００２６】
　この中、前記化学式４で示される有機金属錯体の質量分析データは、図１に示す。
【００２７】
　一方、前記化学式１で示される化合物は、下記化学式７で示される。
【００２８】

【化３】

【００２９】
　前述の有機金属錯体は、優れた熱安定性を有する。例えば、前記化学式４で示される有
機金属錯体のＴＧＡ（Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｇｒａｖｉｍｅｔｒｉｃ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）デ
ータは、図２に示され、ＤＳＣ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｃａｌ



(7) JP 4478166 B2 2010.6.9

10

20

30

ｏｒｙｍｅｔｒｙ）結果は、図３に示される。これにより、本発明による有機金属錯体は
、有機発光素子の有機膜に好適に使用でき、熱安定性を有することを確認することができ
る。
【００３０】
　本発明による有機金属錯体は、有機発光素子の有機膜のうち、特に、発光層に使われう
る。前記発光層は、燐光ドーパントをさらに含むことが可能であり、このとき、本発明に
よる有機金属錯体はホストとして使われうる。前記燐光ドーパントは、特に限定されず、
公知の任意の燐光ドーパントを使用できる。例えば、前記燐光ドーパントは、Ｉｒ、Ｐｔ
、Ｏｓ、Ｒｅ、Ｔｉ、ＺｒまたはＨｆを含む有機金属錯体、望ましくは、ＩｒまたはＰｔ
を含む有機金属錯体でありうるが、これに限定されない。このうち、特に、４－配位を有
するＰｔを含む有機金属錯体を燐光ドーパントとして利用する場合、相対的に低い蒸着温
度下で発光層の形成が可能であるので、優れた量産性が得られるだけでなく、優れた効率
及び寿命特性が得られる。
【００３１】
　さらに具体的には、前記燐光ドーパントは、ビスチエニルピリジンアセチルアセトネー
トイリジウム、ビス（ベンゾチエニルピリジン）アセチルアセトネートイリジウム、ビス
（２－フェニルベンゾチアゾール）アセチルアセトネートイリジウム、ビス（１－フェニ
ルイソキノリン）イリジウムアセチルアセトネート、トリス（１－フェニルイソキノリン
）イリジウム、トリス（フェニルピリジン）イリジウム、トリス（２－ビフェニルピリジ
ン）イリジウム、トリス（３－ビフェニルピリジン）イリジウム、トリス（４－ビフェニ
ルピリジン）イリジウム、Ｉｒ（ｐｑ）２（ａｃａｃ）（ｐｑは２－フェニルキノリンで
あり、ａｃａｃはアセチルアセトンである、下記化学式８参照）　Ｉｒ（ｐｐｙ）３（ｐ
ｐｙはフェニルピリジンの略語である、下記化学式９参照）、ＰｔＯＥＰ（白金（ＩＩ）
オクタエチルポルフィリン）（参照文献：Ｃｈｉｈａｙａ　Ａｄａｃｈｉ　ｅｔｃ．Ａｐ
ｐｌ．　Ｐｈｙｓ．　Ｌｅｔｔ．，７９，２０８２－２０８４、２００１）、下記化学式
１０で示される化合物（大韓民国特許公開第２００５－００７８４７２参照）、Ｆｉｒｐ
ｉｃ（下記化学式１１参照）、Ｉｒ（ｐｉｑ）３（下記化学式１２参照）、Ｉｒ（ｐｉｑ
）２ａｃａｃ（ｐｉｑはフェニルイソキノリン）（下記化学式１３参照）、下記化学式１
４で示される化合物、下記化学式１５で示される化合物、下記化学式１６で示される化合
物、及び下記化学式１７で示される化合物からなる群より選択された一つ以上でありうる
が、これに限定されるものではない：
【００３２】
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【化４】

