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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に対となる電極と、正孔輸送層、発光層、電子輸送層を少なくとも有する有機機
能層からなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、
（１）該正孔輸送層と該発光層の間に燐光発光性ドーパントのみからなるドーパント層を
有し、
（２）該発光層は発光波長の異なる２種以上の燐光発光性ドーパントとホスト化合物を含
有し、該燐光発光性ドーパントの少なくとも１つが、発光層の厚さ方向において陽極側の
濃度が高い濃度勾配を有しており、
（３）該ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントのＨＯＭＯ準位の絶対値（ＤＨＯ

ＭＯ）が下記式（１）を満たし、
　　式（１）　　ＤＨＯＭＯ＜５．３ｅＶ
（４）該ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントが、下記一般式（Ａ）～（Ｃ）か
ら選ばれる少なくとも１つの部分構造を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッ
センス素子。
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【化１】

〔式中、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表し、Ｒｂ、Ｒｃは各々
水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香族環または芳香族複素環を形成するのに必要な
残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。〕

【化２】

〔式中、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表し、Ｒｂ、Ｒｃ、Ｒｂ

１、Ｒｃ１は各々水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香族環または芳香族複素環を形
成するのに必要な残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。〕
【化３】

〔式中、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表し、Ｒｂ、Ｒｃは各々
水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香族環または芳香族複素環を形成するのに必要な
残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。〕
【請求項２】
　前記ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントと、前記発光層中の燐光発光性ドー
パントの少なくとも１種とが同一化合物であることを特徴とする請求項１に記載の有機エ
レクトロルミネッセンス素子。
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【請求項３】
　前記発光層中で濃度勾配を有する燐光発光性ドーパントの少なくとも１つが、発光極大
波長が４８０ｎｍ未満の青色燐光発光性ドーパントであることを特徴とする請求項１また
は２に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項４】
　前記正孔輸送層の陽極側導電準位の絶対値ＥＬＨＴと、前記ドーパント層を構成する燐
光発光性ドーパントのＨＯＭＯ準位の絶対値（ＤＨＯＭＯ）が下記式（２）を満たすこと
を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
　　式（２）　　ＤＨＯＭＯ＋０．３ｅＶ＞ＥＬＨＴ

