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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の電極間に発光材料を含有する発光層を含む少なくとも一層の有機層を有する有機
電界発光素子であって、
　下記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ有する
化合物、並びに下記一般式（Ａ９－１）で表されるイリジウム錯体を含有し、
　前記下記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ有
する化合物が、下記一般式（８）で表される化合物、下記一般式（１１）で表される化合
物、下記一般式（１３）で表される化合物、下記一般式（１４）で表される化合物、下記
一般式（１５）で表される化合物、及び下記一般式（１６）で表される化合物の少なくと
もいずれかである芳香族複素環含有化合物であり、
　前記芳香族複素環含有化合物を、前記発光層、及び前記発光層に隣接する層の少なくと
もいずれかに含有し、
　前記イリジウム錯体を、前記発光層に含有することを特徴とする有機電界発光素子。
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【化１】

　一般式（８）中、Ｒ811～Ｒ816は、各々独立に、水素原子、アルキル基、アルキル基を
有してもよいアリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、又はシアノ基を表し、Ｒ81

1～Ｒ816の少なくとも一つは下記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される
基である。
【化２】

　一般式（１１）中、Ｒ1111～Ｒ1118は、各々独立に、水素原子、アルキル基、アルキル
基を有してもよいアリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、アルキル基
を有してもよいシリル基を表す。Ｃｚ111、Ｃｚ112はそれぞれ独立に下記一般式（７－１
）～（７－１０）のいずれかで表される基である。
【化３】

　一般式（１３）中、Ｒ131～Ｒ135は、各々独立に、水素原子を表し、Ｒ131～Ｒ135の少
なくとも一つは下記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基である。Ｒ

136は、メチル基、又はアルキル基を有してもよいフェニル基を表す。複数のＲ136は同一
でも異なっていてもよい。ｍは１～４の整数を表す。

【化４】

　一般式（１４）中、Ｒ141～Ｒ145は、各々独立に、水素原子を表し、Ｒ141～Ｒ145の少
なくとも一つは下記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基である。Ｒ

146は水素原子、メチル基、又はアルキル基を有してもよいフェニル基を表す。複数のＲ1

46は同一でも異なっていてもよい。ｍは１～４の整数を表す。
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【化５】

　一般式（１５）中、Ａ151～Ａ158はＮ原子又はＣ－Ｒ１５３を表し、Ｒ15３は水素原子
、アルキル基、又はアルキル基を有してもよい脂環式炭化水素基を表す。Ｒ1511は置換基
を有してもよいフェニル基を表し、前記フェニル基が有してもよい置換基はアルキル基又
はフェニル基である。Ｒ15２は、各々独立に、メチル基、又はアルキル基を有してもよい
フェニル基を表す。複数のＲ152は同一でも異なっていてもよい。ｍは１～４の整数を表
す。ケイ素連結基は、Ａ151～Ａ158中のＣ原子と連結する。

【化６】

　一般式（１６）中、Ａ161～Ａ168はＮ原子又はＣ－Ｒ163を表し、Ｒ16３は水素原子、
アルキル基、又はアルキル基を有してもよい脂環式炭化水素基を表す。Ｒ1611は置換基を
有してもよいフェニル基を表し、前記フェニル基が有してもよい置換基はアルキル基又は
フェニル基である。Ｒ16２は各々独立に、メチル基、又はアルキル基を有してもよいフェ
ニル基を表す。複数のＲ162は同一でも異なっていてもよい。ｍは１～４の整数を表す。
炭素連結基は、Ａ161～Ａ168中のＣ原子と連結する。
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【化７】

　一般式（７－１）～（７－１０）中、Ｒ712～Ｒ718、Ｒ722～Ｒ728、Ｒ732～Ｒ738、Ｒ

742～Ｒ748、Ｒ752～Ｒ757、Ｒ762～Ｒ767、Ｒ772～Ｒ777、Ｒ782～Ｒ787、Ｒ792～Ｒ797

、Ｒ7102～Ｒ7107は、各々独立に、水素原子、アルキル基、又はアルキル基を有してもよ
い脂環式炭化水素基を表す。Ｓ711～Ｓ7101、Ｓ712～Ｓ7102はそれぞれ独立に下記置換基
（Ｓ）を示し、Ｓ711～Ｓ7101はそれぞれ、Ｒ712～Ｒ714、Ｒ722～Ｒ724、Ｒ732～Ｒ734

、Ｒ742～Ｒ744、Ｒ752～Ｒ754、Ｒ762～Ｒ764、Ｒ772～Ｒ774、Ｒ782～Ｒ784、Ｒ792～
Ｒ795、Ｒ7102～Ｒ7105として炭素原子に置換し、Ｓ712～Ｓ7102はそれぞれ、Ｒ715～Ｒ7

18、Ｒ725～Ｒ728、Ｒ735～Ｒ738、Ｒ745～Ｒ748、Ｒ755～Ｒ757、Ｒ765～Ｒ767、Ｒ775

～Ｒ777、Ｒ785～Ｒ787、Ｒ796～Ｒ797、Ｒ7106～Ｒ7107として炭素原子に置換する。ｌ
ｎは、一般式（７－１）から（７－８）では０～３の整数を表し、一般式（７－９）及び
（７－１０）では０～４の整数を表す。ｍは、一般式（７－１）から（７－４）では０～
４の整数を表し、一般式（７－５）から（７－８）では０～３の整数を表し、一般式（７
－９）及び（７－１０）では０～２の整数を表す。ただし、１ｎ＋ｍは１～４の整数であ
る。
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【化８】

　式中、Ｒ1はアルキル基を表す。Ｒ2は水素原子又はアルキル基を表す。Ｒ3は水素原子
又はアルキル基を表す。Ｒ１～Ｒ３は互いに結合して環を形成してもよい。
【化９】

　一般式（Ａ９－１）中、Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルキル
基を有してもよい脂環式炭化水素基、又はアルキル基を有してもよいフェニル基を表す。
【請求項２】
　前記置換基（Ｓ）が、下記（ａ）～（ｅ）、（ｉ）、（ｌ）、（ｔ）～（ｖ）から選ば
れる基であることを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光素子。

【化１０】

【請求項３】
　前記置換基（Ｓ）が、前記（ａ）～（ｅ）から選ばれる基であることを特徴とする請求
項２に記載の有機電界発光素子。
【請求項４】
　前記芳香族複素環含有化合物を発光層に含有することを特徴とする請求項１～３のいず
れか一項に記載の有機電界発光素子。
【請求項５】
　前記芳香族複素環含有化合物を発光層に隣接する層に含有することを特徴とする請求項
１～４のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。
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【請求項６】
　前記芳香族複素環含有化合物と、前記イリジウム錯体（Ａ９－１）を少なくとも１種と
を発光層に含有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の有機電界発光
素子。
【請求項７】
　前記芳香族複素環含有化合物を含有する有機層、及び前記イリジウム錯体（Ａ９－１）
を少なくとも１種含有する有機層、の少なくとも１層がウエットプロセスで形成されたこ
とを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。
【請求項８】
　請求項１に記載の前記芳香族複素環含有化合物と、請求項１に記載の（Ａ９－１）で表
されるイリジウム錯体とを含有する組成物。
【請求項９】
　請求項１に記載の前記芳香族複素環含有化合物と、請求項１に記載の（Ａ９－１）で表
されるイリジウム錯体とを含有する発光層。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の有機電界発光素子を用いた発光装置。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の有機電界発光素子を用いた表示装置。
【請求項１２】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の有機電界発光素子を用いた照明装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気エネルギーを光に変換して発光できる発光素子、特に、有機電界発光素
子（発光素子、又はＥＬ素子）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機電界発光（ＥＬ）素子は、低電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な
表示素子として注目されている。この有機電界発光素子の重要な特性値として消費電力が
ある。消費電力は電圧と電流の積で表され、所望の明るさを得るに必要な電圧値が低いほ
ど、かつ、電流値を小さくするほど、素子の消費電力を低くすることが出来る。
【０００３】
　素子に流れる電流値を低くする一つの試みとして、オルトメタル化イリジウム錯体（Ｉ
ｒ（ｐｐｙ）3：ｔｒｉｓ－ｏｒｔｈｏ－ｍｅｔａｌａｔｅｄ　ｃｏｍｐｌｅｘ　ｏｆ　
Ｉｒｉｄｉｕｍ（ＩＩＩ）　ｗｉｔｈ　２－ｐｈｅｎｙｌｐｙｒｉｄｉｎｅ）からの発光
を利用した発光素子が報告されている（例えば特許文献１参照）。これらに記載のりん光
発光素子は、従来の一重項発光素子に比べて外部量子効率が大幅に向上し、電流値を小さ
くすることに成功している。
【０００４】
　また、有機電界発光素子の製造において、一対の電極間に設けられる有機層である薄膜
を形成する方法としては、蒸着法として真空蒸着、湿式法としてスピンコーティング法、
印刷法、インクジェット法等が行われている。
【０００５】
　中でも湿式法を用いると、蒸着等のドライプロセスでは成膜が困難な高分子の有機化合
物も使用可能となり、フレキシブルなディスプレイ等に用いる場合は耐屈曲性や膜強度等
の耐久性の点で適しており、特に大面積化した場合に好ましい。
　しかし湿式法により得られた有機電界発光素子には発光効率や素子耐久性に劣るという
問題があった。
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【０００６】
　そして、りん光発光素子の発光効率、耐久性改良を目的に、アザカルバゾールを含有す
る素子（特許文献２、特許文献３）が報告されているが、耐久性、効率の点で、さらなる
改良が望まれていた。
【０００７】
　特許文献４、５には、芳香族環（イミダゾリル基など）が縮環した構造を配位子として
有するイリジウム錯体化合物を発光材料に適用した発光素子が発光効率を向上させること
が報告されているが、発光量子効率、駆動電圧、耐久性で十分とは言えず、さらなる改良
が求められていた。また、有機電界発光（ＥＬ）素子のディスプレイへの応用が実用化さ
れているものの、励起子生成位置の偏り、会合体の生成のため色度調整が容易ではなく、
色度の改善手法の開発が求められていた。例えば、青色材料におけるＣＩＥ座標ｙ値の低
減が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開第０８／０２９７０３３号明細書
【特許文献２】特開２００５－３４０１２３号公報
【特許文献３】特開２００６－１２０８２１号公報
【特許文献４】国際公開第０７／０９５１１８号
【特許文献５】特開２００７－１９４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　後述する一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを
有する化合物は、通常ホールに対しては耐久性が強いとは言えず、ホール輸送性の発光層
ホスト材料に用いた場合、素子の寿命が低下すると考えられてきた。
　また、後述する一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表されるモノアニオン性の２座配位子と原
子量４０以上の金属を含む燐光性金属錯体は一般的にＩｐ値が小さく、発光層に用いた場
合、発光層内でホールをトラップしやすく、電荷の再結合位置が正孔輸送層側に偏りやす
く、効率の向上、発光色度の調整に難点があった。
　本発明の目的は、耐久性、発光効率を向上させ、発光色度を良化させた有機電界発光素
子の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　すなわち、本発明は下記の手段により達成された。
〔１〕
　一対の電極間に発光材料を含有する発光層を含む少なくとも一層の有機層を有する有機
電界発光素子であって、下記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を
少なくとも一つ有する化合物、及び下記一般式（Ａ９－１）で表されるイリジウム錯体を
含有することを特徴とする有機電界発光素子。
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【化１】

　一般式（７－１）～（７－１０）中、Ｒ712～Ｒ718、Ｒ722～Ｒ728、Ｒ732～Ｒ738、Ｒ

742～Ｒ748、Ｒ752～Ｒ757、Ｒ762～Ｒ767、Ｒ772～Ｒ777、Ｒ782～Ｒ787、Ｒ792～Ｒ797

、Ｒ7102～Ｒ7107は、各々独立に、水素原子、アルキル基、又はアルキル基を有してもよ
い脂環式炭化水素基を表す。Ｓ711～Ｓ7101、Ｓ712～Ｓ7102はそれぞれ独立に下記置換基
（Ｓ）を示し、Ｓ711～Ｓ7101はそれぞれ、Ｒ712～Ｒ714、Ｒ722～Ｒ724、Ｒ732～Ｒ734

、Ｒ742～Ｒ744、Ｒ752～Ｒ754、Ｒ762～Ｒ764、Ｒ772～Ｒ774、Ｒ782～Ｒ784、Ｒ792～
Ｒ795、Ｒ7102～Ｒ7105として炭素原子に置換し、Ｓ712～Ｓ7102はそれぞれ、Ｒ715～Ｒ7

18、Ｒ725～Ｒ728、Ｒ735～Ｒ738、Ｒ745～Ｒ748、Ｒ755～Ｒ757、Ｒ765～Ｒ767、Ｒ775

～Ｒ777、Ｒ785～Ｒ787、Ｒ796～Ｒ797、Ｒ7106～Ｒ7107として炭素原子に置換する。１
ｎ、ｍは０～４の整数を表し、１ｎ＋ｍは１～４の整数である。
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【化２】

　式中、Ｒ1はアルキル基を表す。Ｒ2は水素原子又はアルキル基を表す。Ｒ3は水素原子
又はアルキル基を表す。Ｒ1～Ｒ3は互いに結合して環を形成してもよい。
【化３】

　一般式（Ａ９－１）中、Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルキル
基を有してもよい脂環式炭化水素基、又はアルキル基を有してもよいフェニル基を表す。
〔２〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物が、下記一般式（８）で表される化合物であることを特徴とする〔１〕に記載の
有機電界発光素子。

【化４】

　一般式（８）中、Ｒ811～Ｒ816は、各々独立に、水素原子、アルキル基、アルキル基を
有してもよいアリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、又はシアノ基を表し、Ｒ81

1～Ｒ816の少なくとも一つは前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される
基である。
〔３〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物が、下記一般式（９）で表される化合物であることを特徴とする〔１〕に記載の
有機電界発光素子。
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【化５】

　一般式（９）中、Ｒ911～Ｒ920は、各々独立に、水素原子、アルキル基、アルキル基を
有してもよいアリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、アルキル基を有
してもよいシリル基を表す。Ｒ911～Ｒ920の少なくとも一つは前記一般式（７－１）～（
７－１０）のいずれかで表される基である。
〔４〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物が、下記一般式（１０）で表される化合物であることを特徴とする〔１〕又は〔
３〕に記載の有機電界発光素子。
【化６】

　一般式（１０）中、Ｒ1011～Ｒ1018は各々独立に、水素原子、アルキル基、アルキル基
を有してもよいアリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、又はシアノ基を表す。Ｃ
ｚ101、Ｃｚ102はそれぞれ独立に前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基である。
〔５〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物が、下記一般式（１１）で表される化合物であることを特徴とする〔１〕又〔３
〕に記載の有機電界発光素子。
【化７】

　一般式（１１）中、Ｒ1111～Ｒ1118は、各々独立に、水素原子、アルキル基、アルキル
基を有してもよいアリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、アルキル基
を有してもよいシリル基を表す。Ｃｚ111、Ｃｚ112はそれぞれ独立に前記一般式（７－１
）～（７－１０）のいずれかで表される基である。
〔６〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物が、下記一般式（１３）で表される化合物であることを特徴とする〔１〕に記載
の有機電界発光素子
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【化８】

　一般式（１３）中、Ｒ131～Ｒ135は、各々独立に、水素原子を表し、Ｒ131～Ｒ135の少
なくとも一つは前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基である。Ｒ

136は、メチル基、又はアルキル基を有してもよいフェニル基を表す。複数のＲ136は同一
でも異なっていてもよい。ｍは１～４の整数を表す。
〔７〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物が、下記一般式（１４）で表される化合物であることを特徴とする〔１〕に記載
の有機電界発光素子。

【化９】

　一般式（１４）中、Ｒ141～Ｒ145は、各々独立に、水素原子を表し、Ｒ141～Ｒ145の少
なくとも一つは前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基である。Ｒ

146は水素原子、メチル基、又はアルキル基を有してもよいフェニル基を表す複数のＲ146

は同一でも異なっていてもよい。ｍは１～４の整数を表す。
〔８〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物が、下記一般式（１５）で表される化合物であることを特徴とする〔１〕に記載
の有機電界発光素子。
【化１０】

　一般式（１５）中、Ａ151～Ａ158はＮ原子又はＣ－Ｒ１５３を表し、Ｒ15３は水素原子
、アルキル基、又はアルキル基を有してもよい脂環式炭化水素基を表す。Ｒ1511は置換基
を有してもよいフェニル基を表し、前記フェニル基が有してもよい置換基はアルキル基又
はフェニル基である。Ｒ15２は、各々独立に、メチル基、又はアルキル基を有してもよい
フェニル基を表し複数のＲ152は同一でも異なっていてもよい。ｍは１～４の整数を表す
。ケイ素連結基は、Ａ151～Ａ158中のＣ原子と連結する。
〔９〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物が、下記一般式（１６）で表される化合物であることを特徴とする〔１〕に記載
の有機電界発光素子
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【化１１】

　一般式（１６）中、Ａ161～Ａ168はＮ原子又はＣ－Ｒ163を表し、Ｒ16３は水素原子、
アルキル基、又はアルキル基を有してもよい脂環式炭化水素基を表す。Ｒ1611は置換基を
有してもよいフェニル基を表し、前記フェニル基が有してもよい置換基はアルキル基又は
フェニル基である。Ｒ16２は各々独立に、メチル基、又はアルキル基を有してもよいフェ
ニル基を表す。複数のＲ162は同一でも異なっていてもよい。ｍは１～４の整数を表す。
炭素連結基は、Ａ161～Ａ168中のＣ原子と連結する。
〔１０〕
　前記置換基（Ｓ）が、下記（ａ）～（ｅ）、（ｉ）、（ｌ）、（ｔ）～（ｖ）から選ば
れる基であることを特徴とする〔１〕～〔９〕のいずれか一項に記載の有機電界発光素子
。
【化１２】

