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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一対の電極間に配置された発光層と、該発光層と直接に接する少なくとも一
つの正孔阻止層を有する有機電界燐光発光素子であって、該正孔阻止層として少なくとも
１種の式（Ｆ１１）で表され、且つ分子量が３４０以上である化合物を用いる有機電界燐
光発光素子。

【化１】

　［式中、Ａｎｔはｔ価のアントラセン環であり、ｔは２～４の整数であり、各Ａは独立
に、下記（ａ１）～（ａ４）の何れかである：
　（ａ１）置換若しくは非置換のフェニルであって、置換基がフェニル、ビフェニル、タ
ーフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナン
トリル、またはフルオレニルであり；
　（ａ２）置換フェニルであって、置換基がピリジルであり；
　（ａ３）置換若しくは非置換のナフチル、置換若しくは非置換のアントリルまたは置換
若しくは非置換のフェナントリルであって、置換基がフェニル、ビフェニル、ターフェニ
ル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、
またはフルオレニルであり；
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　（ａ４）置換ナフチル、置換アントリルまたは置換フェナントリルであって、置換基が
ピリジルである］
【請求項２】
　２個のＡがＡｎｔの９及び１０位に結合している請求項１に記載の有機電界燐光発光素
子。
【請求項３】
　ｔ＝３である請求項１に記載の有機電界燐光発光素子。
【請求項４】
　ｔ＝４である請求項１に記載の有機電界燐光発光素子。
【請求項５】
　式（Ｆ１１）において、ｔ＝２であり、一方のＡが置換フェニルであり、その置換フェ
ニルはフェニルの水素の任意に選択された少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、ター
フェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナント
リル及びフルオレニルから選択される少なくとも１種の基で置換されている基であり、他
方のＡがフェニル、ナフチル、アントリル若しくはフェナントリルであるか、またはこれ
らの基から選択された１つの基の水素の任意に選択された少なくとも１個がフェニル、ビ
フェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリ
ル、フェナントリル及びフルオレニルから選択される少なくとも１種の基で置換されてい
る基である請求項１に記載の有機電界燐光発光素子。
【請求項６】
　式（Ｆ１１）において、ｔ＝２であり、一方のＡがナフチル、アントリル若しくはフェ
ナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択され
た少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニ
ルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル及びフルオレニルから選択される少
なくとも１種の基で置換されている基であり、他方のＡがフェニル、ナフチル、アントリ
ル若しくはフェナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の
任意に選択された少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテ
ニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル及びフルオレニルか
ら選択される少なくとも１種の基で置換されている基である請求項１に記載の有機電界燐
光発光素子。
【請求項７】
　置換基の数が１～３個である請求項５または６に記載の有機電界燐光発光素子。
【請求項８】
　アントラセン環の置換基の位置が９位及び１０位である請求項５～７の何れか１項に記
載の有機電界燐光発光素子。
【請求項９】
　式（Ｆ１１）において、ｔ＝３であり、一つのＡが置換フェニルであり、その置換フェ
ニルはフェニルの水素の任意に選択された少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、ター
フェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナント
リル及びフルオレニルから選択される少なくとも１種の基で置換されて得られる基であり
、他の二つのＡが独立にフェニル、ナフチル、アントリル若しくはフェナントリルである
か、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択された少なくとも１個
がフェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフ
チル、アントリル、フェナントリル及びフルオレニルから選択される少なくとも１種の基
で置換されている基である請求項１に記載の有機電界燐光発光素子。
【請求項１０】
　式（Ｆ１１）において、ｔ＝３であり、一つのＡがナフチル、アントリル若しくはフェ
ナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択され
た少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニ
ルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル及びフルオレニルから選択される少
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なくとも１種の基で置換されている基であり、他の二つのＡが独立にフェニル、ナフチル
、アントリル若しくはフェナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの
基の水素の任意に選択された少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、ターフェニル、フ
ェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル及びフル
オレニルから選択される少なくとも１種の基で置換されている基である請求項１に記載の
有機電界燐光発光素子。
【請求項１１】
　置換基の数が１～３個である請求項９または１０に記載の有機電界燐光発光素子。
【請求項１２】
　アントラセン環の置換基の位置が９位及び１０位である請求項９～１１の何れか１項に
記載の有機電界燐光発光素子。
【請求項１３】
　少なくとも一対の電極間に配置された電子輸送層、正孔阻止層、発光層、正孔輸送層及
び正孔注入層を有する請求項１に記載の有機電界燐光発光素子。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光素子に関し、より詳しくは燐光を利用した高輝度で長寿命の有
機電界発光素子（以下、燐光発光素子と略記する）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多層積層構造からなる燐光発光素子は既に知られている（特許文献１参照）。蛍光のみ
を利用して発光させる場合、励起一重項状態を利用するため、内部量子効率の理論上の限
界値は２５％であるが、燐光発光素子は三重項状態の励起エネルギーが発光に寄与するた
め、内部量子効率の理論的限界値は１００％と考えられている。従って、燐光発光素子は
発光効率、即ち、駆動電流密度に対する発光輝度の比率を向上させることができるため、
蛍光発光素子に比べて優れている。
【０００３】
　また、有機電界発光素子の発光効率の向上と駆動安定性の向上を両立させるために、発
光層と陰極の間に、発光層からの正孔の移動を制限する正孔阻止層を設けることが提案さ
れている。この正孔阻止層によって正孔を発光層中に蓄積させ、電子との再結合確率を向
上させ、発光の高効率化を達成することができる。正孔阻止材料としてフェナントロリン
誘導体（特許文献２参照）、トリアゾール誘導体（特許文献３参照）が有効であると報告
されている。また、燐光発光素子においてもフェナントロリン誘導体（非特許文献１参照
）やＢＡｌｑ等のアルミキレート（非特許文献２参照）が正孔阻止層として用いられてい
る。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第６０９７１４７号明細書
【特許文献２】特開平１０－７９２９７号公報
【特許文献３】特開平１０－２３３２８４号公報
【非特許文献１】Ａｐｐｌ.Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．７５，４（１９９９）
【非特許文献２】Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ、Ｖｏｌ．４１０５，Ｐ１７５－１８２（２０００
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、これらの正孔阻止材料を燐光発光素子に用いても、必ずしも十分な発光
効率と長寿命を有する燐光発光素子は得られていない。フェナントロリン誘導体を用いた
場合、燐光発光素子の効率は高まるが、駆動安定性は低いとされている。一方、ＢＡｌｑ
を用いると、駆動安定性は高まるが、効率は低下する傾向にあり、駆動安定性と効率の向
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上の両立が望まれている。本発明は、正孔阻止層に特定の化合物を用いることにより、上
述した課題を解決し、発光効率が大きく、長寿命の燐光発光素子を与えることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者等は鋭意検討を続けた結果、正孔阻止材料として蛍光青色発光材料として用い
ることができる化合物、特に特定のアントラセン誘導体を用いることにより、上述した課
題を解決することが可能であることをみいだし本発明に到達した。即ち、本発明は下記の
構成よりなる。
【０００７】
１．少なくとも一対の電極間に配置された発光層と、該発光層と直接に接する少なくとも
一つの正孔阻止層を有する燐光発光素子であって、該正孔阻止層として蛍光の青色発光ホ
スト材料として用いることができる化合物を用いることを特徴とする燐光発光素子。
【０００８】
２．少なくとも一対の電極間に配置された電子輸送層、正孔阻止層、発光層、正孔輸送層
及び正孔注入層を有する項１に記載の燐光発光素子。
【０００９】
３．青色発光ホスト材料として用いることができる化合物が少なくとも１種の式（Ｆ１１
）で表され、且つ分子量が３４０以上である化合物である項１または２に記載の燐光発光
素子。
【化１】

