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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、発光効率、及び耐久性（特に高温度駆動時の耐久性）に優れる
有機電界発光素子の提供にある。
【解決手段】基板上に、一対の電極と、該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、該発光層が、特定のインドロカ
ルバゾール誘導体と特定の縮環金属錯体を少なくとも一種ずつ含有することを特徴とする
有機電界発光素子。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、一対の電極と、該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、該発光層が、下記一般式（３）で表される
化合物と下記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少なくとも一種ずつ含有する有機電
界発光素子。
【化１】

　（式中、Ｚ３はベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニル
ピリジン、ビピリジン、ケイ素原子、又は炭素原子を表し、更にアルキル基、アリール基
、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる
少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｙ３は下記一般式（３ａ－１）又は（
３ａ－２）で表される基を表す。ｎ３は１～４の整数を表す。）

【化２】

　（一般式（３ａ－１）及び（３ａ－２）中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（３ｂ）で
表される芳香環又は複素環を表し、環Ｂは隣接環と縮合する一般式（３ｃ）で表される複
素環を表す。Ｘ３はＣ－Ｒ’’（Ｒ’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表
す。Ｒ３４及びＲ３１１は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。Ｒ３３は水素原子を表す。Ｒ３１及びＲ３２は各々独
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立に水素原子、アルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル
基を表し、これらの基は可能であれば更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の
少なくともいずれか１種によって置換されていてもよい。＊はＺ３に連結する結合手を表
す。）
【化３】

　（一般式（Ｄ－１）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表
す。環Ｑは、イリジウムに対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン
環を表し、更にアルキル基又はアリール基により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピ
リジン環の場合、アリール基又はヘテロアリール基を表し、該アリール基又はヘテロアリ
ール基は更にアルキル基により置換されていてもよい。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ

２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ

２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、
Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘ
テロアリール基を表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ
’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、
－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有してい
てもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、下記一般式
（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１
以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）

【化４】

（一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、（ｌ－１５））中、Ｒｘ、Ｒｙ及びＲｚはそれぞれ独
立に水素原子、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、又はアリール基を
表す。）
【請求項２】
前記一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１）で表される請求項１に記載の有
機電界発光素子。
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【化５】

　（式中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（１ａ）で表される芳香環又は複素環を表し、
環Ｂは隣接環と縮合する一般式（１ｂ）で表される複素環を表す。Ｘ１はＣ－Ｒ’’（Ｒ
’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表す。Ｒ１１及びＲ１５は各々独立に
ベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリミジン環を表し、これらの環は更にメ
チル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シア
ノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｒ

１４は水素原子を表す。Ｒ１２及びＲ１３は各々独立に水素原子、アルキル基、シリル基
、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これらの基は更に炭素数１
～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によって置換されていても
よい。）
【請求項３】
　前記一般式（１）で表される化合物が、下記一般式（１５）で表される請求項２に記載
の有機電界発光素子。

【化６】

（式中、Ｘ１５１～Ｘ１５３は窒素原子またはＣ－Ｒ１５３を表し、Ｒ１５３は水素原子
、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、
シアノ基、又はフッ素原子を表す。Ｒ１５１及びＲ１５２は各々独立に水素原子、メチル
基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基
、又はフッ素原子を表す。Ｙ１５は下記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表さ
れる基を表す。）
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【化７】

（式中、Ｒ１５５は水素原子を表す。Ｒ１５４及びＲ１５６は各々独立に水素原子、アル
キル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これらの
基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によって
置換されていてもよい。Ｒ１５７はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリミ
ジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル
基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種の
基により置換されていてもよい。）
【請求項４】
　前記一般式（１５）で表される化合物が、下記一般式（１６）で表される請求項３に記
載の有機電界発光素子。
【化８】

（式中、Ｘ１６１～Ｘ１６３は窒素原子またはＣ－Ｈを表し、Ｒ１６１及びＲ１６２は各
々独立に水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル
基、ナフチル基、シアノ基、又はフッ素原子を表す。Ｙ１６は上記一般式（１５ａ）～（
１５ｃ）のいずれかで表される基を表す。）
【請求項５】
　前記一般式（１６）で表される化合物が、下記一般式（１７）で表される請求項４に記
載の有機電界発光素子。
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【化９】

（式中、Ｒ１７１及びＲ１７２は各々独立に水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、又はフッ素原子を表す。
Ｙ１７は上記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表される基を表す。）
【請求項６】
　前記一般式（１６）で表される化合物が、下記一般式（１８）で表される請求項４に記
載の有機電界発光素子。

【化１０】

（式中、Ｒ１８１及びＲ１８２は各々独立に水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、又はフッ素原子を表す。
Ｙ１８は上記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表される基を表す。）
【請求項７】
　前記一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（５）で表される請求項１に記載の
有機電界発光素子。

【化１１】

（式中、Ｒ５１～Ｒ５６は各々独立に、水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル
基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般式（１
０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ５１～Ｒ５

６の少なくとも２つは各々独立に下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）
のいずれかで表される基である。）
【化１２】
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【化１３】

【化１４】

　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
【請求項８】
　前記一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（６）で表される請求項１に記載の
有機電界発光素子。
【化１５】

　（式中、Ｒ６１～Ｒ６１０は各々独立に、水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般式
（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ６１～
Ｒ６１０の少なくとも２つは各々独立に下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０
－３）のいずれかで表される基である。）

【化１６】
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【化１７】

【化１８】

　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
【請求項９】
　前記一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（９）で表される請求項１に記載の
有機電界発光素子。
【化１９】

　（式中、Ｒ９１～Ｒ９１０は各々独立に、水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般式
（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ９１～
Ｒ９１０の少なくとも２つは各々独立に下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０
－３）のいずれかで表される基である。Ｌ１はケイ素原子又は炭素原子を表し、該ケイ素
原子又は炭素原子は更にアルキル基及びアリール基から選ばれる少なくとも１種の基によ
り置換されていてもよい。）
【化２０】
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【化２１】

【化２２】

　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
【請求項１０】
　一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１１）で表される請求項１に記載の有
機電界発光素子。
【化２３】

　（式中、Ｒ１１１～Ｒ１１６は各々独立に、水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－
ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般
式（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ１１

１～Ｒ１１５の少なくとも１つは下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）
のいずれかで表される基である。ｍは１～４の整数を表す。）

【化２４】
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【化２５】

【化２６】

　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
【請求項１１】
　一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１２）で表される請求項１に記載の有
機電界発光素子。
【化２７】

　（式中、Ｒ１２１～Ｒ１２６は各々独立に水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般式
（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ１２１

～Ｒ１２５のうち少なくとも１つは下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０－３
）のいずれかで表される基である。ｍは１～４の整数を表す。）

【化２８】
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【化２９】

【化３０】

　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
【請求項１２】
　一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１３）で表される請求項１に記載の有
機電界発光素子。
【化３１】

　（Ｒ１３２は水素原子を表す。Ｒ１３１及びＲ１３３は各々独立に水素原子、アルキル
基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これらの基は
更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によって置換
されていてもよい。Ｒ１３４及びＲ１３５は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリア
ジン環、又はピリミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチ
ル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれ
る少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｒ１３６は水素原子、メチル基、イ
ソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、又は
フッ素原子を表す。ｍは１～４の整数を表す。ケイ素連結基はＲ１３１の１つとして炭素
原子に置換する。）
【請求項１３】
　一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１４）で表される請求項１に記載の有
機電界発光素子。
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【化３２】

　（式中、Ｒ１４２は水素原子を表す。Ｒ１４１及びＲ１４３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１４４及びＲ１４５は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、
トリアジン環、又はピリミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ
－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から
選ばれる少なくとも１種の基により置換されていてもよい。炭素連結基はＲ１４１の１つ
として炭素原子に置換する。Ｒ１４６は水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル
基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、又はフッ素原子を表す。ｍは
１～４の整数を表す。）
【請求項１４】
　前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物が、下記一般式（Ｄ－２）で表される化合物で
ある請求項１～１３のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。

【化３３】

　（一般式（Ｄ－２）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’～Ｒ８’は水素原子、アルキル基、又はアリー
ル基を表す。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ
－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連
結基によって連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、
アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更にハロゲン原子
、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、
－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及
び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有していてもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、
アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロ
アリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、前記一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５
）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以
下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
【請求項１５】
　前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物が、下記一般式（Ｄ－３）で表される化合物で
ある請求項１～１３のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
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【化３４】

　（一般式（Ｄ－３）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’～Ｒ８’は各々独立に水素原子、アルキル基、
又はアリール基を表す。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ

２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選
択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、ア
ルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更にハ
ロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ
）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ

２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有していてもよく、Ｒ’は各々独立に、
水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基
又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、前記一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は
（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１以上３以下の整数を表し、ｎは
０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
【請求項１６】
　前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物が、下記一般式（Ｄ－４）で表される化合物で
ある請求項１～１３のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
【化３５】

　（一般式（Ｄ－４）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ１０は各々独立に水素原子、
アルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’～Ｒ６’は各々独立に水素原子、アルキル基
、又はアリール基を表す。Ｒ３’とＲ１０は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－
ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－か
ら選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子
、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更
にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ
（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－
ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有していてもよく、Ｒ’は各々独立
に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリー
ル基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、前記一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、
又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１以上３以下の整数を表し、
ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
【請求項１７】
　前記一般式（３）で表される化合物と前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少な
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くとも一種ずつ含有する発光層が、ウエットプロセスで形成された請求項１～１６のいず
れか１項に記載の有機電界発光素子。
【請求項１８】
　下記一般式（３）で表される化合物と下記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少な
くとも一種ずつ含有する組成物。
【化３６】

　（式中、Ｚ３はベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニル
ピリジン、ビピリジン、ケイ素原子、又は炭素原子を表し、更にアルキル基、アリール基
、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる
少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｙ３は下記一般式（３ａ－１）又は（
３ａ－２）で表される基を表す。ｎ３は１～４の整数を表す。）

【化３７】

　（一般式（３ａ－１）及び（３ａ－２）中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（３ｂ）で
表される芳香環又は複素環を表し、環Ｂは隣接環と縮合する一般式（３ｃ）で表される複
素環を表す。Ｘ３はＣ－Ｒ’’（Ｒ’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表
す。Ｒ３４及びＲ３１１は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。Ｒ３３は水素原子を表す。Ｒ３１及びＲ３２は各々独
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立に水素原子、アルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル
基を表し、これらの基は可能であれば更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の
少なくともいずれか１種によって置換されていてもよい。＊はＺ３に連結する結合手を表
す。）
【化３８】

　（一般式（Ｄ－１）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表
す。環Ｑは、イリジウムに対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン
環を表し、更にアルキル基又はアリール基により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピ
リジン環の場合、アリール基又はヘテロアリール基を表し、該アリール基又はヘテロアリ
ール基は更にアルキル基により置換されていてもよい。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ

２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ

２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、
Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘ
テロアリール基を表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ
’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、
－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有してい
てもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、下記一般式
（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１
以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）

【化３９】

（一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、（ｌ－１５））中、Ｒｘ、Ｒｙ及びＲｚはそれぞれ独
立に水素原子、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、又はアリール基を
表す。）
【請求項１９】
　下記一般式（３）で表される化合物と下記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少な
くとも一種ずつ含有する発光層。

【化４０】

　（式中、Ｚ３はベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニル
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、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる
少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｙ３は下記一般式（３ａ－１）又は（
３ａ－２）で表される基を表す。ｎ３は１～４の整数を表す。）
【化４１】

　（一般式（３ａ－１）及び（３ａ－２）中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（３ｂ）で
表される芳香環又は複素環を表し、環Ｂは隣接環と縮合する一般式（３ｃ）で表される複
素環を表す。Ｘ３はＣ－Ｒ’’（Ｒ’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表
す。Ｒ３４及びＲ３１１は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。Ｒ３３は水素原子を表す。Ｒ３１及びＲ３２は各々独
立に水素原子、アルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル
基を表し、これらの基は可能であれば更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の
少なくともいずれか１種によって置換されていてもよい。＊はＺ３に連結する結合手を表
す。）
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【化４２】

　（一般式（Ｄ－１）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表
す。環Ｑは、イリジウムに対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン
環を表し、更にアルキル基又はアリール基により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピ
リジン環の場合、アリール基又はヘテロアリール基を表し、該アリール基又はヘテロアリ
ール基は更にアルキル基により置換されていてもよい。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ

２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ

２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、
Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘ
テロアリール基を表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ
’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、
－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有してい
てもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、下記一般式
（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１
以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
【化４３】

（一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、（ｌ－１５））中、Ｒｘ、Ｒｙ及びＲｚはそれぞれ独
立に水素原子、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、又はアリール基を
表す。）
【請求項２０】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の有機電界発光素子を用いた発光装置。
【請求項２１】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の有機電界発光素子を用いた表示装置。
【請求項２２】
　請求項１～１７のいずれか１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、ＥＬ素子、又は素子ともいう）に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　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ため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できる。
【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１－３参照）。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】
　上記のように、イリジウム錯体は高発光効率を実現させる発光材料として使用されるが
、一般に溶解性が悪く、錯体の凝集や会合によって素子寿命が低下する場合があった。特
に配位子にキノリン環及びイソキノリン環のような縮環構造を有する場合は、分子運動の
自由度が小さくなり、凝集しやすくなると考えられる。錯体の凝集や会合を抑制するため
に、例えば特定の置換基を導入して溶解性を高める試みも行なわれていたが（特許文献４
、５）、その効果は十分ではなかった。
【０００５】
　一方、りん光発光素子の発光効率、耐久性改良を目的に、インドロカルバゾール骨格を
有する化合物をホスト材料とした素子（特許文献６、特許文献７）が報告されているが、
耐久性、及び発光効率の点で、さらなる改良が望まれていた。
【０００６】
　また、インドロカルバゾールも拡張されたｐ共役平面を有し、分子運動の自由度が小さ
いため、会合、凝集が起こりやすいと考えられる。
【０００７】
　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。
　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。
【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２００８／０２９７０３３号明細書
【特許文献２】特開２００８－２９７３８２号公報
【特許文献３】特開２００８－１３７９９４号公報
【特許文献４】国際公開第０８／１０９８２４号
【特許文献５】国際公開第０９／０７３２４５号
【特許文献６】国際公開第０７／０６３７９６号
【特許文献７】国際公開第０７／０６３７５４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、発光効率、及び耐久性（特に高温度駆動時の耐久性）に優れる有機電
界発光素子の提供にある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　前記課題は下記手段によって解決された。
〔１〕
　基板上に、一対の電極と、該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、該発光層が、下記一般式（３）で表される
化合物と下記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少なくとも一種ずつ含有する有機電
界発光素子。
【００１１】
【化１】