〔１１〕
　前記置換基（Ｓ）が、前記（ａ）～（ｅ）から選ばれる基であることを特徴とする〔１
０〕に記載の有機電界発光素子。
〔１２〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物を発光層に含有することを特徴とする〔１〕～〔１１〕のいずれか一項に記載の
有機電界発光素子。
〔１３〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物を発光層に隣接する層に含有することを特徴とする〔１〕～〔１２〕のいずれか
一項に記載の有機電界発光素子。
〔１４〕
　前記イリジウム錯体（Ａ９－１）を少なくとも１種、発光層に含有することを特徴とす
る〔１〕～〔１３〕のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。
〔１５〕
　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物を少なくとも１種と、前記イリジウム錯体（Ａ９－１）を少なくとも１種とを発
光層に含有することを特徴とする〔１〕～〔１３〕のいずれか一項に記載の有機電界発光
素子。
〔１６〕
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　前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物を少なくとも１種含有する有機層、及び前記イリジウム錯体（Ａ９－１）を少な
くとも１種含有する有機層、の少なくとも１層がウエットプロセスで形成されたことを特
徴とする〔１〕～〔１５〕のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。
〔１７〕
　〔１〕に記載の一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも
一つを有する化合物と、〔１〕に記載の（Ａ９－１）で表されるイリジウム錯体とを含有
する組成物。
〔１８〕
　〔１〕に記載の一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも
一つを有する化合物と、〔１〕に記載の（Ａ９－１）で表されるイリジウム錯体とを含有
する発光層。
〔１９〕
　〔１〕～〔１６〕のいずれか一項に記載の有機電界発光素子を用いた発光装置。
〔２０〕
　〔１〕～〔１６〕のいずれか一項に記載の有機電界発光素子を用いた表示装置。
〔２１〕
　〔１〕～〔１６〕のいずれか一項に記載の有機電界発光素子を用いた照明装置。
　本発明は、上記〔１〕～〔２１〕に係る発明であるが、以下、それ以外の事項について
も参考のため記載している。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の有機電界発光素子は、一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される
基を少なくとも一つを有する化合物（本明細書において「本発明の化合物」と同義で用い
る。）、及び一般式（Ａ９－１）で表されるイリジウム錯体を含有することを特徴とする
。これにより、高い発光効率（例えば外部量子効率）を有し、高耐久性の有機電界発光素
子（本明細書において「本発明の素子」と同義で用いる）が提供できる。また、各有機電
界発光素子の発光色度を良化させた素子が提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る有機ＥＬ素子の層構成の一例（第１実施形態）を示す概略図である
。
【図２】本発明に係る発光装置の一例（第２実施形態）を示す概略図である。
【図３】本発明に係る照明装置の一例（第３実施形態）を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　まず、参考のために、一対の電極間に発光材料を含有する発光層を含む少なくとも一層
の有機層を有する有機電界発光素子であって、下記一般式（１）で表される化合物、及び
下記一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表されるモノアニオン性の２座配位子と原子量４０以上
の金属を含む燐光性金属錯体（以下、特定燐光性金属錯体と称する場合がある）を含有す
る有機電界発光素子について説明する。
【００１４】
【化１３】

【００１５】
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（一般式（１）中、Ｚ1は芳香族複素環を表し、Ｚ2は、芳香族複素環又は芳香族炭化水素
環を表し、Ｚ3は、２価の連結基又は単なる結合手を表す。Ｒ111は、水素原子又は置換基
を表す。）
【００１６】
【化１４】

【００１７】
（一般式（Ａ１）～（Ａ４）中、Ｅ1a～Ｅ1qはそれぞれ独立に炭素原子又はヘテロ原子を
表す。Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。一般式（Ａ１）～（Ａ４
）で表される骨格はそれぞれ合計で１８π電子構造を有する。）
【００１８】
　一般式（１）で表される化合物を特定燐光性金属錯体と組み合わせて用いることで、耐
久性、発光効率を向上させ、発光色度を良化することができる。従来一般的に使われてい
るカルバゾール誘導体に比べて、電子注入性・輸送性に優れる前記一般式（１）で表され
る化合物を組み合わせる事で、電荷不足の発光層内の電荷バランスを向上させることで、
量子効率、耐久性を向上させることができる。また、電荷バランスが向上し、発光層内の
励起子分布が均一になる事で、所望の色度の素子が作成できるようになったと推定される
。
【００１９】
　また、前記一般式（１）で表される化合物は、ピリジン環などの含窒素ヘテロ環を含む
ため、従来ホストのカルバゾール誘導体と比較して、ホールに対する耐性が低く、耐久性
は低くなるものと考えられていたが、一般的にＩｐ値が小さい特定燐光性金属錯体と組み
合わせて発光層に用いた場合、特定燐光性金属錯体と電荷輸送の役割を分担し、電荷によ
る分解反応が抑制され、耐久性が向上したと考えられる。
【００２０】
　更に、芳香族複素環を骨格内に有する一般式（１）で表される化合物は通常のホスト材
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料よりも極性が高く、ホスト材料として使用した場合、発光材料の有機層への分散性が向
上し、発光材料分子同士の相互作用が抑制される。この分散性向上、相互作用抑制により
発光層内での発光材料の会合による発光クエンチャー、長波長発光成分生成が低減し、耐
久性、色度が良化したと推察される。
【００２１】
　特に、一般式（１）で表される化合物が特定の置換基を有する下記一般式（７－１）～
（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ有する化合物であって、かつ特定
燐光性金属錯体が特定の置換基を有する下記一般式（Ａ９－１）で表されるイリジウム錯
体である態様は、耐久性及び発光効率の向上と発光色度の良化の点で好ましい態様であり
、本発明の有機電界発光素子はこの態様の素子である。
　即ち、本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に発光材料を含有する発光層を含む
少なくとも一層の有機層を有する有機電界発光素子であって、下記一般式（７－１）～（
７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物、及び下記一般式（
Ａ９－１）で表されるイリジウム錯体を含有することを特徴とする。
【００２２】
【化１５】

【００２３】
　一般式（７－１）～（７－１０）中、Ｒ712～Ｒ718、Ｒ722～Ｒ728、Ｒ732～Ｒ738、Ｒ
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742～Ｒ748、Ｒ752～Ｒ757、Ｒ762～Ｒ767、Ｒ772～Ｒ777、Ｒ782～Ｒ787、Ｒ792～Ｒ797

、Ｒ7102～Ｒ7107は、各々独立に、水素原子、アルキル基、又はアルキル基を有してもよ
い脂環式炭化水素基を表す。Ｓ711～Ｓ7101、Ｓ712～Ｓ7102はそれぞれ独立に下記置換基
（Ｓ）を示し、Ｓ711～Ｓ7101はそれぞれ、Ｒ712～Ｒ714、Ｒ722～Ｒ724、Ｒ732～Ｒ734

、Ｒ742～Ｒ744、Ｒ752～Ｒ754、Ｒ762～Ｒ764、Ｒ772～Ｒ774、Ｒ782～Ｒ784、Ｒ792～
Ｒ795、Ｒ7102～Ｒ7105として炭素原子に置換し、Ｓ712～Ｓ7102はそれぞれ、Ｒ715～Ｒ7

18、Ｒ725～Ｒ728、Ｒ735～Ｒ738、Ｒ745～Ｒ748、Ｒ755～Ｒ757、Ｒ765～Ｒ767、Ｒ775

～Ｒ777、Ｒ785～Ｒ787、Ｒ796～Ｒ797、Ｒ7106～Ｒ7107として炭素原子に置換する。１
ｎ、ｍは０～４の整数を表し、ｎ＋ｍは１～４の整数である。
【００２４】
【化１６】

【００２５】
　式中、Ｒ1はアルキル基を表す。Ｒ2は水素原子又はアルキル基を表す。Ｒ3は水素原子
又はアルキル基を表す。Ｒ1～Ｒ3は互いに結合して環を形成してもよい。
【００２６】

【化１７】

【００２７】
　一般式（Ａ９－１）中、Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルキル
基を有してもよい脂環式炭化水素基、又はアルキル基を有してもよいフェニル基を表す。
【００２８】
　以下、一般式（７－１）～（７－１０）で表される化合物を含め、一般式（１）で表さ
れる化合物について詳細に説明する。
【００２９】
【化１８】
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【００３０】
　一般式（１）について説明する。Ｚ1は芳香族複素環を表し、Ｚ2は、芳香族複素環又は
芳香族炭化水素環を表し、Ｚ3は２価の連結基又は単なる結合手を表す。Ｒ111は、水素原
子又は置換基を表す。Ｒ111で表される置換基としては下記置換基群Ａとして挙げたもの
が適用できる。
【００３１】
　（置換基群Ａ）
　アルキル基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好まし
くは炭素数１～１０であり、例えばメチル、エチル、ｉｓｏ－プロピル、ｔｅｒｔ－ブチ
ル、ｎ－オクチル、ｎ－デシル、ｎ－ヘキサデシルなどが挙げられる。）、脂環式炭化水
素基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素
数１～１０であり、例えばアダマンチル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキ
シルなどが挙げられる。）、アルケニル基（好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは
炭素数２～２０、特に好ましくは炭素数２～１０であり、例えばビニル、アリル、２－ブ
テニル、３－ペンテニルなどが挙げられる。）、アルキニル基（好ましくは炭素数２～３
０、より好ましくは炭素数２～２０、特に好ましくは炭素数２～１０であり、例えばプロ
パルギル、３－ペンチニルなどが挙げられる。）、アリール基（好ましくは炭素数６～３
０、より好ましくは炭素数６～２０、特に好ましくは炭素数６～１２であり、例えばフェ
ニル、ｐ－メチルフェニル、ナフチル、アントラニルなどが挙げられる。）、アミノ基（
好ましくは炭素数０～３０、より好ましくは炭素数０～２０、特に好ましくは炭素数０～
１０であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジベンジ
ルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノなどが挙げられる。）、アルコキシ基（好
ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１
０であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、２－エチルヘキシロキシなどが挙げら
れる。）、アリールオキシ基（好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数６～２
０、特に好ましくは炭素数６～１２であり、例えばフェニルオキシ、１－ナフチルオキシ
、２－ナフチルオキシなどが挙げられる。）、ヘテロ環オキシ基（好ましくは炭素数１～
３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばピ
リジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが挙げられる。
）、アシル基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好まし
くは炭素数１～１２であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが
挙げられる。）、アルコキシカルボニル基（好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは
炭素数２～２０、特に好ましくは炭素数２～１２であり、例えばメトキシカルボニル、エ
トキシカルボニルなどが挙げられる。）、アリールオキシカルボニル基（好ましくは炭素
数７～３０、より好ましくは炭素数７～２０、特に好ましくは炭素数７～１２であり、例
えばフェニルオキシカルボニルなどが挙げられる。）、アシルオキシ基（好ましくは炭素
数２～３０、より好ましくは炭素数２～２０、特に好ましくは炭素数２～１０であり、例
えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられる。）、アシルアミノ基（好ましくは
炭素数２～３０、より好ましくは炭素数２～２０、特に好ましくは炭素数２～１０であり
、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。）、アルコキシカルボニ
ルアミノ基（好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは炭素数２～２０、特に好ましく
は炭素数２～１２であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。）、アリ
ールオキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数７～３０、より好ましくは炭素数７～
２０、特に好ましくは炭素数７～１２であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノな
どが挙げられる。）、スルホニルアミノ基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは
炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメタンスルホニルアミノ
、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。）、スルファモイル基（好ましくは炭素
数０～３０、より好ましくは炭素数０～２０、特に好ましくは炭素数０～１２であり、例
えばスルファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスルフ
ァモイルなどが挙げられる。）、カルバモイル基（好ましくは炭素数１～３０、より好ま
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しくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばカルバモイル、メ
チルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。）
、アルキルチオ基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好
ましくは炭素数１～１２であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。）、
アリールチオ基（好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数６～２０、特に好ま
しくは炭素数６～１２であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。）、ヘテロ環チオ
基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数
１～１２であり、例えばピリジルチオ、２－ベンズイミゾリルチオ、２－ベンズオキサゾ
リルチオ、２－ベンズチアゾリルチオなどが挙げられる。）、スルホニル基（好ましくは
炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり
、例えばメシル、トシルなどが挙げられる。）、スルフィニル基（好ましくは炭素数１～
３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメ
タンスルフィニル、ベンゼンスルフィニルなどが挙げられる。）、ウレイド基（好ましく
は炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であ
り、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニルウレイドなどが挙げられる。）、リン酸
アミド基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは
炭素数１～１２であり、例えばジエチルリン酸アミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げ
られる。）、ヒドロキシ基、メルカプト基、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）、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキ
サム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基（好ましくは炭素数１～
３０、より好ましくは炭素数１～１２であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸
素原子、硫黄原子であり、具体的にはイミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、チエ
ニル、ピペリジル、モルホリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンズチア
ゾリル、カルバゾリル基、アゼピニル基などが挙げられる。）、シリル基（好ましくは炭
素数３～４０、より好ましくは炭素数３～３０、特に好ましくは炭素数３～２４であり、
例えばトリメチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられる。）、シリルオキシ基（
好ましくは炭素数３～４０、より好ましくは炭素数３～３０、特に好ましくは炭素数３～
２４であり、例えばトリメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシなどが挙げられ
る。）
【００３２】
　Ｒ111は更に置換基を有していてもよく、置換基としては、前記置換基群Ａとして挙げ
たものが適用できる。また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していても
よい。
【００３３】
　Ｒ111として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フ
ッ素基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ
基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シアノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ
基であり、より好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フ
ッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基
、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基、であり
、特に好ましくはアルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、ヘテロ環基である。
【００３４】
　一般式（１）において、Ｚ1、Ｚ2で表される芳香族複素環としては、フラン環、チオフ
ェン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、ベンゾイミダゾール環
、オキサジアゾール環、トリアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、チアゾール環
、インドール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、
キノキサリン環、キナゾリン環、フタラジン環、カルバゾール環、カルボリン環、カルボ
リン環を構成する炭化水素環の炭素原子が更に窒素原子で置換されている環等が挙げられ
る。前記芳香族複素環は置換基を有していてもよく、置換基としては、前記置換基群Ａと
して挙げたものが適用できる。
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【００３５】
　前記一般式（１）において、Ｚ2で表される芳香族炭化水素環としては、ベンゼン環、
ビフェニル環、ナフタレン環、アズレン環、アントラセン環、フェナントレン環、ピレン
環、クリセン環、ナフタセン環、トリフェニレン環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェ
ニル環、ｐ－テルフェニル環、アセナフテン環、コロネン環、フルオレン環、フルオラン
トレン環、ナフタセン環、ペンタセン環、ペリレン環、ペンタフェン環、ピセン環、ピレ
ン環、ピラントレン環、アンスラアントレン環等が挙げられる。前記芳香族炭化水素環は
、置換基を有していてもよく、置換基としては、前記置換基群Ａとして挙げたものが適用
できる。
【００３６】
　前記一般式（１）において、Ｚ3で表される２価の連結基としては、アルキレン、アル
ケニレン、アルキニレン、アリーレンなどの炭化水素基のほか、ヘテロ原子を含むもので
あってもよく、また、チオフェン－２，５－ジイル基や、ピラジン－２，３－ジイル基の
ような、芳香族複素環を有する化合物（ヘテロ芳香族化合物ともいう）に由来する２価の
連結基であってもよいし、酸素や硫黄などのカルコゲン原子であってもよい。また、アル
キルイミノ基、ジアルキルシランジイル基やジアリールゲルマンジイル基のような、ヘテ
ロ原子を介して連結する基でもよい。
　前記一般式（１）において、Ｚ3で表される単なる結合手とは、連結する置換基同士を
直接結合する結合手である。
【００３７】
　本発明においては、前記一般式（１）のＺ1が６員環であることが好ましい。これによ
り、より発光効率を高くすることができる。更に、一層長寿命化させることができる。具
体的にはピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環が好ましく、ピリジン環
、ピリミジン環がより好ましい。
【００３８】
　また、本発明においては、前記一般式（１）のＺ2が６員環であることが好ましい。こ
れにより、より発光効率を高くすることができる。更に、より一層長寿命化させることが
できる。具体的にはベンゼン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環
が好ましく、ベンゼン環、ピリジン環、ピリミジン環がより好ましい。
【００３９】
　更に、前記一般式（１）のＺ1とＺ2が共に６員環であることがより好ましい。Ｚ1とＺ2

を共に６員環とすることで、より一層発光効率を高くすることができるので好ましい。更
に、より一層長寿命化させることができるので好ましい。
【００４０】
　本発明においては、前記一般式（１）のＺ3が単なる結合手であることが好ましい。
【００４１】
　一般式（１）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（２）で表
される化合物である。Ｚ3が連結基を含まないため、発光素子内でのＺ1の解離反応が抑制
され、素子内の長寿命化が期待されるため、下記一般式（２）の化合物が好ましい。
【００４２】
【化１９】

【００４３】
　一般式（２）について説明する。Ｒ211は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ211は一般式
（１）におけるＲ111と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ａ21～Ａ24はＮ原
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子又はＣ－Ｒ222を表す。Ａ21～Ａ24のうち、Ｎ原子の数は１～２の整数である。Ａ25～
Ａ28はＮ原子又はＣ－Ｒ222を表す。Ａ25～Ａ28のうち、Ｎ原子の数は０～２の整数であ
る。Ｒ222は水素原子又は置換基を表す。
【００４４】
　Ｒ222としては前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。複数のＲ222は同一でも
異なっていてもよい。
【００４５】
　Ｒ222で表される基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、ア
リール基、フッ素基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、
アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シアノ基、ヘテロ環基、シリル基、
シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、ア
リール基、フッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子
、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ
環基である。
【００４６】
　Ｒ222で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、置換基としては、前記置換
基群Ａとして挙げたものが適用できる。また、これらの置換基は複数が互いに結合して環
を形成していてもよい。
【００４７】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－１）
で表される化合物である。
【００４８】
【化２０】

【００４９】
　一般式（３－１）について説明する。Ｒ311は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ311は一
般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ312～Ｒ318

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。
【００５０】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－２）
で表される化合物である。
【００５１】
【化２１】

【００５２】
　一般式（３－２）について説明する。Ｒ321は、水素原子又は置換基を表す。
　Ｒ321は一般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ
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322～Ｒ328は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222

と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【００５３】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－３）
で表される化合物である。
【００５４】
【化２２】

【００５５】
　一般式（３－３）について説明する。Ｒ331は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ331は一
般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ332～Ｒ338

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。
【００５６】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－４）
で表される化合物である。
【００５７】
【化２３】

【００５８】
　一般式（３－４）について説明する。Ｒ341は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ341は一
般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ342～Ｒ348

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。
【００５９】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－５）
で表される化合物である。
【００６０】
【化２４】

【００６１】
　一般式（３－５）について説明する。Ｒ351は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ351は一
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般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ352～Ｒ357

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。
【００６２】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－６）
で表される化合物である。
【００６３】
【化２５】

【００６４】
　一般式（３－６）について説明する。Ｒ361は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ361は一
般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ362～Ｒ367

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。
【００６５】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－７）
で表される化合物である。
【００６６】
【化２６】

【００６７】
　一般式（３－７）について説明する。Ｒ371は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ371は一
般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ372～Ｒ377

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。
【００６８】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－８）
で表される化合物である。
【００６９】
【化２７】

【００７０】
　一般式（３－８）について説明する。Ｒ381は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ381は一
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は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。
【００７１】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－９）
で表される化合物である。
【００７２】
【化２８】

【００７３】
　一般式（３－９）について説明する。Ｒ391は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ391は一
般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ392～Ｒ397

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。
【００７４】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（３－１０
）で表される化合物である。
【００７５】
【化２９】

【００７６】
　一般式（３－１０）について説明する。Ｒ3101は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ3101

は一般式（２）におけるＲ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ3102～
Ｒ3107は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２）におけるＲ222と同義で
あり、また好ましい範囲も同様である。
【００７７】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは一般式（４－１）～（４
－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物である。特に、分子内
に前記一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を２つから４つ有するこ
とがより好ましい。このとき、前記一般式（２）で表される構造において、Ｒ211を除い
た部分が、一般式（４－１）～（４－１０）に置き換わる場合を含む。
【００７８】