【請求項５】
　前記発光層中の青色燐光発光性ドーパントの、陽極側界面での含有率が５０質量％以上
、１００質量％以下であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の有機エ
レクトロルミネッセンス素子。
【請求項６】
　前記発光層の膜厚が、６０ｎｍ以上１２０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～
５のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項７】
　前記発光層が、発光極大波長がそれぞれ、４８０ｎｍ未満の青色燐光発光性ドーパント
、５００ｎｍ以上５８０ｎｍ未満の緑色燐光発光性ドーパント、５８０ｎｍ以上の赤色燐
光発光性ドーパントを含有することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の有
機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いること
を特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光波長の異なる複数の燐光発光性ドーパントを有し、特に白色発光を呈す
る多色燐光発光有機エレクトロルミネッセンス素子及びそれを用いた照明装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　発光型の電子ディスプレイデバイスとして、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（
以下、ＥＬＤと略記する）がある。ＥＬＤの構成要素としては、無機エレクトロルミネッ
センス素子（以下、無機ＥＬ素子ともいう）や有機エレクトロルミネッセンス素子（以下
、有機ＥＬ素子ともいう）が挙げられる。無機ＥＬ素子は平面型光源として使用されてき
たが、発光素子を駆動させるためには交流の高電圧が必要である。
【０００３】
　一方、有機エレクトロルミネッセンス素子は、発光する化合物を含有する発光層を、陰
極と陽極で挟んだ構成を有し、発光層に電子及び正孔を注入して、再結合させることによ
り励起子（エキシトン）を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出（蛍光・燐
光）を利用して発光する素子であり、数Ｖ～数十Ｖ程度の電圧で発光が可能であり、更に
自己発光型であるために視野角に富み、視認性が高く、薄膜型の完全固体素子であるため
に省スペース、携帯性等の観点から注目されている。
【０００４】
　また、有機エレクトロルミネッセンス素子は、従来実用に供されてきた主要な光源、例
えば、発光ダイオードや冷陰極管と異なり、面光源であることも大きな特徴である。この
特性を有効に活用できる用途として、照明用光源や様々なディスプレイのバックライトが
ある。特に近年、需要の増加が著しい液晶フルカラーディスプレイのバックライトとして
用いることも好適である。
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【０００５】
　有機エレクトロルミネッセンス素子をこのような照明用光源、あるいはディスプレイの
バックライトとして用いる場合には、白色もしくは、いわゆる電球色（以下、総合して白
色と称す）を呈する光源として用いることになる。有機エレクトロルミネッセンス素子で
白色発光を得るには、１つの素子中に発光波長の異なる複数の発光ドーパントを調整し、
混色により白色を得る方法、多色の発光画素、例えば、青・緑・赤の３色を塗りわけ同時
に発光させ、混色して白色を得る方法、色変換色素を用いて白色を得る方法（例えば、青
発光材料と色変換蛍光色素の組み合わせ）などがある。
【０００６】
　しかしながら、低コスト、高生産性、簡便な駆動方法など照明用光源、バックライトに
求められる様々な要求から判断すると、１つの素子中に発光波長の異なる複数の発光ドー
パントを調整し、混色により白色を得る方法がこれらの用途には有効であり、近年、研究
開発が意欲的に進められている。
【０００７】
　上述の方法により白色光を得る方法について更に詳細に述べれば、素子中に補色の関係
にある２色の発光ドーパント、例えば、青色発光ドーパントと黄色発光ドーパントを用い
混色して白色を得る方法、青・緑・赤の３色の発光ドーパントを用い、混色して白色を得
る方法が挙げられる。
【０００８】
　例えば、効率の高い青、緑、赤の３色の蛍光体を発光材料としてドープすることによっ
て、白色の有機エレクトロルミネッセンス素子を得る方法が開示されている（例えば、特
許文献１、２参照。）。
【０００９】
　また、白色発光を呈する有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光色の異なる
層を各々別個の層にするのではなく、２色以上の発光ドーパントを１層中に共存させ、高
発光エネルギーの発光ドーパントから相対的に効率の低い発光ドーパントへのエネルギー
移動により、多色を発光させる方式がある。この方式は、有機層数を削減できること、ま
た発光ドーパントの使用量を減少できることから、白色発光の有機ＥＬ素子を得るにあた
り有力な方法の一つである。例えば、特許文献３には、陽極から赤色発光層及び青色発光
層が順次設けられてなり、かつ赤色発光層は少なくとも一つの緑色発光ドーパントを含有
することを特徴とする有機電界発光素子が開示されている。
【００１０】
　ところで、近年、蛍光材料に対し、より高輝度の有機エレクトロルミネッセンス素子が
得られる燐光発光ドーパントの開発が精力的に進められている（例えば、特許文献４、非
特許文献１、２参照。）。従来の蛍光材料からの発光は、励起一重項からの発光であり、
一重項励起子と三重項励起子の生成比が１：３であるため、発光性励起種の生成確率は２
５％であるのに対し、励起三重項からの発光を利用する燐光発光ドーパントの場合には、
励起子生成比率と一重項励起子から三重項励起子への内部変換により、内部量子効率の上
限が１００％となるため、蛍光発光ドーパントの場合に比べ、原理的に発光効率が最大４
倍となる。
【００１１】
　しかしながら、燐光発光ドーパントを用いて、２色以上の発光ドーパントを１層に共存
させ、高発光エネルギーの発光ドーパントから相対的に効率の低いドーパントにエネルギ
ー移動により多色を発光させることにより、白色発光の有機エレクトロルミネッセンス素
子を得ようとした場合、発光色の異なる複数層を積層して白色を得る場合に比し比較的色
度の駆動条件、環境に対する安定性を確保するのが容易ではあるが、駆動条件やデバイス
の駆動経時、あるいは保存経時に対する色度の安定性が必ずしも十分なレベルにはないこ
とが判ってきた。とりわけ照明光源用途においては、発光色の安定性に対する要求は厳し
く、有機エレクトロルミネッセンス素子を照明光源用途に実用化するには、如何に色度の
安定性を確保するかが重要な課題となっている。
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【００１２】
　例えば、特許文献５には、発光層中で発光材濃度を変化させることで電荷移動を容易と
し低電圧化、高発光効率化する手法が開示されている、また特許文献６にも同様の手法が
開示されているが、青色に発光する燐光発光材料を使用した白色素子での構成例は開示さ
れておらず、本発明の燐光材料との組み合わせについて記載はない。更に、色度安定性に
関しては記載がない。特許文献７には、青燐光ドーパントの濃度勾配記載はあるが、白色
素子、及び白色素子における色度安定性についての記載、また燐光発光材料のＨＯＭＯ準
位との関係についての記載もない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平６－２０７１７０号公報
【特許文献２】特開２００４－２３５１６８号公報
【特許文献３】国際公開第２００４／０７７８８６号パンフレット
【特許文献４】米国特許第６，０９７，１４７号明細書
【特許文献５】特許第３７８６０２３号公報
【特許文献６】特許第４１８１７９５号公報
【特許文献７】特表２０１０－５１５２５５号公報
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】Ｍ．Ａ．Ｂａｌｄｏ　ｅｔ　ａｌ．，ｎａｔｕｒｅ、３９５巻、１５１
～１５４頁（１９９８年）
【非特許文献２】Ｍ．Ａ．Ｂａｌｄｏ　ｅｔ　ａｌ．，ｎａｔｕｒｅ、４０３巻、１７号
、７５０～７５３頁（２０００年）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、その目的は、発光波長の異なる複数の
燐光発光ドーパントを有し、白色発光を呈する有機エレクトロルミネッセンス素子におい
て、電力効率に優れ、かつ色度の対駆動電圧、対駆動経時、対デバイス保存での安定性に
優れ、かつ面内の輝度均一性に優れた白色燐光発光有機エレクトロルミネッセンス素子と
、それを用いた照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の上記目的は、以下の構成により達成される。
【００１７】
　１．基板上に対となる電極と、正孔輸送層、発光層、電子輸送層を少なくとも有する有
機機能層からなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、
（１）該正孔輸送層と該発光層の間に燐光発光性ドーパントのみからなるドーパント層を
有し、
（２）該発光層は発光波長の異なる２種以上の燐光発光性ドーパントとホスト化合物を含
有し、該燐光発光性ドーパントの少なくとも１つが、発光層の厚さ方向において陽極側の
濃度が高い濃度勾配を有しており、
（３）該ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントのＨＯＭＯ準位の絶対値（ＤＨＯ