【００１２】
　（式中、Ｚ３はベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニル
ピリジン、ビピリジン、ケイ素原子、又は炭素原子を表し、更にアルキル基、アリール基
、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる
少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｙ３は下記一般式（３ａ－１）又は（
３ａ－２）で表される基を表す。ｎ３は１～４の整数を表す。）
【００１３】
【化２】

【００１４】
　（一般式（３ａ－１）及び（３ａ－２）中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（３ｂ）で
表される芳香環又は複素環を表し、環Ｂは隣接環と縮合する一般式（３ｃ）で表される複
素環を表す。Ｘ３はＣ－Ｒ’’（Ｒ’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表
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す。Ｒ３４及びＲ３１１は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。Ｒ３３は水素原子を表す。Ｒ３１及びＲ３２は各々独
立に水素原子、アルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル
基を表し、これらの基は可能であれば更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の
少なくともいずれか１種によって置換されていてもよい。＊はＺ３に連結する結合手を表
す。）
【００１５】
【化３】

【００１６】
　（一般式（Ｄ－１）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表
す。環Ｑは、イリジウムに対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン
環を表し、更にアルキル基又はアリール基により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピ
リジン環の場合、アリール基又はヘテロアリール基を表し、該アリール基又はヘテロアリ
ール基は更にアルキル基により置換されていてもよい。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ

２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ

２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、
Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘ
テロアリール基を表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ
’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、
－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有してい
てもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、下記一般式
（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１
以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
【００１７】

【化４】

【００１８】
（一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、（ｌ－１５））中、Ｒｘ、Ｒｙ及びＲｚはそれぞれ独
立に水素原子、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、又はアリール基を
表す。）
〔２〕　前記一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１）で表される上記〔１〕
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に記載の有機電界発光素子。
【００１９】
【化５】

【００２０】
　（式中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（１ａ）で表される芳香環又は複素環を表し、
環Ｂは隣接環と縮合する一般式（１ｂ）で表される複素環を表す。Ｘ１はＣ－Ｒ’’（Ｒ
’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表す。Ｒ１１及びＲ１５は各々独立に
ベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリミジン環を表し、これらの環は更にメ
チル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シア
ノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｒ

１４は水素原子を表す。Ｒ１２及びＲ１３は各々独立に水素原子、アルキル基、シリル基
、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これらの基は更に炭素数１
～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によって置換されていても
よい。）
〔３〕
　前記一般式（１）で表される化合物が、下記一般式（１５）で表される上記〔２〕に記
載の有機電界発光素子。
【００２１】
【化６】

【００２２】
（式中、Ｘ１５１～Ｘ１５３は窒素原子又はＣ－Ｒ１５３を表し、Ｒ１５３は水素原子、
メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シ
アノ基、又はフッ素原子を表す。Ｒ１５１及びＲ１５２は各々独立に水素原子、メチル基
、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、
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又はフッ素原子を表す。Ｙ１５は下記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表され
る基を表す。）
【００２３】
【化７】

【００２４】
（式中、Ｒ１５５は水素原子を表す。Ｒ１５４及びＲ１５６は各々独立に水素原子、アル
キル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これらの
基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によって
置換されていてもよい。Ｒ１５７はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリミ
ジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル
基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種の
基により置換されていてもよい。）
〔４〕
　前記一般式（１５）で表される化合物が、下記一般式（１６）で表される上記〔３〕に
記載の有機電界発光素子。
【００２５】

【化８】

【００２６】
　（式中、Ｘ１６１～Ｘ１６３は窒素原子又はＣ－Ｈを表し、Ｒ１６１及びＲ１６２は各
々独立に水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル
基、ナフチル基、シアノ基、又はフッ素原子を表す。Ｙ１６は上記一般式（１５ａ）～（
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１５ｃ）のいずれかで表される基を表す。）
〔５〕
　前記一般式（１６）で表される化合物が、下記一般式（１７）で表される上記〔４〕に
記載の有機電界発光素子。
【００２７】
【化９】

【００２８】
（式中、Ｒ１７１及びＲ１７２は各々独立に水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、又はフッ素原子を表す。
Ｙ１７は上記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表される基を表す。）
〔６〕
　前記一般式（１６）で表される化合物が、下記一般式（１８）で表される上記〔４〕に
記載の有機電界発光素子。
【００２９】

【化１０】

【００３０】
（式中、Ｒ１８１及びＲ１８２は各々独立に水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、又はフッ素原子を表す。
Ｙ１８は上記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表される基を表す。）
〔７〕
　前記一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（５）で表される上記〔１〕に記載
の有機電界発光素子。
【００３１】
【化１１】

【００３２】
（式中、Ｒ５１～Ｒ５６は各々独立に、水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル
基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般式（１
０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ５１～Ｒ５

６の少なくとも２つは各々独立に下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）
のいずれかで表される基である。）
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【００３３】
【化１２】

【００３４】
【化１３】

【００３５】

【化１４】

【００３６】
　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
〔８〕
　前記一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（６）で表される上記〔１〕に記載
の有機電界発光素子。
【００３７】
【化１５】

【００３８】
　（式中、Ｒ６１～Ｒ６１０は各々独立に、水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ



(25) JP 2011-91355 A 2011.5.6

10

20

30

40

チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般式
（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ６１～
Ｒ６１０の少なくとも２つは各々独立に下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０
－３）のいずれかで表される基である。）
【００３９】
【化１６】

【００４０】
【化１７】

【００４１】
【化１８】

　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
〔９〕
　前記一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（９）で表される上記〔１〕に記載
の有機電界発光素子。
【００４２】
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【化１９】

【００４３】
　（式中、Ｒ９１～Ｒ９１０は各々独立に、水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般式
（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ９１～
Ｒ９１０の少なくとも２つは各々独立に下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０
－３）のいずれかで表される基である。Ｌ１はケイ素原子又は炭素原子を表し、該ケイ素
原子又は炭素原子は更にアルキル基及びアリール基から選ばれる少なくとも１種の基によ
り置換されていてもよい。）
【００４４】
【化２０】

【００４５】
【化２１】

【００４６】

【化２２】

　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
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の基により置換されていてもよい。）
〔１０〕
　一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１１）で表される上記〔１〕に記載の
有機電界発光素子。
【００４７】
【化２３】

【００４８】
　（式中、Ｒ１１１～Ｒ１１６は各々独立に、水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－
ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般
式（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ１１

１～Ｒ１１５の少なくとも１つは下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）
のいずれかで表される基である。ｍは１～４の整数を表す。）
【００４９】
【化２４】

【００５０】
【化２５】

【００５１】
【化２６】

【００５２】
　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
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て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
〔１１〕
　一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１２）で表される上記〔１〕に記載の
有機電界発光素子。
【００５３】
【化２７】

【００５４】
　（式中、Ｒ１２１～Ｒ１２６は各々独立に水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブ
チル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子、下記一般式
（１０）、（１０－２）、又は（１０－３）のいずれかで表される基を表すが、Ｒ１２１

～Ｒ１２５のうち少なくとも１つは下記一般式（１０）、（１０－２）、又は（１０－３
）のいずれかで表される基である。ｍは１～４の整数を表す。）
【００５５】
【化２８】

【００５６】
【化２９】

【００５７】
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【００５８】
　（式中、Ｒ１０２は水素原子を表す。Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１０４はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。）
〔１２〕
　一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１３）で表される上記〔１〕に記載の
有機電界発光素子。
【００５９】
【化３１】

【００６０】
　（Ｒ１３２は水素原子を表す。Ｒ１３１及びＲ１３３は各々独立に水素原子、アルキル
基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これらの基は
更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によって置換
されていてもよい。Ｒ１３４及びＲ１３５は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリア
ジン環、又はピリミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチ
ル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれ
る少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｒ１３６は水素原子、メチル基、イ
ソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、又は
フッ素原子を表す。ｍは１～４の整数を表す。ケイ素連結基はＲ１３１の１つとして炭素
原子に置換する。）
〔１３〕
　一般式（３）で表される化合物が、下記一般式（１４）で表される上記〔１〕に記載の
有機電界発光素子。
【００６１】
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【化３２】

【００６２】
　（式中、Ｒ１４２は水素原子を表す。Ｒ１４１及びＲ１４３は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これら
の基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によっ
て置換されていてもよい。Ｒ１４４及びＲ１４５は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、
トリアジン環、又はピリミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ
－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から
選ばれる少なくとも１種の基により置換されていてもよい。炭素連結基はＲ１４１の１つ
として炭素原子に置換する。Ｒ１４６は水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル
基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、又はフッ素原子を表す。ｍは
１～４の整数を表す。）
〔１４〕
　前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物が、下記一般式（Ｄ－２）で表される化合物で
ある上記〔１〕～〔１３〕のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
【００６３】
【化３３】

【００６４】
　（一般式（Ｄ－２）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’～Ｒ８’は水素原子、アルキル基、又はアリー
ル基を表す。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ
－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連
結基によって連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、
アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更にハロゲン原子
、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、
－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及
び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有していてもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、
アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はヘテロ
アリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、前記一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５
）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以
下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
〔１５〕
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　前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物が、下記一般式（Ｄ－３）で表される化合物で
ある上記〔１〕～〔１３〕のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
【００６５】
【化３４】

【００６６】
　（一般式（Ｄ－３）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’～Ｒ８’は各々独立に水素原子、アルキル基、
又はアリール基を表す。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ

２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選
択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、ア
ルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更にハ
ロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ
）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ

２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有していてもよく、Ｒ’は各々独立に、
水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基
又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、前記一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は
（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１以上３以下の整数を表し、ｎは
０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
〔１６〕
　前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物が、下記一般式（Ｄ－４）で表される化合物で
ある上記〔１〕～〔１３〕のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
【００６７】

【化３５】

【００６８】
　（一般式（Ｄ－４）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ１０は各々独立に水素原子、
アルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’～Ｒ６’は各々独立に水素原子、アルキル基
、又はアリール基を表す。Ｒ３’とＲ１０は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－
ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－か
ら選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子
、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更
にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ
（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－
ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有していてもよく、Ｒ’は各々独立
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ル基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、前記一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、
又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１以上３以下の整数を表し、
ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
〔１７〕
　前記一般式（３）で表される化合物と前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少な
くとも一種ずつ含有する発光層が、ウエットプロセスで形成された上記〔１〕～〔１６〕
のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
〔１８〕
　下記一般式（３）で表される化合物と下記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少な
くとも一種ずつ含有する組成物。
【００６９】
【化３６】

【００７０】
　（式中、Ｚ３はベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニル
ピリジン、ビピリジン、ケイ素原子、又は炭素原子を表し、更にアルキル基、アリール基
、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる
少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｙ３は下記一般式（３ａ－１）又は（
３ａ－２）で表される基を表す。ｎ３は１～４の整数を表す。）
【００７１】
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【化３７】

【００７２】
　（一般式（３ａ－１）及び（３ａ－２）中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（３ｂ）で
表される芳香環又は複素環を表し、環Ｂは隣接環と縮合する一般式（３ｃ）で表される複
素環を表す。Ｘ３はＣ－Ｒ’’（Ｒ’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表
す。Ｒ３４及びＲ３１１は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。Ｒ３３は水素原子を表す。Ｒ３１及びＲ３２は各々独
立に水素原子、アルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル
基を表し、これらの基は可能であれば更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の
少なくともいずれか１種によって置換されていてもよい。＊はＺ３に連結する結合手を表
す。）
【００７３】

【化３８】

【００７４】
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ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表
す。環Ｑは、イリジウムに対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン
環を表し、更にアルキル基又はアリール基により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピ
リジン環の場合、アリール基又はヘテロアリール基を表し、該アリール基又はヘテロアリ
ール基は更にアルキル基により置換されていてもよい。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ

２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ

２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、
Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘ
テロアリール基を表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ
’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、
－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有してい
てもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、下記一般式
（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１
以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
【００７５】
【化３９】

【００７６】
（一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、（ｌ－１５））中、Ｒｘ、Ｒｙ及びＲｚはそれぞれ独
立に水素原子、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、又はアリール基を
表す。）
〔１９〕
　下記一般式（３）で表される化合物と下記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少な
くとも一種ずつ含有する発光層。
【００７７】
【化４０】

【００７８】
　（式中、Ｚ３はベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニル
ピリジン、ビピリジン、ケイ素原子、又は炭素原子を表し、更にアルキル基、アリール基
、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる
少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｙ３は下記一般式（３ａ－１）又は（
３ａ－２）で表される基を表す。ｎ３は１～４の整数を表す。）
【００７９】
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【化４１】

【００８０】
　（一般式（３ａ－１）及び（３ａ－２）中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（３ｂ）で
表される芳香環又は複素環を表し、環Ｂは隣接環と縮合する一般式（３ｃ）で表される複
素環を表す。Ｘ３はＣ－Ｒ’’（Ｒ’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表
す。Ｒ３４及びＲ３１１は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。Ｒ３３は水素原子を表す。Ｒ３１及びＲ３２は各々独
立に水素原子、アルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル
基を表し、これらの基は可能であれば更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の
少なくともいずれか１種によって置換されていてもよい。＊はＺ３に連結する結合手を表
す。）
【００８１】

【化４２】

【００８２】
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　（一般式（Ｄ－１）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表
す。環Ｑは、イリジウムに対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン
環を表し、更にアルキル基又はアリール基により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピ
リジン環の場合、アリール基又はヘテロアリール基を表し、該アリール基又はヘテロアリ
ール基は更にアルキル基により置換されていてもよい。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ

２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ

２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、
Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘ
テロアリール基を表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ
’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、
－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有してい
てもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、下記一般式
（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１
以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
【００８３】
【化４３】

【００８４】
（一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、（ｌ－１５））中、Ｒｘ、Ｒｙ及びＲｚはそれぞれ独
立に水素原子、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、又はアリール基を
表す。）
〔２０〕
　上記〔１〕～〔１７〕のいずれか１項に記載の有機電界発光素子を用いた発光装置。
〔２１〕
　上記〔１〕～〔１７〕のいずれか１項に記載の有機電界発光素子を用いた表示装置。
〔２２〕
　上記〔１〕～〔１７〕のいずれか１項に記載の有機電界発光素子を用いた照明装置。
【発明の効果】
【００８５】
　本発明によれば、発光効率、及び耐久性（特に高温度駆動時の耐久性）に優れる有機電
界発光素子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【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】
【００８７】
　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、該発光層が、下記一般式（３）で
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表される化合物と下記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少なくとも一種ずつ含有す
る。
【００８８】
【化４４】