(24) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

30

40

【化３０】

【００７９】
　一般式（４－１）～（４－１０）について説明する。Ｒ412～Ｒ418、Ｒ422～Ｒ428、Ｒ

432～Ｒ438、Ｒ442～Ｒ448、Ｒ452～Ｒ457、Ｒ462～Ｒ467、Ｒ472～Ｒ477、Ｒ482～Ｒ487

、Ｒ492～Ｒ497、Ｒ4102～Ｒ4107は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（２
）におけるＲ222と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
　一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
合物の分子量は４００以上１０００以下であることが好ましく、４５０以上８００以下で
あることがより好ましく、５００以上７００以下であることが更に好ましい。
　一般式（４－１）～（４－１０）中、Ｒ412～Ｒ418の少なくとも１つ、Ｒ422～Ｒ428の
少なくとも１つ、Ｒ432～Ｒ438の少なくとも１つ、Ｒ442～Ｒ448の少なくとも１つ、Ｒ45

2～Ｒ457の少なくとも１つ、Ｒ462～Ｒ467の少なくとも１つ、Ｒ472～Ｒ477の少なくとも
１つ、Ｒ482～Ｒ487の少なくとも１つ、Ｒ492～Ｒ497の少なくとも１つ、Ｒ4102～Ｒ4107

の少なくとも１つが、それぞれ、後述の置換基（Ｓ）であることが好ましい。
【００８０】
　一般式（２）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（５）で表
される化合物である。
【００８１】
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【００８２】
　一般式（５）について説明する。Ｒ511は、水素原子又は置換基を表す。Ａ51～Ａ54は
Ｎ原子又はＣ－Ｒ522を表す。Ａ51～Ａ54のうち、Ｎ原子の数は１～２の整数である。Ａ5

5～Ａ58はＮ原子又はＣ－Ｒ522を表す。Ａ55～Ａ58のうち、Ｎ原子の数は０～２の整数で
ある。Ｒ522は水素原子又は置換基を表す。Ｓ51、Ｓ52はそれぞれ独立に置換基（Ｓ）を
示し、Ｓ51はＡ51～Ａ54の炭素原子に置換し、Ｓ52はＡ55～Ａ58の炭素原子に置換する。
この時、Ｓ51、Ｓ52はＲ522と同義である。Ｒ511、Ｒ522は一般式（２）におけるＲ211、
Ｒ222と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【００８３】
【化３２】

【００８４】
　Ｒ1はアルキル基を表す。Ｒ1として好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、ｉ
ｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であり、更に好ましくはメチル基、エ
チル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であり、より好ましくはメチル基、エ
チル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であり、特に好ましくはメチル基、ｔ
ｅｒｔ－ブチル基である。
【００８５】
　Ｒ2は水素原子又はアルキル基を表す。Ｒ2として好ましくは、水素原子、メチル基、エ
チル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であり、更に
好ましくは水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基であり、より好ましくは水素原子
、メチル基であり、特に好ましくはメチル基である。
【００８６】
　Ｒ3は水素原子又はアルキル基を表す。Ｒ3として好ましくは水素原子、メチル基であり
、より好ましくはメチル基である。
【００８７】
　また、Ｒ1～Ｒ3はそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。環を形成する場合
、環員数は特に限定されないが、好ましくは５又は６員環であり、更に好ましくは６員環
である。
　置換基（Ｓ）として好ましくは下記（ａ）～（ｘ）を挙げることができ、（ａ）～（ｅ
）が好ましい。
【００８８】
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【化３３】

【００８９】
　一般式（１）で表される化合物が置換基（Ｓ）を有する場合、前述の置換基（ａ）～（
ｘ）ように嵩高いものであると反応活性点が保護され、カチオン及びアニオン状態におけ
る化学的安定性が向上して好ましい。この観点から、（ａ）～（ｅ）、（ｉ）、（ｌ）、
（ｔ）～（ｖ）がより好ましく、（ａ）～（ｅ）が更に好ましい。
　一般式（１）で表される化合物が置換基（Ｓ）を有する場合、後述する特定燐光性金属
錯体が有する置換基は分岐アルキル基であることが好ましい。発光層内において、一般式
（１）との相溶性が増すことで、凝集、会合を起こりにくくなり発光クエンチャー生成に
よる素子劣化、会合発光による色度ズレが抑制されると考えられる。
【００９０】
　一般式（５）において、ｎ、ｍは０～４の整数を表し、ｎ＋ｍは１～４の整数である。
ｎ＋ｍとして好ましくは１～２である。
【００９１】
　一般式（４－１）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
しい形態の一つは、下記一般式（６－１）で表される化合物である。
【００９２】
【化３４】

【００９３】
　一般式（６－１）について説明する。Ｒ611は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ611は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ612～Ｒ618
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は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ611、Ｓ612はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ611はＲ612～Ｒ614として炭素原子に置換し、Ｓ612はＲ615～Ｒ618として炭素原子に
置換する。
【００９４】
　ｎは０～３の整数を表し、ｍは０～４の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ
＋ｍとして好ましくは１～２である。
【００９５】
　一般式（４－２）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
しい形態の一つは、下記一般式（６－２）で表される化合物である。
【００９６】
【化３５】

【００９７】
　一般式（６－２）について説明する。Ｒ621は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ621は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ622～Ｒ628

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ621、Ｓ622はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ621はＲ622～Ｒ624として炭素原子に置換し、Ｓ622はＲ625～Ｒ628として炭素原子に
置換する。
【００９８】
　ｎは０～３の整数を表し、ｍは０～４の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ
＋ｍとして好ましくは１～２である。
【００９９】
　一般式（４－３）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
しい形態の一つは、下記一般式（６－３）で表される化合物である。
【０１００】

【化３６】

【０１０１】
　一般式（６－３）について説明する。Ｒ631は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ631は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ632～Ｒ638

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ631、Ｓ632はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ631はＲ632～Ｒ634として炭素原子に置換し、Ｓ632はＲ635～Ｒ638として炭素原子に
置換する。
【０１０２】
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　ｎは０～３の整数を表し、ｍは０～４の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ
＋ｍとして好ましくは１～２である。
【０１０３】
　一般式（４－４）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
しい形態の一つは、下記一般式（６－４）で表される化合物である。
【０１０４】
【化３７】

【０１０５】
　一般式（６－４）について説明する。Ｒ641は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ641は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ642～Ｒ648

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ641、Ｓ642はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ641はＲ642～Ｒ644として炭素原子に置換し、Ｓ642はＲ645～Ｒ648として炭素原子に
置換する。
【０１０６】
　ｎは０～３の整数を表し、ｍは０～４の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ
＋ｍとして好ましくは１～２である。
【０１０７】
　一般式（４－５）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
しい形態の一つは、下記一般式（６－５）で表される化合物である。
【０１０８】

【化３８】

【０１０９】
　一般式（６－５）について説明する。Ｒ651は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ651は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ652～Ｒ657

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ651、Ｓ652はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ651はＲ652～Ｒ654として炭素原子に置換し、Ｓ652はＲ655～Ｒ657として炭素原子に
置換する。
【０１１０】
　ｎ、ｍはそれぞれ０～３の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ＋ｍとして好
ましくは１～２である。
【０１１１】
　一般式（４－６）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
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【０１１２】
【化３９】

【０１１３】
　一般式（６－６）について説明する。Ｒ661は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ661は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ662～Ｒ667

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ661、Ｓ662はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ661はＲ662～Ｒ664として炭素原子に置換し、Ｓ662はＲ665～Ｒ667として炭素原子に
置換する。
【０１１４】
　ｎ、ｍはそれぞれ０～３の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ＋ｍとして好
ましくは１～２である。
【０１１５】
　一般式（４－７）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
しい形態の一つは、下記一般式（６－７）で表される化合物である。
【０１１６】

【化４０】

【０１１７】
　一般式（６－７）について説明する。Ｒ671は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ671は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ672～Ｒ677

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ671、Ｓ672はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ671はＲ672～Ｒ674として炭素原子に置換し、Ｓ672はＲ675～Ｒ677として炭素原子に
置換する。
【０１１８】
　ｎ、ｍはそれぞれ０～３の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ＋ｍとして好
ましくは１～２である。
【０１１９】
　一般式（４－８）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
しい形態の一つは、下記一般式（６－８）で表される化合物である。
【０１２０】



(30) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

30

40

【化４１】

【０１２１】
　一般式（６－８）について説明する。Ｒ681は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ681は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ682～Ｒ687

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ681、Ｓ682はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ681はＲ682～Ｒ684として炭素原子に置換し、Ｓ682はＲ685～Ｒ687として炭素原子に
置換する。
【０１２２】
　ｎ、ｍはそれぞれ０～３の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ＋ｍとして好
ましくは１～２である。
【０１２３】
　一般式（４－９）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好ま
しい形態の一つは、下記一般式（６－９）で表される化合物である。
【０１２４】

【化４２】

【０１２５】
　一般式（６－９）について説明する。Ｒ691は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ691は一
般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ692～Ｒ697

は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義であり、
また好ましい範囲も同様である。Ｓ691、Ｓ692はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し
、Ｓ691はＲ692～Ｒ695として炭素原子に置換し、Ｓ692はＲ696～Ｒ697として炭素原
子に置換する。
【０１２６】
　ｎは０～４の整数を表す。ｍは０～２の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ
＋ｍとして好ましくは１～２である。
【０１２７】
　一般式（４－１０）で表される基を含む化合物及び（５）で表される化合物として、好
ましい形態の一つは、下記一般式（６－１０）で表される化合物である。
【０１２８】
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【０１２９】
　一般式（６－１０）について説明する。Ｒ6101は、水素原子又は置換基を表す。Ｒ6101

は一般式（５）におけるＲ511と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ6102～
Ｒ6107は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（５）におけるＲ522と同義で
あり、また好ましい範囲も同様である。Ｓ6101、Ｓ6102はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ
）を示し、Ｓ6101はＲ6102～Ｒ6105として炭素原子に置換し、Ｓ6102はＲ6106～Ｒ6107と
して炭素原子に置換する。
【０１３０】
　ｎは０～４の整数を表す。ｍは０～２の整数を表す。ｎ＋ｍは１～４の整数である。ｎ
＋ｍとして好ましくは１～２である。
【０１３１】
　一般式（４－１）～（４－１０）で表される基を含む化合物及び一般式（５）で表され
る化合物として、好ましい形態の一つは一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表
される基を少なくとも一つを有する化合物である。特に、本発明において、一般式（７－
１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物としては、
分子内に前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を２つから４つ有
することがより好ましい。特に分子内に前記一般式（７－１）～（７－１０）のいずれか
で表される基を２つ有することが好ましい。このとき、前記一般式（５）で表される構造
において、Ｒ511を除いた部分が、一般式（７－１）～（７－１０）に置き換わる場合を
含む。
【０１３２】
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【化４４】

【０１３３】
　一般式（７－１）～（７－１０）中、Ｒ712～Ｒ718、Ｒ722～Ｒ728、Ｒ732～Ｒ738、Ｒ

742～Ｒ748、Ｒ752～Ｒ757、Ｒ762～Ｒ767、Ｒ772～Ｒ777、Ｒ782～Ｒ787、Ｒ792～Ｒ797

、Ｒ7102～Ｒ7107は、各々独立に、水素原子又は置換基を表し、Ｓ711～Ｓ7101、Ｓ712～
Ｓ7102、はそれぞれ独立に上記記置換基（Ｓ）を示し、Ｓ711～Ｓ7101はそれぞれ、Ｒ712

～Ｒ714、Ｒ722～Ｒ724、Ｒ732～Ｒ734、Ｒ742～Ｒ744、Ｒ752～Ｒ754、Ｒ762～Ｒ764、
Ｒ772～Ｒ774、Ｒ782～Ｒ784、Ｒ792～Ｒ795、Ｒ7102～Ｒ7105として炭素原子に置換し、
Ｓ712～Ｓ7102はそれぞれ、Ｒ715～Ｒ718、Ｒ725～Ｒ728、Ｒ735～Ｒ738、Ｒ745～Ｒ748

、Ｒ755～Ｒ757、Ｒ765～Ｒ767、Ｒ775～Ｒ777、Ｒ785～Ｒ787、Ｒ796～Ｒ797、Ｒ7106～
Ｒ7107として炭素原子に置換する。１ｎ、ｍは０～４の整数を表し、１ｎ＋ｍは１～４の
整数である。
【０１３４】
　一般式（７－１）～（７－１０）について説明する。
　Ｒ712～Ｒ718、Ｒ722～Ｒ728、Ｒ732～Ｒ738、Ｒ742～Ｒ748、Ｒ752～Ｒ757、Ｒ762～
Ｒ767、Ｒ772～Ｒ777、Ｒ782～Ｒ787、Ｒ792～Ｒ797、Ｒ7102～Ｒ7107は各々独立に、水
素原子又は置換基を表す。置換基としては前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる
。複数のＲ712～Ｒ718、Ｒ722～Ｒ728、Ｒ732～Ｒ738、Ｒ742～Ｒ748、Ｒ752～Ｒ757、Ｒ
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762～Ｒ767、Ｒ772～Ｒ777、Ｒ782～Ｒ787、Ｒ792～Ｒ797、Ｒ7102～Ｒ7107は同一でも異
なっていてもよい。
【０１３５】
　Ｒ712～Ｒ718、Ｒ722～Ｒ728、Ｒ732～Ｒ738、Ｒ742～Ｒ748、Ｒ752～Ｒ757、Ｒ762～
Ｒ767、Ｒ772～Ｒ777、Ｒ782～Ｒ787、Ｒ792～Ｒ797、Ｒ7102～Ｒ7107で表される基とし
て好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、アミ
ノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリール
チオ基、ヘテロ環チオ基、シアノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、よ
り好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、シア
ノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化
水素基、アリール基、フッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、特に好ましく
は水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基であり、最も好まし
くは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、より好ましくはメチ
ル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基など
が挙げられる）、脂環式炭化水素基（好ましくは炭素数５～６のシクロアルキル基、より
好ましくはシクロヘプチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基などが挙げられる）で
ある。
【０１３６】
　Ｒ712～Ｒ718、Ｒ722～Ｒ728、Ｒ732～Ｒ738、Ｒ742～Ｒ748、Ｒ752～Ｒ757、Ｒ762～
Ｒ767、Ｒ772～Ｒ777、Ｒ782～Ｒ787、Ｒ792～Ｒ797、Ｒ7102～Ｒ7107で表される置換基
は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置換基群Ａとして挙げたもの
が適用できる。このような置換基として好ましくは、アルキル基、脂環式炭化水素基、ア
リール基、フッ素基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、
アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シアノ基、ヘテロ環基、シリル基、
シリルオキシ基であり、より好ましくは、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、
フッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル
基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であり
、特に好ましくはアルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基であり、更に好
ましくはアルキル基、脂環式炭化水素基（好ましくは炭素数５～６のシクロアルキル基、
より好ましくはシクロヘプチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基などが挙げられる
）であり、特に好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、より好ま
しくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブ
チル基などが挙げられる）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１３７】
　Ｓ711～Ｓ7101、Ｓ712～Ｓ7102、はそれぞれ独立に上記置換基（Ｓ）を示し、Ｓ711～
Ｓ7101はそれぞれ、Ｒ712～Ｒ714、Ｒ722～Ｒ724、Ｒ732～Ｒ734、Ｒ742～Ｒ744、Ｒ752

～Ｒ754、Ｒ762～Ｒ764、Ｒ772～Ｒ774、Ｒ782～Ｒ784、Ｒ792～Ｒ795、Ｒ7102～Ｒ7105

として炭素原子に置換し、Ｓ712～Ｓ7102はそれぞれ、Ｒ715～Ｒ718、Ｒ725～Ｒ728、Ｒ7

35～Ｒ738、Ｒ745～Ｒ748、Ｒ755～Ｒ757、Ｒ765～Ｒ767、Ｒ775～Ｒ777、Ｒ785～Ｒ787

、Ｒ796～Ｒ797、Ｒ7106～Ｒ7107として炭素原子に置換する。
　置換基（Ｓ）として好ましくは上記（ａ）～（ｘ）を挙げることができ、中でも、（ａ
）～（ｅ）、（ｉ）、（ｌ）、（ｔ）～（ｖ）が好ましく、（ａ）～（ｅ）がより好まし
い。
　一般式（７－１）～（７－１０）で表される基が置換基（Ｓ）を有する場合、前述の置
換基（ａ）～（ｘ）ように嵩高いものであると反応活性点が保護され、カチオン及びアニ
オン状態における化学的安定性が向上して好ましい。
　一般式（７－１）～（７－１０）で表される基が置換基（Ｓ）を有する場合、後述する
特定燐光性金属錯体（Ａ９）が有する置換基は分岐アルキル基であることが好ましい。発
光層内において、一般式（７－１）～（７－１０）で表される基を有する化合物との相溶
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性が増すことで、凝集、会合を起こりにくくなり発光クエンチャー生成による素子劣化、
会合発光による色度ズレが抑制されると考えられる。
【０１３８】
　１ｎ、ｍは０～４の整数を表し、１ｎ＋ｍは１～４の整数である。１ｎ＋ｍとして好ま
しくは１～２である。
【０１３９】
　一般式（７－１）～（７－４）で表される基のうち、より好ましい基は一般式（７－１
）～（７－４）、（７－５）、（７－８）で表される基であり、更に好ましい基は一般式
（７―１）、（７－４）及び（７―５）で表される基である。
【０１４０】
　一般式（２）で表される化合物及び一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含む化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（８）で
表される化合物である。
【０１４１】

【化４５】

【０１４２】
　一般式（８）について説明する。Ｒ811～Ｒ816は各々独立に、水素原子又は置換基を表
し、上記置換基群Ａとして挙げたものが適用できるが、Ｒ811～Ｒ816の少なくとも一つは
前記一般式（４－１）～（４－１０）及び（７－１）～（７－１０）のいずれかで表され
る基である。Ｒ811～Ｒ816の少なくとも一つを置換する基としてより好ましくは（７－１
）～（７－１０）である。
【０１４３】
　Ｒ811～Ｒ816で表される基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素
基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、アミノ基、アルコキシ基、アリール
オキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シア
ノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、アル
キル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、シアノ基、トリフルオロメチル基、
シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基
、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であ
り、特に好ましくは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、より
好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ
－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはｔｅｒｔ－ブチル基）、置換基を有してもよ
いアリール基（アリール基としては、好ましくは炭素数６～１２のアリール基であり、よ
り好ましくは、フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル、ナフチル、アント
ラニルであり、特に好ましくはフェニル基である。置換基としては、下記の、Ｒ811～Ｒ8

16で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）、フッ素基、トリフルオ
ロメチル基、シアノ基であり、中でも好ましくは水素原子、アルキル基である。最も好ま
しくは水素原子である。
【０１４４】
　Ｒ811～Ｒ816で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、
前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素
数１～６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロ
ピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅ
ｒｔ－ブチル基）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
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【０１４５】
　一般式（２）で表される化合物及び一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含む化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（９）で
表される化合物である。
【０１４６】
【化４６】