【００１０】
　ここで、Ａｎｔはｔ価のアントラセン環であり、ｔは１～１０の整数であり、各Ａは独
立に、下記（ａ１）～（ａ６）の何れかである。ただし、（ａ６）は（ａ１）～（ａ５）
のうちの少なくとも１つの基と共存するものとする。
（ａ１）炭素数６～１３０の置換若しくは非置換の非縮合環式炭化水素基であって、置換
基が複素環式基を含まない１価の基
（ａ２）炭素数６～１３０の置換非縮合環式炭化水素基であって、置換基が複素環式基を
含む１価の基
（ａ３）炭素数１０～１３０の置換若しくは非置換の縮合環式炭化水素基であって、置換
基が複素環式基を含まない１価の基
（ａ４）炭素数１０～１３０の置換縮合環式炭化水素基であって、置換基が複素環式基を
含む１価の基
（ａ５）１価の炭素数１～１３０の置換若しくは非置換の複素環式基であって、アントラ
セン環に直結する原子が窒素原子以外の原子である複素環式基
（ａ６）１価の炭素数１～５０の非環式炭化水素基
【００１１】
４．式（Ｆ１１）において、少なくとも１つのＡが、（ａ１）で示される基である、項３
に記載の燐光発光素子。
【００１２】
５．式（Ｆ１１）において、少なくとも１つのＡが、（ａ２）で示される基である、項３
に記載の燐光発光素子。
【００１３】
６．式（Ｆ１１）において、少なくとも１つのＡが、（ａ３）で示される基である、項３
に記載の燐光発光素子。
【００１４】
７．式（Ｆ１１）において、少なくとも１つのＡが、（ａ４）で示される基である、項３
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【００１５】
８．式（Ｆ１１）において、少なくとも１つのＡが、（ａ５）で示される基である、項３
に記載の燐光発光素子。
【００１６】
９．式（Ｆ１１）において、少なくとも１つのＡが、（ａ６）で示される基であり、少な
くとも１つのＡが（ａ１）～（ａ５）で示される基の何れかである項３に記載の燐光発光
素子。
【００１７】
１０．（ａ１）が１～１０個の置換若しくは非置換のベンゼン環を含む基である項４に記
載の燐光発光素子。
【００１８】
１１．（ａ３）が置換若しくは非置換のナフタレン環、アントラセン環、フェナントロレ
ン環、ピレン環、およびフルオレン環から選択される１～１０個の環を含む基である項６
に記載の燐光発光素子。
【００１９】
１２．（ａ５）が置換若しくは非置換の下記複素環から選択される１～１０個の環を含む
基である項８に記載の燐光発光素子。
【化２】

　ここで、Ｒは水素、炭素数１～６のアルキル、炭素数６～１８のアリールである。
【００２０】
１３．Ａの置換基が置換若しくは非置換のベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、
フェナントロレン環、ピレン環、、フルオレン環、及び置換若しくは非置換の下記環
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【化３】