【００８９】
　（式中、Ｚ３はベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニル
ピリジン、ビピリジン、ケイ素原子、又は炭素原子を表し、更にアルキル基、アリール基
、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる
少なくとも１種の基により置換されていてもよい。Ｙ３は下記一般式（３ａ－１）又は（
３ａ－２）で表される基を表す。ｎ３は１～４の整数を表す。）
【００９０】
【化４５】

【００９１】
　（一般式（３ａ－１）及び（３ａ－２）中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（３ｂ）で
表される芳香環又は複素環を表し、環Ｂは隣接環と縮合する一般式（３ｃ）で表される複
素環を表す。Ｘ３はＣ－Ｒ’’（Ｒ’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原子を表
す。Ｒ３４及びＲ３１１は各々独立にベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリ
ミジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチ
ル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種
の基により置換されていてもよい。Ｒ３３は水素原子を表す。Ｒ３１及びＲ３２は各々独
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立に水素原子、アルキル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル
基を表し、これらの基は可能であれば更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の
少なくともいずれか１種によって置換されていてもよい。＊はＺ３に連結する結合手を表
す。）
【００９２】
【化４６】

【００９３】
　（一般式（Ｄ－１）中、Ｍはイリジウムを表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子、ア
ルキル基、又はアリール基を表す。Ｒ３’は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表
す。環Ｑは、イリジウムに対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン
環を表し、更にアルキル基又はアリール基により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピ
リジン環の場合、アリール基又はヘテロアリール基を表し、該アリール基又はヘテロアリ
ール基は更にアルキル基により置換されていてもよい。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ

２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ

２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連結されて環を形成してもよく、
Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘ
テロアリール基を表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ
’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、
－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有してい
てもよく、Ｒ’は各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、下記一般式
（ｌ－１）、（ｌ－４）、又は（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を表す。ｍは１
以上３以下の整数を表し、ｎは０以上２以下の整数を表す。ただしｍ＋ｎは３である。）
【００９４】
【化４７】

【００９５】
（一般式（ｌ－１）、（ｌ－４）、（ｌ－１５））中、Ｒｘ、Ｒｙ及びＲｚはそれぞれ独
立に水素原子、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、又はアリール基を
表す。）
【００９６】
　本発明の有機電界発光素子は、前記一般式（３）で表される化合物と前記一般式（Ｄ－
１）で表される化合物とを少なくとも一種ずつ含有することにより、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が提供できる。
【００９７】
　以下、本発明について詳細に説明するが、参考のため本発明以外の事項についても記載
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した。
【００９８】
　まず、基板上に、一対の電極と、該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、該発光層が、下記一般式（１）で表
される化合物と下記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少なくとも一種ずつ含有する
有機電界発光素子について説明する。
【００９９】
【化４８】

【０１００】
　（式中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（１ａ）で表される芳香環又は複素環を表し、
環Ｂは隣接環と縮合する一般式（１ｂ）で表される複素環を表し、Ｘ１は炭素又は窒素を
表し、Ｒ１１及びＲ１５は各々独立に縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水
素基又は芳香族複素環基を表し、Ｒ１４は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳
香族炭化水素基又は芳香族複素環基、又はＸ１を含む環と縮合する環を表し、Ｒ１２及び
Ｒ１３は各々独立に水素原子又は置換基を表す。）
【０１０１】
【化４９】

【０１０２】
　（一般式（Ｄ－１）中、Ｍは４０以上の原子量の金属を表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に
水素原子又は置換基を表す。Ｒ３’は水素原子又は置換基を表す。環Ｑは、前記金属Ｍに
対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン環を表し、更に非芳香族基
により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピリジン環の場合、アリール基又はヘテロア
リール基を表す。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、
－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択され
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る連結基によって連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル
基、アルケニル基、アルキニル基、ヘテロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基を
表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ
’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯ
Ｒ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有していてもよく、Ｒ’は
各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基
、ヘテロアルキル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、補助配位
子を表す。ｍは１以上、前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表し、ｎは０以
上、前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表す。前記金属に結合しうる配位子
の最大数以下の値を表す。ｍ＋ｎは、前記金属に結合しうる配位子の最大数である。）
【０１０３】
〔一般式（１）で表される化合物〕
　一般式（１）で表される化合物について詳細に説明する。
【０１０４】

【化５０】

【０１０５】
　（式中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（１ａ）で表される芳香環又は複素環を表し、
環Ｂは隣接環と縮合する一般式（１ｂ）で表される複素環を表し、Ｘ１は炭素又は窒素を
表し、Ｒ１１及びＲ１５は各々独立に縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水
素基又は芳香族複素環基を表し、Ｒ１４は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳
香族炭化水素基又は芳香族複素環基、又はＸ１を含む環と縮合する環を表し、Ｒ１２及び
Ｒ１３は各々独立に水素原子又は置換基を表す。）
【０１０６】
　一般式（１）で表される化合物は、カルバゾール骨格にインドール骨格が縮環したイン
ドロカルバゾール骨格を含有する複素環化合物である。このように高度に縮環した一般式
（１）で表される化合物は、従来のカルバゾール化合物と比較して共役が拡張しているた
め正孔注入性を維持しつつ、電子注入性が向上し、有機電界発光素子中での電荷のバラン
スを向上させることができる。特に、発光層が正孔過多である場合には、このような化合
物を用いることで発光層内への電子注入が容易になり、発光層内の電荷バランスが改善さ
れ、有機電界発光素子の高効率化、低電圧駆動化が実現できる。
【０１０７】
　また、一般式（１）で表される化合物は、従来のカルバゾール化合物と比較して拡張さ
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れたｐ共役平面を有し、分子運動の自由度が小さいため、凝集、会合による素子の寿命低
下を起こしやすいと推定される。一般式（１）で表される化合物をホスト材料とした場合
、素子の高耐久化には、分子運動の自由度が大きく、縮合、会合しにくい発光材料を使用
するのが望ましいと考えられた。
【０１０８】
　分子運動の自由度の小さい材料を組み合わせると、ｐ－スタッキングなどの分子間の相
互作用を（ホスト－発光材料、あるいはホスト同士、発光材料同士、いずれの場合にも）
打ち破れなくなり、凝集、会合体が形成しやすくなると考えられる。
【０１０９】
　一般式（Ｄ－１）で表される化合物は芳香族環を多く有しており、キノリン環及びイソ
キノリン環のような縮環構造を有する場合は特に、分子運動の自由度が低くなるため、一
般式（１）で表される化合物をホストとした場合、発光材料として適していないと予想さ
れた。しかしながら、本発明では、分子運動の自由度が小さい一般式（Ｄ－１）で表され
る化合物と分子運動の自由度が小さい一般式（１）で表される化合物と組み合わせて使う
ことで、予想外に、凝集、会合が生じず、高温度駆動時の素子耐久性が向上した。
【０１１０】
　凝集、会合が生じなかった理由は明らかではないが、ホスト、ゲスト材料の誘電率、表
面エネルギーが近く、膜中での材料の分離が起こらずに均質なアモルファス膜が出来たた
めと考えられる。
【０１１１】
　また、高温度駆動時の素子耐久性が向上したのは、分子運動の自由度が小さいホスト、
ゲストを使ったことで、ホスト－ホスト材料間、ホスト－ゲスト材料間両方の劣化反応が
抑制されたためと考えられる。
【０１１２】
　一般式（１）中のＸ１はＣ－Ｒ’’（Ｒ’’は水素原子又は置換基を表す）又は窒素原
子を表す。Ｒ’’が置換基を表す場合、該置換基としては下記置換基群Ａが挙げられる。
一般式（１）の化学的安定性が向上し、素子が長寿命化するため、Ｘ１は好ましくはＣ－
Ｈである。
【０１１３】
　一般式（１）中のＲ１２、Ｒ１３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。
【０１１４】
（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
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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
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
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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。）
【０１１５】
　Ｒ１２、Ｒ１３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、トリフルオロメチル基であり、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、トリフルオ
ロメチル基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、フッ素基、シア
ノ基、シリル基、トリフルオロメチル基であり、特に好ましくは水素原子、アルキル基、
シリル基、フッ素基、シアノ基、トリフルオロメチル基である。
【０１１６】
　Ｒ１２、Ｒ１３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、アルキル基、アリール基、シアノ基、ハロゲン原子、含窒素
芳香族複素環基であり、より好ましくは炭素数１～６のアルキル、炭素数６～１０のアリ
ール基、ピリジル基、フッ素原子であり、更に好ましくは炭素数１～６のアルキル基、フ
ェニル基である。置換基の数は０～４、好ましくは０～２がよい。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。
【０１１７】
　一般式（１）において、Ｒ１１、Ｒ１５で表される縮環構造でない置換若しくは未置換
の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基としては、ベンゼン環、ナフチル環、ビフェニル
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、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、トリアジン環、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、チアゾール環等が挙げ
られる。
【０１１８】
　Ｒ１１、Ｒ１５として好ましくは、ベンゼン環、ナフチル環、ビフェニル環、ピラゾー
ル環、イミダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピ
ラジン環、トリアジン環、チオフェン環であり、より好ましくは、ベンゼン環、ナフチル
環、ビフェニル環、ピリジン環、ピリミジン環、トリアジン環であり、更に好ましくはベ
ンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、ピリミジン環であり、特に好ましくはベンゼン環
、ピリジン環、トリアジン環であり、最も好ましくはベンゼン環、ピリジン環である。
【０１１９】
　Ｒ１１、Ｒ１５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、好ましくはアルキル基、アリール基、シアノ基、ハロゲン原
子、含窒素芳香族複素環基であり、より好ましくは炭素数１～６のアルキル、炭素数６～
１０のアリール基、ピリジル、シアノ基、ハロゲン原子であり、更に好ましくは炭素数３
～６の分岐アルキル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子であり、特に好
ましくはメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチ
ル基、シアノ基、フッ素原子である。置換基の数は０～４、好ましくは０～２がよい。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。
【０１２０】
　Ｒ１４で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複
素環基としては、ベンゼン環、ビフェニル環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル環
、ｐ－テルフェニル環、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、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
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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。
【０１２１】
　Ｒ１４として好ましくは、水素原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピラゾール環、イミ
ダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、チオフェン環であり、より好ましくは水素原
子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピリジン環であり、特に好ましくは水素原子である。
【０１２２】
　Ｒ１４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、好ましくは炭素数１～６のアルキル基、フェニル基、ピリジル基等が
挙げられる。
【０１２３】
　また、これらの置換基はＸ１を含む環と結合して環を形成していてもよい。
【０１２４】
　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。
【０１２５】
【化５１】

【０１２６】
　（式中、環Ｃは隣接環と縮合する一般式（２ａ）で表される芳香環又は複素環を表し、
環Ｄは隣接環と縮合する一般式（２ｂ）で表される複素環を表し、環Ｅは隣接環と縮合す
る一般式（２ｃ）で表される複素環を表し、Ｘ２は炭素又は窒素を表し、Ｒ２１、Ｒ２６

、及びＲ２７は各々独立に、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は
芳香族複素環基を表し、Ｒ２５は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化
水素基又は芳香族複素環基、又はＸ２を含む環と縮合する環を表し、Ｒ２２、Ｒ２３及び
Ｒ２４は各々独立に水素原子又は置換基を表す。）
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　Ｒ２１、Ｒ２６、及びＲ２７は各々独立に、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香
族炭化水素基又は芳香族複素環基を表し、前記一般式（１）におけるＲ１１及びＲ１５と
同義であり、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ２５は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素
環基、又はＸ２を含む環と縮合する環を表し、前記一般式（１）におけるＲ１４と同義で
あり、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ２２、Ｒ２３及びＲ２４は各々独立に水素原子又は置換基を表し、前記一般式（１）
におけるＲ１２及びＲ１３と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０１２８】
　前記一般式（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（１５
）で表される化合物である。
【０１２９】
【化５２】

【０１３０】
（式中、Ｘ１５１～Ｘ１５３は窒素原子又はＣ－Ｒ１５３を表し、Ｒ１５３は水素原子、
メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シ
アノ基、又はフッ素原子を表す。Ｒ１５１及びＲ１５２は各々独立に水素原子、メチル基
、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、
又はフッ素原子を表す。Ｙ１５は下記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表され
る基を表す。）
【０１３１】
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【化５３】