【０１４７】
　一般式（９）について説明する。Ｒ911～Ｒ920は各々独立に、水素原子又は置換基を表
し、上記置換基群Ａとしてあげたものが適用できるが、Ｒ911～Ｒ920の少なくとも一つは
前記一般式（４－１）～（４－１０）及び（７－１）～（７－１０）のいずれかで表され
る基である。Ｒ811～Ｒ816の少なくとも一つを置換する基としてより好ましくは（７－１
）～（７－１０）である。
【０１４８】
　Ｒ911～Ｒ920で表される基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素
基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、アミノ基、アルコキシ基、アリール
オキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シア
ノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、アル
キル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、
シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基
、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であ
り、特に好ましくは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、より
好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ
－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはｔｅｒｔ－ブチル基）、置換基を有してもよ
いアリール基（アリール基としては、好ましくは炭素数６～１２のアリール基であり、よ
り好ましくは、フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル、ナフチル、アント
ラニルであり、特に好ましくはフェニル基である。置換基としては、下記の、Ｒ911～Ｒ9

20で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）、フッ素基、トリフルオ
ロメチル基、シアノ基、置換基を有してもよいシリル基（置換基としては、下記の、Ｒ91

1～Ｒ920で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）であり、中でも好
ましくは、水素原子、アルキル基、アリール基、フッ素基であり、最も好ましくは水素原
子である。
【０１４９】
　Ｒ911～Ｒ920で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、
前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素
数１～６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロ
ピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅ
ｒｔ－ブチル基）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１５０】
　一般式（９）で表される化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（１０）で
表される化合物である。
【０１５１】
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【化４７】

【０１５２】
　一般式（１０）について説明する。Ｒ1011～Ｒ1020は各々独立に、水素原子又は置換基
を表し、上記置換基群Ａとしてあげたものが適用できる。Ｃｚ101、Ｃｚ102はそれぞれ独
立に前記一般式（４－１）～（４－１０）及び（７－１）～（７－１０）のいずれかで表
される基であり、より好ましくは（７－１）～（７－１０）である。
【０１５３】
　Ｒ1011～Ｒ1018で表される基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水
素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、アミノ基、アルコキシ基、アリー
ルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シ
アノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、ア
ルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基
、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素
基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基で
あり、特に好ましくは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、よ
り好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒ
ｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはｔｅｒｔ－ブチル基）、置換基を有しても
よいアリール基（アリール基としては、好ましくは炭素数６～１２のアリール基であり、
より好ましくは、フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル、ナフチル、アン
トラニルであり、特に好ましくはフェニル基である。置換基としては、下記の、Ｒ1011～
Ｒ1018で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）、フッ素基、トリフ
ルオロメチル基、シアノ基であり、中でも好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール
基、フッ素基であり、最も好ましくは水素原子である。
【０１５４】
　Ｒ1011～Ｒ1018で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては
、前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭
素数１～６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プ
ロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔ
ｅｒｔ－ブチル基）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１５５】
　一般式（９）で表される化合物及び一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含む化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（１１）
で表される化合物である。
【０１５６】
【化４８】

【０１５７】
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　一般式（１１）について説明する。Ｒ1111～Ｒ1120は各々独立に、水素原子又は置換基
を表し、上記置換基群Ａとしてあげたものが適用できる。Ｃｚ111、Ｃｚ112はそれぞれ独
立に前記一般式（４－１）～（４－１０）及び（７－１）～（７－１０）のいずれかで表
される基であり、より好ましくは（７－１）～（７－１０）である。
【０１５８】
　Ｒ1111～Ｒ1118で表される基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水
素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、アミノ基、アルコキシ基、アリー
ルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シ
アノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、ア
ルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基
、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素
基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基で
あり、特に好ましくは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、よ
り好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒ
ｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基）、置換基
を有してもよいアリール基（アリール基としては、好ましくは炭素数６～１２のアリール
基であり、より好ましくは、フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル、ナフ
チル、アントラニルであり、特に好ましくはフェニル基である。置換基としては、下記の
、Ｒ1111～Ｒ1118で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）、フッ素
基、トリフルオロメチル基、シアノ基、置換基を有してもよいシリル基（置換基としては
、下記の、Ｒ1111～Ｒ1118で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）
であり、中でも好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール基、フッ素基であり、最も
好ましくは水素原子である。
【０１５９】
　Ｒ1111～Ｒ1118で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては
、前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭
素数１～６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プ
ロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔ
ｅｒｔ－ブチル基）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１６０】
　一般式（２）で表される化合物及び一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含む化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（１２）
で表される化合物である。
【０１６１】
【化４９】

【０１６２】
　一般式（１２）について説明する。Ｒ121～Ｒ1210は各々独立に、水素原子又は置換基
を表し、上記置換基群Ａとしてあげたものが適用できるが、Ｒ121～Ｒ1210の少なくとも
一つは前記一般式（４－１）～（４－１０）及び（７－１）～（７－１０）のいずれかで
表される基であり、より好ましくは（７－１）～（７－１０）である。Ｌ1は２価の連結
基を表す。
【０１６３】
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　Ｌ1で表される２価の連結基としては、アルキレン基（例えば、エチレン基、トリメチ
レン基、テトラメチレン基、プロピレン基、エチルエチレン基、ペンタメチレン基、ヘキ
サメチレン基、２，２，４－トリメチルヘキサメチレン基、ヘプタメチレン基、オクタメ
チレン基、ノナメチレン基、デカメチレン基、ウンデカメチレン基、ドデカメチレン基、
シクロヘキシレン基（例えば、１，６－シクロヘキサンジイル基等）、シクロペンチレン
基（例えば、１，５－シクロペンタンジイル基など）等）、アルケニレン基（例えば、ビ
ニレン基、プロペニレン基等）、アルキニレン基（例えば、エチニレン基、３－ペンチニ
レン基等）、アリーレン基などの炭化水素基のほか、ヘテロ原子を含む基（例えば、－Ｏ
－、－Ｓ－等のカルコゲン原子を含む２価の基、－Ｎ（Ｒ）－基、ここで、Ｒは、水素原
子又はアルキル基を表し、該アルキル基は、前記一般式（１）において、Ｒ111で表され
るアルキル基と同義である）等が挙げられる。
【０１６４】
　また、上記のアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、アリーレン基の各々に
おいては、２価の連結基を構成する炭素原子の少なくとも一つが、カルコゲン原子（酸素
、硫黄等）や前記－Ｎ（Ｒ）－基等で置換されていても良い。
【０１６５】
　更に、Ｌ1で表される２価の連結基としては、例えば、２価の複素環基を有する基が用
いられ、例えば、オキサゾールジイル基、ピリミジンジイル基、ピリダジンジイル基、ピ
ランジイル基、ピロリンジイル基、イミダゾリンジイル基、イミダゾリジンジイル基、ピ
ラゾリジンジイル基、ピラゾリンジイル基、ピペリジンジイル基、ピペラジンジイル基、
モルホリンジイル基、キヌクリジンジイル基等が挙げられ、また、チオフェン－２，５－
ジイル基や、ピラジン－２，３－ジイル基のような、芳香族複素環を有する化合物（ヘテ
ロ芳香族化合物ともいう）に由来する２価の連結基であってもよい。
【０１６６】
　また、アルキルイミノ基、ジアルキルシランジイル基やジアリールゲルマンジイル基の
ようなヘテロ原子を会して連結する基であってもよい。
【０１６７】
　Ｌ1で表される２価の連結基として好ましくは、メチレン基、エチレン基、シクロヘキ
シレン基、シクロペンチレン基、置換ケイ素原子、置換ゲルマニウム原子、酸素原子、硫
黄原子、５～６員環の芳香族炭化水素環基、芳香族複素環基であり、更に好ましくはメチ
レン基、エチレン基、シクロヘキシレン基、置換又は無置換の窒素原子、置換ケイ素原子
、置換ゲルマニウム原子、５～６員環の芳香族炭化水素環基、より更に好ましくは、メチ
レン基、エチレン基、置換ケイ素原子、置換窒素原子、置換ゲルマニウム原子であり、特
に好ましくはアルキル基又はフェニル基で置換されたメチレン基、ケイ素原子、ゲルマニ
ウム原子、窒素原子である。
　これらの連結基は可能であれば更に置換基を有していてもよく、導入可能な置換基とし
ては、置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。芳香族炭化水素環基又は芳香族複素環
基を連結基とする場合、環の大きさは５～６員環である。
【０１６８】
　一般式（２）で表される化合物及び一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含む化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（１３）
で表される化合物である。
【０１６９】
【化５０】

【０１７０】
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　一般式（１３）について説明する。Ｒ131～Ｒ135は各々独立に、水素原子又は置換基を
表し、上記置換基群Ａとしてあげたものが適用できるが、Ｒ131～Ｒ135の少なくとも一つ
は前記一般式前記一般式前記一般式（４－１）～（４－１０）及び（７－１）～（７－１
０）のいずれかで表される基であり、より好ましくは（７－１）～（７－１０）である。
【０１７１】
　Ｒ136は水素原子又は置換基を表す。複数のＲ136は同一でも異なっていてもよい。Ｒ13

6は水素原子又は置換基を表す。複数のＲ136は同一でも異なっていてもよい。
【０１７２】
　Ｒ136で表される置換基としては前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。Ｒ136

として好ましくは、水素原子、アルキル基、芳香族炭化水素環基、アミノ基、アルコキシ
基、アリールオキシ基、芳香族ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘ
テロ環チオ基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好
ましくは、アルキル基、芳香族炭化水素環基、アミノ基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基で
あり、更に好ましくはアルキル基、芳香族炭化水素環基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基で
あり、特に好ましくはアルキル基、芳香族炭化水素環基（好ましくは炭素数６～１２のア
リール基であり、より好ましくは、フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル
、ナフチル、アントラニルであり、特に好ましくはフェニル基である。）であり、最も好
ましくはメチル基、置換基を有してもよいフェニル基（該置換基としては、下記の、Ｒ13

6で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）である。
【０１７３】
　Ｒ136で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置
換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～
６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基
、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－
ブチル基）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１７４】
　Ｒ131～Ｒ135で表される基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素
基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、アミノ基、アルコキシ基、アリール
オキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シア
ノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、アル
キル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、
シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基
、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であ
り、特に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基で
あり、中でも好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール基であり、最も好ましくは水
素原子である。
【０１７５】
　Ｒ131～Ｒ135で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、置換基としては、前
記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。また、これらの置換基は複数が互いに結合
して環を形成していてもよい。
【０１７６】
　ｍは１～４の整数を表し、好ましくは１～３であり、より好ましくは２である。
【０１７７】
　一般式（２）で表される化合物及び一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含む化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（１４）
で表される化合物である。
【０１７８】
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【化５１】

【０１７９】
　一般式（１４）について説明する。Ｒ141～Ｒ145は各々独立に、水素原子又は置換基を
表し、上記置換基群Ａとしてあげたものが適用できるが、Ｒ141～Ｒ145の少なくとも一つ
は前記一般式前記一般式前記一般式（４－１）～（４－１０）及び（７－１）～（７－１
０）のいずれかで表される基であり、より好ましくは（７－１）～（７－１０）である。
【０１８０】
　Ｒ146は水素原子又は置換基を表す。複数のＲ146は同一でも異なっていてもよい。Ｒ14

6は水素原子又は置換基を表す。複数のＲ146は同一でも異なっていてもよい。
【０１８１】
　Ｒ146で表される置換基としては前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。Ｒ146

として好ましくは、水素原子、アルキル基、芳香族炭化水素環基、アミノ基、アルコキシ
基、アリールオキシ基、芳香族ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘ
テロ環チオ基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好
ましくは、アルキル基、芳香族炭化水素環基、アミノ基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基で
あり、更に好ましくはアルキル基、芳香族炭化水素環基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基で
あり、特に好ましくはアルキル基、芳香族炭化水素環基（好ましくは炭素数６～１２のア
リール基であり、より好ましくは、フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル
、ナフチル、アントラニルであり、特に好ましくはフェニル基である。）であり、最も好
ましくはメチル基、置換基を有してもよいフェニル基（該置換基としては、下記の、Ｒ14

6で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）である。
【０１８２】
　Ｒ146で表される基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置換基
群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～６の
アルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブ
チル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－ブチ
ル基）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１８３】
　Ｒ141～Ｒ145で表される置換基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化
水素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、アミノ基、アルコキシ基、アリ
ールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、
シアノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、
アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ
基、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水
素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基
であり、特に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素
基であり、中でも好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール基であり、最も好ましく
は水素原子である。
【０１８４】
　Ｒ141～Ｒ145で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、置換基としては、前
記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。また、これらの置換基は複数が互いに結合
して環を形成していてもよい。
【０１８５】
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　ｍは１～４の整数を表し、好ましくは１～３であり、より好ましくは２である。
【０１８６】
　一般式（２）で表される化合物及び一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含む化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（１５）
で表される化合物である。
【０１８７】
【化５２】

【０１８８】
　一般式（１５）について説明する。Ａ151～Ａ158、Ｒ1511は一般式（２）におけるＡ21

～Ａ28、Ｒ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ152は水素原子又は置換
基を表す。複数のＲ152は同一でも異なっていてもよい。Ｒ1511は水素原子又は置換基を
表す。ｍは１～４の整数を表す。ケイ素連結基は、Ａ151～Ａ158中のＣ原子と連結する。
）
【０１８９】
　Ｒ1511で表される置換基としては前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。Ｒ15

11として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基
、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、ア
リールチオ基、ヘテロ環チオ基、シアノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であ
り、より好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基
、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環
式炭化水素基、アリール基、フッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基、であり、特に
好ましくはアルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、ヘテロ環基であり、中でも好ま
しくは、アリール基（好ましくは炭素数６～１２のアリール基であり、より好ましくは、
フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル、ナフチル、アントラニルであり、
特に好ましくはフェニル基である。）であり、最も好ましくは置換基を有してもよいフェ
ニル基（該置換基としては、下記の、Ｒ1511で表される置換基が更に有してもよい置換基
が挙げられる。）である。
【０１９０】
　Ｒ1511は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置換基群Ａとして挙
げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、
より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅ
ｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基）、フェ
ニル基である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１９１】
　Ｒ152で表される置換基としては前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。Ｒ92

として好ましくは、水素原子、アルキル基、芳香族炭化水素環基、アミノ基、アルコキシ
基、アリールオキシ基、芳香族ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘ
テロ環チオ基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好
ましくは、アルキル基、芳香族炭化水素環基、アミノ基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基で
あり、更に好ましくはアルキル基、芳香族炭化水素環基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基で
あり、特に好ましくはアルキル基、芳香族炭化水素環基（好ましくは炭素数６～１２のア
リール基であり、より好ましくは、フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル
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、ナフチル、アントラニルであり、特に好ましくはフェニル基である。）であり、最も好
ましくはメチル基、置換基を有してもよいフェニル基（該置換基としては、下記の、Ｒ15

2で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）である。
【０１９２】
　Ｒ152で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置
換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～
６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基
、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－
ブチル基）である。また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよ
い。
【０１９３】
　Ｒ153で表される基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、ア
リール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ
基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シアノ基、
ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、アルキル基
、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル
基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリ
ール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、特
に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基であり、
中でも好ましくは、水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、より
好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ
－ブチル基などが挙げられる）、置換基を有してもよい脂環式炭化水素基（脂環式炭化水
素基としては、好ましくは炭素数５～６のシクロアルキル基、より好ましくはシクロヘプ
チル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基などが挙げられる。置換基としては、下記の
、Ｒ153で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）であり、最も好ま
しくは水素原子である。
【０１９４】
　Ｒ153で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置
換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～
６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基
、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－
ブチル基）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１９５】
　一般式（２）で表される化合物及び一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含む化合物として、好ましい形態の一つは、下記一般式（１６）
で表される化合物である。
【０１９６】
【化５３】

【０１９７】
　一般式（１６）について説明する。Ａ161～Ａ168、Ｒ1611は一般式（２）におけるＡ21

～Ａ28、Ｒ211と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ162は水素原子又は置換
基を表す。複数のＲ162は同一でも異なっていてもよい。Ｒ1611は水素原子又は置換基を
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表す。ｍは１～４の整数を表す。ケイ素連結基は、Ａ161～Ａ168中のＣ原子と連結する。
）
【０１９８】
　Ｒ1611で表される基としては前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。Ｒ1611と
して好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、ア
ミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリー
ルチオ基、ヘテロ環チオ基、シアノ基、ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、
より好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、シ
アノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭
化水素基、アリール基、フッ素基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基、であり、特に好ま
しくはアルキル基、脂環式炭化水素基、アリール基、ヘテロ環基であり、中でも好ましく
は、アリール基（好ましくは炭素数６～１２のアリール基であり、より好ましくは、フェ
ニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル、ナフチル、アントラニルであり、特に
好ましくはフェニル基である。）であり、最も好ましくは置換基を有してもよいフェニル
基（該置換基としては、下記の、Ｒ1611で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙
げられる。）である。
【０１９９】
　Ｒ1611で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置
換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～
６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基
、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－
ブチル基）、フェニル基である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０２００】
　Ｒ162で表される置換基としては前記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。Ｒ92

として好ましくは、水素原子、アルキル基、芳香族炭化水素環基、アミノ基、アルコキシ
基、アリールオキシ基、芳香族ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘ
テロ環チオ基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好
ましくは、アルキル基、芳香族炭化水素環基、アミノ基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基で
あり、更に好ましくはアルキル基、芳香族炭化水素環基、シアノ基、芳香族ヘテロ環基で
あり、特に好ましくはアルキル基、芳香族炭化水素環基（好ましくは炭素数６～１２のア
リール基であり、より好ましくは、フェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－メチルフェニル
、ナフチル、アントラニルであり、特に好ましくはフェニル基である。）であり、最も好
ましくはメチル基、置換基を有してもよいフェニル基（該置換基としては、下記の、Ｒ16

2で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）である。
【０２０１】
　Ｒ162で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置
換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～
６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基
、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－
ブチル基）である。
　また、これらの置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０２０２】
　Ｒ163で表される基として好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、ア
リール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ
基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、シアノ基、
ヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基であり、より好ましくは、水素原子、アルキル基
、脂環式炭化水素基、アリール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル
基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素基、アリ
ール基、フッ素基、トリフルオロメチル基、シアノ基、シリル基、ヘテロ環基であり、特
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中でも好ましくは、水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～６のアルキル基、より
好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ
－ブチル基などが挙げられる）、置換基を有してもよい脂環式炭化水素基（脂環式炭化水
素基としては、好ましくは炭素数５～６のシクロアルキル基、より好ましくはシクロヘプ
チル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基などが挙げられる。該置換基としては、下記
の、Ｒ163で表される置換基が更に有してもよい置換基が挙げられる。）であり、最も好
ましくは水素原子である。
【０２０３】
　Ｒ163で表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前記置
換基群Ａとして挙げたものが適用できる。好ましくはアルキル基（好ましくは炭素数１～
６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基
、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくはメチル基、ｔｅｒｔ－
ブチル基）である。
【０２０４】
　一般式（１）～（１６）で表される化合物の好ましい形態の一つとして、置換基を有さ
ないものを挙げることができる。一般式（１）～（１６）で表される化合物を後に詳述す
る特定のりん光性発光材料と同じ層に用いる場合、駆動電圧の上昇を抑えるためには、一
般式（１）～（１６）で表される化合物が置換基を有さないことが好ましい。
【０２０５】
　次に一般式（１）～（１６）で表わされる化合物例を示すが、本発明はこれに限定され
ない。
【０２０６】
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【０２０７】
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【０２０８】
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【０２０９】
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【０２１０】