【００３３】
【化５】

【００３４】
　本発明による有機金属錯体が燐光ドーパントと共に使われて、ホストとしての役割を担
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う場合、本発明による有機発光素子の発光層は、第２ホストをさらに含みうる。前記第２
ホストは、例えば、ＣＢＰ（４，４－Ｎ，Ｎ－ジカルバゾール－ビフェニル）、Ａｌｑ３
（トリス（８－ハイドロキシキノリン）アルミニウム）、ＢＡｌｑ及びＢｅｂｑからなる
群より選択された一つ以上でありうるが、これに限定されるものではない。
【００３５】
　このとき、前記第２ホストの含有量は、通常、本発明による有機金属錯体１００質量部
当たり５０質量部～１５０質量部、望ましくは、９０質量部～１１０質量部でありうる。
前記第２ホストの含有量が前記範囲から外れる場合、電荷均衡調節が容易ではないことが
ある。
【００３６】
　本発明による有機発光素子は、前述の発光層以外に、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸
送層、及び電子注入層からなる群より選択された一つ以上の層をさらに備えうる。しかし
、本発明による有機金属錯体を燐光ドーパントと共に（選択的には第２ホストと共に）発
光層に用いても、本発明による有機金属錯体は、電子輸送特性に優れ従来の燐光素子で用
いた正孔阻止層を別途に備えなくてもよい。したがって、正孔阻止層を用いないことによ
る駆動電圧の低下で、高い効率、輝度、寿命特性を有する燐光素子が得られる。
【００３７】
　以下、図４を参照して、本発明による有機発光素子の一具現例の製造方法を説明する。
図４は、本発明による有機発光素子の構造の一具現例を表す断面図である。図４に示す有
機発光素子は、基板、第１電極、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注
入層、及び第２電極を順次備えている。
【００３８】
　まず、基板の上部に第１電極を形成する。ここで、基板としては、一般的な有機発光素
子で使われる基板を使用するが、透明性、表面平滑性、取扱容易性及び防水性などを考慮
して、ガラス基板またはプラスチック基板などを多様に使用できる。前記第１電極は、伝
導性に優れた金属、例えば、リチウム（Ｌｉ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（
Ａｌ）、アルミニウム－リチウム（Ａｌ－Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、マグネシウム－
インジウム（Ｍｇ－Ｉｎ）、マグネシウム－銀（Ｍｇ－Ａｇ）、カルシウム－アルミニウ
ム（Ｃａ－Ａｌ）、アルミニウム（Ａｌ）－ＩＴＯ、ＩＴＯ、ＩＺＯなどを利用して、透
明電極または反射電極として備えられうるなど、多様な変形が可能である。
【００３９】
　次に、前記第１電極の上部に真空蒸着法、スピンコーティング法、キャスト法、または
ＬＢ（Ｌａｎｇｍｕｉｒ－Ｂｌｏｄｇｅｔｔ）法などの公知の多様な方法を利用して正孔
注入層（ＨＩＬ）を形成できる。
【００４０】
　真空蒸着法によって正孔注入層を形成する場合、その蒸着条件は、正孔注入層の材料と
して用いる化合物、目的とする正孔注入層の構造及び熱的特性などによって異なるが、一
般的に、蒸着温度１００～５００℃、真空度１０－８～１０－３ｔｏｒｒ、蒸着速度０．
０１～１００Å／ｓｅｃの範囲で適切に選択することが望ましい。
【００４１】
　スピンコーティング法によって正孔注入層を形成する場合、そのコーティング条件は、
正孔注入層の材料として用いる化合物、目的とする正孔注入層の構造及び熱的特性によっ
て異なるが、約２０００ｒｐｍ～５０００ｒｐｍのコーティング速度、コーティング後の
溶媒除去のための熱処理温度は、約８０℃～２００℃の範囲で適切に選択することが望ま
しい。
【００４２】
　前記正孔注入層を形成する物質は、公知の正孔注入物質から選択され、特に制限されな
い。前記正孔注入物質の具体的な例として、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）またはスター
バースト型アミン類のＴＣＴＡ、ｍ－ＴＤＡＴＡ、ＩＤＥ４０６（出光社製）、Ｐａｎｉ
／ＤＢＳＡ（ポリアニリン／ドデシルベンゼンスルホン酸）またはＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ（
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が挙げられるが、これに限定されるものではない。
【００４３】
【化６】