【０１３２】
（式中、Ｒ１５５は水素原子を表す。Ｒ１５４及びＲ１５６は各々独立に水素原子、アル
キル基、シリル基、フッ素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表し、これらの
基は更に炭素数１～６のアルキル基、及びフェニル基の少なくともいずれか１種によって
置換されていてもよい。Ｒ１５７はベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、又はピリミ
ジン環を表し、これらの環は更にメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル
基、フェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子から選ばれる少なくとも１種の
基により置換されていてもよい。）
【０１３３】
　Ｘ１５１～Ｘ１５３は窒素原子又はＣ－Ｒ１５３を表し、Ｒ１５３は水素原子又は置換
基を表す。Ｘ１５１～Ｘ１５３の組合せとしては特に限定されないが、窒素原子の数は０
、１、３個が好ましく、０又は３個がより好ましい。
【０１３４】
　Ｒ１５１及びＲ１５２で表される置換基としては上記置換基群Ａとして挙げたものが適
用できる。
【０１３５】
　Ｒ１５１、Ｒ１５２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（好ましくはメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基）、
アリール基（好ましくはフェニル基、ナフチル基）、シアノ基、フッ素原子であり、特に
好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基である。
【０１３６】
　Ｒ１５１、Ｒ１５２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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリ
ジル等が挙げられる。該置換基の数は０～４が好ましく、より好ましくは０～２である。
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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】
　Ｒ１５３で表される置換基としては上記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。
【０１３８】
　Ｒ１５３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（好ましくはメチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基）、アリール基
（好ましくはフェニル基、ナフチル基）、シアノ基、フッ素原子であり、水素原子、アル
キル基、アリール基であり、特に好ましくは水素原子、アルキル基であり、最も好ましく
は水素原子である。
【０１３９】
　Ｒ１５３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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジル等が挙
げられる。置換基の数は０～４が好ましく、より好ましくは０～２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。
【０１４０】
　Ｙ１５は前記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表される基を表し、好ましく
は（１５ａ）、（１５ｂ）であり、より好ましくは（１５ａ）である。
【０１４１】
　前記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）において、Ｒ１５４、Ｒ１５６で表される置換基と
しては上記置換基群Ａとして挙げたものが適用できる。
【０１４２】
　Ｒ１５４、Ｒ１５６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、アリール基であり、特に好ましくは水素原子、アルキル基であり、最も好
ましくは水素原子である。
【０１４３】
　Ｒ１５４、Ｒ１５６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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリ
ジル等が挙げられる。置換基の数は０～４が好ましく、より好ましくは０～２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。
【０１４４】
　Ｒ１５５で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族
複素環基としては、ベンゼン環、ビフェニル環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル
環、ｐ－テルフェニル環、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、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。
【０１４５】
　Ｒ１５５として好ましくは、水素原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピラゾール環、イ
ミダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、チオフェン環であり、より好ましくは水素
原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピリジン環であり、特に好ましくは水素原子である。
【０１４６】
　Ｒ１５５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
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げられる。
【０１４７】
　Ｒ１５７で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族
複素環基としては、ベンゼン環、ビフェニル環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル
環、ｐ－テルフェニル環、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、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。
【０１４８】
　Ｒ１５７として好ましくは、ベンゼン環、ビフェニル環、ピラゾール環、イミダゾール
環、トリアゾール環、ピリジン環、チオフェン環、ナフタレン環、トリアジン環であり、
より好ましくはベンゼン環、ビフェニル環、ピリジン環、ナフタレン環、トリアジン環で
あり、特に好ましくはベンゼン環、ピリジン環、ナフタレン環、トリアジン環であり、特
に好ましくはベンゼン環、トリアジン環であり、最も好ましくはベンゼン環である。
【０１４９】
　Ｒ１５７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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジル等が挙
げられる。置換基の数は０～４が好ましく、より好ましくは０～２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】
　前記一般式（１５）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（１
６）で表される化合物である。
【０１５１】
【化５４】

【０１５２】
（式中、Ｘ１６１～Ｘ１６３は窒素原子又はＣ－Ｈを表し、Ｒ１６１及びＲ１６２は各々
独立に水素原子又は置換基を表す。Ｙ１６は上記一般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれ
かで表される基を表す。）
【０１５３】
　Ｒ１６１、Ｒ１６２、及びＹ１６は前記一般式（１５）におけるＲ１５１、Ｒ１５２及
びＹ１５と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０１５４】
　Ｘ１６１～Ｘ１６３は窒素原子又はＣ－Ｈを表す。Ｘ１５１～Ｘ１５３の組合せとして
は特に限定されないが、窒素原子の数は０、１、３個が好ましく、０又は３個がより好ま
しい。
【０１５５】
　前記一般式（１６）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（１
７）で表される化合物である。
【０１５６】
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【化５５】

【０１５７】
（式中、Ｒ１７１及びＲ１７２は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｙ１７は上記一
般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表される基を表す。）
【０１５８】
　Ｒ１７１、Ｒ１７２、及びＹ１７は前記一般式（１６）におけるＲ１６１、Ｒ１６２及
びＹ１６と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０１５９】
　前記一般式（１６）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（１
８）で表される化合物である。
【０１６０】
【化５６】

【０１６１】
（式中、Ｒ１８１及びＲ１８２は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｙ１８は上記一
般式（１５ａ）～（１５ｃ）のいずれかで表される基を表す。）
【０１６２】
　Ｒ１８１、Ｒ１８２、及びＹ１８は前記一般式（１６）におけるＲ１６１、Ｒ１６２及
びＹ１６と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０１６３】
　前記一般式（１）又は一般式（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）で表される化合物である。
【０１６４】

【化５７】

【０１６５】
　（式中、Ｚ３は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素
環基を含んでなるｎ３価の基、ケイ素原子、又は炭素原子を表し、Ｙ３は下記一般式（３
ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基を表し、ｎ３は１以上の整数を表す。
）
【０１６６】
　Ｚ３で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素
環基としては、ベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニルピ
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リジン、ビピリジン、ターフェニル、トリアゾール、ジアゾール、フェニルトリアゾール
、トリフェニルトリアゾール等が好ましく、ベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジ
ン、ビフェニル、フェニルピリジン、ビピリジンが好ましく、ベンゼン環、ビフェニル環
、ピリジン環がより好ましい。これらが置換基を有する場合、置換基としては前記置換基
群Ａから選ばれる置換基が挙げられ、アルキル基、アリール基、シリル基、シアノ基、フ
ッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる少なくとも１種の基が好ま
しく、炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジルがより好ましく挙げられる。置換基
の数は０～４、好ましくは０～２がよい。
【０１６７】
　Ｚ３がケイ素原子又は炭素原子を表す場合、該ケイ素原子及び炭素原子は可能な場合は
更に置換基を有してもよく、該置換基としては前記置換基群Ａから選ばれる置換基が挙げ
られ、アルキル基、アリール基、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合
わせて得られる基から選ばれる少なくとも１種の基が好ましく、アルキル基、アリール基
、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる少なくとも１種の基がより好ましく
、メチル基、フェニル基が更に好ましい。
【０１６８】
　Ｙ３は下記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基を表す。
【０１６９】
【化５８】

【０１７０】
　（式中、環Ａは隣接環と縮合する一般式（３ｂ）で表される芳香環又は複素環を表し、
環Ｂは隣接環と縮合する一般式（３ｃ）で表される複素環を表し、Ｘ３は炭素又は窒素を
表し、Ｒ３４及びＲ３１１は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は
芳香族複素環基を表し、Ｒ３３は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化
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水素基又は芳香族複素環基、又はＸ３を含む環と縮合する環を表し、Ｒ３１及びＲ３２は
各々独立に水素原子又は置換基を表す。＊はＺ３に連結する結合手を表す。）
【０１７１】
　Ｒ３４及びＲ３１１は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香
族複素環基を表し、前記一般式（１）におけるＲ１５と同義であり、また好ましい範囲も
同様である。
　Ｒ３３は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素
環基、又はＸを含む環と縮合する環を表し、前記一般式（１）におけるＲ１４と同義であ
り、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ３１及びＲ３２は各々独立に水素原子又は置換基を表し、前記一般式（１）における
Ｒ１２、及びＲ１３と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０１７２】
【化５９】

【０１７３】
　（式中、環Ｃは隣接環と縮合する一般式（３ｆ）で表される芳香環又は複素環を表し、
環Ｄは隣接環と縮合する一般式（３ｇ）で表される複素環を表し、環Ｅは隣接環と縮合す
る一般式（３ｈ）で表される複素環を表し、Ｘ３は炭素又は窒素を表し、Ｒ３９及びＲ３

１０は各々独立に、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複
素環基を表し、Ｒ３８は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又
は芳香族複素環基、又はＸ３を含む環と縮合する環を表し、Ｒ３５、Ｒ３６及びＲ３７は
各々独立に水素原子又は置換基を表す。）
【０１７４】
　Ｒ３９及びＲ３１０は各々独立に、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水
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　Ｒ３８は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素
環基、又はＸ３を含む環と縮合する環を表し、前記一般式（２）におけるＲ２５と同義で
あり、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ３５、Ｒ３６及びＲ３７は各々独立に水素原子又は置換基を表し、一般式（１）にお
けるＲ２２、Ｒ２３及びＲ２４と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０１７５】
　一般式（３）におけるｎ３は１～４であることが好ましく、２～４であることがより好
ましく、２～３であることが更に好ましい。
【０１７６】
　前記一般式（３）で表される化合物の好ましい形態の一つは、下記一般式（４）で表さ
れる化合物である。
【０１７７】

【化６０】

【０１７８】
　（式中、Ａｒ４１は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族
複素環基からなる２価の連結基を表し、Ｙ４は前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又
は（３ｅ）で表される基を表す。）
【０１７９】
　一般式（４）中のＡｒ４１は２価の連結基を表す。具体的には、以下のＹ－１～Ｙ－１
１８で表される連結基が挙げられる。
【０１８０】
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【０１８１】
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【化６２】

【０１８２】
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【化６３】

【０１８３】
　また、これらの連結基は置換基を有しても良い。置換基の例としてはアルキル基、アラ
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ミノ基、ジアラルキルアミノ基、アミノ基、ニトロ基、アシル基、アルコキシカルボニル
基、カルボキシル基、アルコキシル基、アルキルスルホニル基、ハロゲン原子、ハロアル
キル基、水酸基、アミド基、置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基
が挙げられる。
【０１８４】
　置換基の好ましい例として、以下のＺ－１～Ｚ－１３８で表される置換基が挙げられる
。
【０１８５】
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【０１８６】
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【０１８７】
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【０１８８】
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【化６７】

【０１８９】
　連結基Ａｒ４１で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は
芳香族複素環基としては、ベンゼン、ピリジン、トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、
フェニルピリジン、ビピリジン、ターフェニル環、トリアゾール環、ジアゾール環、フェ
ニルトリアゾール環、トリフェニルトリアゾール環等が好ましく、ベンゼン、ピリジン、
トリアジン、ピリミジン、ビフェニル、フェニルピリジン、ビピリジンがより好ましく、
ベンゼン環、ビフェニル環、ピリジン環が更に好ましい。これらが置換基を有する場合、
置換基としては前記置換基群Ａから選ばれる置換基が挙げられ、アルキル基、アリール基
、シリル基、シアノ基、フッ素原子、及びこれらを組み合わせて得られる基から選ばれる
少なくとも１種の基が好ましく、炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジルがより好
ましく挙げられる。置換基の数は０～４、好ましくは０～２がよい。
【０１９０】
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　Ｙ４は前記一般式３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基を表す。
【０１９１】
　前記一般式（３）で表される化合物の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。
【０１９２】
【化６８】

【０１９３】
（式中、Ｒ５１～Ｒ５６は各々独立に、水素原子又は置換基を表すが、Ｒ５１～Ｒ５６の
少なくとも２つは前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基であ
る。）
【０１９４】
　Ｒ５１～Ｒ５６は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、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が、Ｒ５１～Ｒ５６のうち少なくとも２つは前記一
般式３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基である。
【０１９５】
　Ｒ５１～Ｒ５６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、メ
チル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シア
ノ基、及びフッ素原子であり、特に好ましくは水素原子、メチル基、ｔ－ブチル基、フェ
ニル基、シアノ基、及びフッ素原子であり、中でも好ましくは水素原子、メチル基、フェ
ニル基、フッ素原子であり、最も好ましくは水素原子である。
【０１９６】
　Ｒ５１～Ｒ５６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。
【０１９７】
　一般式（５）中、一般式Ｒ５１～Ｒ５６の少なくとも２つが（３ａ－１）であることが
好ましい。この際、一般式（５）中の１つの（３a－１）が他の（３a－１）に対しパラ位
又はメタ位に置換していることが好ましく、メタ位に置換していることがより好ましい。
【０１９８】
　前記一般式（３）で表わされる化合物の好ましい形態の一つは、下記一般式（６）で表
される化合物である。
【０１９９】
【化６９】

【０２００】
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　（式中、Ｒ６１～Ｒ６１０は各々独立に、水素原子又は置換基を表す。Ｒ６１～Ｒ６１

０の少なくとも２つは前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基
である。）
【０２０１】
　Ｒ６１～Ｒ６１０は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、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が、Ｒ６１～Ｒ６１０のうち少なくとも２つは前
記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基である。
一般式（６）中、一般式Ｒ６１～Ｒ６５の少なくとも１つが（３ａ－１）であり、かつ、
一般式Ｒ６６～Ｒ５１０の少なくとも１つが（３ａ－１）であることが好ましい。
【０２０２】
　Ｒ６１～Ｒ６１０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、
更に好ましくは水素原子、メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フ
ェニル基、ナフチル基、シアノ基、及びフッ素原子であり、特に好ましくは水素原子、メ
チル基、ｔ－ブチル基、フェニル基、シアノ基、及びフッ素原子であり、中でも好ましく
は水素原子、メチル基であり、最も好ましくは水素原子である。
【０２０３】
　Ｒ６１～Ｒ６１０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。
【０２０４】
　前記一般式（６）で表わされる化合物の好ましい形態の一つは、下記一般式（７）で表
される化合物である。
【０２０５】
【化７０】

【０２０６】
　（式中、Ｒ７１～Ｒ７８は各々独立に、水素原子又は置換基を表す。Ｙ７１及びＹ７２

は各々独立に前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基を表す。
）
【０２０７】
　Ｒ７１～Ｒ７８は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、一般式（６）におけるＲ６

１～Ｒ６１０と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０２０８】
　前記一般式（６）で表される化合物の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。
【０２０９】
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【化７１】

【０２１０】
　（式中、Ｒ８１～Ｒ８８は各々独立に、水素原子又は置換基を表す。Ｙ８１及びＹ８２

は各々独立に前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基を表す。
）
【０２１１】
　Ｒ８１～Ｒ８８は各々独立に水素原子又は置換基を表し、前記一般式（６）におけるＲ

６１～Ｒ６１０と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０２１２】
　前記一般式（３）で表わされる化合物の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。
【０２１３】
【化７２】

【０２１４】
　（式中、Ｒ９１～Ｒ９１０は各々独立に、水素原子又は置換基を表すが、Ｒ９１～Ｒ９

１０の少なくとも二つは前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される
基を表す。Ｌ１は２価の連結基を表す。）
　Ｒ９１～Ｒ９１０は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、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が、Ｒ９１～Ｒ９１０のうち少なくとも２つは前
記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で表される基である。
一般式（６）中、Ｒ９１～Ｒ９５の少なくとも１つが一般式（３ａ－１）であり、かつ、
Ｒ９６～Ｒ９１０の少なくとも１つが一般式（３ａ－１）であることが好ましい。
【０２１５】
　Ｒ９１～Ｒ９１０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、
メチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、フェニル基、ナフチル基、シ
アノ基、及びフッ素原子であり、特に好ましくは水素原子、メチル基、ｔ－ブチル基、フ
ェニル基、シアノ基、及びフッ素原子であり、中でも好ましくは水素原子、メチル基、フ
ッ素原子であり、最も好ましくは水素原子である。
【０２１６】
　Ｒ９１～Ｒ９１０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。
【０２１７】
　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、メチレン基、エチレン
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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、置換ケイ素原子、置換
ゲルマニウム原子、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
キル基は前記置換基群Ａとして記載したアルキル基と同様のものが挙げられる。　
【０２１８】
　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。
【０２１９】
　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。
【０２２０】
　また、アルキルイミノ基、ジアルキルシランジイル基、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あってもよい。
【０２２１】
　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、窒素原子であり、最も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。
【０２２２】
　前記一般式（３）～（９）において、好ましい形態の一つは、前記一般式（３ａ－１）
で表される置換基が下記一般式（１０）で表される化合物である。
【０２２３】
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【化７３】