(49) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

30

40

【化５８】

【０２１１】
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【０２２０】



(59) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

30

40

【化６８】
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【０２２４】
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【０２２６】
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【０２２７】



(66) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

【化７５】

【０２２８】



(67) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

30

【化７６】

【０２２９】



(68) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

30

40

【化７７】

【０２３０】
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【化８０】

【０２３３】
　一般式（１）～（１６）で表される化合物は、例えばＪ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，Ｐｅｒ
ｋｉｎ　Ｔｒａｎｓ．１，１５０５－１５１０（１９９９）、Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，
７８３２－７８３８（１９９３）、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ，４９－６４（１９９３）等
種々の公知の合成法にて合成することが可能である。
　一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
合物のガラス転移温度は１３０℃以上、４５０℃以下であることが好ましく、１４０℃以
上、４５０℃以下であることがより好ましく、１６０℃以上、４５０℃以下であることが
更に好ましい。ガラス転移温度がこの範囲であれば素子の耐熱性、耐久性が向上すると期
待され、好ましい。
【０２３４】
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　本発明において、一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくと
も一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少
なくとも一つ有する化合物は、その用途が限定されることはなく、有機層内のいずれの層
に含有されてもよい。一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なく
とも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を
少なくとも一つ有する化合物の導入層としては、発光層、正孔注入層、正孔輸送層、電子
輸送層、電子注入層、励起子ブロック層、電荷ブロック層のいずれか、若しくは複数に含
有されるのが好ましい。
　本発明では、高温駆動時の色度変化をより抑えるために、一般式（４－１）～（４－１
０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（
７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ有する化合物を発光層又は発光層に
隣接する層のいずれかに含有されることが好ましい。また、一般式（４－１）～（４－１
０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（
７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ有する化合物を発光層及び隣接する
層の両層に含有させてもよい。
　一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ有す
る化合物を発光層中に含有させる場合、本発明の一般式（４－１）～（４－１０）のいず
れかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）
のいずれかで表される基を少なくとも一つ有する化合物は発光層の全質量に対して０．１
～９９質量％含ませることが好ましく、１～９５質量％含ませることがより好ましく、１
０～９５質量％含ませることがより好ましい。
　一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ有す
る化合物を発光層に隣接する層に含有させる場合、一般式（４－１）～（４－１０）のい
ずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０
）のいずれかで表される基を少なくとも一つ有する化合物は発光層の全質量に対して０．
１～１００質量％含ませることが好ましく、１～９５質量％含ませることがより好ましく
、１０～１００質量％含ませることがより好ましく、５０～１００質量％含ませることが
特に好ましい。
【０２３５】
　一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表されるモノアニオン性の２座配位子と原子量４０以上の
金属を含む燐光性金属錯体と一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を
少なくとも一つを有する化合物とを含む有機電界発光素子は、一般式（Ａ１）～（Ａ４）
で表されるモノアニオン性の２座配位子と原子量４０以上の金属を含む燐光性金属錯体を
含有する薄膜と一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一
つを有する化合物を含有する薄膜とを積層した積層膜を含んでいてもよい。このような積
層膜により、優れた発光効率を示し、膜厚による発光効率の依存性が小さい有機電界発光
素子を提供することができる。
　なお、本発明における配位子の一般式中、＊は金属への配位部位であって、Ｅ1aと金属
の結合、及びＥ1pと金属の結合はそれぞれ独立に共有結合であっても、配位結合であって
も良い。
【０２３６】
　以下、一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表される２座配位子について説明する。
〔一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表される２座配位子〕
【０２３７】
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【化８１】

【０２３８】
（一般式（Ａ１）～（Ａ４）中、Ｅ1a～Ｅ1qはそれぞれ独立に炭素原子又はヘテロ原子を
表す。Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。一般式（Ａ１）～（Ａ４
）で表される骨格はそれぞれ合計で１８π電子構造を有する。）
【０２３９】
　該２座配位子は他の配位子と結合して３座、４座、５座、６座の配位子を形成しても良
い。
　一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表されるモノアニオン性の２座配位子を含む燐光性金属錯
体の分子量は４００以上１０００以下であることが好ましく、４５０以上８００以下であ
ることがより好ましく、５００以上７００以下であることが更に好ましい。
　Ｅ1a～Ｅ1qは炭素原子又はヘテロ原子から選ばれ、好ましくは炭素原子又は窒素原子か
ら選ばれる。また、Ｅ1aとＥ1pは異なる原子である事が好ましい。また、該金属錯体は１
８π電子構造を有する。
　Ｅ1a～Ｅ1eから形成される環は５員のヘテロ環を表し、具体的にはオキサゾール、チア
ゾール、イソキサゾール、イソチアゾール、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、トリ
アゾール、テトラゾールなどが挙げられる。好ましくはイミダゾール又はピラゾールであ
り、より好ましくはイミダゾールである。
　Ｅ1f～Ｅ1k、Ｅ1l～Ｅ1qから形成される環はそれぞれ独立に６員の芳香族炭化水素環、
５員又は６員のヘテロ環から選ばれ、例えばベンゼン、オキサゾール、チアゾール、イソ
キサゾール、イソチアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、フラン、チオフェン
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、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジ
ン、ピリダジン、トリアジンなどが挙げられる。
　Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に後述の置換基群Ｚから選ばれ、好ましくは水素原子、炭化
水素置換基、シアノ基、フルオロ基、ＯＲ2a、ＳＲ2a、ＮＲ2aＲ2b、ＢＲ2aＲ2b、又はＳ
ｉＲ2aＲ2bＲ2cである。Ｒ2a～Ｒ2cはそれぞれ独立に炭化水素置換基、又はヘテロ原子で
置換された炭化水素置換基であり、Ｒ1a～Ｒ1i、Ｒ2a～Ｒ2cのうちの２つが互いに結合し
、飽和又は不飽和の、芳香族環又は非芳香族環を形成していても良い。窒素原子に結合し
ている場合、Ｒ1a～Ｒ1iは水素原子ではない。
【０２４０】
　ヘテロ原子とは、炭素原子又は水素原子以外の原子を指す。ヘテロ原子の例として、例
えば酸素、窒素、リン、硫黄、セレン、砒素、塩素、臭素、ケイ素、又はフッ素が挙げら
れる。
【０２４１】
　置換基群Ｚについて具体的には、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール
基、ヘテロアリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基
、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、
アシルアミノ基、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、
スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチ
オ基、ヘテロアリールチオ基、スルホニル基、スルフィニル基、ウレイド基、リン酸アミ
ド基、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン基、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基
、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロアリー
ル基以外のヘテロ環基、シリル基、シリルオキシ基、重水素原子などが挙げられる。これ
らの置換基は、更に他の置換基によって置換されてもよい。
【０２４２】
　ここで、アルキル基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～
２０、特に好ましくは炭素数１～１０であり、例えばメチル、エチル、ｎ－プロピル、ｉ
ｓｏ－プロピル、ｎ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｎ－オクチル、ｎ－ノニル、ｎ－デシ
ル、ｎ－ドデシル、ｎ－オクタデシル、ｎ－ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロブチ
ル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロオクチル、１－アダマンチル、トリフルオ
ロメチルなどが挙げられる。
【０２４３】
　また、アルケニル基としては、好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは炭素数２～
２０、特に好ましくは炭素数２～１０であり、例えばビニル、アリル、１－プロペニル、
１－イソプロペニル、１－ブテニル、２－ブテニル、３－ペンテニルなどが挙げられる。
【０２４４】
　また、アルキニル基としては、好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは炭素数２～
２０、特に好ましくは炭素数２～１０であり、例えばエチニル、プロパルギル、１－プロ
ピニル、３－ペンチニルなどが挙げられる。
【０２４５】
　アリール基とは、芳香族炭化水素モノラジカルを指す。アリール基が置換されている場
合、置換基として好ましくはフルオロ基、炭化水素置換基、ヘテロ原子置換炭化水素置換
基、シアノ基などが挙げられる。アリール基として好ましくは炭素数６～３０、より好ま
しくは炭素数６～２０、特に好ましくは炭素数６～１２であり、例えばフェニル、ｏ－メ
チルフェニル、ｍ－メチルフェニル、ｐ－メチルフェニル、２，６－キシリル、ｐ－クメ
ニル、メシチル、ナフチル、アントラニル、などが挙げられる。
【０２４６】
　ヘテロアリール基とは、芳香族ヘテロ環状モノラジカルを指す。置換されている場合、
置換基として好ましくはフルオロ基、炭化水素置換基、ヘテロ元素置換炭化水素置換基、
シアノ基などが挙げられる。ヘテロ環基として例えば、イミダゾリル、ピラゾリル、ピリ
ジル、ピラジル、ピリミジル、トリアジニル、キノリル、イソキノリニル、ピロリル、イ
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ンドリル、フリル、チエニル、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾ
リル、カルバゾリル、アゼピニルなどが挙げられる。
【０２４７】
　また、アミノ基としては、好ましくは炭素数０～３０、より好ましくは炭素数０～２０
、特に好ましくは炭素数０～１０であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ
、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノなどが挙げら
れる。
【０２４８】
　また、アルコキシ基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～
２０、特に好ましくは炭素数１～１０であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、２
－エチルヘキシロキシなどが挙げられる。
【０２４９】
　また、アリールオキシ基としては、好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数
６～２０、特に好ましくは炭素数６～１２であり、例えばフェニルオキシ、１－ナフチル
オキシ、２－ナフチルオキシなどが挙げられる。
【０２５０】
　また、ヘテロ環オキシ基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数
１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばピリジルオキシ、ピラジルオキ
シ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが挙げられる。
【０２５１】
　また、アシル基としては、好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは炭素数２～２０
、特に好ましくは炭素数２～１２であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバ
ロイルなどが挙げられる。
【０２５２】
　また、アルコキシカルボニル基としては、好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは
炭素数２～２０、特に好ましくは炭素数２～１２であり、例えばメトキシカルボニル、エ
トキシカルボニルなどが挙げられる。
【０２５３】
　また、アリールオキシカルボニル基としては、好ましくは炭素数７～３０、より好まし
くは炭素数７～２０、特に好ましくは炭素数７～１２であり、例えばフェニルオキシカル
ボニルなどが挙げられる。
【０２５４】
　また、アシルオキシ基としては、好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは炭素数２
～２０、特に好ましくは炭素数２～１０であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシな
どが挙げられる。
【０２５５】
　また、アシルアミノ基としては、好ましくは炭素数２～３０、より好ましくは炭素数２
～２０、特に好ましくは炭素数２～１０であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミ
ノなどが挙げられる。
【０２５６】
　また、アルコキシカルボニルアミノ基としては、好ましくは炭素数２～３０、より好ま
しくは炭素数２～２０、特に好ましくは炭素数２～１２であり、例えばメトキシカルボニ
ルアミノなどが挙げられる。
【０２５７】
　また、アリールオキシカルボニルアミノ基としては、好ましくは炭素数７～３０、より
好ましくは炭素数７～２０、特に好ましくは炭素数７～１２であり、例えばフェニルオキ
シカルボニルアミノなどが挙げられる。
【０２５８】
　また、スルホニルアミノ基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素
数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメタンスルホニルアミノ、ベ
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ンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。
【０２５９】
　また、スルファモイル基としては、好ましくは炭素数０～３０、より好ましくは炭素数
０～２０、特に好ましくは炭素数０～１２であり、例えばスルファモイル、メチルスルフ
ァモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスルファモイルなどが挙げられる。
【０２６０】
　また、カルバモイル基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１
～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモイ
ル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。
【０２６１】
　また、アルキルチオ基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１
～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙
げられる。
【０２６２】
　また、アリールチオ基としては、好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数６
～２０、特に好ましくは炭素数６～１２であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。
【０２６３】
　また、ヘテロアリールチオ基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭
素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばピリジルチオ、２－ベンズ
イミダゾリルチオ、２－ベンズオキサゾリルチオ、２－ベンズチアゾリルチオなどが挙げ
られる。
【０２６４】
　また、スルホニル基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～
２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメシル、トシル、トリフルオロメタ
ンスルホニルなどが挙げられる。
【０２６５】
　また、スルフィニル基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１
～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼンス
ルフィニルなどが挙げられる。
【０２６６】
　また、ウレイド基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２
０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニル
ウレイドなどが挙げられる。
【０２６７】
　また、リン酸アミド基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１
～２０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばジエチルリン酸アミド、フェニル
リン酸アミドなどが挙げられる。
【０２６８】
　又はハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子など
が挙げられる。
【０２６９】
　また、ヘテロアリール基以外のヘテロ環基としては、好ましくは炭素数１～３０、より
好ましくは炭素数１～１２であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素原子、硫
黄原子、具体的には例えば、ピペリジル、モルホリノ、ピロリジルなどが挙げられる。
【０２７０】
　また、シリル基としては、好ましくは炭素数３～４０、より好ましくは炭素数３～３０
、特に好ましくは炭素数３～２４であり、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、ジメチル‐ｔｅｒｔ－ブチルシリル、ジメチルフェニルシリル
、ジフェニル‐ｔｅｒｔ－ブチルシリル、トリフェニルシリル、トリ－１－ナフチルシリ
ル、トリ－２－ナフチルシリルなどが挙げられる。
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【０２７１】
　また、シリルオキシ基としては、好ましくは炭素数３～４０、より好ましくは炭素数３
～３０、特に好ましくは炭素数３～２４であり、例えばトリメチルシリルオキシ、トリフ
ェニルシリルオキシなどが挙げられる。
【０２７２】
　Ｒ1a～Ｒ1iは少なくとも１つが母骨格に対し２面角が７０度以上であるアリール基であ
る事が好ましく、下記一般式ｓｓ－１で表される置換基である事がより好ましく、２，６
－ジ置換アリール基である事が更に好ましく、Ｒ1bが２，６－ジ置換アリール基である事
が最も好ましい。
【０２７３】
【化８２】

【０２７４】
（一般式ｓｓ－１中、Ｒａ、Ｒｂ、Ｒｃはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリー
ル基のいずれかを表す。）
【０２７５】
　Ｒａ、Ｒｂ、Ｒｃが表すアルキル基としては、好ましくは炭素数１～３０、より好まし
くは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１０であり、例えばメチル、エチル、ｎ
－プロピル、ｉｓｏ－プロピル、ｎ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｎ－オクチル、ｎ－ノ
ニル、ｎ－デシル、ｎ－ドデシル、ｎ－オクタデシル、ｎ－ヘキサデシル、シクロプロピ
ル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロオクチル、１－アダマンチ
ル、トリフルオロメチルなどが挙げられ、メチル基、又はイソプロピル基が好ましい。
【０２７６】
　Ｒａ、Ｒｂ、Ｒｃが表すアリール基としては、好ましくは炭素数６～３０、より好まし
くは炭素数６～２０、特に好ましくは炭素数６～１２であり、例えばフェニル、ｏ－メチ
ルフェニル、ｍ－メチルフェニル、ｐ－メチルフェニル、２，６－キシリル、ｐ－クメニ
ル、メシチル、ナフチル、アントラニル、などが挙げられ、フェニル基、が好ましい。
【０２７７】
　Ｒａ、Ｒｂの少なくとも１つはアルキル基又はアリール基から選ばれ、Ｒａ、Ｒｂの少
なくとも１つはアルキル基から選ばれる事が好ましく、Ｒａ、Ｒｂが共にアルキル基であ
る事が好ましく、Ｒａ、Ｒｂが共にメチル基、又はイソプロピル基である事が最も好まし
い。
　２，６－ジ置換アリール基として好ましくは２，６－ジメチルフェニル基、２，４，６
－トリメチルフェニル基、２，６－ジイソプロピルフェニル基、２，４，６－トリイソプ
ロピルフェニル基、２，６－ジメチル－４－フェニルフェニル基、２，６－ジメチル－４
－（２，６－ジメチルピリジン－４－イル）フェニル基、２，６－ジフェニルフェニル基
、２，６－ジフェニル－４－イソプロピルフェニル基、２，４，６－トリフェニルフェニ
ル基、２，６－ジイソプロピル－４－（４－イソプロピルフェニル）フェニル基、２，６
－ジイソプロピル－４－（３，５－ジメチルフェニル）フェニル基、２，６－ジイソプロ
ピル－４－（ピリジン－４－イル）フェニル基、又は２，６－ジ－（３，５－ジメチルフ



(78) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

ェニル）フェニル基である。
【０２７８】
　一方で、Ｒ1a～Ｒ1iは、少なくとも１つがアルキル基である事が好ましく、Ｒ1eがアル
キル基であることがより好ましい。アルキル基は４以上の炭素原子から成るベンジル位よ
り離れた部位で分岐しているアルキル基であることが好ましい。
【０２７９】
　一方で、Ｒ1a及びＲ1bの少なくとも１つはアルキル基である事が好ましい。
【０２８０】
　一方で、Ｒ1aは電子供与性置換基である事が好ましく、メチル基である事がより好まし
い。
【０２８１】
　炭化水素置換基とは、１価又は２価で、鎖状、分岐又は環状の置換基であり、炭素原子
と水素原子のみからなるものをさす。１価の炭化水素置換基の例として例えば、炭素数１
～２０のアルキル基；炭素数１～２０のアルキル基、炭素数３～８のシクロアルキル基、
アリール基から選ばれる１つ以上の基によって置換された炭素数１～２０のアルキル基；
炭素数３～８のシクロアルキル基；炭素数１～２０のアルキル基、炭素数３～８のシクロ
アルキル基、アリール基から選ばれる１つ以上の基によって置換された炭素数３～８のシ
クロアルキル基；炭素数６～１８のアリール基；炭素数１～２０のアルキル基、炭素数３
～８のシクロアルキル基、アリール基から選ばれる１つ以上の基によって置換されたアリ
ール基等が挙げられる。
　２価の炭化水素基の例として例えば、－ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2

－、１，２－フェニレン基等が挙げられる。
【０２８２】
　金属は非放射性かつ原子量４０以上の金属から選ばれるが、Ｒｅ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｒｈ、
Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、又はＡｕのいずれかであることが好ましく、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ
であることがより好ましく、Ｉｒ、Ｐｔであることが更に好ましく、高い発光効率、高い
錯体安定性、発光層内の正孔・電子輸送のキャリアバランス制御の観点からＩｒであるこ
とが最も好ましい。
【０２８３】
　本発明においては、一般式の配位子から成る金属錯体は主配位子若しくはその互変異性
体と副配位子若しくはその互変異性体の組み合わせで構成されるか、ｎ＝０の場合、即ち
該金属錯体の配位子の全てが主配位子又はその互変異性体で表される部分構造のみで構成
されていてもよい。
【０２８４】
　更に従来公知の金属錯体形成に用いられる、所謂配位子として当該業者が周知の配位子
（配位化合物ともいう）を必要に応じて副配位子として有していてもよい。
【０２８５】
　本発明に記載の効果を好ましく得る観点からは、錯体中の配位子の種類は１～２種類か
ら構成されることが好ましく、更に好ましくは１種類である。錯体分子内に反応性基を導
入する際には合成容易性という観点から配位子が２種類からなることも好ましい。
【０２８６】
　従来公知の金属錯体に用いられる配位子としては、種々の公知の配位子があるが、例え
ば、「Ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏ
ｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ社　Ｈ．
Ｙｅｒｓｉｎ著　１９８７年発行、「有機金属化学－基礎と応用－」裳華房社　山本明夫
著　１９８２年発行等に記載の配位子（例えば、ハロゲン配位子（好ましくは塩素配位子
）、含窒素ヘテロアリール配位子（例えば、ビピリジル、フェナントロリンなど）、ジケ
トン配位子（例えば、アセチルアセトンなど）が挙げられる。好ましくは、ジケトン類あ
るいはピコリン酸誘導体である。
【０２８７】
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　以下に、副配位子の例を具体的に挙げるが、本発明はこれらに限定されない。
【０２８８】
【化８３】