ＭＯ）が下記式（１）を満たし、
　　式（１）　　ＤＨＯＭＯ＜５．３ｅＶ
（４）該ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントが、下記一般式（Ａ）～（Ｃ）か
ら選ばれる少なくとも１つの部分構造を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッ
センス素子。
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【化Ａ】

〔式中、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表し、Ｒｂ、Ｒｃは各々
水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香族環または芳香族複素環を形成するのに必要な
残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。〕

【化Ｂ】

〔式中、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表し、Ｒｂ、Ｒｃ、Ｒｂ

１、Ｒｃ１は各々水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香族環または芳香族複素環を形
成するのに必要な残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。〕
【化Ｃ】

〔式中、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表し、Ｒｂ、Ｒｃは各々
水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香族環または芳香族複素環を形成するのに必要な
残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。〕
　２．前記ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントと、前記発光層中の燐光発光性
ドーパントの少なくとも１種とが同一化合物であることを特徴とする前記１に記載の有機
エレクトロルミネッセンス素子。
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【００１８】
　３．前記発光層中で濃度勾配を有する燐光発光性ドーパントの少なくとも１つが、発光
極大波長が４８０ｎｍ未満の青色燐光発光性ドーパントであることを特徴とする前記１ま
たは２に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【００１９】
　４．前記正孔輸送層の陽極側導電準位の絶対値ＥＬＨＴと、前記ドーパント層を構成す
る燐光発光性ドーパントのＨＯＭＯ準位の絶対値（ＤＨＯＭＯ）が下記式（２）を満たす
ことを特徴とする前記１～３のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子
。
【００２０】
　　式（２）　　ＤＨＯＭＯ＋０．３ｅＶ＞ＥＬＨＴ