　ここで、Ｒは水素、炭素数１～６のアルキル、炭素数６～１８のアリールである。
　並びにフェニルエテニル及びジフェニルエテニルから選択される１～１０個の環または
基を含む基である項１０～１２の何れか１項に記載の燐光発光素子。
【００２１】
１４．Ａの置換基の置換基が、炭素数１～１２のアルキルであって、このアルキルにおけ
る任意のメチレンが－Ｏ－で置き換えられてもよく、１位のメチレン以外の任意のメチレ
ンは炭素数６～１２のアリーレンまたは炭素数３～１２のシクロアルキレンで置き換えら
れてもよい基である項１０～１２の何れか１項に記載の燐光発光素子。
【００２２】
１５．Ａの置換基の置換基が、炭素数１～１２のアルキル、フェニルエテニルまたはジフ
ェニルエテニルであって、このアルキルにおける任意のメチレンが－Ｏ－で置き換えられ
てもよく、１位のメチレン以外の任意のメチレンは炭素数６～１２のアリーレンまたは炭
素数３～１２のシクロアルキレンで置き換えられてもよい基である項１３に記載の燐光発
光素子。
【００２３】
１６．Ａが（ａ１）、（ａ２）、（ａ３）、（ａ４）、（ａ５）及び（ａ６）から選択さ
れる少なくとも２種の基からなる項３～１５の何れか１項に記載の燐光発光素子。
【００２４】
１７．Ａが（ａ１）のみからなる項４または１０に記載の燐光発光素子。
【００２５】
１８．Ａが（ａ３）のみからなる項６または１１に記載の燐光発光素子。
【００２６】
１９．Ａが（ａ１）と（ａ３）のみからなる項４、６、１０、１１または１６に記載の燐
光発光素子。
【００２７】
２０．２個のＡがＡｎｔの９及び１０位に結合している項３～１９の何れか１項に記載の
燐光発光素子。
【００２８】
２１．ｔ＝２である項３～２０の何れか１項に記載の燐光発光素子。
【００２９】
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２２．ｔ＝３である項３～２０の何れか１項に記載の燐光発光素子。
【００３０】
２３．ｔ＝４～１０である項３～２０の何れか１項に記載の燐光発光素子。
【００３１】
２４．式（Ｆ１１）において、ｔ＝１であり、Ａが置換フェニルであり、その置換フェニ
ルはフェニルの水素の任意に選択された少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、ターフ
ェニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、
ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択さ
れる少なくとも１種の基で置換されている基である項３に記載の燐光発光素子。
【００３２】
２５．式（Ｆ１１）において、ｔ＝１であり、Ａがナフチル、アントリル若しくはフェナ
ントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択された
少なくとも１個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェ
ニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、
フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾ
イミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基で置換さ
れている基である項３に記載の燐光発光素子。
【００３３】
２６．置換基の数が１～３個である項２４または２５に記載の燐光発光素子。
【００３４】
２７．式（Ｆ１１）において、ｔ＝１であり、Ａが置換フェニルであり、その置換フェニ
ルはフェニルの水素の任意に選択された４個がフェニル、ビフェニル、ターフェニル、ナ
フチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、
カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なく
とも１種の基で置換されている基である項３に記載の燐光発光素子。
【００３５】
２８．式（Ｆ１１）において、ｔ＝１であり、Ａがナフチル、アントリルまたはフェナン
トリルから選択された１つの基の水素の任意に選択された４個がメチル、エチル、ｔ－ブ
チル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、
ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル
、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニ
ルから選択される少なくとも１種の基で置換されている基である項３に記載の燐光発光素
子。
【００３６】
２９．アントラセン環の置換基の位置が９位または１０位である項２４～２８の何れか１
項に記載の燐光発光素子。
【００３７】
３０．式（Ｆ１１）において、ｔ＝２であり、一方のＡが置換フェニルであり、その置換
フェニルはフェニルの水素の任意に選択された少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、
ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナ
ントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダ
ゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基で置換されて得
られる基であり、他方のＡがフェニル、ナフチル、アントリル若しくはフェナントリルで
あるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択された少なくとも
１個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェニル、ター
フェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナント
リル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾー
ル、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基で置換されている基
である項３に記載の燐光発光素子。
【００３８】
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３１．式（Ｆ１１）において、ｔ＝２であり、一方のＡがナフチル、アントリル若しくは
フェナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択
された少なくとも１個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、
ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アント
リル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、
ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基で
置換されている基であり、他方のＡがフェニル、ナフチル、アントリル若しくはフェナン
トリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択された少
なくとも１個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェニ
ル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フ
ェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイ
ミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基で置換され
ている基である項３に記載の燐光発光素子。
【００３９】
３２．置換基の数が１～３個である項３０または３１に記載の燐光発光素子。
【００４０】
３３．式（Ｆ１１）において、ｔ＝２であり、一方のＡが置換フェニルであり、その置換
フェニルはフェニルの水素の任意に選択された４個がフェニル、ビフェニル、ターフェニ
ル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリ
ジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される
少なくとも１種の基で置換されている基であり、他方のＡがフェニル、ナフチル、アント
リル若しくはフェナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素
の任意に選択された１～４個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェ
ニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、
アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾ
リル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種
の基で置換されている基である項３に記載の燐光発光素子。
【００４１】
３４．式（Ｆ１１）において、ｔ＝２であり、一方のＡがナフチル、アントリルまたはフ
ェナントリルから選択された１つの基の水素の任意に選択された４個がメチル、エチル、
ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテ
ニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピ
レニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキ
サリニルから選択される少なくとも１種の基で置換されている基であり、他方のＡがフェ
ニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル若しくはピリジルであるか、またはこれら
の基から選択された１つの基の水素の任意に選択された１～４個がメチル、エチル、ｔ－
ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル
、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニ
ル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリ
ニルから選択される少なくとも１種の基で置換されている基である項３に記載の燐光発光
素子。
【００４２】
３５．アントラセン環の置換基の位置が９位及び１０位である項３０～３４の何れか１項
に記載の燐光発光素子。
【００４３】
３６．式（Ｆ１１）において、ｔ＝３であり、一つのＡが置換フェニルであり、その置換
フェニルはフェニルの水素の任意に選択された少なくとも１個がフェニル、ビフェニル、
ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナ
ントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダ
ゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基で置換されて得
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られる基であり、他の二つのＡが独立にフェニル、ナフチル、アントリル若しくはフェナ
ントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択された
少なくとも１個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェ
ニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、
フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾ
イミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基で置換さ
れている基である項３に記載の燐光発光素子。
【００４４】
３７．式（Ｆ１１）において、ｔ＝３であり、一つのＡがナフチル、アントリル若しくは
フェナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選択
された少なくとも１個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、
ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アント
リル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、
ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基で
置換されている基であり、他の二つのＡが独立にフェニル、ナフチル、アントリル若しく
はフェナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つの基の水素の任意に選
択された少なくとも１個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル
、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アン
トリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル
、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少なくとも１種の基
で置換されている基である項３に記載の燐光発光素子。
【００４５】
３８．置換基の数が１～３個である項３６または３７に記載の燐光発光素子。
【００４６】
３９．式（Ｆ１１）において、ｔ＝３であり、一つのＡが置換フェニルであり、その置換
フェニルはフェニルの水素の任意に選択された４個がフェニル、ビフェニル、ターフェニ
ル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリ
ジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される
少なくとも１種の基で置換されている基であり、他の二つのＡが独立にフェニル、ナフチ
ル、アントリル若しくはフェナントリルであるか、またはこれらの基から選択された１つ
の基の水素の任意に選択された１～４個がメチル、エチル、ｔ－ブチル、メトキシ、エト
キシ、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、
ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニル、ベンジル、ピリジル
、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリニルから選択される少な
くとも１種の基で置換されている基である項３に記載の燐光発光素子。
【００４７】
４０．式（Ｆ１１）において、ｔ＝３であり、一つのＡがナフチル、アントリルまたはフ
ェナントリルから選択された１つの基の水素の任意に選択された４個がメチル、エチル、
ｔ－ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテ
ニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピ
レニル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキ
サリニルから選択される少なくとも１種の基で置換されている基であり、他の二つのＡが
独立にフェニル、ナフチル、アントリル若しくはフェナントリルであるか、またはこれら
の基から選択された１つの基の水素の任意に選択された１～４個がメチル、エチル、ｔ－
ブチル、メトキシ、エトキシ、フェニル、ビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル
、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニル、ピレニ
ル、ベンジル、ピリジル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾール、キノリル及びキノキサリ
ニルから選択される少なくとも１種の基で置換されている基である項３に記載の燐光発光
素子。
【００４８】
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４１．アントラセン環の置換基の位置が９位及び１０位である項３６～４０の何れか１項
に記載の燐光発光素子。
【００４９】
４２．２個のＡの各々が１または２個の置換基を有し、その置換基が独立にビフェニル、
ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナ
ントリル、フルオレニルまたはピレニルである項３０～３５の何れか１項に記載の燐光発
光素子。
【００５０】
４３．３個のＡの各々が１または２個の置換基を有し、その置換基が独立にビフェニル、
ターフェニル、フェニルエテニル、ジフェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナ
ントリル、フルオレニルまたはピレニルである項３６～４１の何れか１項に記載の燐光発
光素子。
【００５１】
４４．式（Ｆ１１）において、ｔ＝２であり、２個のＡの各々が１または２個の置換基を
有し、Ａが独立にフェニル、ナフチル、アンスリル、フェナンスリル、フルオレニルまた
はピレニルであり、置換基が独立にビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフ
ェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニルまたはピレニル
である項３に記載の燐光発光素子。
【００５２】
４５．式（Ｆ１１）において、ｔ＝３であり、３個のＡの各々が１または２個の置換基を
有し、Ａが独立にフェニル、ナフチル、アンスリル、フェナンスリル、フルオレニルまた
はピレニルであり、置換基が独立にビフェニル、ターフェニル、フェニルエテニル、ジフ
ェニルエテニル、ナフチル、アントリル、フェナントリル、フルオレニルまたはピレニル
である項３に記載の燐光発光素子。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明は正孔阻止層に青色発光材料、特に特定の構造を有するアントラセン誘導体を用
いることにより発光効率が大きく、長寿命の燐光発光素子を与えることを可能にした。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　本発明の燐光発光素子は、少なくとも一対の電極間に配置された発光層と、これと直接
に接する少なくとも一つの正孔阻止層を有する燐光発光素子であって、好ましくは陰極、
電子輸送層、正孔阻止層、発光層、正孔輸送層、正孔注入層及び陽極の順に積層された燐