【０２２４】
　（式中、Ｒ１０２は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は
芳香族複素環基を表し、Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子又は置換基を表す。
Ｒ１０４は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を
表す。）
【０２２５】
　Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子又は置換基を表し、前記一般式（３ａ－１
）におけるＲ３１及びＲ３２と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ１０４は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基
を表し、前記一般式（３ｃ）におけるＲ３４と同義であり、また好ましい範囲も同様であ
る。
【０２２６】
　Ｒ１０２で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族
複素環基としては、ベンゼン環、ビフェニル環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル
環、ｐ－テルフェニル環、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、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。
　Ｒ１０２として好ましくは、水素原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピラゾール環、イ
ミダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、チオフェン環であり、より好ましくは水素
原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピリジン環であり、特に好ましくは水素原子である。
【０２２７】
　Ｒ１０２で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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジル等が挙
げられる。
【０２２８】
　前記一般式（３）～（１０）、及び前記一般式（３ａ－１）～（３ｈ）中、環Ａ及び環
Ｃがベンゼン環であり、Ｒ３４、Ｒ３９、Ｒ３１０、及びＲ１０４が置換若しくは未置換
のフェニル基又はピリジル基であり、かつ、Ｒ３１～Ｒ３２、Ｒ３５～Ｒ３７、Ｒ１０１

～Ｒ１０３が水素原子又はフェニル基であることが好ましい。
【０２２９】
　また、前記一般式（３）～（９）において、前記一般式（３ａ－１）で表される置換基
が下記一般式（１０－２）で表される化合物であることも好ましい。
【０２３０】
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【化７４】

【０２３１】
　（式中、Ｒ１０２は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は
芳香族複素環基を表し、Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子又は置換基を表す。
Ｒ１０４は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を
表す。）
【０２３２】
　Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子又は置換基を表し、前記一般式（３ａ－１
）、におけるＲ３１及びＲ３２と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ１０４は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基
を表し、前記一般式（３ｃ）におけるＲ３４と同義であり、また好ましい範囲も同様であ
る。
【０２３３】
　Ｒ１０２で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族
複素環基としては、前記一般式（１０）におけるＲ１０２と同様である。
　Ｒ１０２で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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジル等が挙
げられる。
【０２３４】
　また、前記一般式（３）～（９）において、前記一般式（３ａ－１）で表される置換基
が下記一般式（１０－３）で表される化合物であることも好ましい。
【０２３５】

【化７５】

【０２３６】
　（式中、Ｒ１０２は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は
芳香族複素環基を表し、Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子又は置換基を表す。
Ｒ１０４は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を
表す。）
【０２３７】
　Ｒ１０１及びＲ１０３は各々独立に水素原子又は置換基を表し、前記一般式（３ａ－１
）におけるＲ３１及びＲ３２と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ１０４は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基
を表し、前記一般式（３ｃ）におけるＲ３４と同義であり、また好ましい範囲も同様であ
る。
【０２３８】
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　Ｒ１０２で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族
複素環基としては、前記一般式（１０）におけるＲ１０２と同様である。
　Ｒ１０２で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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジル等が挙
げられる。
【０２３９】
　前記一般式（１０－２）、及び（１０－３）中、Ｒ１０４が置換若しくは未置換のフェ
ニル基又はピリジル基であり、かつ、Ｒ１０１～Ｒ１０３が水素原子又はフェニル基であ
ることが好ましい。
【０２４０】
　前記一般式（１０）、（１０－２）、及び（１０－３）のうち、特に好ましくは一般式
（１０）である。
【０２４１】
　一般式（３）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（１１）で
表される化合物である。
【０２４２】
【化７６】

【０２４３】
　（式中、Ｒ１１１～Ｒ１１６は各々独立に、水素原子又は置換基を表す。ただしＲ１１

１～Ｒ１１５の少なくとも一つは前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ）で
表される基である。ｍは１～４の整数を表す。）
【０２４４】
　Ｒ１１１～Ｒ１１５は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、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。
　Ｒ１１１～Ｒ１１５の少なくとも一つは前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（
３ｅ）で表される基であり、好ましくは前記一般式（１０）で表される基である。
【０２４５】
　Ｒ１１１～Ｒ１１５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、
ヘテロ環基である。
【０２４６】
　Ｒ１１１～Ｒ１１５のうち、Ｒ１１３が前記一般式（３ａ－１）で表される基であるこ
とが特に好ましい。
【０２４７】
　Ｒ１１１～Ｒ１１５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。
【０２４８】
　Ｒ１１６は水素原子又は置換基を表す。複数のＲ１１６は同一でも異なっていてもよい
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【０２４９】
　Ｒ１１６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。
　Ｒ１１６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である。
【０２５０】
　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。
【０２５１】
　一般式（３）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（１２）で
表される化合物である。
【０２５２】
【化７７】

【０２５３】
　（式中、Ｒ１２１～Ｒ１２６は各々独立に水素原子又は置換基を表す。ただし、Ｒ１２

１～Ｒ１２５のうち少なくとも一つは前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（３ｅ
）で表される基である。ｍは１～４の整数を表す。）
【０２５４】
　Ｒ１２１～Ｒ１２５は各々独立に、水素原子又は置換基を表し、該置換基としては前記
置換基群Ａとしてあげたものが適用できる。
　Ｒ１２１～Ｒ１２５の少なくとも一つは前記一般式（３ａ－１）、（３ａ－２）又は（
３ｅ）で表される基であり、好ましくは前記一般式（１０）で表される基である。
【０２５５】
　Ｒ１２１～Ｒ１２５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、
ヘテロ環基である。
【０２５６】
　Ｒ１２１～Ｒ１２５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。
【０２５７】
　Ｒ１２６は水素原子又は置換基を表す。複数のＲ１２６は同一でも異なっていてもよい
。
【０２５８】
　Ｒ１２６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。
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　Ｒ１２６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である。
【０２５９】
　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。
【０２６０】
　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（１３）で
表される化合物である。
【０２６１】
【化７８】

【０２６２】
　（Ｒ１３２は水素、又は、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は
芳香族複素環基を表し、Ｒ１３１及びＲ１３３は各々独立に水素原子又は置換基を表す。
Ｒ１３４及びＲ１３５は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香
族複素環基を表す。Ｒ１３６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Ｒ１３１として炭素原子に置換する。）
【０２６３】
　Ｒ１３１及びＲ１３３は各々独立に水素原子又は置換基を表し、前記一般式（１）にお
けるＲ１２及びＲ１３と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ１３４及びＲ１３５は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳
香族複素環基を表し、前記一般式（１）におけるＲ１１及びＲ１５と同義であり、また好
ましい範囲も同様である。
【０２６４】
　Ｒ１３２で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族
複素環基としては、ベンゼン環、ビフェニル環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル
環、ｐ－テルフェニル環、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、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。
　Ｒ１３２として好ましくは、水素原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピラゾール環、イ
ミダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、チオフェン環であり、より好ましくは水素
原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピリジン環であり、特に好ましくは水素原子である。
【０２６５】
　Ｒ１３２で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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジル等が挙
げられる。
【０２６６】
　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
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【０２６７】
　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である。
【０２６８】
　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。
【０２６９】
　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（１４）で
表される化合物である。
【０２７０】
【化７９】

【０２７１】
　（式中、Ｒ１４２は水素、縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は
芳香族複素環基を表し、Ｒ１４１及びＲ１４３は各々独立に水素原子又は置換基を表し、
Ｒ１４４及びＲ１４５は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香
族複素環基を表す。炭素連結基はＲ１４１として炭素原子に置換する。Ｒ１４６は水素原
子又は置換基を表す。ｍは１～４の整数を表す。）
【０２７２】
　Ｒ１４１及びＲ１４３は各々独立に水素原子又は置換基を表し、前記一般式（１）にお
けるＲ１２及びＲ１３と同義であり、また好ましい範囲も同様である。
　Ｒ１４４及びＲ１４５は縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳
香族複素環基を表し、前記一般式（１）におけるＲ１１、Ｒ１５と同義であり、また好ま
しい範囲も同様である。
【０２７３】
　Ｒ１４２で表される縮環構造でない置換若しくは未置換の芳香族炭化水素基又は芳香族
複素環基としては、ベンゼン環、ビフェニル環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル
環、ｐ－テルフェニル環、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、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。
　Ｒ１４２として好ましくは、水素原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピラゾール環、イ
ミダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、チオフェン環であり、より好ましくは水素
原子、ベンゼン環、ビフェニル環、ピリジン環であり、特に好ましくは水素原子である。
【０２７４】
　Ｒ１４２で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、好ましくは炭素数１～６のアルキル、フェニル、ピリジル等が挙
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【０２７５】
　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
。
【０２７６】
　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である。
【０２７７】
　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。
【０２７８】
　前記一般式（１）～（１８）で表される化合物の好ましい具体例を以下に示すが、これ
ら限定されるものではない。
【０２７９】
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【０３０４】
　一般式（１）で表される化合物は公知の方法で容易に製造することができる。例えば、
Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ，４７，７７３９－７７５０（１９９１），Ｓｙｎｌｅｔｔ，４
２－４８（２００５）に示される合成例を参考にして製造することができる。
【０３０５】
　本発明において、一般式（１）で表される化合物は、発光効率、及び耐久性（特に高温
度駆動時の耐久性）を向上させる観点から、発光層に含まれるが、その用途が限定される
ことはなく、有機層内の発光層に加えていずれの層に含有されてもよい。一般式（１）で
表される化合物の導入層としては、発光層以外に、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。
　また、一般式（１）で表され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。
【０３０６】
〔一般式（Ｄ－１）で表される化合物〕
　一般式（Ｄ－１）で表される化合物について詳細に説明する。
【０３０７】
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【化１０５】

【０３０８】
　（一般式（Ｄ－１）中、Ｍは４０以上の原子量の金属を表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に
水素原子又は置換基を表す。Ｒ３’は水素原子又は置換基を表す。環Ｑは、前記金属Ｍに
対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン環を表し、更に非芳香族基
により置換されていてもよい。Ｒ５は環Ｑがピリジン環の場合、アリール基又はヘテロア
リール基を表す。Ｒ３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、
－Ｏ－、－ＮＲ－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択され
る連結基によって連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル
基、アルケニル基、アルキニル基、ヘテロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基を
表し、更にハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ
’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯ
Ｒ’、－ＳＯ２Ｒ’、及び－ＳＯ３Ｒ’から選ばれる置換基を有していてもよく、Ｒ’は
各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基
、ヘテロアルキル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、補助配位
子を表す。ｍは１以上、前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表し、ｎは０以
上、前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表す。ｍ＋ｎは、前記金属に結合し
うる配位子の最大数である。）
【０３０９】
　一般式（Ｄ－１）中、Ｍは４０以上の原子量を有する金属を表し、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、
Ｒｅ、Ｗ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｇｄ、Ｄｙ、及びＣｅが挙げられる。
好ましくは、Ｉｒ、Ｐｔ、又はＲｅであり、中でも金属－炭素結合又は金属－窒素結合の
配位様式を形成し得るＩｒ、Ｐｔ、又はＲｅが好ましく、高い発光量子収率の観点からＩ
ｒが特に好ましい。
【０３１０】
　Ｒ３～Ｒ６、及びＲ３’は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ３～Ｒ６、及びＲ