【００２７】
　５．前記発光層中の青色燐光発光性ドーパントの、陽極側界面での含有率が５０質量％
以上、１００質量％以下であることを特徴とする前記１～４のいずれか１項に記載の有機
エレクトロルミネッセンス素子。
【００２８】
　６．前記発光層の膜厚が、６０ｎｍ以上１２０ｎｍ以下であることを特徴とする前記１
～５のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【００２９】
　７．前記発光層が、発光極大波長がそれぞれ、４８０ｎｍ未満の青色燐光発光性ドーパ
ント、５００ｎｍ以上５８０ｎｍ未満の緑色燐光発光性ドーパント、５８０ｎｍ以上の赤
色燐光発光性ドーパントを含有することを特徴とする前記１～６のいずれか１項に記載の
有機エレクトロルミネッセンス素子。
【００３０】
　８．前記１～７のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いるこ
とを特徴とする照明装置。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明により、電力効率に優れ、かつ色度の対駆動電圧、対駆動経時、対デバイス保存
での安定性に優れ、かつ面内の輝度均一性に優れた白色燐光発光有機エレクトロルミネッ
センス素子と、それを用いた照明装置が提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の有機ＥＬ素子を組み込んだ照明装置の一例を示す概略図である。
【図２】本発明の有機ＥＬ素子を組み込んだ照明装置の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の白色燐光発光有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、本発明の有機
ＥＬ素子ともいう）の各構成要素の詳細について、順次説明する。
【００３４】
　《有機エレクトロルミネッセンス素子の白色色度》
　本発明の有機ＥＬ素子や該素子に係る化合物の発光色は、「新編色彩科学ハンドブック
」（日本色彩学会編、東京大学出版会、１９８５）の１０８頁の図４．１６において、分
光放射輝度計ＣＳ－１０００（コニカミノルタセンシング社製）で測定した結果を、ＣＩ
Ｅ色度座標に当てはめたときの色で決定される。
【００３５】
　本発明における白色素子としての好ましい色度は、相関色温度が２５００Ｋ～７０００
Ｋ、かつＣＩＥ１９３１表色系おいて、各色温度での黒体輻射線上からのｙ値乖離が０．
１以下である。
【００３６】
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　《有機ＥＬ素子の層構成》
　次に、有機ＥＬ素子の層構成の好ましい具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定
されない。
【００３７】
　（ｉ）陽極／発光層ユニット／電子輸送層／陰極
　（ii）陽極／正孔輸送層／発光層ユニット／電子輸送層／陰極
　（iii）陽極／正孔輸送層／発光層ユニット／正孔阻止層／電子輸送層／陰極
　（iv）陽極／正孔輸送層／発光層ユニット／正孔阻止層／電子輸送層／陰極バッファー
層／陰極
　（ｖ）陽極／陽極バッファー層／正孔輸送層／発光層ユニット／正孔阻止層／電子輸送
層／陰極バッファー層／陰極
　本発明の有機ＥＬ素子においては、発光層ユニットは、本発明で規定する要件を満たす
構成を有する発光層を少なくとも１層有していれば、何層でもよいが、好ましくは本発明
の規定を満たす要件を有する発光層１層のみからなるものである。
【００３８】
　《発光層》
　本発明に係る発光層は、電極または電子輸送層、正孔輸送層から注入されてくる電子及
び正孔が再結合して発光する層であり、発光する部分は発光層の層内であっても発光層と
隣接層との界面であってもよい。本発明に係る発光層は、本発明で規定する要件を満たし
ていれば、その構成には特に制限はない。
【００３９】
　発光層の膜厚の総和は、特に制限はないが、形成する膜の均質性や、発光時に不必要な
高電圧を印加するのを防止し、且つ、駆動電流に対する発光色の安定性向上の観点から、
４０ｎｍ～２００ｎｍの範囲に調整することが好ましく、更に好ましくは５０ｎｍ以上、
１５０ｎｍ以下の範囲に調整される。
【００４０】
　発光層を形成する方法としては、後述する発光ドーパントやホスト化合物を、例えば、
真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、ＬＢ法（ラングミュア－ブロジェット法）、