光発光素子である。
【００５５】
　本発明は、上述した正孔阻止層に蛍光の青色発光ホスト材料として用いることができる
化合物、特に、前記式（Ｆ１１）で表されるアントラセン誘導体を含有させることを特徴
とする。
　式（Ｆ１１）で表されるアントラセン誘導体は置換基Ａによって１～１０個の置換基を
有することができる。Ａは（ａ１）～（ａ６）の６種類の基に大別される。これらのうち
（ａ１）～（ａ５）は環式基であり、（ａ６）のみは非環式炭化水素基である。しかし、
（ａ６）は必ず（ａ１）～（ａ５）のうちの少なくとも１つの基とともに存在するために
アントラセン環の置換基の少なくとも１つは環式炭化水素基である。
【００５６】
　（ａ１）は炭素数６～１３０の置換若しくは非置換の非縮合環式炭化水素基である。非
縮合環式炭化水素基としては置換若しくは非置換のベンゼン環、シクロアルカン環、架橋
環式炭化水素等がある。これらの内でベンゼン環が好ましい。アントラセン環に直結する
基は更に置換基を持つことができる。それらの置換基としては複素環式基以外には制約は
ない。（ａ１）としての炭素数が６～１３０の範囲に入りさえすればよい。従って、上述
した非縮合環式炭化水素基、後述する縮合環式炭化水素基または後述する非環式炭化水素
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基（複素環式基を含む場合を除く）でもよい。その置換基が更に置換基を持ってもよい。
また、複数の置換基を持ってもよい。この様な思想は特に断らなくても（ａ１）～（ａ６
）に共通するものである。
【００５７】
　さらに炭素数６～１３０の置換若しくは非置換の非縮合環式炭化水素基の好ましい具体
例としてはフェニル、ｏ－トリル、ｍ－トリル、ｐ－トリル、２－ビフェニルイル、３－
ビフェニルイル、４－ビフェニルイル、２，４－ジメチルフェニル、２，６－ジメチルフ
ェニル、２，４，６－トリメチルフェニル、４－ｔ－ブチルフェニル、２，４－ジｔ－ブ
チルフェニル、２，４，６－トリｔ－ブチルフェニル、4－シクロヘキシルフェニル、３
－（２－フェニルエテニル）フェニル、４－（２―フェニルエテニル）フェニル、３－（
２，２-ジフェニルエテニル）フェニル、４－（２，２-ジフェニルエテニル）フェニル、
ｍ－ターフェニル－２’－イル、ｍ－ターフェニル－４’－イル、ｍ－ターフェニル－５
’－イル、ｏ－ターフェニル－３’－イル、ｏ－ターフェニル－４’－イル、ｐ－ターフ
ェニル－２’－イル、ｍ－タ－フェニル－２－イル、ｍ－ターフェニル－３－イル、ｍ－
ターフェニル－４－イル、ｏ－ターフェニル－２－イル、ｏ－ターフェニル－３－イル、
ｏ－ターフェニル－４－イル、ｐ－ターフェニル－２－イル、ｐ－ターフェニル－３－イ
ル、ｐ－ターフェニル－４－イル、５’－フェニル－ｍ－ターフェニル－２－イル、５’
－フェニル－ｍ－ターフェニル－３－イル、５’－フェニル－ｍ－ターフェニル－４－イ
ル、ｍ－クアテルフェニル、３，５－ジ（１－ナフチル）－フェニル、３，５－ジ（２－
ナフチル）－フェニル等である。
【００５８】
　（ａ２）は（ａ１）が置換基として後述する複素環式基を有する場合である。置換基と
しての複素環式基が必須であって、置換基として複素環式基以外に非縮合環式炭化水素基
、縮合環式炭化水素基及び非環式炭化水素基の何れを有してもよい。ただアントラセン環
に直結する基は（ａ１）の場合と同様に非縮合環式炭化水素基が必須である。複素環式基
としては任意の複素環式基を用いることができるが、好ましくは式ＨＴ－１～ＨＴ－８で
表される８つの環を挙げることができる。
【００５９】
　さらに複素環式基における好ましい具体例としては４－メチル―１，２，４－トリアゾ
ール－３－イル、４－フェニル―１，２，４－トリアゾール－３－イル、５－フェニル-
１，２，４－オキサジアゾール－２－イル、５－（４－ビフェニル）-１，２，４－オキ
サジアゾール－２－イル、３－メチル－ベンゾイミダゾール－２－イル、３－フェニル－
ベンゾイミダゾール－２－イル、２－ピリジル、３－ピリジル、４－ピリジル、２－キノ
リル、３－キノリル、４－キノリル、５－キノリル、６－キノリル、７－キノリル、８－
キノリル、２－キノキサリニル、５－キノキサリニル、６－キノキサリニル、１－カルバ
ゾリル、２－カルバゾリル、３－カルバゾリル、４－カルバゾリル、９－カルバゾリル、
１－ジベンゾチエニル、２－ジベンゾチエニル、３－ジベンゾチエニル、４－ベンゾチエ
ニル等が挙げられる。
【００６０】
（ａ３）は炭素数１０～１３０の置換若しくは非置換の縮合環式炭化水素基である。縮合
環式炭化水素基としては任意の縮合環式炭化水素環を用いることができるが、好ましくは
置換若しくは非置換のナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環、ピレン環、フ
ルオレン環等を挙げることができる。これらの基はアントラセン環に直結する基の置換基
としても用いることができる。それ以外の置換基として非縮合環式炭化水素基（ただし、
複素環式基を含む場合を除く）を挙げることができる。
【００６１】
　さらに炭素数１０～１３０の置換若しくは非置換の縮合環式炭化水素基の好ましい具体
例は、１－ナフチル、２－ナフチル、１－アントリル、２－アントリル、９－アントリル
、１－フェナントリル、２－フェナントリル、３－フェナントリル、４－フェナントリル
、９－フェナントリル、１－ピレニル、２－ピレニル、４－ピレニル、２－フルオレニル
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、４－メチル－１－ナフチル、４－ｔ－ブチル－１－ナフチル、６－メチル－２－ナフチ
ル、６－ｔ－ブチル－２－ナフチル、４－メチル－１－アントリル、４－ｔ－ブチル－１
－アントリル、１０－メチル－９－アントリル、１０－ｔ－ブチル－９－アントリル、９
，９－ジメチル－２－フルオレニル、４－フェニル－１－ナフチル、６－フェニル－２－
ナフチル、６－（２－ナフチル）－２－ナフチル、６－（１－ナフチル）－２－ナフチル
、４－（２－ナフチル）－１－ナフチル、４－（１－ナフチル）－１－ナフチル、９，９
－ジフェニル－２－フルオレニル等である。
　また置換基として用いられる非縮合環式炭化水素基は（ａ１）で述べた基が好ましく用
いられる。
【００６２】
　（ａ４）はアントラセン環に直結する基は（ａ３）の場合と同様であるが、その置換基
として複素環式基、非縮合環式炭化水素基、縮合環式炭化水素基及び非環式炭化水素基の
何れを有してもよい。複素環式基、非縮合環式炭化水素基及び縮合環式炭化水素基の好適
な具体例は（ａ１）～（ａ３）で挙げられたとおりであり、非環式炭化水素基の好適な具
体例は後述する。
【００６３】
　（ａ５）は炭素数１～１３０の置換若しくは非置換の複素環式基であって、アントラセ
ン環に直結する原子が窒素原子以外の原子である複素環式基である。アントラセン直結基
としては以上の制約以外に複素環としての制約は特にないが、好ましくは（ａ２）で挙げ
られた環である。更に、これらの基の置換基としては非縮合環式炭化水素基、複素環式基
及び非環式炭化水素基から選択される。これらの基の好適な具体例としては（ａ１）から
（ａ３）で挙げられた基を例示することができる。
【００６４】
　（ａ６）は炭素数が１～５０の非環式炭化水素基である。非環式とはアントラセン環に
直結する原子が環式基を構成する原子ではないということであり、その連鎖の途中に環式
基があってもよい。従って、アルキル、アルキレンのみならず、アラルキルでもよいし、
シクロアルキル環を含んでいてもよい。更に任意のメチレンは－Ｏ－で置き換えてもよい
。１位のメチレン以外の任意のメチレンはフェニレンまたはシクロアルキレンで置き換え
られてもよい。また、フェニルエテニルまたはジフェニルエテニル等の二重結合含有基で
あってもよい。非環式炭化水素基として、好ましくは炭素数１～１２のアルキルであり、
このアルキルにおける任意のメチレンが－Ｏ－で置き換えられてもよく、１位のメチレン
以外の任意のメチレンは炭素数６～１２のアリーレンまたは炭素数３～１２のシクロアル
キレンで置き換えられてもよく、並びにフェニルエテニル及びジフェニルエテニルである
。
【００６５】
　またこれらの基の置換基としては非縮合環式炭化水素基、複素環式基及び非環式炭化水
素基から選択される。これらの基の好適な具体例として、（ａ１）～（ａ３）で挙げられ
た基を例示することができる。
【００６６】
　さらに好ましい炭素数が１～５０の非環式炭化水素基の具体例は、メチル、エチル、ノ
ルマルプロピル、イソプロピル、ノルマルブチル、ｔ－ブチル、２―フェニルエテニル、
２，２―フェニルエテニル、ベンジル、ジフェニルメチル、ジメチルベンジル、メトキシ
、エトキシ、フェノキシ、ｏ－トリルオキシ、ｍ－トリルオキシ、ｐ－トリルオキシ、１
－ナフトキシ、２－ナフトキシ、２，４－ジメチルフェノキシ、２，６－ジメチルフェノ
キシ、２，４，６－トリメチルフェノキシ、４－ｔ－ブチルフェノキシ、２，４－ジｔ－
ブチルフェノキシ、２，４，６－トリｔ－ブチルフェノキシ、２－フェニルエトキシ、２
－（４－メチルフェニル）エトキシ、シクロプロピル、シクロブチル、シクロぺンチル、
シクロヘキシル等である。
【００６７】
　アントラセン環直結基と前述したその置換基は単結合によって連結される。また、置換
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及び複素環式基が上述した一定の制約のもと縦横に単結合を介して連結することによって
式（Ｆ１１）のＡが形成される。Ａは１～１０個である。複数のＡが存在する場合には互
いに同一でも、異なってもよい。アントラセン環には置換可能な位置は１～１０位まであ
るが、置換基の位置は特に限定されない。
【００６８】
　本発明で用いられるアントラセン誘導体の具体例を以下に例示する。
【００６９】
【化４】