３’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。
【０３１１】
　Ｒ３～Ｒ６、及びＲ３’で表されるアリール基としては、好ましくは、炭素数６から３
０の置換若しくは無置換のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等が
挙げられる。
【０３１２】
　Ｒ３～Ｒ６、及びＲ３’で表されるヘテロアリール基としては、好ましくは、炭素数５
～８のヘテロアリール基であり、より好ましくは、５又は６員の置換若しくは無置換のヘ
テロアリール基であり、例えば、ピリジル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピリミジ
ニル基、トリアジニル基、キノリニル基、イソキノリニル基、キナゾリニル基、シンノリ
ニル基、フタラジニル基、キノキサリニル基、ピロリル基、インドリル基、フリル基、ベ
ンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ベンズ
イミダゾリル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、ベンズオキサゾリル基、チアゾリル
基、ベンゾチアゾリル基、イソチアゾリル基、ベンズイソチアゾリル基、チアジアゾリル
基、イソオキサゾリル基、ベンズイソオキサゾリル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基
、ピペラジニル基、イミダゾリジニル基、チアゾリニル基、スルホラニル基などが挙げら
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れる。
【０３１３】
　Ｒ３’で表されるヘテロ環基の好ましい例としては、ピリジル基、ピリミジニル基、イ
ミダゾリル基、チエニル基であり、より好ましくは、ピリジル基、ピリミジニル基である
。
【０３１４】
　Ｒ３’として好ましくは、水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメチル基、
ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、アリール基、ヘテロアリー
ル基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメチル基、
フルオロ基、アリール基であり、更に好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール基で
ある。
【０３１５】
　Ｒ３、Ｒ４及びＲ６として好ましくは、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、シ
アノ基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、アリール基、ヘテ
ロアリール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメ
チル基、フルオロ基、アリール基であり、更に好ましくは、水素原子、アルキル基、アリ
ール基である。
【０３１６】
　また、Ｒ３～Ｒ６、及びＲ３’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。該置換基としては、アルキル基、アリール
基、シアノ基、ハロゲン原子、含窒素芳香族複素環基であり、より好ましくは炭素数１～
６のアルキル、炭素数６～１０のアリール基、ピリジル、フッ素原子、シアノ基であり、
更に好ましくは炭素数１～６のアルキル基、フェニル基、シアノ基である。また、Ｒ３～
Ｒ６同士は互いに連結して縮合環を形成していてもよく、形成される環としては、ベンゼ
ン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、トリアジン環、ピリダジン環、ピロール
環、ピラゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾー
ル環、チアゾール環、チアジアゾール環、フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、シ
ロール環、ゲルモール環、ホスホール環、カルバゾール環等が挙げられる。
【０３１７】
　Ｒ５は環Ｑがピリジン環の場合、アリール基、又はヘテロアリール基となる。該アリー
ル基、又はヘテロアリール基は更に置換基を有していても良く、該置換基としては、好ま
しくは、アルキル基、シアノ基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオ
ロ基、アリール基、ヘテロアリール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シ
アノ基、トリフルオロメチル基、フルオロ基、アリール基であり、更に好ましくは、水素
原子、アルキル基、シアノ基、アリール基である。
　Ｒ５としてはフェニル基、ｐ－トリル基、ナフチル基が好ましく、フェニル基がより好
ましい。
【０３１８】
　環Ｑがキノリン環、イソキノリン環の場合、Ｒ５としては、アルキル基、アルコキシ基
、フルオロ基、シアノ基、アルキルアミノ基、ジアリールアミノ基が好ましく、アルキル
基、フルオロ基、シアノ基がより好ましく、アルキル基が更に好ましく、メチル基が特に
好ましい。また、環Ｑがキノリン環、イソキノリン環でＲ５がアルキル基の場合、Ｒ３も
アルキル基であるのが好ましく、メチル基であるのがより好ましい。
【０３１９】
　環Ｑは、前記金属Ｍに対して配位されるピリジン環、キノリン環、又はイソキノリン環
を表し、更に置換基により置換されていてもよい。置換基としては、アルキル基、アリー
ル基、シアノ基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、ピリジル
基、チエニル基、アルコキシ基、であり、より好ましくはアルキル基、アリール基、アル
コキシ基、シアノ基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、ピリジル基、チエニル基であり
、更に好ましくは、アルキル基、アリール基であり、特に好ましくはアルキル基である。
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　環Ｑは上記のような更なる置換基を有さないか、又はアルキル基若しくはアリール基で
置換されていることが好ましく、更なる置換基を有さないか、又はアルキル基で置換され
ていることがより好ましい。
【０３２０】
　ｍは１～６であることが好ましく、１～３であることがより好ましい。ＭがＩｒの場合
、ｍは、１～３であることが好ましく、２であることがより好ましい。ｎは０～３である
ことが好ましく、０～１であることがより好ましい。ＭがＩｒの場合、ｎは、１～３であ
ることが好ましい。ｍが２であってｎが１であることがより好ましい。
【０３２１】
　（Ｘ－Ｙ）は、２座の配位子を表す。（Ｘ－Ｙ）で表される２座の配位子は特に限定さ
れないが具体例としては、例えば、置換又は無置換のフェニルピリジン、フェニルピラゾ
ール、フェニルイミダゾール、フェニルトリアゾール、フェニルテトラゾール、ピリジル
ピリジン、イミダゾリルピリジン、ピラゾリルピリジン、トリアゾリルピリジン、ピラザ
ボール、ジフェニルホスフィノエチレン、ピコリン酸及びアセチルアセトン等が挙げられ
る。このうち好ましいのは、フェニルピリジン、フェニルピラゾール、フェニルイミダゾ
ール、ピリジルピリジン、ピラザボール、ピコリン酸及びアセチルアセトン等であり、更
に好ましいのはフェニルピリジン、ピコリン酸及びアセチルアセトンである。
　また、（Ｘ－Ｙ）で表される２座の配位子の具体例としては以下の一般式（ｌ－１）～
（ｌ－１５）のいずれかで表される配位子を挙げることができる。
【０３２２】
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【化１０６】

【０３２３】
上記一般式中、＊は金属への配位位置を表す。
　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Ａから選択される置換基が挙げられる。
　Ｒｘ、Ｒｚは好ましくは、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、アリ
ール基のいずれかであり、より好ましくはアルキル基である。
　Ｒｙは好ましくは、水素原子、アルキル基、パーフルオロアルキル基、ハロゲン原子、
アリール基のいずれかであり、より好ましくは水素原子又はアルキル基である。
　一般式（ｌ－１）～（ｌ－１４）のうち、より好ましくは一般式（ｌ－１）、（ｌ－４
）、又は（ｌ－１５）である。
【０３２４】
　一般式（Ｄ－１）で表される化合物の好ましい形態の一つは、一般式（Ｄ－２）で表さ
れる化合物である。
【０３２５】
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【化１０７】

【０３２６】
　（一般式（Ｄ－２）中、Ｍは４０以上の原子量の金属を表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に
水素原子又は置換基を表す。Ｒ３’～Ｒ８’は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ

３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、
－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連
結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、
アルキニル基、ヘテロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更に置換基Ｚ
を有していてもよい。Ｚは各々独立に、ハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）

２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、
－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、又は－ＳＯ３Ｒ’を表し、Ｒ’は各々
独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、ヘ
テロアルキル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、補助配位子を
表す。ｍは１以上、前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表し、ｎは０以上、
前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表す。ｍ＋ｎは、前記金属に結合しうる
配位子の最大数である。）
【０３２７】
　一般式（Ｄ－２）におけるＭ、Ｒ３’、ｍ及びｎは、一般式（Ｄ－１）におけるＭ、Ｒ

３’、ｍ及びｎと同義であり、好ましいものも同様である。
【０３２８】
　Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ３～Ｒ６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。
【０３２９】
　Ｒ３～Ｒ６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。該置換基としては、アルキル基、アリール基、シアノ基、ハロ
ゲン原子、含窒素芳香族複素環基であり、より好ましくは炭素数１～６のアルキル、炭素
数６～１０のアリール基、ピリジル、フッ素原子、シアノ基であり、更に好ましくは炭素
数１～６のアルキル基、フェニル基、シアノ基である。また、Ｒ３～Ｒ６同士は互いに連
結して縮合環を形成していてもよく、形成される環としては、ベンゼン環、ピリジン環、
ピラジン環、ピリミジン環、トリアジン環、ピリダジン環、ピロール環、ピラゾール環、
イミダゾール環、トリアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、チアゾール環
、チアジアゾール環、フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、シロール環、ゲルモー
ル環、ホスホール環等が挙げられる。
【０３３０】
　Ｒ３～Ｒ６で表されるアリール基としては、好ましくは、炭素数６～３０の置換若しく
は無置換のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる。
【０３３１】
　Ｒ３～Ｒ６で表されるヘテロアリール基としては、好ましくは、炭素数５～８のヘテロ
アリール基であり、より好ましくは、５又は６員の置換若しくは無置換のヘテロアリール
基であり、例えば、ピリジル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、トリ
アジニル基、キノリニル基、イソキノリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、フタ
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ラジニル基、キノキサリニル基、ピロリル基、インドリル基、フリル基、ベンゾフリル基
、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ベンズイミダゾリル
基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、ベンズオキサゾリル基、チアゾリル基、ベンゾチ
アゾリル基、イソチアゾリル基、ベンズイソチアゾリル基、チアジアゾリル基、イソオキ
サゾリル基、ベンズイソオキサゾリル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ピペラジニ
ル基、イミダゾリジニル基、チアゾリニル基、スルホラニル基などが挙げられる。
【０３３２】
　Ｒ３～Ｒ６として好ましくは、水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメチル
基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、アリール基、ヘテロア
リール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメチル
基、フルオロ基、アリール基であり、更に好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール
基である。特に、Ｒ３、Ｒ５がアルキル基であることが好ましく、エチル基、イソブチル
基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、メチル基、がより好ましく、特に好ましくは、エチ
ル基、イソブチル基、ネオペンチル基、メチル基であり、メチル基が更に好ましい。
【０３３３】
　Ｒ４’～Ｒ８’は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ４’～Ｒ８’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。
【０３３４】
　Ｒ４’～Ｒ８’で表されるアリール基としては、好ましくは、炭素数６～３０の置換若
しくは無置換のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる
。
【０３３５】
　Ｒ４’～Ｒ８’で表されるヘテロアリール基としては、好ましくは、炭素数５～８のヘ
テロアリール基であり、より好ましくは、５又は６員の置換若しくは無置換のヘテロアリ
ール基であり、例えば、ピリジル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、
トリアジニル基、キノリニル基、イソキノリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、
フタラジニル基、キノキサリニル基、ピロリル基、インドリル基、フリル基、ベンゾフリ
ル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ベンズイミダゾ
リル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、ベンズオキサゾリル基、チアゾリル基、ベン
ゾチアゾリル基、イソチアゾリル基、ベンズイソチアゾリル基、チアジアゾリル基、イソ
オキサゾリル基、ベンズイソオキサゾリル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ピペラ
ジニル基、イミダゾリジニル基、チアゾリニル基、スルホラニル基などが挙げられる。
【０３３６】
　Ｒ４’～Ｒ８’として好ましくは、水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメ
チル基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、アリール基、ヘテ
ロアリール基、アルコキシ基、であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基
、トリフルオロメチル基、フルオロ基、アリール基、アルコキシ基、チエニル基であり、
更に好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール基であり、特に好ましくは水素原子、
アルキル基である。
【０３３７】
　また、Ｒ４’～Ｒ８’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。該置換基としては、好ましくはアルキル基、アリ
ール基、シアノ基、ハロゲン原子、含窒素芳香族複素環基であり、より好ましくは炭素数
１～６のアルキル、炭素数６～１０のアリール基、ピリジル、シアノ基、ハロゲン原子で
あり、更に好ましくは炭素数３～６の分岐アルキル基、フェニル基、ナフチル基、シアノ
基、フッ素原子であり、特に好ましくはイソブチル基、ｔ－ブチル基、ネオペンチル基、
フェニル基、ナフチル基、シアノ基、フッ素原子である。置換基の数は０～４、好ましく
は０～２がよい。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
。
　また、Ｒ４’～Ｒ８’同士は互いに連結して縮合環を形成していてもよく、形成される
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環としては、ベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、トリアジン環、ピリ
ダジン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、オキサゾール
環、オキサジアゾール環、チアゾール環、チアジアゾール環、フラン環、チオフェン環、
セレノフェン環、シロール環、ゲルモール環、ホスホール環等が挙げられる。
【０３３８】
　Ｒ４’～Ｒ６’及びＲ８’は水素原子であることが特に好ましい。
　特に、Ｒ７’がアルキル基であることが好ましく、分岐アルキル基であることがより好
しい。分岐アルキル基としては、具体的には、下記置換基（ａ）～（ｘ）を挙げることが
でき、置換基（ａ）～（ｈ）が好ましく、置換基（ｂ）～（ｅ）がより好ましく、置換基
（ｃ）又は（ｄ）が特に好ましい。
【０３３９】
【化１０８】

【０３４０】
　（Ｘ－Ｙ）は、２座の配位子を表す。（Ｘ－Ｙ）で表される２座の配位子は特に限定さ
れないが具体例としては、例えば、置換又は無置換のフェニルピリジン、フェニルピラゾ
ール、フェニルイミダゾール、フェニルトリアゾール、フェニルテトラゾール、ピリジル
ピリジン、イミダゾリルピリジン、ピラゾリルピリジン、トリアゾリルピリジン、ピラザ
ボール、ジフェニルホスフィノエチレン、ピコリン酸及びアセチルアセトン等が挙げられ
る。このうち好ましいのは、フェニルピリジン、フェニルピラゾール、フェニルイミダゾ
ール、ピリジルピリジン、ピラザボール、ピコリン酸及びアセチルアセトン等であり、更
に好ましいのはフェニルピリジン、ピコリン酸及びアセチルアセトンである。特に好まし
いのは、錯体の安定性と高い発光効率が得られる観点からアセチルアセトネートである。
また、これらの基は上記の置換基によって更に置換されていてもよい。
　（Ｘ－Ｙ）の好ましい範囲は前記一般式（D-1）における（Ｘ－Ｙ）と同様である。
【０３４１】
　一般式（Ｄ－１）で表される化合物の好ましい形態の一つは、一般式（Ｄ－３）で表さ
れる化合物である。
【０３４２】
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【化１０９】

【０３４３】
　（一般式（Ｄ－３）中、Ｍは４０以上の原子量の金属を表す。Ｒ３～Ｒ６は各々独立に
水素原子又は置換基を表す。Ｒ３’～Ｒ８’は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ

３’とＲ６は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ－、
－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によって連
結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、
アルキニル基、ヘテロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更に置換基Ｚ
を有していてもよい。Ｚは各々独立に、ハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ’）