インクジェット法、スプレー法、印刷法、スロット型コータ法等の公知の薄膜形成法によ
り製膜して形成することができる。
【００４１】
　本発明の有機ＥＬ素子においては、発光層は２層以上有していてもよいが、前記記載の
発光層１層のみからなることが好ましい。
【００４２】
　《濃度勾配に関する記載》
　本発明において、発光波長の異なる２種以上の燐光発光性ドーパントのうち、発光極大
波長が４８０ｎｍ未満の青色燐光発光性ドーパントをリン光発光性ドーパントＡ、また、
発光極大波長が５８０ｎｍ以上の赤色燐光発光性ドーパントをリン光発光性ドーパントＢ
とし、発光極大波長が５００ｎｍ以上５８０ｎｍ未満の緑色燐光発光性ドーパントをリン
光発光性ドーパントＣとする。
【００４３】
　次に、本発明における、前記燐光発光ドーパントＡの前記発光層内における濃度分布に
ついて説明する。本発明においては、発光ドーパントＡは、前記発光層の陽極側において
高濃度に含有されており、陰極側へ向けて低濃度となるように濃度分布を持って存在する
。発光層の陽極側端部から発光層中央部まで部分の燐光ドーパントＡ平均含有量が、陰極
側端部から発光層中央部までの平均含有量より多ければよいが、好ましくは陽極側端部が
最も高濃度であり、陽極側端部から陰極側端部へかけて単調に減少していくのが好ましい
。単調に減少するとは該発光層の陽極側端部を除き、極大濃度部分を有さないということ
である。本発明において、陽極側端部とは該発光層の陽極側界面から５ｎｍ、もしくは該
発光層全体の１／２０の厚さの内、薄い方の厚さの領域を指し、陰極側端部とは該発光層
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の陰極側界面から５ｎｍ、もしくは該発光層全体の１／２０の厚さの内、薄い方の厚さの
領域を指す。
【００４４】
　該発光層における陽極側端部の燐光ドーパントＡの含有量としては、５０質量％以上、
１００質量％未満であることが好ましい。５０質量％未満であると電力効率が低下する。
【００４５】
　本発明の構成の発光層により、電力効率に優れ、かつ色度の対駆動電圧、対駆動経時、
対デバイス保存での安定性に優れた白色燐光発光有機エレクトロルミネッセンス素子が得
られる。本発明の効果をもたらす作用機構については、必ずしも解明されている訳ではな
く、推測の域を出ないが、燐光発光層、特に青発光を呈する燐光発光層はエネルギーギャ
ップが大きく、電子または正孔等の電荷の発光層への注入に大きな障壁があることが予想
される。本発明の構成はこの電荷の発光層への注入を改善しているものと期待されるが、
どのような材料との組み合わせにおいても本発明の効果が得られるわけではなく、特に本
発明の燐光発光性ドーパントＡ、更にはホスト化合物との組み合わせにおいて顕著な効果
が得られることを見出した。
【００４６】
　例えば、特許第３７８６０２３号には、発光層中で発光材濃度を変化させることで電荷
移動を容易とし低電圧化、高発光効率化する手法が開示されている、また特許第４１８１
７９５号にも同様の手法が開示されているが、青色に発光する燐光発光材料を使用した白
色素子での構成例は開示されておらず、特に色度安定性に関する本発明の効果を予見でき
るものではない。更には、本発明の燐光材料との組み合わせにおける格段の効果を予見で
きるものではない。特表２０１０－５１５２５５号には、青燐光ドーパントの濃度勾配記
載はあるが、白色素子、及び白色素子における色度安定性についての記載はなく、また本
発明における燐光発光材料のＨＯＭＯ準位との関係における格段の効果を予見できるもの
ではない。
【００４７】
　〈ドーパント分布測定法記載〉
　ドーパントの深さ方向の分布を計測する方法はいくつかあるが、特定の元素がある場合
、動的二次イオン質量分析法が好ましい。Ｄ－ＳＩＭＳは膜内の元素の量を高感度で分析
可能でかつ深さ方向の元素の濃度変化を追うことができる。二次イオン質量分析法につい
ては、例えば、日本表面科学会「二次イオン質量分析法（表面科学技術選書）」（丸善）
等を参考にすることができる。
【００４８】
　動的二次イオン質量分析法は、１０－８Ｐａ程度の高真空下で一次イオンと呼ばれるイ
オンビームを試料表面に照射しスパッタリングを行う。それにより放出された構成粒子の
中で二次イオンを質量分析することにより表面に存在する元素を分析する方法である。表
面をスパッタし、削り取っていくので破壊分析ではあるが、表面からμｍ以上の深さまで
の元素の濃度変化を分析することが可能である。
【００４９】
　一次イオンとしては、例えばＣｓ＋、Ｏ２