【００７０】
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【００７１】
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【化６】

【００７２】
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【化７】

【００７３】
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【化８】

【００７４】
【化９】

【００７５】
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【００７６】



(19) JP 4829486 B2 2011.12.7

10

20

30

【化１１】

【００７７】
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【化１２】

【００７８】
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【化１３】

【００７９】
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【化１４】

【００８０】
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【化１５】

【００８１】

【化１６】

【００８２】
【化１７】

【００８３】
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【００８４】
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【化１９】

【００８５】
【化２０】
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【００８６】
【化２１】

【００８７】
【化２２】

【００８８】
【化２３】

　上記の具体例の中でも化合物（3）、（6）、（8）、（10）、（12）、（16）、（20）
、（23）、（32）、（36）、（42）、（43）、（52）、（53）、（62）、（64）および（
71）が好ましい。
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【００８９】
　本発明で用いられるアントラセン誘導体は、鈴木カップリング反応のような既知の合成
法を利用して合成することができる。鈴木カップリング反応は、塩基の存在下パラジウム
触媒を用いて、芳香族ハライドと芳香族ボロン酸とをカップリングする方法である。その
１例として式（8）で表される化合物の反応例を以下に示す。
【００９０】
【化２４】

【００９１】
　この反応で用いられるパラジウム触媒の具体例は、Ｐｄ（ＰＰｈ3）4、ＰｄＣｌ2（Ｐ
Ｐｈ3）2、Ｐｄ（ＯＡｃ）2等である。この反応で用いられる塩基の具体例は、炭酸ナト
リウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム、水酸化バリウム、ナトリウムエトキシド、ナトリウムｔ－ブトキシド、酢酸ナ
トリウム、リン酸三カリウム、フッ化カリウム等である。さらに、この反応で用いられる
溶媒の具体例は、ベンゼン、トルエン、キシレン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、テト
ラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ｔ－ブチルメチルエ－テル、１，４－ジオキサン、
メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等である。これらの溶媒は、反応させ
る芳香族ハライドおよび芳香族ボロン酸の構造に応じて適宜選択できる。溶媒は単独で用
いてもよく、混合溶媒として用いてもよい。
【００９２】
　本発明の燐光発光素子に使用される発光層はホスト材料と燐光を放射するドーパントと
からなる。ホスト材料およびドーパントとしては、化学工業２００４年６月号１３ページ
および、それにあげられた参考文献などに記載された化合物などが挙げられる。
【００９３】
　本発明の燐光発光素子に使用される正孔注入材料および正孔輸送材料については、光導
電材料において、正孔の電荷輸送材料として従来から慣用されている化合物、ｐ型半導体
、有機電界発光素子の正孔注入層および正孔輸送層に使用されている公知のものの中から
任意のものを選択して用いることができる。それらの具体例は、カルバゾール誘導体（Ｎ
－フェニルカルバゾール、ポリビニルカルバゾール等）、トリアリールアミン誘導体（芳
香族第３級アミンを主鎖あるいは側鎖に持つポリマー、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリ
ルアミノフェニル）シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ジ（３－メチル
フェニル）－４，４’－ジアミノビフェニル、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ジナフ
チル－４，４’－ジアミノビフェニル（以下、ＮＰＤと略記する。）、４，４’，４”－
トリス｛Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ｝トリフェニルアミン、スタ
ーバーストアミン誘導体等）、スチルベン誘導体、フタロシアニン誘導体（無金属、銅フ