【０２８９】
　上記副配位子の例において、Ｍ1は原子量４０以上の金属原子を表す。Ｒｘ、Ｒｙ及び
Ｒｚはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。該置換基としては、前記置換基群Ｚで
挙げたものが挙げられる。
【０２９０】
　一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表されるモノアニオン性の２座配位子は、一般式（Ａ１）
又は（Ａ３）で表されるモノアニオン性の２座配位子であることが好ましい。
【０２９１】
【化８４】

【０２９２】
（一般式（Ａ１）及び（Ａ３）中、Ｅ1a～Ｅ1qはそれぞれ独立に炭素原子又はヘテロ原子
を表す。Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。一般式（Ａ１）及び（
Ａ３）で表される骨格はそれぞれ合計で１８π電子構造を有する。）
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【０２９３】
　一般式（Ａ１）及び（Ａ３）で表されるモノアニオン性の２座配位子は、好ましくは一
般式（Ａ１－１）又は（Ａ３－１）で表されるモノアニオン性の２座配位子であることが
好ましい。
【０２９４】
【化８５】

【０２９５】
（一般式（Ａ１－１）及び（Ａ３－１）中、Ｅ1ｆ～Ｅ1ｑはそれぞれ独立に炭素原子又は
ヘテロ原子を表す。Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。一般式（Ａ
１－１）及び（Ａ３－１）で表される骨格はそれぞれ合計で１８π電子構造を有する。）
【０２９６】
　一般式（Ａ１－１）及び（Ａ３－１）中、Ｅ1ｆ～Ｅ１ｑ及びＲ1a～Ｒ1iの定義は、一
般式（Ａ１）及び（Ａ３）におけるＥ1ｆ～Ｅ1ｑ及びＲ1a～Ｒ1iと同様であり、好ましい
ものも同様である。
【０２９７】
　一般式（Ａ１－１）及び（Ａ３－１）で表されるモノアニオン性の２座配位子は、一般
式（Ａ１－２）又は（Ａ３－２）で表されるモノアニオン性の２座配位子であることが好
ましい。
【０２９８】

【化８６】

【０２９９】
（一般式（Ａ１－２）及び（Ａ３－２）中、Ｅ1ｆ～Ｅ１ｑはそれぞれ独立に炭素原子又
はヘテロ原子を表す。Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。一般式（
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）
【０３００】
　一般式（Ａ１－２）及び（Ａ３－２）中、Ｅ1ｆ～Ｅ１ｑ及びＲ1a～Ｒ1iの定義は、（
Ａ１－１）及び（Ａ３－１）におけるＥ1ｆ～Ｅ１ｑ及びＲ1a～Ｒ1iと同様であり、好ま
しいものも同様である。
【０３０１】
　一般式（Ａ１－１）及び（Ａ３－１）で表されるモノアニオン性の２座配位子は、一般
式（Ａ１－３）又は（Ａ３－３）で表されるモノアニオン性の２座配位子であることが好
ましい。
【０３０２】
【化８７】

【０３０３】
（一般式（Ａ１－３）及び（Ａ３－３）中、Ｅ１ｆ～Ｅ１ｋはそれぞれ独立に炭素原子又
はヘテロ原子を表す。Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。一般式（
Ａ１－３）及び（Ａ３－３）で表される骨格はそれぞれ合計で１８π電子構造を有する。
）
【０３０４】
　一般式（Ａ１－３）及び（Ａ３－３）中、Ｅ１ｆ～Ｅ１ｋ及びＲ1a～Ｒ1iの定義は、（
Ａ１－１）及び（Ａ３－１）におけるＥ１ｆ～Ｅ１ｋ及びＲ1a～Ｒ1iと同様であり、好ま
しいものも同様である。
【０３０５】
　一般式（Ａ１－３）又は（Ａ３－３）で表されるモノアニオン性の２座配位子は、一般
式（Ａ１－３）で表されるモノアニオン性の２座配位子であることが好ましく、一般式（
Ａ１－４）で表されるモノアニオン性の２座配位子であることがより好ましい。
【０３０６】
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【化８８】

【０３０７】
（一般式（Ａ１－４）中、Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。）
【０３０８】
　一般式（Ａ１－４）中、Ｒ1a～Ｒ1iの定義は、（Ａ１－１）におけるＲ1a～Ｒ1iと同様
であり、好ましいものも同様である。
【０３０９】
　一般式（Ａ１－３）及び（Ａ３－３）で表されるモノアニオン性の２座配位子と原子量
４０以上の金属を含む燐光性金属錯体は、一般式（Ａ９）で表されるイリジウム錯体であ
ることが好ましい。
【０３１０】
【化８９】

【０３１１】
（一般式（Ａ９）中、Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表す。Ｘ－Ｙは
モノアニオン性の二座配位子を表す。ｎは１から３の整数を表す。）
【０３１２】
　一般式（Ａ９）中、Ｒ1a～Ｒ1iの定義は、（Ａ１－３）及び（Ａ３－３）におけるＲ1a

～Ｒ1iと同義であり、それぞれ独立に、前述の置換基群Ｚから選ばれ、好ましくは水素原
子、炭化水素置換基、シアノ基、フルオロ基、ＯＲ2a、ＳＲ2a、ＮＲ2aＲ2b、ＢＲ2aＲ2b

、又はＳｉＲ2aＲ2bＲ2cであり、より好ましくは水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素
基、アリール基、フルオロ基であり、更に好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭
化水素基、アリール基であり、特に好ましくは、水素原子、アルキル基、脂環式炭化水素
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基、フェニル基である。Ｒ2a～Ｒ2cはそれぞれ独立に炭化水素置換基、又はヘテロ原子で
置換された炭化水素置換基であり、Ｒ1a～Ｒ1i、Ｒ2a～Ｒ2cのうちの２つが互いに結合し
、飽和又は不飽和の、芳香族環又は非芳香族環を形成していてもよい。
　ここで、ヘテロ原子とは、炭素原子又は水素原子以外の原子を指す。ヘテロ原子の例と
して、例えば酸素、窒素、リン、硫黄、セレン、砒素、塩素、臭素、ケイ素、又はフッ素
が挙げられる。
　また、脂環式炭化水素基としては、好ましくは炭素数５～６のシクロアルキル基、より
好ましくはシクロヘプチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基などが挙げられる。
【０３１３】
　Ｒ1a～Ｒ1iで表される置換基は更に置換基を有していてもよく、該置換基としては、前
述の置換基群Ｚで挙げられたものが適用できる。好ましくは、アルキル基であり、より好
ましくは、炭素数１～６のアルキル基、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基
、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられ、特に好ましくは
ｔｅｒｔ－ブチル基である。
　Ｒ1a～Ｒ1iは少なくとも１つが母骨格に対し２面角が７０度以上であるアリール基であ
ることが好ましく、前述の一般式ｓｓ－１で表される置換基であることがより好ましく、
２，６－ジ置換アリール基である事が更に好ましく、Ｒ1bが２，６－ジ置換アリール基で
あることが最も好ましい。
　Ｘ－Ｙは副配位子を表し、ｎは１から３の整数を表し、好ましくはｎ＝３である。副配
位子として具体的には前記で挙げた例と同様の配位子を好適に用いる事ができ、好ましく
はアセチルアセトナト配位子又は置換されたアセチルアセトナト配位子類縁体である。
【０３１４】
　一般式（Ａ９）で表されるイリジウム錯体は、一般式（Ａ９－１）で表されるイリジウ
ム錯体であることが好ましい。
【０３１５】
【化９０】

【０３１６】
　一般式（Ａ９－１）中、Ｒ1a～Ｒ1iはそれぞれ独立に水素原子又は置換基を表すを表す
。
【０３１７】
　一般式（Ａ９－１）中、Ｒ1a～Ｒ1iは、一般式（Ａ９）におけるＲ1a～Ｒ1iと同義であ
り、好ましいものも同様である。
【０３１８】
　一般式（Ａ９）で表されるイリジウム錯体は、一般式（Ａ１０）で表されるイリジウム
錯体であることが好ましい。
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【０３１９】
【化９１】

【０３２０】
　本発明の他の態様においては、一般式（Ａ１）～（Ａ４）、一般式（Ａ１－１）又は（
Ａ３－１）、一般式（Ａ１－２）又は（Ａ３－２）、一般式（Ａ１－３）又は（Ａ３－３
）、一般式（Ａ９）又は（Ａ９－１）におけるＲ1a～Ｒ1iのいずれかが下記置換基（Ｓ）
を表すことが好ましい。
　置換基（Ｓ）：
【０３２１】
【化９２】

【０３２２】
　Ｒ1はアルキル基を表す。Ｒ1として好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、ｉ
ｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であり、更に好ましくはメチル基、エ
チル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であり、より好ましくはメチル基、エ
チル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であり、特に好ましくはメチル基、ｔ
ｅｒｔ－ブチル基である。
【０３２３】
　Ｒ2は水素原子又はアルキル基を表す。Ｒ2として好ましくは、水素原子、メチル基、エ
チル基、プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基であり、更に
好ましくは水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基であり、より好ましくは水素原子
、メチル基であり、特に好ましくはメチル基である。
【０３２４】
　Ｒ3は水素原子又はアルキル基を表す。Ｒ3として好ましくは水素原子、メチル基であり
、より好ましくはメチル基である。
【０３２５】
　また、Ｒ1～Ｒ3はそれぞれ互いに結合して環を形成していてもよい。環を形成する場合
、環員数は特に限定されないが、好ましくは５又は６員環であり、更に好ましくは６員環
である。
　特定燐光性金属錯体における置換基（Ｓ）として好ましくは下記置換基（ａ）～（ｘ）
を挙げることができ、置換基（ａ）～（ｅ）、（ｉ）、（ｌ）、（ｔ）～（ｖ）が好まし
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【０３２６】
【化９３】

【０３２７】
　特定燐光性金属錯体におけるＲ1a～Ｒ1iのいずれかが置換基（Ｓ）を有する場合、前述
の置換基（ａ）～（ｘ）ように嵩高いものであると、金属錯体同士の反応による発光クエ
ンチャーの生成が抑制できると考えられる。
　特定燐光性金属錯体におけるＲ1a～Ｒ1iのいずれかが置換基（Ｓ）を有する場合、前記
一般式（１）で表される化合物が有する置換基はアルキル基、特に分岐アルキル基である
ことが好ましい。一般式（１）との相溶性が増すことで、凝集、会合が起こりにくくなり
発光クエンチャー生成による素子劣化、会合発光による色度ズレが抑制されると考えられ
る。
【０３２８】
　一般式（Ａ１）及び（Ａ３）で表される２座配位子は、より具体的には以下のような構
造が好ましく、中でも（Ｘ－６４）～（Ｘ－６８）が最も好ましい。
【０３２９】
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【０３３０】
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【０３３１】
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【０３３２】
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【０３３３】
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【０３３４】
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【化９９】

【０３３５】
　Ｒ1a～Ｒ1iは一般式（Ａ１）と同義であり、全て水素原子である事が好ましい。
【０３３６】
　一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表されるモノアニオン性の２座配位子と原子量４０以上の
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金属を含む燐光性金属錯体は、例えば、ＵＳ２００７／０１９０３５９やＵＳ２００８／
０２９７０３３に記載の方法など、種々の手法で合成できる。
　例えば、配位子、又はその解離体と金属化合物を溶媒（例えば、ハロゲン系溶媒、アル
コール系溶媒、エーテル系溶媒、エステル系溶媒、ケトン系溶媒、ニトリル系溶媒、アミ
ド系溶媒、スルホン系溶媒、スルホキサイド系溶媒、水などが挙げられる）の存在下、若
しくは、溶媒非存在下、塩基の存在下（無機、有機の種々の塩基、例えば、ナトリウムメ
トキサイド、ｔ－ブトキシカリウム、トリエチルアミン、炭酸カリウムなどが挙げられる
）、若しくは、塩基非存在下、室温以下、若しくは加熱し（通常の加熱以外にもマイクロ
ウェーブで加熱する手法も有効である）得ることができる。具体的には、ＸＭ－６４は、
７－メチルイミダゾフェナントリジンを出発原料として、ＵＳ２００７／０１９０３５９
の、［０１３２］～［０１３４］に記載の合成法にて合成することができる。また、ＸＭ
－６３は、ＵＳ２００８／０２９７０３３の［０２８１］～［０２８７］に記載の合成法
にて合成することができる。
【０３３７】
　一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
合物と、前記（Ａ１）～（Ａ４）で表されるモノアニオン性の２座配位子と原子量４０以
上の金属を含む燐光性金属錯体とを含有する組成物に関連し、本発明は、一般式（７－１
）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物と、一般式（
Ａ９）で表されるイリジウム錯体とを含有する組成物にも関する。
　前記特定燐光性金属錯体を、前記一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表され
る基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで
表される基を少なくとも一つを有する化合物と併用することで、より外部量子効率に優れ
た有機電界発光素子を得ることができる。
　本発明の組成物には更に一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少
なくとも一つを有する化合物以外のホスト材料、や前記特定燐光性金属錯体以外の発光材
料などを添加することができる。
【０３３８】
　また、前記特定燐光性金属錯体を少なくとも１種、発光層に含有することが好ましい。
　本発明の発光層における特定燐光性金属錯体の含有量は発光層中１～４０質量％である
ことが好ましく、５～３０質量％であることがより好ましい。
　一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
合物と、前記（Ａ１）～（Ａ４）で表されるモノアニオン性の２座配位子と原子量４０以
上の金属を含む燐光性金属錯体とを含有する発光層にも関連し、本発明は、一般式（７－
１）～（７－１０）のいずれかで表される基を有する化合物と、一般式（Ａ９）で表され
るイリジウム錯体とを有する発光層にも関する。
【０３３９】
　本発明の組成物又は発光層において、一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表
される基を少なくとも一つを有する化合物に対して、特定燐光性金属錯体の使用割合は０
．１質量％以上５０質量％以下の範囲が好ましく、１質量％以上４０質量％以下の範囲が
より好ましく、５質量％以上３０質量％以下の範囲が最も好ましい。
【０３４０】
　本発明において、前記一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少な
くとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基
を少なくとも一つを有する化合物を少なくとも１種と、前記燐光性金属錯体を少なくとも
１種とを発光層に含有することが好ましい。
　前記一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
る化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ
を有する化合物と、前記特定燐光性金属錯体との好ましい組み合わせとしては、前記一般
式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又
は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
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合物が置換基（Ｓ）を有する場合、特定燐光性金属錯体のＲ1a～Ｒ1iは水素原子、アルキ
ル基であることが好ましく、メチル基、ｉｓｏ―プロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｉｓ
ｏ―ブチル基、ネオペンチル基であることがより好ましく、メチル基、ｉｓｏ―ブチル基
、ネオペンチル基であることが更に好ましく、ネオペンチル基であることが特に好ましい
。
　また、前記特定燐光性金属錯体のＲ1a～Ｒ1iが置換基（Ｓ）を有する場合、一般式（４
－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般
式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物の
置換基は水素原子、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｉｓｏ―ブチル基、アミル基、ネオペンチル基
であることが好ましい。発光層内において前記特定燐光性金属錯体との相溶性が増すこと
で、凝集、会合が起こりにくくなり発光クエンチャー生成による素子劣化、会合発光によ
る色度ズレが抑制されると考えられる。
【０３４１】
　一つの態様において、特定燐光性金属錯体のＲ1a～Ｒ1iのいずれかが（ａ）、（ｂ）、
（ｅ）、（ｆ）、（ｇ）、（ｈ）、（ｏ）、（ｐ）、（ｒ）、（ｔ）～（ｗ）で表される
嵩高い置換基である場合、一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少
なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される
基を少なくとも一つを有する化合物は無置換か、若しくは（ｃ）、（ｄ）、（ｉ）～（ｎ
）、（ｑ）、（ｓ）、（ｘ）で表される置換基を持つ事が好ましく、特定燐光性金属錯体
のＲ1a～Ｒ1iのいずれかが（ａ）、（ｂ）であって、一般式（４－１）～（４－１０）の
いずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１
０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物は無置換か、若しくは（ｃ
）、（ｄ）又は（ｑ）、（ｓ）、（ｘ）で表される置換基を持つ事が好ましく事がより好
ましく、特定燐光性金属錯体のＲ1bが２，６－ジ置換アリール基であって、Ｒ1a～Ｒ1iい
ずれかが（ａ）、（ｂ）であって、一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表され
る基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで
表される基を少なくとも一つを有する化合物が無置換か、若しくは（ｃ）又は（ｄ）で表
される置換基を１～２持つ事が更に好ましい。
　本発明の他の態様において、特定燐光性金属錯体のＲ1a～Ｒ1iのいずれかが（ｃ）、（
ｄ）、（ｉ）～（ｎ）、（ｐ）、（ｑ）、（ｓ）、（ｘ）で表される分岐アルキル置換基
である場合、一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ
を有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくと
も一つを有する化合物は無置換か、若しくは（ａ）、（ｂ）、（ｄ）、（ｅ）で表される
置換基を持つ事が好ましく、特定燐光性金属錯体のＲ1a～Ｒ1iのいずれかが（ｃ）、（ｄ
）、（ｑ）、（ｓ）、（ｘ）であって、一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表
される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれ
かで表される基を少なくとも一つを有する化合物は無置換か、若しくは（ｂ）、（ｄ）、
（ｅ）で表される置換基を持つ事が好ましく事がより好ましく、特定燐光性金属錯体のＲ

1bが２，６－ジ置換アリール基であって、Ｒ1a～Ｒ1iいずれかが（ｃ）、（ｄ）であって
、一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有
する化合物が無置換か、若しくは（ｂ）、（ｄ）で表される置換基を１～２持つ事が更に
好ましい。
【０３４２】
　本発明の更に他の態様において、特定燐光性金属錯体のＲ1a～Ｒ1iが置換基（Ｓ）を有
さない場合、一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つ
を有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくと
も一つを有する化合物が（ａ）、（ｂ）、（ｄ）、(ｅ)で表される置換基を持つ事が好ま
しく、特定燐光性金属錯体のＲ1bが２，６－ジ置換アリール基であって、一般式（４－１
）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（