＋等の金属イオン種が好ましいが、どのイオ
ン種を用いるのが好ましいかは測定対象元素によって使い分けられる。
【００５０】
　化合物そのものを計測したい場合は飛行時間型二次イオン質量分析（ＴｏＦ－ＳＩＭＳ
）法が好ましい。この場合、有機層をななめに削り取り、削り取った斜め断面部分につい
て、化合物から得られるフラグメントイオンの分布を計測することにより、ドーパント化
合物の深さ方向の分布を知ることができる。斜めに削る方法としては電子顕微鏡の試料作
製に用いるウルトラミクロトームを用いる方法、ダイプラウインテス製サイカスＮＮ型な
どの精密斜め切削装置を用いる方法が挙げられる。ＴｏＦ－ＳＩＭＳ法については、例え
ば、日本表面科学会「二次イオン質量分析法（表面科学技術選書）」（丸善）等を参考に
することができる。ＴｏＦ－ＳＩＭＳ法は、１０－８Ｐａ程度の高真空下で一次イオンと



(10) JP 5771965 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

呼ばれるイオンビームを試料表面に照射しスパッタリングを行う。一次イオンビームを非
常に低電流とし、かつパルス状にすることにより、非常に穏やかなスパッタリングがおこ
り、それにより放出された二次イオンを質量分析することにより表面に存在する化合物分
析する方法である。一次イオンを走査しながら測定することにより、スパッタリングで放
出された二次イオンの分布を計測することができる。一次イオンとしては、例えばＧａ＋