(28) JP 4829486 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

タロシアニン等）、ポリシラン等である。
【００９４】
　本発明の燐光発光素子に使用される電子輸送材料および電子注入材料は、光導電材料に
おいて電子伝達化合物として従来から慣用されている化合物、有機電界発光素子の電子注
入層および電子輸送層に使用されている公知の化合物の中から任意に選択して用いること
ができる。
【００９５】
　このような電子伝達化合物の具体例として、ピリジン誘導体、フェナントロリン誘導体
、ジフェニルキノン誘導体、ペリレン誘導体、オキサジアゾール誘導体、チオフェン誘導
体、トリアゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、オキシン誘導体の金属錯体、キノリノ
ール系金属錯体、キノキサリン誘導体、キノキサリン誘導体のポリマー、ベンザゾール類
化合物、ガリウム錯体、ピラゾール誘導体、パーフルオロ化フェニレン誘導体、トリアジ
ン誘導体、ピラジン誘導体、ベンゾキノリン誘導体、イミダゾピリジン誘導体、ボラン誘
導体等である。
【００９６】
　中でもピリジン誘導体（例えば、２，５－ビス（６’－（２’，２”－ビピリジル））
－１，１－ジメチル－３，４－ジフェニルシロール（以下、ＰｙＰｙＳＰｙＰｙと略記す
る）、９，１０－ジ（２’，２”－ビピリジル）アントラセン、２，５－ジ（２’，２”
－ビピリジル）チオフェン、２，５－ジ（３’，２”－ビピリジル）チオフェン、６’６
”－ジ（２－ピリジル）２，２’：４’，３”：２”，２”－クアテルピリジン等）、フ
ェナントロリン誘導体（例えば、４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン、２
，９－ジメチルー４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン、９，１０－ジ（１
，１０－フェナントロリン－２－イル）アントラセン、２，６－ジ（１，１０－フェナン
トロリン－５－イル）ピリジン、１，３，５－トリ（１，１０－フェナントロリン－５－
イル）ベンゼン、９，９’－ジフルオル－ビス（１，１０－フェナントロリン－５－イル
）等）、キノリノール系金属錯体（例えば、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニ
ウム（以下、Ａｌｑ３と略記する。）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリン）
ベリリウム、トリス（４－メチル－８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム、ビス（２－
メチル－８－ヒドロキシキノリン）－（４－フェニルフェノール）アルミニウム等）が好
適である。
【００９７】
　特にピリジン誘導体、フェナントロリン誘導体を電子輸送層または電子注入層に用いる
と、低電圧、高効率を実現できる。
【００９８】
　本発明の燐光発光素子を構成する各層は、各層を構成すべき材料を蒸着法、印刷法、ス
ピンコート法またはキャスト法等の方法で薄膜とすることにより、形成することができる
。このようにして形成された各層の膜厚については特に限定はなく、材料の性質に応じて
適宜設定することができるが、通常２ｎｍ～５０００ｎｍの範囲である。蒸着法を用いて
薄膜化する場合、その蒸着条件は、材料の種類、膜の目的とする結晶構造および会合構造
等により異なる。蒸着条件は一般的に、ボート加熱温度５０～４００℃、真空度１０-6～
１０-3Ｐａ、蒸着速度０．０１～５０ｎｍ／秒、基板温度－１５０～＋３００℃、膜厚２
ｎｍ～５μｍの範囲で適宜設定することが好ましい。
【００９９】
　次に、本発明の正孔阻止材料を用いて燐光発光素子を作成する方法の一例として、陽極
／正孔注入層／正孔輸送層／発光ホスト材料とドーパントからなる発光層／正孔阻止層／
電子輸送層／陰極からなる燐光発光素子の作成法について説明する。適当な基板上に、陽
極材料の薄膜を蒸着法等により形成させて陽極を作製した後、この陽極上に正孔注入層お
よび正孔輸送層の薄膜を形成させる。この上に発光ホスト材料とドーパントを共蒸着し薄
膜を形成させて発光層とし、この発光層の上に正孔阻止層、電子輸送層を形成させ、さら
に陰極用物質からなる薄膜を蒸着法等により形成させて陰極とすることにより、目的の燐
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光発光素子が得られる。なお、上述の燐光発光素子の作製においては、作製順序を逆にし
て、陰極、電子輸送層、正孔阻止層、発光層、正孔輸送層、正孔注入層、陽極の順に作製
することも可能である。
【０１００】
　このようにして得られた燐光発光素子に直流電圧を印加する場合には、陽極を＋、陰極
を－の極性として印加すればよく、電圧２～４０Ｖ程度を印加すると、透明又は半透明の
電極側（陽極又は陰極、および両方）より発光が観測できる。また、この燐光発光素子は
、交流電圧を印加した場合にも発光する。なお、印加する交流の波形は任意でよい。
【実施例１】
【０１０１】
　ガラス基板上にＩＴＯを１５０ｎｍの厚さに蒸着したものを透明支持基板とした。この
透明支持基板を市販の蒸着装置の基板ホルダーに固定し、銅フタロシアニン（以下記号Ｃ
ｕＰｃで表記する）を入れたモリブデン製蒸着用ボート、ＮＰＤを入れたモリブデン製蒸
着用ボート、トリス［２－（２－ピリジニル）フェニル－Ｃ，Ｎ］－イリジウム（以下記
号Ｉｒ（ｐｐｙ）３で表記する）を入れたモリブデン製蒸着用ボート、４，４’－ビス（
カルバゾール－９－イル）－ビフェニルを入れたモリブデン製蒸着用ボート（以下記号Ｃ
ＢＰで表記する）、化合物(８)を入れたモリブデン製蒸着用ボート、Ａｌｑ３を入れたモ
リブデン製蒸着用ボート、弗化リチウムを入れたモリブデン製蒸着用ボート、およびアル
ミニウムを入れたタングステン製蒸着用ボートを装着した。
【０１０２】
　真空槽を１×１０-3Ｐａまで減圧し、ＣｕＰｃが入った蒸着用ボートを加熱して膜厚２
０ｎｍになるように蒸着して正孔注入層を形成し、ついで、ＮＰＤが入った蒸着用ボート
を加熱して膜厚３０ｎｍになるように蒸着して正孔輸送層を形成した。次に、Ｉｒ（ｐｐ
ｙ）３が入ったボートとＣＢＰの入ったボートを同時に加熱して膜厚２０ｎｍになるよう
に蒸着して発光層を形成した。次に、化合物（８）の入ったボートを加熱して膜厚５ｎｍ
になるように蒸着して正孔阻止層を得た。Ｉｒ（ｐｐｙ）３とＣＢＰの重量比がおよそ８
対９２になるように蒸着速度を調節した。その後、Ａｌｑ３を入れた蒸着用ボートを加熱
して膜厚３５ｎｍになるように加熱して電子輸送層を形成した。
【０１０３】
　各層の蒸着速度は０．００１～３．０ｎｍ／秒であった。その後、弗化リチウム入りの
蒸着用ボートを加熱して膜厚０．５ｎｍになるように０．００３～０．０１ｎｍ／秒の蒸
着速度で蒸着し、次いで、アルミニウム入りの蒸着用ボートを加熱して膜厚１００ｎｍに
なるように０．１～１ｎｍ／秒の蒸着速度で蒸着することにより、燐光発光素子を得た。
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約８．３Ｖの直流
電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約１４．０Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑
色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３７０
０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３００時間であった。
【０１０４】
［比較例１］
　実施例１の正孔阻止層において化合物（８）の代わりにビス－（２－メチル－８－キノ
リノラト）－４－（フェニル－フェノラート）－アルミニウムを用いた以外は、実施例１
と全く同様にして燐光発光素子を得た。
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約８．７Ｖの直流
電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約２９００ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約１０．５Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑
色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約２９０
０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３００時間であった。
【０１０５】
［比較例２］
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　実施例１の正孔阻止層において化合物（８）の代わりに２，９－ジメチル－４，７－ジ
フェニル－１，１０－フェナントロリンを用いた以外は、実施例１と全く同様にして燐光
発光素子を得た。
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約８．３Ｖの直流
電圧を印加すると、約９．８ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、発
光効率は約１４．３Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑色
発光を得た。また９．８ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３７０
０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約５０時間であった。
【実施例２】
【０１０６】
　実施例１の電子輸送層においてＡｌｑ３の代わりに、２，５－ビス（６’－（２’、２
’－ビピリジル））－１，１－ジメチルー３，４－ジフェニルシロールを用いたことと、
正孔阻止層として、実施例１の化合物（８）の代わりに化合物化合物（３）を用いた以外
は、実施例１と全く同様にして燐光発光素子を得た。
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約７．３Ｖの直流
電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約１５．９Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑
色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３７０