２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－ＣＮ、
－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、又は－ＳＯ３Ｒ’を表し、Ｒ’は各々
独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、ヘ
テロアルキル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、補助配位子を
表す。ｍは１以上、前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表し、ｎは０以上、
前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表す。ｍ＋ｎは、前記金属に結合しうる
配位子の最大数である。）
【０３４４】
　一般式（Ｄ－３）におけるＭ、Ｒ３’、（Ｘ－Ｙ）、ｍ及びｎは、一般式（Ｄ－１）に
おけるＭ、Ｒ３’、（Ｘ－Ｙ）、ｍ及びｎと同義であり、好ましいものも同様である。
【０３４５】
　Ｒ３～Ｒ６は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ３～Ｒ６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。
【０３４６】
　Ｒ３～Ｒ６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。該置換基としては、アルキル基、アリール基、シアノ基、ハロ
ゲン原子、含窒素芳香族複素環基であり、より好ましくは炭素数１～６のアルキル、炭素
数６～１０のアリール基、ピリジル、フッ素原子、シアノ基であり、更に好ましくは炭素
数１～６のアルキル基、フェニル基、シアノ基である。また、Ｒ３～Ｒ６同士は互いに連
結して縮合環を形成していてもよく、形成される環としては、ベンゼン環、ピリジン環、
ピラジン環、ピリミジン環、トリアジン環、ピリダジン環、ピロール環、ピラゾール環、
イミダゾール環、トリアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、チアゾール環
、チアジアゾール環、フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、シロール環、ゲルモー
ル環、ホスホール環等が挙げられる。
【０３４７】
　Ｒ３～Ｒ６で表されるアリール基としては、好ましくは、炭素数６～３０の置換若しく
は無置換のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる。
【０３４８】
　Ｒ３～Ｒ６で表されるヘテロアリール基としては、好ましくは、炭素数５～８のヘテロ
アリール基であり、より好ましくは、５又は６員の置換若しくは無置換のヘテロアリール
基であり、例えば、ピリジル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、トリ
アジニル基、キノリニル基、イソキノリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、フタ
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ラジニル基、キノキサリニル基、ピロリル基、インドリル基、フリル基、ベンゾフリル基
、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ベンズイミダゾリル
基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、ベンズオキサゾリル基、チアゾリル基、ベンゾチ
アゾリル基、イソチアゾリル基、ベンズイソチアゾリル基、チアジアゾリル基、イソオキ
サゾリル基、ベンズイソオキサゾリル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ピペラジニ
ル基、イミダゾリジニル基、チアゾリニル基、スルホラニル基などが挙げられる。
【０３４９】
　Ｒ３～Ｒ６として好ましくは、水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメチル
基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、アリール基、ヘテロア
リール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメチル
基、フルオロ基、アリール基であり、更に好ましくは、水素原子、アルキル基、アリール
基である。
【０３５０】
　Ｒ４及びＲ６は水素原子であることが特に好ましい。
　Ｒ３、Ｒ５がアルキル基であることが特に好ましくエチル基、イソブチル基、ｔ－ブチ
ル基、ネオペンチル基、メチル基、がより好ましく、特に好ましくは、エチル基、イソブ
チル基、ネオペンチル基、メチル基であり、メチル基が更に好ましい。
【０３５１】
　Ｒ４’～Ｒ８’は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ４’～Ｒ８’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。
【０３５２】
　また、Ｒ４’～Ｒ８’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、Ｒ４’～Ｒ８’同士は互いに連結して縮合環
を形成していてもよく、形成される環としては、ベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、
ピリミジン環、トリアジン環、ピリダジン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール
環、トリアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、チアゾール環、チアジアゾ
ール環、フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、シロール環、ゲルモール環、ホスホ
ール環等が挙げられる。
【０３５３】
　Ｒ４’～Ｒ８’で表されるアリール基としては、好ましくは、炭素数６～３０の置換若
しくは無置換のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる
。
【０３５４】
　Ｒ４’～Ｒ８’で表されるヘテロアリール基としては、好ましくは、炭素数５～８のヘ
テロアリール基であり、より好ましくは、５又は６員の置換若しくは無置換のヘテロアリ
ール基であり、例えば、ピリジル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、
トリアジニル基、キノリニル基、イソキノリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、
フタラジニル基、キノキサリニル基、ピロリル基、インドリル基、フリル基、ベンゾフリ
ル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ベンズイミダゾ
リル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、ベンズオキサゾリル基、チアゾリル基、ベン
ゾチアゾリル基、イソチアゾリル基、ベンズイソチアゾリル基、チアジアゾリル基、イソ
オキサゾリル基、ベンズイソオキサゾリル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ピペラ
ジニル基、イミダゾリジニル基、チアゾリニル基、スルホラニル基などが挙げられる。
【０３５５】
　Ｒ４’～Ｒ８’として好ましくは、水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメ
チル基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、アリール基、ヘテ
ロアリール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメ
チル基、フルオロ基、アリール基であり、更に好ましくは、水素原子、アルキル基、アリ
ール基である。特に、Ｒ４’がアルキル基であるのが好ましい。
【０３５６】
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　（Ｘ－Ｙ）は、２座の配位子を表す。（Ｘ－Ｙ）で表される２座の配位子は特に限定さ
れないが具体例としては、例えば、置換又は無置換のフェニルピリジン、フェニルピラゾ
ール、フェニルイミダゾール、フェニルトリアゾール、フェニルテトラゾール、ピリジル
ピリジン、イミダゾリルピリジン、ピラゾリルピリジン、トリアゾリルピリジン、ピラザ
ボール、ジフェニルホスフィノエチレン、ピコリン酸及びアセチルアセトン等が挙げられ
る。このうち好ましいのは、フェニルピリジン、フェニルピラゾール、フェニルイミダゾ
ール、ピリジルピリジン、ピラザボール、ピコリン酸及びアセチルアセトン等であり、更
に好ましいのはフェニルピリジン、ピコリン酸及びアセチルアセトンである。特に好まし
いのは、錯体の安定性と高い発光効率が得られる観点からアセチルアセトネートである。
また、これらの基は上記の置換基によって更に置換されていてもよい。
　（Ｘ－Ｙ）の好ましい範囲は前記一般式（D-1）における（Ｘ－Ｙ）と同様である。
【０３５７】
　一般式（Ｄ－１）で表される化合物の好ましい形態の一つは、一般式（Ｄ－４）で表さ
れる化合物である。
【０３５８】
【化１１０】

【０３５９】
　（一般式（Ｄ－４）中、Ｍは４０以上の原子量の金属を表す。Ｒ３～Ｒ１０は各々独立
に水素原子又は置換基を表す。Ｒ３’～Ｒ６’は各々独立に水素原子又は置換基を表す。
Ｒ３’とＲ１０は、－ＣＲ２－ＣＲ２－、－ＣＲ＝ＣＲ－、－ＣＲ２－、－Ｏ－、－ＮＲ
－、－Ｏ－ＣＲ２－、－ＮＲ－ＣＲ２－、及び－Ｎ＝ＣＲ－から選択される連結基によっ
て連結されて環を形成してもよく、Ｒは各々独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、ヘテロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基を表し、更に置換
基Ｚを有していてもよい。Ｚは各々独立に、ハロゲン原子、－Ｒ’、－ＯＲ’、－Ｎ（Ｒ
’）２、－ＳＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ’、－Ｃ（Ｏ）Ｎ（Ｒ’）２、－Ｃ
Ｎ、－ＮＯ２、－ＳＯ２、－ＳＯＲ’、－ＳＯ２Ｒ’、又は－ＳＯ３Ｒ’を表し、Ｒ’は
各々独立に、水素原子、アルキル基、ペルハロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基
、ヘテロアルキル基、アリール基又はヘテロアリール基を表す。（Ｘ－Ｙ）は、補助配位
子を表す。ｍは１以上、前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表し、ｎは０以
上、前記金属に結合しうる配位子の最大数以下の値を表す。ｍ＋ｎは、前記金属に結合し
うる配位子の最大数である。）
【０３６０】
　一般式（Ｄ－４）におけるＭ、Ｒ３’、（Ｘ－Ｙ）、ｍ及びｎは、一般式（Ｄ－１）に
おけるＭ、Ｒ３’、（Ｘ－Ｙ）、ｍ及びｎと同義であり、好ましいものも同様である。
【０３６１】
　Ｒ３～Ｒ１０は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ３～Ｒ１０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。
【０３６２】
　Ｒ３～Ｒ１０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。該置換基としては、アルキル基、アリール基、シアノ基、ハ
ロゲン原子、含窒素芳香族複素環基であり、より好ましくは炭素数１～６のアルキル、炭
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素数６～１０のアリール基、ピリジル、フッ素原子、シアノ基であり、更に好ましくは炭
素数１～６のアルキル基、フェニル基、シアノ基である。また、Ｒ３～Ｒ１０同士は互い
に連結して縮合環を形成していてもよく、形成される環としては、ベンゼン環、ピリジン
環、ピラジン環、ピリミジン環、トリアジン環、ピリダジン環、ピロール環、ピラゾール
環、イミダゾール環、トリアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、チアゾー
ル環、チアジアゾール環、フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、シロール環、ゲル
モール環、ホスホール環等が挙げられる。
【０３６３】
　Ｒ３～Ｒ１０で表されるアリール基としては、好ましくは、炭素数６～３０の置換若し
くは無置換のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる。
【０３６４】
　Ｒ３～Ｒ１０で表されるヘテロアリール基としては、好ましくは、炭素数５～８のヘテ
ロアリール基であり、より好ましくは、５又は６員の置換若しくは無置換のヘテロアリー
ル基であり、例えば、ピリジル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、ト
リアジニル基、キノリニル基、イソキノリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、フ
タラジニル基、キノキサリニル基、ピロリル基、インドリル基、フリル基、ベンゾフリル
基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ベンズイミダゾリ
ル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、ベンズオキサゾリル基、チアゾリル基、ベンゾ
チアゾリル基、イソチアゾリル基、ベンズイソチアゾリル基、チアジアゾリル基、イソオ
キサゾリル基、ベンズイソオキサゾリル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ピペラジ
ニル基、イミダゾリジニル基、チアゾリニル基、スルホラニル基などが挙げられる。
【０３６５】
　Ｒ３～Ｒ１０として好ましくは、水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメチ
ル基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、アリール基、ヘテロ
アリール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメチ
ル基、フルオロ基、アリール基であり、更に好ましくは、水素原子、アルキル基、シアノ
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、アリール基である。
【０３６６】
　Ｒ３～Ｒ６及びＲ８～Ｒ１０は水素原子であることが特に好ましい。
　Ｒ７はアルキル基であることが特に好ましく、メチル基、イソブチル基、ネオペンチル
基であることが好ましく、より好ましくはメチル基である。
【０３６７】
　Ｒ３’～Ｒ６’は各々独立に水素原子又は置換基を表す。Ｒ３’～Ｒ６’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。
【０３６８】
　また、Ｒ３’～Ｒ６’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、Ｒ３’～Ｒ６’同士は互いに連結して縮合環
を形成していてもよく、形成される環としては、ベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、
ピリミジン環、トリアジン環、ピリダジン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール
環、トリアゾール環、オキサゾール環、オキサジアゾール環、チアゾール環、チアジアゾ
ール環、フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、シロール環、ゲルモール環、ホスホ
ール環等が挙げられる。
【０３６９】
　Ｒ３’～Ｒ６’で表されるアリール基としては、好ましくは、炭素数６から３０の置換
若しくは無置換のアリール基、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられ
る。
【０３７０】
　Ｒ３’～Ｒ６’で表されるヘテロアリール基としては、好ましくは、炭素数５～８のヘ
テロアリール基であり、より好ましくは、５又は６員の置換若しくは無置換のヘテロアリ
ール基であり、例えば、ピリジル基、ピラジニル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、
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トリアジニル基、キノリニル基、イソキノリニル基、キナゾリニル基、シンノリニル基、
フタラジニル基、キノキサリニル基、ピロリル基、インドリル基、フリル基、ベンゾフリ
ル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ベンズイミダゾ
リル基、トリアゾリル基、オキサゾリル基、ベンズオキサゾリル基、チアゾリル基、ベン
ゾチアゾリル基、イソチアゾリル基、ベンズイソチアゾリル基、チアジアゾリル基、イソ
オキサゾリル基、ベンズイソオキサゾリル基、ピロリジニル基、ピペリジニル基、ピペラ
ジニル基、イミダゾリジニル基、チアゾリニル基、スルホラニル基などが挙げられる。
【０３７１】
　Ｒ３’～Ｒ６’として好ましくは、水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメ
チル基、ペルフルオロアルキル基、ジアルキルアミノ基、フルオロ基、アリール基、ヘテ
ロアリール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基、トリフルオロメ
チル基、フルオロ基、アリール基であり、更に好ましくは、水素原子、アルキル基、アリ
ール基である。
【０３７２】
　（Ｘ－Ｙ）は、２座の配位子を表す。（Ｘ－Ｙ）で表される２座の配位子は特に限定さ
れないが具体例としては、例えば、置換又は無置換のフェニルピリジン、フェニルピラゾ
ール、フェニルイミダゾール、フェニルトリアゾール、フェニルテトラゾール、ピリジル
ピリジン、イミダゾリルピリジン、ピラゾリルピリジン、トリアゾリルピリジン、ピラザ
ボール、ジフェニルホスフィノエチレン、ピコリン酸及びアセチルアセトン等が挙げられ
る。このうち好ましいのは、フェニルピリジン、フェニルピラゾール、フェニルイミダゾ
ール、ピリジルピリジン、ピラザボール、ピコリン酸及びアセチルアセトン等であり、更
に好ましいのはフェニルピリジン、ピコリン酸及びアセチルアセトンであり、特に好まし
いのは、錯体の安定性の観点からフェニルピリジンである。また、これらの基は上記の置
換基によって更に置換されていてもよい。
　（Ｘ－Ｙ）の好ましい範囲は前記一般式（D-1）における（Ｘ－Ｙ）と同様である。
【０３７３】
　一般式（Ｄ－１）～（Ｄ－４）で表される化合物は、例えば、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．
，３０，１６８５－１６８７（１９９１）、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１２３巻，
４３０４（２００１）、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，４０巻，１７０４‐１７１１（２００
１）、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，４１，３０５５－３０６６（２００２）、Ｅｕｒ．Ｊ．
Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，４，６９５－７０９（２００４）等種々の公知の合成法、国際公開
第０９／０７３２４５号及び国際公開第０８／１０９８２４号の記載を参照して合成する
ことができる。
　前記一般式（Ｄ－１）～（Ｄ－４）で表される化合物の好ましい具体例を以下に示すが
、これら限定するものではない。
【０３７４】
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【０３７５】
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【０３７６】
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【０３７７】
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【０３７８】
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【０３７９】
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【化１１６】

【０３８０】
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【化１１７】

【０３８１】
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【０３８２】
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【０３８３】
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【０３８４】
　なお、上記構造式において、ａｃａｃは下記構造の配位子（アセチルアセトネート）を
表す。
【０３８５】
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【化１２１】