、Ｉｎ＋、Ｂｉ＋、Ａｕ＋金属イオン種やそのクラスターイオンが好ましいが、どのイオ
ン種を用いるのが好ましいかは測定対象元素によって使い分けられる。
【００５１】
　例えば、蒸着法により形成するとき、発光ドーパントの濃度勾配は他の共蒸着成分との
蒸着比をかえることで形成するが、形成後、上記の方法により深さ方向のスパッタリング
を行うことで深さ方向の分布を測定することができる。
【００５２】
　〔ドーパント層〕
　本発明の有機ＥＬ素子に係るドーパント層は、燐光発光性ドーパントを用いた、燐光発
光性ドーパント以外の化合物を含まない層を指し、正孔輸送層と発光層の間に有すること
を特徴とする。ドーパント層に用いられる燐光発光性ドーパントは、そのＨＯＭＯ準位の
絶対値（ＤＨＯＭＯ）が５．３ｅＶよりも値が小さい（浅い）ものであれば、どのような
骨格の化合物を用いても良いが、一般式（Ａ）～（Ｃ）で示されるような、青色燐光発光
性ドーパントを用いる方がより好ましい。また、発光層の陽極側のドーパントのＨＯＭＯ
準位とドーパント層のＨＯＭＯ準位が揃っているとドーパント層と発光層の間の正孔の注
入がより促進されると考えられるため、ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントと
発光層中の燐光発光性ドーパントの少なくとも１種とが同一化合物であることがより好ま
しい。
【００５３】
　更に、本発明においては、前記発光ドーパントのイオン化ポテンシャルエネルギーが５
．３ｅＶより小さいものであることが高効率かつ色度の安定性を良好にする上で好ましい
。即ち、燐光発光ドーパントＡの最高電子占有準位の絶対値が、５．３ｅＶより浅いこと
が好ましい。
【００５４】
　なお、燐光発光ドーパントの最高電子占有準位（ＨＯＭＯ）準位（またはイオン化ポテ
ンシャルとも呼ぶ）は、例えば紫外光電子分光法（ＵＰＳ）等を用いることで求めること
ができる。即ち、これらの化合物の単体膜を、ガラス基板上に成膜した薄膜のＵＰＳを測
定することでＨＯＭＯレベル（またその絶対値）を測定することができる。
【００５５】
　例えばアルバック－ファイ（株）製ＥＳＣＡ　５６００　ＵＰＳ（ｕｌｔｒａｖｉｏｌ
ｅｔ　ｐｈｏｔｏｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）にて測定される値を用
いることができる。
【００５６】
　《陽極側導電準位》
　また、前記ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントは、前記正孔輸送層の陽極側
導電準位の絶対値ＥＬＨＴと、前記ドーパント層を構成する燐光発光性ドーパントのＨＯ
ＭＯ準位の絶対値（ＤＨＯＭＯ）が下記式（２）を満たすよう選ばれることが好ましい。
【００５７】
　　式（２）　　ＤＨＯＭＯ＋０．３ｅＶ＞ＥＬＨＴ