【００４４】



(11) JP 4478166 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

【化７】

【００４５】
　前記正孔注入層の厚さは、通常、２０ｎｍ～２００ｎｍ、望ましくは、４０ｎｍ～１５
０ｎｍでありうる。前記正孔注入層の厚さが２０ｎｍ未満の場合、正孔注入特性が低下す
るおそれがあり、前記正孔注入層の厚さが２００ｎｍを超える場合、駆動電圧が上昇する
おそれがある。
【００４６】
　次に、前記正孔注入層の上部に真空蒸着法、スピンコーティング法、キャスト法、また
はＬＢ法などの多様な方法を利用して正孔輸送層（ＨＴＬ）を形成できる。真空蒸着法及
びスピンコーティング法によって正孔輸送層を形成する場合、その蒸着条件及びコーティ
ング条件は、使用する化合物によって異なるが、一般的に正孔注入層の形成とほぼ同じ条
件範囲で選択される。
【００４７】
　前記正孔輸送層を形成する物質は、公知の正孔輸送物質から選択され、特に制限されな
い。前記正孔輸送物質の具体的な例として、１，３，５－トリカルバゾリルベンゼン、４
，４’－ビスカルバゾリルビフェニル、ポリビニルカルバゾール、ｍ－ビスカルバゾリル
フェニル、４，４’－ビスカルバゾリル－２，２’－ジメチルビフェニル、４，４’，４
”－トリ（Ｎ－カルバゾリル）トリフェニルアミン、１，３，５－トリ（２－カルバゾリ
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ルフェニル）ベンゼン、１，３，５－トリス（２－カルバゾリル－５－メトキシフェニル
）ベンゼン、ビス（４－カルバゾリルフェニル）シラン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフ
ェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－［１，１－ビフェニル］－４，４’ジアミン（ＴＰＤ
）、Ｎ，Ｎ’－ジ（ナフタレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルベンジジン（α－Ｎ
ＰＤ）、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス（１－ナフチル）－（１，１’－ビフェ
ニル）－４，４’－ジアミン（ＮＰＢ）、ポリ（９，９－ジオクチルフルオレン－ｃｏ－
Ｎ－（４－ブチルフェニル）ジフェニルアミン）（ＴＦＢ）またはポリ（９，９－ジオク
チルフルオレン－ｃｏ－ビス－Ｎ，Ｎ－フェニル－１，４－フェニレンジアミン）（ＰＦ
Ｂ）などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００４８】
【化８】