(94) JP 5779318 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物が（ｂ
）、（ｄ）、(ｅ)で表される置換基を持つ事が好ましく事がより好ましく、特定燐光性金
属錯体のＲ1bが２，６－ジ置換アリール基であり、かつＲ1eがメチル基であって、一般式
（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は
一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合
物が（ｂ）、（ｄ）で表される置換基を持つ事が更に好ましい。
【０３４３】
　発光層内に前記一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも
一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少な
くとも一つを有する化合物のアルキル置換基数と、前記特定燐光性金属錯体が含まれる場
合、発光層全体の質量（発光層内に含まれる発光材料とホスト材料の質量の総和）と発光
層内に含まれるアルキル置換基の質量の比（発光層内アルキル基質量比）は０～０．３が
好ましく、０．０２～０．２７がより好ましく、０．０５～０．２３が特に好ましい。発
光層内アルキル基質量比が上記の範囲である場合、駆動電圧が上昇せずに、一般式（４－
１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式
（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物と前
記特定燐光性金属錯体との相溶性が増すため、素子耐久性が向上し、色度ズレが抑制され
ると考えられる。
　なお、発光層内アルキル基質量比は以下の式から算出される。
【０３４４】
【数１】

【０３４５】
〔有機電界発光素子〕
　本発明の素子について詳細に説明する。
　本発明の有機電界発光素子は、基板上に、一対の電極と、該電極間に発光層を含む少な
くとも一層の有機層とを有する有機電界発光素子であって、
　前記発光層に一般式（Ａ９）で表されるイリジウム錯体を含有し、かつ発光層と陰極の
間に挟持された有機層のいずれかの層に一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表
される基を少なくとも一つを有する化合物を含有する。
【０３４６】
　本発明の有機電界発光素子において、発光層は有機層であり、発光層と陰極の間に少な
くとも一層の有機層を含むほか、更に複数の有機層を有していてもよい。
　発光素子の性質上、陽極及び陰極のうち少なくとも一方の電極は、透明若しくは半透明
であることが好ましい。
　図１は、本発明に係る有機電界発光素子の構成の一例を示している。図１に示される本
発明に係る有機電界発光素子１０は、支持基板２上において、陽極４と陰極９との間に発
光層６が挟まれている。具体的には、陽極４と陰極９との間に正孔注入層４、正孔輸送層
５、発光層６、正孔ブロック層７、及び電子輸送層８がこの順に積層されている。
【０３４７】
＜有機層の構成＞
　前記有機層の層構成としては、特に制限はなく、有機電界発光素子の用途、目的に応じ
て適宜選択することができるが、前記透明電極上に又は前記背面電極上に形成されるのが
好ましい。この場合、有機層は、前記透明電極又は前記背面電極上の前面又は一面に形成
される。
　有機層の形状、大きさ、及び厚み等については、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができる。
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【０３４８】
　具体的な層構成として、下記が挙げられるが本発明はこれらの構成に限定されるもので
はない。
　・陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極、
　・陽極／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／陰極、
　・陽極／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／電子注入層／陰極、
　・陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／陰極、
　・陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／電子注入層／陰
極。
　有機電界発光素子の素子構成、基板、陰極及び陽極については、例えば、特開２００８
－２７０７３６号公報に詳述されており、該公報に記載の事項を本発明に適用することが
できる。
【０３４９】
＜基板＞
　本発明で使用する基板としては、有機層から発せられる光を散乱又は減衰させない基板
であることが好ましい。有機材料の場合には、耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁
性、及び加工性に優れていることが好ましい。
＜陽極＞
　陽極は、通常、有機層に正孔を供給する電極としての機能を有していればよく、その形
状、構造、大きさ等については特に制限はなく、発光素子の用途、目的に応じて、公知の
電極材料の中から適宜選択することができる。前述のごとく、陽極は、通常透明陽極とし
て設けられる。
＜陰極＞
　陰極は、通常、有機層に電子を注入する電極としての機能を有していればよく、その形
状、構造、大きさ等については特に制限はなく、発光素子の用途、目的に応じて、公知の
電極材料の中から適宜選択することができる。
【０３５０】
　基板、陽極、陰極については、特開２００８－２７０７３６号公報の段落番号〔００７
０〕～〔００８９〕に記載の事項を本発明に適用することができる。
【０３５１】
＜有機層＞
　本発明における有機層について説明する。
【０３５２】
－有機層の形成－
　本発明の有機電界発光素子において、各有機層は、蒸着法やスパッタ法等の乾式製膜法
、転写法、印刷法、スピンコート法等の湿式製膜法（ウエットプロセス）のいずれによっ
ても好適に形成することができる。
　一般式（１）で表される化合物を少なくとも１種含有する有機層、及び前記燐光性金属
錯体を少なくとも１種含有する有機層、の少なくとも１層はウエットプロセスで形成する
ことが好ましく、本発明においては、一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つ含有する化合物を少なくとも１種含有する有機層、及び一般式（
Ａ９）で表されるイリジウム錯体を少なくとも１種含有する有機層、の少なくとも１層は
ウエットプロセスで形成することが好まし
【０３５３】
（発光層）
＜発光材料＞
　本発明における発光材料は前記特定燐光性金属錯体であることが好ましい。
【０３５４】
　発光層中の発光材料は、発光層中に一般的に発光層を形成する全化合物質量に対して、
０．１質量％～５０質量％含有されるが、耐久性、外部量子効率の観点から１質量％～５
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０質量％含有されることが好ましく、２質量％～４０質量％含有されることがより好まし
い。
【０３５５】
　発光層の厚さは、特に限定されるものではないが、通常、２ｎｍ～５００ｎｍであるの
が好ましく、中でも、外部量子効率の観点で、３ｎｍ～２００ｎｍであるのがより好まし
く、５ｎｍ～１００ｎｍであるのが更に好ましい。
【０３５６】
　本発明の素子における発光層は、発光材料のみで構成されていても良く、ホスト材料と
発光材料の混合層とした構成でも良い。発光材料は蛍光発光材料でも燐光発光材料であっ
ても良く、ドーパントは一種であっても二種以上であっても良い。ホスト材料は電荷輸送
材料であることが好ましい。ホスト材料は一種であっても二種以上であっても良く、例え
ば、電子輸送性のホスト材料とホール輸送性のホスト材料を混合した構成が挙げられる。
更に、発光層中に電荷輸送性を有さず、発光しない材料を含んでいても良い。
　また、発光層は一層であっても二層以上の多層であってもよい。また、それぞれの発光
層が異なる発光色で発光してもよい。
【０３５７】
＜ホスト材料＞
【０３５８】
　本発明に用いられるホスト材料として、以下の化合物を含有していても良い。例えば、
ピロール、インドール、カルバゾール（例えばＣＢＰ（４，４'－ジ（９－カルバゾイル
）ビフェニル））、アザインドール、アザカルバゾール、トリアゾール、オキサゾール、
オキサジアゾール、ピラゾール、イミダゾール、チオフェン、ポリアリールアルカン、ピ
ラゾリン、ピラゾロン、フェニレンジアミン、アリールアミン、アミノ置換カルコン、ス
チリルアントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベン、シラザン、芳香族第三級
アミン化合物、スチリルアミン化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、ポ
リ（Ｎ－ビニルカルバゾール）、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオ
フェン等の導電性高分子オリゴマー、有機シラン、カーボン膜、ピリジン、ピリミジン、
トリアジン、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾ－ル、オキサゾ－ル、オキサジアゾ－
ル、フルオレノン、アントラキノジメタン、アントロン、ジフェニルキノン、チオピラン
ジオキシド、カルボジイミド、フルオレニリデンメタン、ジスチリルピラジン、フッ素置
換芳香族化合物、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニ
ン、８－キノリノ－ル誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾ－ルや
ベンゾチアゾ－ルを配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯体及びそれらの誘導体
（置換基や縮環を有していてもよい）等を挙げることができる。
【０３５９】
　本発明における発光層において、前記ホスト材料三重項最低励起エネルギー（Ｔ1エネ
ルギー）が、前記燐光発光材料のＴ1エネルギーより高いことが色純度、発光効率、駆動
耐久性の点で好ましい。
【０３６０】
　また、本発明におけるホスト化合物の含有量は、特に限定されるものではないが、発光
効率、駆動電圧の観点から、発光層を形成する全化合物質量に対して１５質量％以上９５
質量％以下であることが好ましい。
【０３６１】
（蛍光発光材料）
　本発明に使用できる蛍光発光材料の例としては、例えば、ベンゾオキサゾール誘導体、
ベンゾイミダゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフ
ェニル誘導体、ジフェニルブタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタ
ルイミド誘導体、クマリン誘導体、縮合芳香族化合物、ペリノン誘導体、オキサジアゾー
ル誘導体、オキサジン誘導体、アルダジン誘導体、ピラリジン誘導体、シクロペンタジエ
ン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ピロロピリジン誘導
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体、チアジアゾロピリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、スチリルアミン誘導体、
ジケトピロロピロール誘導体、芳香族ジメチリディン化合物、８－キノリノール誘導体の
錯体やピロメテン誘導体の錯体に代表される各種錯体等、ポリチオフェン、ポリフェニレ
ン、ポリフェニレンビニレン等のポリマー化合物、有機シラン誘導体などの化合物等が挙
げられる。
【０３６２】
（燐光発光材料）
　本発明に使用できる燐光発光材料としては、一般式（１）で表される化合物の他、例え
ば、ＵＳ６３０３２３８Ｂ１、ＵＳ６０９７１４７、ＷＯ００／５７６７６、ＷＯ００／
７０６５５、ＷＯ０１／０８２３０、ＷＯ０１／３９２３４Ａ２、ＷＯ０１／４１５１２
Ａ１、ＷＯ０２／０２７１４Ａ２、ＷＯ０２／１５６４５Ａ１、ＷＯ０２／４４１８９Ａ
１、ＷＯ０５／１９３７３Ａ２、特開２００１－２４７８５９、特開２００２－３０２６
７１、特開２００２－１１７９７８、特開２００３－１３３０７４、特開２００２－２３
５０７６、特開２００３－１２３９８２、特開２００２－１７０６８４、ＥＰ１２１１２
５７、特開２００２－２２６４９５、特開２００２－２３４８９４、特開２００１－２４
７８５９、特開２００１－２９８４７０、特開２００２－１７３６７４、特開２００２－
２０３６７８、特開２００２－２０３６７９、特開２００４－３５７７９１、特開２００
６－２５６９９９、特開２００７－１９４６２、特開２００７－８４６３５、特開２００
７－９６２５９等の特許文献に記載の燐光発光化合物などが挙げられ、中でも、更に好ま
しい発光性ドーパントとしては、Ｉｒ錯体、Ｐｔ錯体、Ｃｕ錯体、Ｒｅ錯体、Ｗ錯体、Ｒ
ｈ錯体、Ｒｕ錯体、Ｐｄ錯体、Ｏｓ錯体、Ｅｕ錯体、Ｔｂ錯体、Ｇｄ錯体、Ｄｙ錯体、及
びＣｅ錯体が挙げられる。特に好ましくは、Ｉｒ錯体、Ｐｔ錯体、又はＲｅ錯体であり、
中でも金属－炭素結合、金属－窒素結合、金属－酸素結合、金属－硫黄結合の少なくとも
一つの配位様式を含むＩｒ錯体、Ｐｔ錯体、又はＲｅ錯体が好ましい。更に、発光効率、
駆動耐久性、色度等の観点で、３座以上の多座配位子を含むＩｒ錯体、Ｐｔ錯体、又はＲ
ｅ錯体が特に好ましい。
【０３６３】
　燐光発光材料の含有量は、発光層中に、発光層の総質量に対して、０．１質量％以上５
０質量％以下の範囲が好ましく、０．２質量％以上５０質量％以下の範囲がより好ましく
、０．３質量％以上４０質量％以下の範囲が更に好ましく、２０質量％以上３０質量％以
下の範囲が最も好ましい。
【０３６４】
　本発明に用いることのできる燐光発光材料（特定燐光性金属錯体及び／又は併用する燐
光発光材料）の含有量は、発光層の総質量に対して、０．１質量％以上５０質量％以下の
範囲が好ましく、１質量％以上４０質量％以下の範囲がより好ましく、５質量％以上３０
質量％以下の範囲が最も好ましい。特に５質量％以上３０質量％以下の範囲では、その有
機電界発光素子の発光の色度は、燐光発光材料の添加濃度依存性が小さい。
　本発明の有機電界発光素子は、上記特定燐光性金属錯体の少なくとも一種を該発光層の
総質量に対して５～３０質量％含有することが最も好ましい。
【０３６５】
－正孔注入層、正孔輸送層－
　正孔注入層、正孔輸送層は、陽極又は陽極側から正孔を受け取り陰極側に輸送する機能
を有する層である。
　本発明に関し、有機層として、電子受容性ドーパントを含有する正孔注入層又は正孔輸
送層を含むことが好ましい。
－電子注入層、電子輸送層－
　電子注入層、電子輸送層は、陰極又は陰極側から電子を受け取り陽極側に輸送する機能
を有する層である。本発明における電子注入層、電子輸送層のうち少なくとも一層には、
一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合
物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有す
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る化合物が含まれることが好ましい。一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表さ
れる基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれか
で表される基を少なくとも一つを有する化合物の電子注入層、電子輸送層における含率は
、３０％以上１００％以下であることが好ましく、５０％以上１００％以下であることが
より好ましく、７０％以上１００％以下であることが更に好ましい。
　一般式（Ａ１）～（Ａ４）で表される配位子を有する燐光性金属錯体（特に一般式（Ａ
９）で表されるイリジウム錯体）を含む発光層と一般式（４－１）～（４－１０）のいず
れかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７－１）～（７－１０）
のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物を含む電子輸送層を併用すると
、一般式（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化
合物又は一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有
する化合物が有する高い最低励起三重項エネルギー（Ｔ1エネルギー）の為に、発光層で
生じた励起エネルギーが拡散するのを防ぐことができるため効率が向上する。更に、一般
式（Ａ１）～（Ａ４）で表される配位子を有する燐光性金属錯体を含む発光層は、あるエ
ネルギーレベルから電子が注入された場合に、正孔と電子のバランスが整うと推測される
。そのため発光層に注入される隣接層の電子伝導準位がキャリアバランスの制御に重要と
なる。一方、素子の発光スペクトルは、発光位置により、干渉により強められる波長が異
なることから、キャリアバランスに大きく依存する傾向がある。よって、電子輸送層の膜
厚を変化させるとスペクトルが変化することが知られている。ところが、本発明の一般式
（４－１）～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は
一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合
物は、実効的に電子を注入するエネルギーレベルが、本発明の発光層のキャリアバランス
をコントロールできるレベルに合致していると推定され、その結果、電子輸送層の膜厚を
変化させてもスペクトルが殆ど変化しない結果が得られている。
　正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層については、特開２００８－２７０
７３６号公報の段落番号〔０１６５〕～〔０１６７〕に記載の事項を本発明に適用するこ
とができる。
【０３６６】
－正孔ブロック層－
　正孔ブロック層は、陽極側から発光層に輸送された正孔が、陰極側に通りぬけることを
防止する機能を有する層である。本発明において、発光層と陰極側で隣接する有機層とし
て、正孔ブロック層を設けることができる。
　正孔ブロック層を構成する有機化合物の例としては、本発明における一般式（４－１）
～（４－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物又は一般式（７
－１）～（７－１０）のいずれかで表される基を少なくとも一つを有する化合物のほか、
アルミニウム（ＩＩＩ）ビス（２－メチル－８－キノリナト）４－フェニルフェノレート
（Ａｌｕｍｉｎｕｍ　（ＩＩＩ）ｂｉｓ（２－ｍｅｔｈｙｌ－８－ｑｕｉｎｏｌｉｎａｔ
ｏ）４－ｐｈｅｎｙｌｐｈｅｎｏｌａｔｅ（ＢＡｌｑと略記する））等のアルミニウム錯
体、トリアゾール誘導体、２，９－ジメチル－４，７－ジフェニル－１，１０－フェナン
トロリン（２，９－Ｄｉｍｅｔｈｙｌ－４，７－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－１，１０－ｐｈｅｎ
ａｎｔｈｒｏｌｉｎｅ（ＢＣＰと略記する））等のフェナントロリン誘導体、等が挙げら
れる。
　正孔ブロック層の厚さとしては、１ｎｍ～５００ｎｍであるのが好ましく、５ｎｍ～２
００ｎｍであるのがより好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍであるのが更に好ましい。
　正孔ブロック層は、上述した材料の一種又は二種以上からなる単層構造であってもよい
し、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
【０３６７】
－電子ブロック層－
　電子ブロック層は、陰極側から発光層に輸送された電子が、陽極側に通りぬけることを
防止する機能を有する層である。本発明において、発光層と陽極側で隣接する有機層とし
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て、電子ブロック層を設けることができる。
　電子ブロック層を構成する有機化合物の例としては、例えば前述の正孔輸送材料として
挙げたものが適用できる。
　電子ブロック層の厚さとしては、１ｎｍ～５００ｎｍであるのが好ましく、５ｎｍ～２
００ｎｍであるのがより好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍであるのが更に好ましい。
　電子ブロック層は、上述した材料の一種又は二種以上からなる単層構造であってもよい
し、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
【０３６８】
＜保護層＞
　本発明において、有機ＥＬ素子全体は、保護層によって保護されていてもよい。
　保護層については、特開２００８－２７０７３６号公報の段落番号〔０１６９〕～〔０
１７０〕に記載の事項を本発明に適用することができる。
【０３６９】
＜封止容器＞
　本発明の素子は、封止容器を用いて素子全体を封止してもよい。
　封止容器については、特開２００８－２７０７３６号公報の段落番号〔０１７１〕に記
載の事項を本発明に適用することができる。
【０３７０】
（駆動）
　本発明の有機電界発光素子は、陽極と陰極との間に直流（必要に応じて交流成分を含ん
でもよい）電圧（通常２ボルト～１５ボルト）、又は直流電流を印加することにより、発
光を得ることができる。
　本発明の有機電界発光素子の駆動方法については、特開平２－１４８６８７号、同６－
３０１３５５号、同５－２９０８０号、同７－１３４５５８号、同８－２３４６８５号、
同８－２４１０４７号の各公報、特許第２７８４６１５号、米国特許５８２８４２９号、
同６０２３３０８号の各明細書等に記載の駆動方法を適用することができる。
【０３７１】
　本発明の発光素子は、種々の公知の工夫により、光取り出し効率を向上させることがで
きる。例えば、基板表面形状を加工する（例えば微細な凹凸パターンを形成する）、基板
・ＩＴＯ層・有機層の屈折率を制御する、基板・ＩＴＯ層・有機層の膜厚を制御すること
等により、光の取り出し効率を向上させ、外部量子効率を向上させることが可能である。
【０３７２】
　本発明の発光素子は、陽極側から発光を取り出す、いわゆるトップエミッション方式で
あっても良い。
【０３７３】
　本発明における有機ＥＬ素子は、共振器構造を有しても良い。例えば、透明基板上に、
屈折率の異なる複数の積層膜よりなる多層膜ミラー、透明又は半透明電極、発光層、及び
金属電極を重ね合わせて有する。発光層で生じた光は多層膜ミラーと金属電極を反射板と
してその間で反射を繰り返し共振する。
　別の好ましい態様では、透明基板上に、透明又は半透明電極と金属電極がそれぞれ反射
板として機能して、発光層で生じた光はその間で反射を繰り返し共振する。
　共振構造を形成するためには、２つの反射板の有効屈折率、反射板間の各層の屈折率と
厚みから決定される光路長を所望の共振波長の得るのに最適な値となるよう調整される。
第一の態様の場合の計算式は特開平９－１８０８８３号明細書に記載されている。第２の
態様の場合の計算式は特開２００４－１２７７９５号明細書に記載されている。
【０３７４】
　本発明の有機電界発光素子の外部量子効率としては、５％以上が好ましく、７％以上が
より好ましい。外部量子効率の数値は２０℃で素子を駆動したときの外部量子効率の最大
値、若しくは、２０℃で素子を駆動したときの１００～３００ｃｄ／ｍ2付近での外部量
子効率の値を用いることができる。
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【０３７５】
　本発明の有機電界発光素子の内部量子効率は、３０％以上であることが好ましく、５０
％以上が更に好ましく、７０％以上が更に好ましい。素子の内部量子効率は、外部量子効
率を光取り出し効率で除して算出される。通常の有機ＥＬ素子では光取り出し効率は約２
０％であるが、基板の形状、電極の形状、有機層の膜厚、無機層の膜厚、有機層の屈折率
、無機層の屈折率等を工夫することにより、光取り出し効率を２０％以上にすることが可
能である。
【０３７６】
　本発明の有機電界発光素子は、３５０ｎｍ以上７００ｎｍ以下に極大発光波長（発光ス
ペクトルの最大強度波長）を有するものが好ましく、より好ましくは３５０ｎｍ以上６０
０ｎｍ以下、更に好ましくは４００ｎｍ以上５２０ｎｍ以下、特に好ましくは４００ｎｍ
以上４６５ｎｍ以下である。
【０３７７】
（本発明の発光素子の用途）
　本発明の発光素子は、発光装置、ピクセル、表示素子、ディスプレイ、バックライト、
電子写真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、又
は光通信等に好適に利用できる。特に、照明装置、表示装置等の発光輝度が高い領域で駆
動されるデバイスに好ましく用いられる。
【０３７８】
（発光装置）
　次に、図２を参照して本発明の発光装置について説明する。
　本発明の発光装置は、前記有機電界発光素子を用いてなる。
　図２は、本発明の発光装置の一例を概略的に示した断面図である。
　図２の発光装置２０は、透明基板（支持基板）２、有機電界発光素子１０、封止容器１
６等により構成されている。
【０３７９】
　有機電界発光素子１０は、基板２上に、陽極（第一電極）３、有機層１１、陰極（第二
電極）９が順次積層されて構成されている。また、陰極９上には、保護層１２が積層され
ており、更に、保護層１２上には接着層１４を介して封止容器１６が設けられている。な
お、各電極３、９の一部、隔壁、絶縁層等は省略されている。
　ここで、接着層１４としては、エポキシ樹脂等の光硬化型接着剤や熱硬化型接着剤を用
いることができ、例えば熱硬化性の接着シートを用いることもできる。
【０３８０】
　本発明の発光装置の用途は特に制限されるものではなく、例えば、照明装置のほか、テ
レビ、パーソナルコンピュータ、携帯電話、電子ペーパ等の表示装置とすることができる
。
【０３８１】
（照明装置）
　次に、図３を参照して本発明の実施形態に係る照明装置について説明する。
　図３は、本発明の実施形態に係る照明装置の一例を概略的に示した断面図である。
　本発明の実施形態に係る照明装置４０は、図３に示すように、前述した有機ＥＬ素子１
０と、光散乱部材３０とを備えている。より具体的には、照明装置４０は、有機ＥＬ素子
１０の基板２と光散乱部材３０とが接触するように構成されている。
　光散乱部材３０は、光を散乱できるものであれば特に制限されないが、図３においては
、透明基板３１に微粒子３２が分散した部材とされている。透明基板３１としては、例え
ば、ガラス基板を好適に挙げることができる。微粒子３２としては、透明樹脂微粒子を好
適に挙げることができる。ガラス基板及び透明樹脂微粒子としては、いずれも、公知のも
のを使用できる。このような照明装置４０は、有機電界発光素子１０からの発光が散乱部
材３０の光入射面３０Ａに入射されると、入射光を光散乱部材３０により散乱させ、散乱
光を光出射面３０Ｂから照明光として出射するものである。
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【実施例】
【０３８２】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。また、以下の例示化合物には、一般式（７－１）～（７－１０）のいずれかで表
される基を少なくとも一つを有する化合物や、一般式（Ａ９）で表されるイリジウム金属
錯体に該当しない化合物も含まれるが、参考のために記載した。但し、Ｃ－９、Ｃ－１０
、Ｃ－１５～Ｃ－２０、及びＣ－４６～Ｃ－５３を含有する実施例は参考例に読み替える
。
〔例示化合物１の合成〕
例示化合物１は下記スキームに従って合成した。
 