０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約２９０時間であった。
【実施例３】
【０１０７】
　実施例１の正孔阻止層として実施例１の化合物（８）の代わりに化合物（２４）を用い
た以外は、実施例１と同様にして燐光発光素子を得た。
ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約７．８Ｖの直流電
圧を印加すると、約１１．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、発
光効率は約１３．５Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑色
発光を得た。また１１ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３７００
ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３５０時間であった。
【実施例４】
【０１０８】
　実施例１の正孔阻止層において化合物（８）の代わりに、化合物（６）を用いた以外は
実施例１と全く同様にして燐光発光素子を得た。
【０１０９】
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約８．０Ｖの直流
電圧を印加すると、約１０．５ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約１３．８Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑
色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３６０
０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３１０時間であった。
【実施例５】
【０１１０】
　実施例１の正孔阻止層において化合物（８）の代わりに、化合物（２３）を用いた以外
は実施例１と全く同様にして燐光発光素子を得た。
【０１１１】
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約８．６Ｖの直流
電圧を印加すると、約９．５ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、発
光効率は約１４．２Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑色
発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３８００
ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３１０時間であった。
【実施例６】
【０１１２】
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　実施例１の正孔阻止層において化合物（８）の代わりに、化合物（１６）を用いた以外
は実施例１と全く同様にして燐光発光素子を得た。
【０１１３】
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約８．３Ｖの直流
電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約１４．０Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑
色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３７０
０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３１０時間であった。
【実施例７】
【０１１４】
　実施例１の正孔阻止層において化合物（８）の代わりに、化合物（４２）を用いた以外
は実施例１と全く同様にして燐光発光素子を得た。
【０１１５】
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約７．８Ｖの直流
電圧を印加すると、約１１．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約１３．５Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑
色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３６０
０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３４０時間であった。
【実施例８】
【０１１６】
　実施例１の正孔阻止層において化合物（８）の代わりに、化合物（５２）を用いた以外
は実施例１と全く同様にして燐光発光素子を得た。
【０１１７】
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約８．０Ｖの直流
電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約３７００ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約１４．５Ｌｍ／Ｗで、波長５１０ｎｍをピークとするスペクトルを有する緑
色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、連続駆動すると、初期輝度約３７０
０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３２０時間であった。
【実施例９】
【０１１８】
　ガラス基板上にＩＴＯを１５０ｎｍの厚さに蒸着したものを透明支持基板とした。この
透明支持基板を市販の蒸着装置の基板ホルダーに固定し、ＣｕＰｃを入れたモリブデン製
蒸着用ボート、ＮＰＤを入れたモリブデン製蒸着用ボート、ビス［（４,６―ジフルオロ
フェニル）―ピリジネート-Ｎ，Ｃ2’］ピナコレートイリジウム（以下記号ＦＩｒｐｉｃ
で表す）を入れたモリブデン製蒸着用ボート、ＣＢＰを入れたモリブデン製蒸着用ボート
、化合物（６２）を入れたモリブデン製蒸着用ボート、Ａｌｑ３を入れたモリブデン製蒸
着用ボート、弗化リチウムを入れたモリブデン製蒸着用ボート、およびアルミニウムを入
れたタングステン製蒸着用ボートを装着した。
【０１１９】
　真空槽を１×１０-3Ｐａまで減圧し、ＣｕＰｃが入った蒸着用ボートを加熱して膜厚２
０ｎｍになるように蒸着して正孔注入層を形成し、ついで、ＮＰＤが入った蒸着用ボート
を加熱して膜厚３０ｎｍになるように蒸着して正孔輸送層を形成した。次に、ＦＩｒｐｉ
ｃが入ったボートとＣＢＰの入ったボートを同時に加熱して膜厚２０ｎｍになるように蒸
着して発光層を形成した。その次に、化合物（６２）の入ったボートを加熱して膜厚５ｎ
ｍになるように蒸着して正孔阻止層を得た。ＦＩｒｐｉｃとＣＢＰの重量比がおおよそ８
対９２になるように蒸着速度を調節した。次に、その後、Ａｌｑ３を入れた蒸着用ボート
を加熱して膜厚３５ｎｍになるように加熱して電子輸送層を形成した。
各層の蒸着速度は０．０１～３．０ｎｍ／秒であった。その後、弗化リチウム入りの蒸着
用ボートを加熱して膜厚０．５ｎｍになるように０．００３～０．０１ｎｍ／秒の蒸着速
度で蒸着し、次いで、アルミニウム入りの蒸着用ボートを加熱して膜厚１００ｎｍになる
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ように０．１～１ｎｍ／秒の蒸着速度で蒸着することにより、燐光発光素子を得た。
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約７．４９Ｖの直
流電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約８１６ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約３．４２Ｌｍ／Ｗで、青色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し
、連続駆動すると、初期輝度約８１６ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３００時間であ
った。
【０１２０】
［比較例３］
　実施例９において、正孔阻止層のおいて化合物(62)の代わりに、下記構造を有するトリ
アゾール誘導体を用いた以外は、全く同様にして燐光発光素子を得た。
ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約７．７３Ｖの直流
電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約７５８ｃｄ／ｍ2、発
光効率は約３．０８Ｌｍ／Ｗで、青色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し、
連続駆動すると、初期輝度約７５８ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約１００時間であっ
た。
【実施例１０】
【０１２１】
【化２５】

【０１２２】
　実施例９において、正孔阻止層において化合物（６２）の代わりに、化合物（７１）を
用いた以外は、全く同様にして燐光発光素子を得た。
【０１２３】
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約７．５５Ｖの直
流電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約８３０ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約３．４５Ｌｍ／Ｗで、青色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加し
、連続駆動すると、初期輝度約８３０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約３２０時間であ
った。
【実施例１１】
【０１２４】
　実施例９において、正孔阻止層において化合物（６２）の代わりに、化合物（１２）を
用いた以外は、全く同様にして燐光発光素子を得た。
【０１２５】
　ＩＴＯ電極を陽極、弗化リチウム／アルミニウム電極を陰極として、約７．６０Ｖの直
流電圧を印加すると、約１０．０ｍＡ／ｃｍ2の電流が流れ、輝度は約８２０ｃｄ／ｍ2、
発光効率は約３．３９Ｌｍ／Ｗで、る青色発光を得た。また１０ｍＡ／ｃｍ2直流で印加
し、連続駆動すると、初期輝度約８２０ｃｄ／ｍ2で、輝度半減時間は、約２９５時間で
あった。
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