【００４９】
　前記正孔輸送層の厚さは、通常、１０ｎｍ～１００ｎｍ、望ましくは、２０ｎｍ～６０
ｎｍでありうる。前記正孔輸送層の厚さが１０ｎｍ未満の場合、正孔輸送特性が低下し、
前記正孔輸送層の厚さが６０ｎｍを超える場合、駆動電圧が上昇するおそれがある。
【００５０】
　次に、前記正孔輸送層の上部に真空蒸着法、スピンコーティング法、キャスト法、また
はＬＢ法などの多様な方法を利用して発光層（ＥＭＬ）を形成できる。真空蒸着法及びス
ピンコーティング法によって発光層を形成する場合、その蒸着条件及びコーティング条件
は、使用する化合物によって異なるが、一般的に正孔注入層の形成とほぼ同じ条件範囲で
選択される。このとき、前記発光層は、前述のような化学式１で示される有機金属錯体を
含んでもよく、前述の燐光ドーパント及び／または追加のホストをさらに含みうる。
【００５１】
　前記燐光ドーパントの含有量は、発光層の形成材料１００質量部（すなわち、ホストで
ある本発明による有機金属錯体の含有量と燐光ドーパントの含有量とを合わせた総質量を
１００質量部とする）を基準とし、通常、０．１～２０質量部、特に、０．５～１５質量
部であることが望ましい。もしドーパントの含有量が０．１質量部未満であれば、ドーパ
ントの付加による効果が微小であり、２０質量部を超えれば、濃度ケンチング（ｑｕｅｎ
ｃｈｉｎｇ）のような濃度消光が生じて望ましくない。
【００５２】
　前記発光層の厚さは、通常、１０ｎｍ～６０ｎｍ、望ましくは、１５ｎｍ～５０ｎｍで
ありうる。前記発光層の厚さが１０ｎｍ未満の場合には、寿命が短縮し、６０ｎｍを超え
る場合には、駆動電圧の上昇幅が高くなることがある。
【００５３】
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　前記発光層の上部に真空蒸着法、スピンコーティング法、キャスト法、またはＬＢ法な
どの多様な方法を利用して電子輸送層（ＥＴＬ）を形成できる。真空蒸着法及びスピンコ
ーティング法よって電子輸送層を形成する場合、その蒸着条件及びコーティング条件は、
使用する化合物によって異なるが、一般的に正孔注入層の形成とほぼ同じ条件範囲で選択
される。電子輸送物質は、特に制限されず、Ａｌｑ３などを利用できる。
【００５４】
　前記電子輸送層の厚さは、通常、１０ｎｍ～４０ｎｍ、望ましくは、２５ｎｍ～３５ｎ
ｍでありうる。前記電子輸送層の厚さが１０ｎｍ未満の場合には、電子輸送速度が速すぎ
て電荷の均衡が崩れるおそれがあり、一方、４０ｎｍを超える場合には、駆動電圧が上昇
しうるという問題点があるためである。
【００５５】
　前記電子輸送層の上部に真空蒸着法、スピンコーティング法、キャスト法、またはＬＢ
法などの多様な方法を利用して電子注入層（ＥＩＬ）を形成できる。真空蒸着法及びスピ
ンコーティング法によって電子注入層を形成する場合、その蒸着条件及びコーティング条
件は、使用する化合物によって異なるが、一般的に正孔注入層の形成とほぼ同じ条件範囲
で選択される。
【００５６】
　前記電子注入層の形成材料としては、ＢａＦ２、ＬｉＦ、ＮａＣｌ、ＣｓＦ、Ｌｉ２Ｏ
、ＢａＯ、またはＬｉｑなどの物質を利用できるが、これに限定されるものではない。
【００５７】
【化９】