【０３８３】
【化１００】

【０３８４】
　テトラヒドロフラン中－７８℃で、ｐ－ジヨードベンゼンに１．１等量のノルマルブチ
ルリチウムを加え、３０分反応させる。これに対して１．２当量のクロロトリフェニルシ
ランを加え、室温下１時間程度反応させ、中間体１を収率７２％で得る。中間体１と０．
０５等量の酢酸パラジウム、０．１５等量の　トリ（ｔ－ブチル）ホスフィン、２．４等
量のナトリウム－ｔｅｒｔ－ブトキシド、及び１等量のα－カルボリンをキシレンに溶解
させ、還流温度にて１０時間反応させた。反応混合物に酢酸エチルと水を加えて有機相を
分離し、有機相を、水、飽和食塩水で洗浄した後、減圧下に濃縮し、得られた残渣をシリ
カゲルカラムクロマトグラフィー、再結晶、昇華精製などにより精製、例示化合物１を収
率５５％で得た。
【０３８５】
〔例示化合物１２２の合成〕
　例示化合物１２２は下記スキームに従って合成した。
【０３８６】

【化１０１】

【０３８７】
　ｍ－ジヨードベンゼンと０．０５等量の酢酸パラジウム、０．１５等量の　トリ（ｔ－
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２をキシレンに溶解させ、還流温度にて１２時間反応させた。反応混合物に酢酸エチルと
水を加えて有機相を分離し、有機相を、水、飽和食塩水で洗浄した後減圧下に濃縮し、得
られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー、再結晶、昇華精製などにより精製、
例示化合物１２２を収率４３％で得た。
【０３８８】
〔例示化合物１６０の合成〕
　例示化合物１６０は下記スキームに従って合成した。
【０３８９】
【化１０２】

【０３９０】
　テトラヒドロフラン中－７８℃で、ｐ－ジヨードベンゼンに１等量のノルマルブチルリ
チウムを加え、３０分反応させる。これに対して０．５当量のジクロロジメチルシランを
加え、室温下１時間程度反応させ、中間体３を収率５５％で得る。中間体３と０．１等量
の酢酸パラジウム、０．３等量のトリ（ｔ－ブチル）ホスフィン、４等量のナトリウム－
ｔｅｒｔ－ブトキシド、及び２．１等量の中間体４をキシレンに溶解させ、還流温度にて
１５時間反応させた。反応混合物に酢酸エチルと水を加えて有機相を分離し、有機相を、
水、飽和食塩水で洗浄した後減圧下に濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマト
グラフィー、再結晶、昇華精製などにより精製、例示化合物１６０を収率５５％で得た。
【０３９１】
〔例示化合物１５６の合成〕
　例示化合物１５６は下記スキームに従って合成した。
【０３９２】
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【化１０３】

【０３９３】
　ジアミン１と０．０５等量のトリス（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウム、０．１
等量のイミダゾリウム塩、４等量のナトリウム－ｔｅｒｔ－ブトキシド、及び２等量の中
間体５をキシレンに溶解させ、還流温度にて２０時間反応させた。反応混合物に酢酸エチ
ルと水を加えて有機相を分離し、有機相を、水、飽和食塩水で洗浄した後減圧下に濃縮し
、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー、再結晶、昇華精製などにより精
製、例示化合物１５６を収率２４％で得た。
【０３９４】
〔有機電解発光素子の作製〕
　［比較例１－１］
　洗浄したＩＴＯ基板を蒸着装置に入れ、銅フタロシアニンを１０ｎｍ蒸着し、この上に
、ＮＰＤ（Ｎ，Ｎ'－ジ－α－ナフチル－Ｎ，Ｎ'－ジフェニル）－ベンジジン）を４０ｎ
ｍ蒸着した（正孔輸送層）。この上に、Ａ－２とＨ－１を９：９１の比率（質量比）で３
０ｎｍ蒸着し（発光層）、この上に、Ｈ－１を５ｎｍ蒸着した（隣接層）。この上に、Ａ
ｌｑ（トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム錯体）を３０ｎｍ蒸着した（電子
輸送層）。この上に、フッ化リチウムを３ｎｍ蒸着した後、アルミニウム６０ｎｍを蒸着
した。このものを、大気に触れさせること無く、アルゴンガスで置換したグローブボック
ス内に入れ、ステンレス製の封止缶及び紫外線硬化型の接着剤（ＸＮＲ５５１６ＨＶ、長
瀬チバ（株）製）を用いて封止し、比較例１－１の有機電界発光素子を得た。東陽テクニ
カ製ソースメジャーユニット２４００型を用いて、直流定電圧をＥＬ素子に印加して発光
させた結果、Ａ－２に由来するりん光発光が得られた。
【０３９５】
　［実施例１－１～１－１６９、比較例１－２～１－９］
　発光材料及びホスト材料に用いた化合物を表１に記載のものに変更した以外は比較例１
－１と同様に素子を作製した。得られた実施例１－１～１－１６９の本発明の素子と比較
例１－１～１－９の比較素子について下記評価を行った。なお、各素子とも用いた発光材
料に由来するりん光発光が得られた。得られた結果を表１にまとめた。
【０３９６】
（駆動電圧の測定）
　実施例１－１～１～１６９、比較例１－１～１－９の有機電界発光素子を（株）島津製
作所製の発光スペクトル測定システム（ＥＬＳ１５００）にセットし、これらの輝度が１
０００　ｃｄ／ｍ2時の印加電圧を測定した。
【０３９７】
（駆動耐久性の評価）
　実施例１－１～１～１６９、比較例１－１～１－９の有機電界発光素子を、東京システ
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輝度１０００ｃｄ／ｍ2の条件で駆動し、輝度半減時間を測定した。なお、輝度半減時間
は、比較例１－１の素子の値を１００とし、これを基準とした相対値で示している。
【０３９８】
（外部量子効率の評価）
　実施例１－１～１～１６９、比較例１－１～１－９の有機電界発光素子を、東陽テクニ
カ製ソースメジャーユニット２４００型を用いて、直流定電圧をＥＬ素子に印加して発光
させた。１０００ｃｄ／ｍ2時の正面輝度から外部量子効率（％）を算出した。
（色度の評価）
　色度（ＣＩＥ色度）は輝度が１０００ｃｄ／ｍ2になるよう直流電圧を印加し、（株）
島津製作所製の発光スペクトル測定システム（ＥＬＳ１５００）により発光スペクトルを
測定し、算出した。
【０３９９】
【表１】

【０４００】
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【０４０１】
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【表３】

【０４０２】
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【０４０３】
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【表５】

【０４０４】
　上記結果から明らかなように、本発明の素子は比較素子に比べ、外部量子効率が高く、
駆動電圧が低く、かつ耐久性が向上した。また、色純度が良化し、青色発光素子として好
ましい色度に出来た。特に、実施例１－１～１－１７の本発明の素子と比較例１－１の比
較素子、実施例１－１８～１－９４の本発明の素子と比較例１－３の比較素子、実施例１
－９５～１－１１３の本発明の素子と比較例１－４の比較素子、実施例１－１１４～１３
２の本発明の素子と比較例１－５の比較素子、実施例１－１３６～１－１５０の本発明の
素子と比較例１－６の比較素子、実施例１－１５１～１－１６９の本発明の素子と比較例
１－７の比較素子を、それぞれ比較すると、一般式（７－１）～（７－１０）のいずれか
で表される基を少なくとも一つを有する化合物と一般式（Ａ９）で表されるイリジウム錯
体とを用いることにより、外部量子効率が高く、駆動電圧が低く、耐久性が高く、かつ色
純度が良好な有機電界発光素子が得られることが分かる。　
【０４０５】
　実施例２
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　０．５ｍｍ厚み、２．５ｃｍ角のＩＴＯ膜を有するガラス基板（ジオマテック社製、表
面抵抗１０Ω／□）を洗浄容器に入れ、２－プロパノール中で超音波洗浄した後、３０分
間ＵＶ－オゾン処理を行った。これにポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）－ポ
リスチレンスルホネート（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）を純水で７０％に希釈した溶液をスピン
コーターで塗布し、５０ｎｍの正孔輸送層を設けた。Ｈ－１：Ａ－２＝９６／５（質量比
）を溶解したメチレンクロライド溶液をスピンコーターで塗布し、３０ｎｍの発光層を得
た。この上に、ＢＡｌｑ［ビス－（２－メチル－８－キノリノレート）－４－（フェニル
フェノレート）アルミニウム］を４０ｎｍ蒸着した。この有機化合物層の上に、蒸着装置
内で陰極バッファー層としてフッ化リチウム０．５ｎｍ及び陰極としてアルミニウム１５
０ｎｍを蒸着した。これを大気に触れさせること無く、アルゴンガスで置換したグローブ
ボックス内に入れ、ステンレス製の封止缶及び紫外線硬化型の接着剤（ＸＮＲ５５１６Ｈ
Ｖ、長瀬チバ（株）製）を用いて封止し、比較例２－１の有機ＥＬ素子を作製した。東陽
テクニカ製ソースメジャーユニット２４００型を用いて、直流定電圧を有機ＥＬ素子に印
加して発光させた結果、本発明の化合物Ａ－２に由来する発光が得られた。
【０４０６】
（実施例２－１～２－９４、比較例２－２～２－９）
　比較例２－１で使用した材料を、表２に記載の材料に変更した以外は比較例２－１と同
様にして比較例２－２～２－９、実施例２－１～２－９４の素子を作製した。東陽テクニ
カ製ソースメジャーユニット２４００型を用いて、直流定電圧を有機ＥＬ素子に印加して
発光させた結果、それぞれの発光材料に由来する色の発光が得られた。得られた実施例２
－１～２－９４の本発明の素子と比較例２－１～２－９の比較素子について実施例１と同
様な評価を行った。結果を表２に示す。なお、輝度半減時間は、比較例２－１の素子の値
を１００とし、これを基準とした相対値で示している。
【０４０７】
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【表６】

【０４０８】
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【表７】

【０４０９】
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【０４１０】
　上記結果から明らかなように、ウエットプロセスを用いて素子を作成した場合でも、本
発明の素子は比較素子に比べ、外部量子効率が高く、駆動電圧が低く、かつ耐久性が向上
した。また、色純度が良化し、青色発光素子として好ましい色度に出来た。
【０４１１】
〔実施例３〕
　［実施例３－１～３－１２及び参考例３－１～３－４］
　発光材料、ホスト材料、及び隣接層材料に用いた化合物を表３に記載のものに変更した
以外は比較例１－１と同様に素子を作製し、実施例１と同様に評価した。各素子とも、用
いた発光材料に由来するりん光発光が得られた。評価結果を表３に示す。
【０４１２】
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【０４１３】
　上記結果から明らかなように、発光層に用いた特定燐光性金属錯体における置換基が嵩
高いものである場合、ホスト材料は無置換若しくは分岐アルキル基であると、作製された
素子は耐久性が向上した。一方、特定燐光性金属錯体の置換基がかさ高くない場合、ホス
ト材料は嵩高い置換基若しくは分岐アルキル基であるとより、耐久性が高く、純度が良化
した。
【０４１４】
実施例４［実施例４－１～４－１９、比較例４－１、参考例４－１～４－３］
　発光材料、ホスト材料、及び隣接層材料に用いた化合物を表４に記載のものに変更した
以外は比較例１－１と同様に素子を作製し、実施例１と同様に評価した。発光層全体の質
量（発光層内に含まれる発光材料とホスト材料の質量の総和）と発光層内に含まれるアル
キル置換基の質量の比を「発光層内アルキル基質量比」として記載する。各素子とも、用
いた発光材料に由来するりん光発光が得られた。得られた結果を表４にまとめた。なお、
輝度半減時間は、比較例１－１の素子の値を１００とし、これを基準とした相対値で示し
ている。また、発光層内アルキル基質量比は以下の式から算出される。
【０４１５】
【数２】

【０４１６】
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【０４１７】
　上記結果から明らかなように、発光層内アルキル基質量比が適切な範囲の場合、作製さ
れた素子は外部量子効率が高く、駆動電圧が低く、かつ耐久性が向上した。また、色純度
が良化し、青色発光素子として好ましい色度に出来た。前記一般式（１）で表される化合
物（ホスト材料）の置換基の炭素数と、発光層内アルキル基質量比が、少ないと素子耐久
性の面で劣り、大きすぎると、駆動電圧が上昇し、耐久性が低下する事がわかった。
【０４１８】
　上記結果から明らかなように、発光層に用いた特定燐光性金属錯体における置換基が嵩
高いものである場合、ホスト材料は無置換であると、作製された素子は外部量子効率が高
く、駆動電圧が低く、かつ耐久性が向上した。また、色純度が良化し、青色発光素子とし
て好ましい色度に出来た。
【０４１９】
〔参考例〕
　［参考例５－１～５－３１］
　発光材料、ホスト材料、及び隣接層材料に用いた化合物を表５に記載のものに変更した
以外は比較例１－１と同様に素子を作製し、実施例１と同様に評価した。各素子とも、用
いた発光材料に由来するりん光発光が得られた。評価結果を表５に示す。
【０４２０】
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【表１１】

【０４２１】
　［実施例６－１～６－３０］
　発光材料及びホスト材料に用いた化合物を表６に記載のものに変更した以外は比較例２
－１と同様に素子を作製し、実施例１と同様に評価した。各素子とも、用いた発光材料に
由来するりん光発光が得られた。評価結果を表６に示す。
【０４２２】
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【表１２】

【０４２３】
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【化１０４】

【０４２４】
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【化１０５】

【０４２５】
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【化１０６】

【０４２６】
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【化１０７】

【０４２７】
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【化１０８】

【０４２８】
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【化１０９】

【０４２９】
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【化１１０】

【０４３０】
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【化１１１】

【０４３１】
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【化１１２】

【０４３２】
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【化１１３】

【０４３３】
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【化１１４】

【符号の説明】
【０４３４】
２・・・基板
３・・・陽極
４・・・正孔注入層
５・・・正孔輸送層
６・・・発光層
７・・・正孔ブロック層
８・・・電子輸送層
９・・・陰極
１０・・・有機電界発光素子（有機ＥＬ素子）
１１・・・有機層
１２・・・保護層
１４・・・接着層
１６・・・封止容器
２０・・・発光装置
３０・・・光散乱部材
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３０Ａ・・・光入射面
３０Ｂ・・・光出射面
３２・・・微粒子
４０・・・照明装置

【図１】

【図２】

【図３】
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