【０３８６】
　本発明において、一般式（Ｄ－１）で表される化合物は、発光効率、及び耐久性（特に
高温度駆動時の耐久性）を向上させる観点から、発光層に含まれるが、その用途が限定さ
れることはなく、有機層内の発光層に加えていずれの層に含有されてもよい。一般式（Ｄ
－１）で表される化合物の導入層としては、発光層以外に、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。
【０３８７】
〔一般式（１）で表される化合物と一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを含有する組成
物〕
　本発明は前記一般式（１）で表される化合物と前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物
とを含有する組成物にも関する。
　本発明の組成物における一般式（１）で表される化合物の含有量は５０～９９質量％で
あることが好ましく、７０～９５質量％であることがより好ましい。
　本発明の組成物における一般式（Ｄ－１）で表される化合物の含有量は１～３０質量％
であることが好ましく、５～１５質量％であることがより好ましい。
　本発明の組成物における他に含有しても良い成分としては、有機物でも無機物でもよく
、有機物としては、後述するホスト材料、蛍光発光材料、燐光発光材料として挙げた材料
が適用できる。
　本発明の組成物は蒸着法やスパッタ法等の乾式製膜法、転写法、印刷法等により有機電
界発光素子の有機層を形成することができる。
【０３８８】
〔有機電界発光素子〕
　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、該発光層が
、前記一般式（１）で表される化合物と前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを少な
くとも一種ずつ含有する。
【０３８９】
　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るが、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３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３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。
【０３９０】
＜有機層の構成＞
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　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。
【０３９１】
　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。
【０３９２】
＜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。
【０３９３】
　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。
【０３９４】
＜有機層＞
　本発明における有機層について説明する。
【０３９５】
－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。
　本発明において、一般式（１）で表される化合物と一般式（Ｄ－１）で表される化合物
とを少なくとも一種ずつ含有する発光層をウエットプロセスで形成することが製造コスト
低減の観点から好ましい。
【０３９６】
（発光層）
　本発明の発光層は、前記一般式（１）で表される化合物と前記一般式（Ｄ－１）で表さ
れる化合物とを少なくとも一種ずつ含有する。
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＜発光材料＞
　本発明における発光材料は前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物であることが好まし
い。
【０３９７】
　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の質量に対して
、０．１質量％～５０質量％含有されることが好ましく、耐久性、外部量子効率の観点か
ら１質量％～５０質量％含有されることがより好ましく、２質量％～４０質量％含有され
ることが更に好ましい。
　発光層中の前記一般式（Ｄ－１）で表される化合物は、発光層中に耐久性、外部量子効
率の観点から１質量％～３０質量％含有されることが好ましく、４質量％～２０質量％含
有されることがより好ましい。
【０３９８】
　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。
【０３９９】
　本発明の素子における発光層は、発光材料とホスト材料と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。
　本発明は一般式（１）で表される化合物と一般式（Ｄ－１）で表される化合物とを含む
発光層にも関する。本発明の発光層は有機電界発光素子に用いることができる。
【０４００】
＜ホスト材料＞
【０４０１】
　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。
【０４０２】
　本発明における発光層において、前記ホスト材料の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。
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【０４０３】
　ホスト材料は前記一般式（１）で表される化合物であることが好ましい。
　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。
　発光層中の前記一般式（１）で表される化合物は、発光層中に発光効率、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
とが好ましく、４０質量％以上９６質量％以下であることがより好ましい。
【０４０４】
（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
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。
【０４０５】
（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、例えば、ＵＳ６３０３２３８Ｂ１、ＵＳ６
０９７１４７、ＷＯ００／５７６７６、ＷＯ００／７０６５５、ＷＯ０１／０８２３０、
ＷＯ０１／３９２３４Ａ２、ＷＯ０１／４１５１２Ａ１、ＷＯ０２／０２７１４Ａ２、Ｗ
Ｏ０２／１５６４５Ａ１、ＷＯ０２／４４１８９Ａ１、ＷＯ０５／１９３７３Ａ２、特開
２００１－２４７８５９号、特開２００２－３０２６７１号、特開２００２－１１７９７
８号、特開２００３－１３３０７４号、特開２００２－２３５０７６号、特開２００３－
１２３９８２号、特開２００２－１７０６８４号、ＥＰ１２１１２５７号、特開２００２
－２２６４９５号、特開２００２－２３４８９４号、特開２００１－２４７８５９号、特
開２００１－２９８４７０号、特開２００２－１７３６７４号、特開２００２－２０３６
７８、特開２００２－２０３６７９号、特開２００４－３５７７９１号、特開２００６－
２５６９９９号、特開２００７－１９４６２号、特開２００７－８４６３５号、特開２０
０７－９６２５９号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
、Ｒｈ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Ｒｅ錯体が特に好ましい。
【０４０６】
　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、４質量％以上３０質量％以下
の範囲が最も好ましい。
【０４０７】
　本発明に用いることのでき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
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り好ましく、４質量％以上３０質量％以下の範囲が最も好ましい。特に４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。
【０４０８】
－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。
【０４０９】
－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。
　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。
【０４１０】
－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、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）ｂ
ｉｓ（２－ｍｅｔｈｙｌ－８－ｑｕｉｎｏｌｉｎａｔｏ）４－ｐｈｅｎｙｌｐｈｅｎｏｌ
ａｔｅ（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－Ｄｉｍｅｔｈｙ
ｌ－４，７－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－１，１０－ｐｈｅｎａｎｔｈｒｏｌｉｎｅ（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。
【０４１１】
－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
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。
【０４１２】
＜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。
【０４１３】
＜封止容器＞
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　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。
【０４１４】
（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。
【０４１５】
　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。
【０４１６】
　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。
【０４１７】
　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。
【０４１８】
　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。
【０４１９】
　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。
【０４２０】
　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。
【０４２１】
（本発明の発光素子の用途）
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　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、発光装置、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。
【０４２２】
　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
１等により構成されている。
【０４２３】
　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。
【０４２４】
　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
。
【０４２５】
（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。
【実施例】
【０４２６】
（例示化合物１５６（Ｃ－６）の合成）
　一般式（１）で表される化合物の例示化合物１５６は、以下の反応式により製造するこ
とができる。
【０４２７】
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【化１２２】

【０４２８】
　エタノール中、１，２－シクロヘキサンジオンに２当量のフェニルヒドラジン塩酸塩を
加え、窒素雰囲気下で濃硫酸０．１当量を５分間かけ滴下した。その後４時間沸点還流し
、中間化合物１を収率９０％で得た。中間化合物１を酢酸－トリフルオロ酢酸混合溶媒中
、１００℃で１５時間攪拌し、中間化合物２を収率３９％で得た。中間化合物２と０．０
５当量の酢酸パラジウム、０．１５当量のトリ（ｔ－ブチル）ホスフィン、２．４当量の
ナトリウム－ｔｅｒｔ－ブトキシド、及び１当量のヨードベンゼンをキシレンに溶解させ
、１０時間沸点還流し、中間化合物３を合成した（収率：３５％）。中間化合物３と０．
０５当量の酢酸パラジウム、０．１５当量のトリ（ｔ－ブチル）ホスフィン、２．４当量
の炭酸ルビジウム、及び０．５当量の中間化合物４をキシレンに溶解させ、１３時間沸点
還流にて反応させた。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５６％で得た。
なお、実施例で使用した化合物Ｃ－６がこの例示化合物１５６に該当する。
【０４２９】
（例示化合物１６２（Ｃ－４）の合成）
　一般式（１）で表される化合物の例示化合物１６２は、以下の反応式により製造するこ
とができる。
【０４３０】

【化１２３】

【０４３１】
　３，３’－ジブロモビフェニルと０．０５当量の酢酸パラジウム、０．１５当量のトリ
（ｔ－ブチル）ホスフィン、２．４当量の炭酸ルビジウム、及び２当量の３をキシレンに
溶解させ、１３時間沸点還流にて反応させた。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
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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１６
２を収率７６％で得た。なお、実施例で使用した化合物Ｃ－４がこの例示化合物１６２に
該当する。
【０４３２】
（例示化合物１３８（Ｃ－１）の合成）
　一般式（１）で表される化合物の例示化合物１３８（Ｃ－１）は、以下の反応式により
製造することができる。
【０４３３】
【化１２４】

【０４３４】
　エタノール中、１，２－シクロヘキサンジオンに２当量のフェニルヒドラジン塩酸塩を
加え、窒素雰囲気下で濃硫酸０．１当量を５分間かけ滴下した。その後４時間沸点還流し
、中間化合物４を収率９０％で得た。中間化合物４を酢酸－トリフルオロ酢酸混合溶媒中
、１００℃で１５時間攪拌し、中間化合物５を収率３９％で得た。中間化合物５と０．０
５当量の酢酸パラジウム、０．１５当量のトリ（ｔ－ブチル）ホスフィン、２．４当量の
ナトリウム－ｔｅｒｔ－ブトキシド、及び２．２当量のヨードベンゼンをキシレンに溶解
させ、１０時間沸点還流にて反応させた。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１３８を
収率６６％で得た。なお、実施例で使用した化合物Ｃ－１がこの例示化合物１３８に該当
する。
【０４３５】
（例示化合物１９６（Ｃ－１４）の合成）
　一般式（１）で表される化合物の例示化合物１９６（Ｃ－１４）は、以下の反応式によ
り製造することができる。
【０４３６】
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【化１２５】

【０４３７】
　脱水ＴＨＦ中に１当量の塩化シアニルを溶解させる。窒素雰囲気下、氷浴にて３２％臭
化フェニルマグネシウムＴＨＦ溶液（２．５当量）を滴下し、２時間攪拌し、中間化合物
６を合成した（収率：３７％）。中間化合物２と０．０５当量の酢酸パラジウム、０．１
５当量のトリ（ｔ－ブチル）ホスフィン、２．４当量のナトリウム－ｔｅｒｔ－ブトキシ
ド、及び１当量のヨードベンゼンをキシレンに溶解させ、１０時間沸点還流し、中間化合
物７を合成した（収率：３５％）。１．１当量の水素化ナトリウムを脱水Ｎ，Ｎ‘－ジメ
チルホルムアミド（ＤＭＦ）に分散させ、窒素雰囲気下で攪拌する。１当量の中間化合物
７のＤＭＦ溶液を滴下し、1時間攪拌する。その後、中間化合物６のＤＭＦ溶液を滴下し
、３時間攪拌する。水を加え、析出した結晶を濾別した。エタノール/クロロホルム溶液
からの再結晶、昇華による精製を経て、例示化合物１９６を収率３２％で得た。なお、実
施例で使用した化合物Ｃ－１４がこの例示化合物１９６に該当する。
【０４３８】
＜実施例１＞
〔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４０
ｎｍ蒸着した（正孔輸送層）。この上に、Ａ－１とＣ－１を９：９１の比率（質量比）で
３０ｎｍ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、



(128) JP 2011-91355 A 2011.5.6

10

20

30

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－１に由来するりん光発光が得
られた。
【０４３９】
　［実施例１－１～１－１９８、比較例１－２～１－１６］
　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、評価した。いずれの素子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。
【０４４０】

【化１２６】

【０４４１】
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【０４４２】
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【０４４３】
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【化１２９】

【０４４４】
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【０４４５】
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【０４４６】
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【０４４７】



(135) JP 2011-91355 A 2011.5.6

10

20

30

【化１３３】

【０４４８】



(136) JP 2011-91355 A 2011.5.6

10

20

30

40
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【０４４９】
（駆動電圧の測定）
　各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（ＥＬＳ１５
００）にセットし、輝度が１０００ｃｄ／ｍ２時の印加電圧を測定した。
【０４５０】
（外部量子効率の評価）
　東陽テクニカ製ソースメジャーユニット２４００型を用いて、直流定電圧を各有機電界
発光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。
【０４５１】
（駆動耐久性の評価）
　各有機電界発光素子を、東京システム開発（株）製のＯＬＥＤテストシステムＳＴ－Ｄ
型にセットし、外気温７０℃において、定電流モードにて初期輝度１０００ｃｄ／ｍ２の
条件で駆動し、輝度半減時間を測定した。
【０４５２】
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【０４５３】
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【表２】

【０４５４】
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【０４５５】



(140) JP 2011-91355 A 2011.5.6

10

20

30

【表４】

【０４５６】
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【表５】

【０４５７】
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【表６】

【０４５８】
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　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な
り、駆動電圧が低下した。特に、高温度（７０℃）での駆動時に高い耐久性を示した。
【０４５９】
＜実施例２＞
（比較例２－１）
【０４６０】
【化１３５】

【０４６１】
　比較例１－１において発光層の膜の組成比をＡ－１とＣ－１を９：９１（質量比）から
、Ｂ－１とＣ－１を５：９５（質量比）に変えて蒸着した以外（膜厚：３０ｎｍ）、比較
例１－１と同様にして比較例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、Ｂ－１に由来する発光が得られた。
【０４６２】
（実施例２－１～２－２４９、比較例２－２～２－１５）
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　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
様にして実施例２－１～２－１１２、比較例２－２～２－１５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。
【０４６３】
【表７】

【０４６４】
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【表８】

【０４６５】
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【表９】

【０４６６】
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【表１０】

【０４６７】
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【０４６９】
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【０４７０】
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【表１４】

【０４７１】



(152) JP 2011-91355 A 2011.5.6

10

20

30

40

【表１５】

【０４７２】
　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な
り、駆動電圧が低下した。特に、高温度（７０℃）での駆動時に高い耐久性を示した。
【０４７３】
＜実施例３＞
【０４７４】
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【化１３６】

【０４７５】
（比較例３－１）
　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。Ａ－１：Ｃ－１＝４：９６（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１５０ｎｍ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（ＸＮＲ５５１６ＨＶ、長瀬チバ（
株）製）を用いて封止し、比較例３－１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、化合物Ａ－１に由来する発光が得られた。
【０４７６】
（実施例３－１～３－１２９、比較例３－２～３－７）
　比較例３－１で使用した材料を、表３に記載の材料に変更した以外は比較例３－１と同
様にして実施例３－１～３－４２、比較例３－２～３－７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。
【０４７７】
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【０４７８】
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【化１３８】

【０４７９】
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【表１６】

【０４８０】
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【表１７】

【０４８１】
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【表１８】

【０４８２】
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【表１９】

【０４８３】
　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な
り、駆動電圧が低下した。特に、高温度（７０℃）での駆動時に高い耐久性を示した。実
施例３は発光層を塗布で作製したものであり、製造コストの点で優れている。
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＜実施例４＞
（比較例４－１）
　比較例３－１において発光層の膜の組成をＡ－１とＣ－１を４：９６（質量比）から、
Ｂ－１とＣ－１を４：９６（質量比）に変えて塗布した以外（膜厚：３０ｎｍ）、比較例
３－１と同様にして比較例４－１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
、Ｂ－１に由来する発光が得られた。
【０４８５】
（実施例４－１～４－１８４、比較例４－２～４－９）
　比較例４－１で使用した材料を、表４に記載の材料に変更した以外は比較例４－１と同
様にして実施例４－１～４－７３、比較例４－２～４－９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。
【０４８６】



(161) JP 2011-91355 A 2011.5.6

10

20

30

40

【表２０】

【０４８７】
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【表２１】

【０４８８】
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【表２６】

【０４９３】
　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な
り、駆動電圧が低下した。特に、高温度（７０℃）での駆動時に高い耐久性を示した。実
施例４は発光層を塗布で作製したものであり、製造コストの点で優れている。
【符号の説明】
【０４９４】
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
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１６・・・封止容器
２０・・・発光装置
３０・・・光散乱部材
３０Ａ・・・光入射面
３０Ｂ・・・光出射面
３２・・・微粒子
４０・・・照明装置
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