【００５８】
　前記電子注入層の厚さは、通常、０．２ｎｍ～１ｎｍ、望ましくは、０．２ｎｍ～０．
５ｎｍでありうる。前記電子注入層の厚さが０．２ｎｍ未満の場合には、効果的な電子注
入層としての役割を行えないおそれがあり、一方、前記電子注入層の厚さが１ｎｍを超え
る場合には、駆動電圧が上昇しうるという問題点があるためである。
【００５９】
　次いで、前記電子注入層の上部に第２電極用物質を蒸着して第２電極を形成することに
よって、有機発光素子が完成する。
【００６０】
　前記第２電極用物質としては、導電性に優れた透明な金属酸化物である酸化インジウム
スズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）などが使われうる。または、リチウム（Ｌｉ）、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）、アルミニウム－リチウム（Ａｌ－Ｌｉ）、カルシウム（Ｃａ）、マグネシ
ウム－インジウム（Ｍｇ－Ｉｎ）、マグネシウム－銀（Ｍｇ－Ａｇ）、またはカルシウム
（Ｃａ）－アルミニウム（Ａｌ）などを薄膜に形成することによって、透明電極または反
射電極として形成されうる等、多様な変形例が可能である。前記電極を形成する物質は、
前記例示された金属及び金属の組み合わせに限定されるものではないとういことはいうま
でもない。
【００６１】
　前記第１電極及び第２電極は、それぞれアノード及びカソードとしての役割を担い、そ
の反対も可能であるということはいうまでもない。
【００６２】
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　以上、本発明の有機発光素子の一具現例及びその製造方法を、図４を参照して説明した
が、前記有機発光素子の構造は、図４に示すような構造に限定されないということはいう
までもない。
【００６３】
　本発明による有機発光素子は、多様な形態の平板表示装置、例えば、受動マトリックス
有機発光表示装置及び能動マトリックス有機発光表示装置に備えられうる。特に、能動マ
トリックス有機発光表示装置に備えらえる場合、前記第１電極は、有機発光表示装置に備
えられた薄膜トランジスタのソース電極またはドレイン電極と電気的に連結されうる。
【実施例】
【００６４】
　以下、実施例を挙げて本発明について説明するが、本発明が下記実施例のみに限定され
るものではない。
【００６５】
　（実施例１）
　アノードとして１００ｎｍ厚さの（アルミニウム及びＩＴＯ）（ＳＤＩ社製）基板を５
０ｍｍｘ５０ｍｍｘ０．７ｍｍのサイズに切ってイソプロピルアルコールと純水の中で各
５分間超音波洗浄した後、３０分間ＵＶ、オゾン洗浄して使用した。
前記電極の上部に、正孔注入物質であるｍ－ＴＤＡＴＡを利用して、６０ｎｍ厚さの正孔
注入層を形成した後、前記正孔注入層の上部に正孔輸送物質であるＮＰＢを蒸着させて２
０ｎｍ厚さの正孔輸送層を形成した。
前記正孔輸送層の上部にホストとして前記化学式４で示される有機金属錯体９２質量部及
び燐光ドーパントとしてＩｒ（ｐｉｑ）２ａｃａｃ　８質量部を蒸着して、３０ｎｍ厚さ
の発光層を形成した。その後、前記発光層の上部にＡｌｑ３を３０ｎｍの厚さに形成して
電子輸送層を形成した。前記電子輸送層の上部にＬｉｑを蒸着して０．５ｎｍ厚さの電子
注入層を形成した後、カソードとしてＭｇＡｇ　１５０ｎｍを形成して、有機発光素子を
製造した。
【００６６】
　（実施例２）
　実施例１に記載された有機発光素子の製造方法のうち、発光層の形成時、第１ホストと
して前記化学式４で示される有機金属錯体５０質量部、第２ホストとしてＣＢＰ　５０質
量部、及び燐光ドーパントとしてＩｒ（ｐｉｑ）２ａｃａｃ　８質量部を蒸着した点を除
いては、実施例１に記載された有機発光素子の製造方法と同じ方法で有機発光素子を完成
した。
【００６７】
　（比較例）
　実施例１に記載された有機発光素子の製造方法のうち、発光層の形成時、ホストとして
ＣＢＰ　９２質量部及び燐光ドーパントとしてＩｒ（ｐｉｑ）２ａｃａｃ　８質量部を蒸
着した点を除いては、実施例１に記載された有機発光素子の製造方法と同じ方法で有機発
光素子を完成した。
【００６８】
　（評価例１）
　実施例１及び２によって製造した有機発光素子及び比較例によって製造した有機発光素
子について、電流密度、効率及び寿命をＰＲ６５０（Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃａｎ）Ｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ．とＭｃＳｃｉｅｎｃｅ　Ｐｏｌａｒｏｎｉｘ
　Ｍ６０００とを利用して評価し、その結果を図５、６及び７にそれぞれ示す。
図５を参照すれば、本発明による実施例１及び２の有機発光素子が、いずれも比較例の有
機発光素子に比べて優れた電流密度（ｍＡ／ｃｍ２）を有するということが分かる。
図６を参照すれば、本発明による実施例１及び２の有機発光素子が、いずれも比較例の有
機発光素子に比べて優れた効率を有するということが分かる。
図７を参照すれば、本発明による実施例１及び２の有機発光素子は、比較例の有機発光素
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子に比べて長寿命を有するということが分かる。
一方、実施例１及び２の有機発光素子及び比較例の有機発光素子のＥＬスペクトルをＳｐ
ｅｃｔｒａ　Ｒａｄｉｏｍｅｔｅｒ（ＰＲ６５０，Ｐｈｏｔｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒ　
Ｉｎｃ．）（５Ｖで測定）を利用して評価し、その結果を図８に示す。図８から実施例１
及び２の有機発光素子及び比較例の有機発光素子は、最大発光ピークが約６３０ｎｍで観
察される赤色発光であることが分かる。
【００６９】
　（実施例３）
　実施例１に記載された有機発光素子の製造方法のうち、発光層の形成時、ホストとして
前記化学式４で示される有機金属錯体９２質量部、及び燐光ドーパントとして前記化学式
１４で示される有機金属錯体８質量部を蒸着した点を除いては、実施例１に記載された有
機発光素子の製造方法と同じ方法で有機発光素子を完成した。
【００７０】
　（実施例４）
　実施例１に記載された有機発光素子の製造方法のうち、発光層の形成時、ホストとして
前記化学式４で示される有機金属錯体９０質量部、燐光ドーパントとして前記化学式１４
で示される有機金属錯体１０質量部を蒸着した点を除いては、実施例１に記載された有機
発光素子の製造方法と同じ方法で有機発光素子を完成した。
【００７１】
　（評価例２）
　実施例３及び４によって製造した有機発光素子について、効率、電流密度及び寿命をＰ
Ｒ６５０（Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃａｎ）Ｓｏｕｒｃｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ
．とＭｃＳｃｉｅｎｃｅ　Ｐｏｌａｒｏｎｉｘ　Ｍ６０００を利用して評価し、その結果
を図９、１０及び１１にそれぞれ示す。
図９を参照すれば、本発明による実施例３及び４の有機発光素子がいずれも優れた効率を
有するということが分かる。
図１０を参照すれば、本発明による実施例３及び４の有機発光素子がいずれも優れた電流
密度（ｍＡ／ｃｍ２）を有するということが分かる。
図１１を参照すれば、本発明による実施例３及び４の有機発光素子は、長寿命を有すると
いうことが分かる。
一方、実施例３及び４の有機発光素子の有機発光素子のＥＬスペクトルをＳｐｅｃｔｒａ
　Ｒａｄｉｏｍｅｔｅｒ（ＰＲ６５０、Ｐｈｏｔｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒ　Ｉｎｃ．）
（５Ｖで測定）を利用して評価し、その結果を図１２に示す。図１２から実施例３及び４
の有機発光素子は、最大発光ピークが約６３０ｎｍで観察される赤色発光であることが分
かる。
【００７２】
　本発明は、実施例を参考として説明したが、これは例示的に過ぎず、当業者であれば、
これから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であるという点を理解できるであろう
。したがって、本発明の真の技術的な保護範囲は、特許請求の範囲により決定されなけれ
ばならない。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、有機発光素子関連の技術分野に好適に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明による有機金属錯体の一具現例の質量分析データである。
【図２】本発明による有機金属錯体の一具現例のＴＧＡグラフである。
【図３】本発明による有機金属錯体の一具現例のＤＳＣデータである。
【図４】本発明による有機発光素子の一具現例を簡略に示す図である。
【図５】本発明による有機発光素子及び従来の有機発光素子の電圧－電流密度の一例を示
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すグラフである。
【図６】本発明による有機発光素子及び従来の有機発光素子の輝度－効率の一例を示すグ
ラフである。
【図７】本発明による有機発光素子及び従来の有機発光素子の寿命の一例をそれぞれ示す
図である。
【図８】本発明による有機発光素子及び従来の有機発光素子のＥＬスペクトルの一例を示
す図である。
【図９】本発明による有機発光素子の効率の一例をそれぞれ示す図である。
【図１０】本発明による有機発光素子の電流密度－電圧の一例をそれぞれ示すグラフであ
る。
【図１１】本発明による有機発光素子の寿命の一例をそれぞれ示す図である。
【図１２】本発明による有機発光素子のＥＬスペクトルの一例を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】
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【図１１】

【図１２】
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