　本発明に係る陽極側導電準位とは、主として正孔輸送層、ドーパント層、及び発光層に
おいて、素子駆動時に多数のキャリアが伝導する順位を意味する。一般的に有機化合物で
ある場合はＨＯＭＯ準位であることが大半である。金属等の導電性材料を用いた場合はフ
ェルミ準位である。また、例えば特開２００６－６６３８０号に記載の電子引き抜き層に
用いられるような有機化合物を用いた場合は、ＬＵＭＯ準位を指す場合もある。本発明に
おいては、式（２）を満たすものであればいずれの材料を用いても良い。
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【００５８】
　正孔注入層、正孔輸送層、ドーパント層及び発光層で用いられる有機化合物においてＨ
ＯＭＯ準位とＬＵＭＯ準位どちらが陽極側導電準位となるかは陽極側の隣接層の陽極側導
電準位とＨＯＭＯ準位およびＬＵＭＯ準位それぞれのエネルギー差によって決定される。
例えば、陽極／正孔輸送層／ドーパント層／発光層という構成の場合は、陽極のフェルミ
準位と正孔輸送層のＨＯＭＯ準位のエネルギーギャップがＬＵＭＯ準位とのエネルギーギ
ャップより小さい場合、ＨＯＭＯ準位が陽極側導電準位となる。
【００５９】
　なお、陽極側導電準位の最高占有軌道（ＨＯＭＯ）準位レベル（またはイオン化ポテン
シャルとも呼ぶ）は、例えば紫外光電子分光法（ＵＰＳ）等を用いることで求めることが
できる。即ち、これらの化合物の単体膜を、ガラス基板上に成膜した薄膜のＵＰＳを測定
することでＨＯＭＯレベルを測定することができる。
【００６０】
　例えばアルバック－ファイ（株）製ＥＳＣＡ　５６００　ＵＰＳ（ｕｌｔｒａｖｉｏｌ
ｅｔ　ｐｈｏｔｏｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）にて測定される値を用
いることができる。
【００６１】
　また、最低非占有軌道（ＬＵＭＯ）準位レベルは、例えば上記測定法で得られたＨＯＭ
Ｏレベルの絶対値から紫外－可視吸収スペクトルの吸収端から算出したエネルギーギャッ
プの値を差し引くことで求めることができる。
【００６２】
　〔発光ドーパント〕
　次いで、本発明に係る発光ドーパントについて説明する。
【００６３】
　本発明に係る発光ドーパントとしては、燐光発光ドーパント（以下、燐光発光体、燐光
性化合物、燐光発光性化合物ともいう）を用いることを特徴とする。
【００６４】
　（燐光発光体）
　本発明に係る燐光発光体は、励起三重項からの発光が観測される化合物であり、具体的
には、室温（２５℃）にて燐光発光する化合物であり、燐光量子収率が、２５℃において
０．０１以上の化合物であると定義されるが、好ましい燐光量子収率は０．１以上である
。
【００６５】
　上記燐光量子収率は、例えば、第４版実験化学講座７の分光IIの３９８頁（１９９２年
版、丸善）に記載の方法により測定できる。溶液中での燐光量子収率は種々の溶媒を用い
て測定できるが、本発明に係る燐光発光体は、任意の溶媒のいずれかにおいても、上記燐
光量子収率（０．０１以上）が達成されればよい。
【００６６】
　燐光発光体の発光の原理としては、２タイプが挙げられ、一つのタイプはキャリアが輸
送されるホスト化合物上でキャリアの再結合が起こってホスト化合物の励起状態が生成し
、このエネルギーを燐光発光体に移動させることで燐光発光体からの発光を得るというエ
ネルギー移動型、もう一つのタイプは、燐光発光体がキャリアトラップとなり、燐光発光
体上でキャリアの再結合が生じ、燐光発光体からの発光が得られるというキャリアトラッ
プ型であるが、いずれの場合においても、燐光発光体の励起状態のエネルギーは、ホスト
化合物の励起状態のエネルギーよりも低いことが条件である。
【００６７】
　燐光発光体は、有機ＥＬ素子の発光層に使用される公知のものの中から適宜選択して用
いることができる。
【００６８】
　本発明に係る燐光発光体としては、好ましくは元素の周期表で８族～１０族の金属を含
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は白金化合物（白金錯体系化合物）、希土類錯体であり、中でも最も好ましいのはイリジ
ウム化合物である。
【００６９】
　以下に、燐光発光体として、主に、青色燐光発光性ドーパント以外の前記リン光発光ド
ーパントＢまたはＣとして用いられる化合物の具体例を示すが、これらに限定されない。
これらの化合物は、例えば、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．４０巻、１７０４～１７１１に記載
の方法等により合成できる。
【００７０】
【化４】

【００７１】
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【００７２】
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【化８】

【００７５】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の発光色は、白色であり、その白色発光ス
ペクトルが、４６５～４８０ｎｍ、５００～５１５ｎｍ、及び６００～６２０ｎｍの波長
領域内に発光極大波長を有することが好ましい。したがって、そのために、「青色ドーパ
ント」、「緑色ドーパント」、及び「赤色ドーパント」を含有することが好ましい。
【００７６】
　（一般式（Ａ）～（Ｃ）で表される部分構造）
　本発明においては、燐光発光ドーパントＡが、前記一般式（Ａ）～（Ｃ）から選ばれる
少なくとも１つの部分構造を有することが好ましい。
【００７７】
　前記一般式（Ａ）において、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環基を表
し、Ｒｂ、Ｒｃは各々水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香族環または芳香族複素環
を形成するのに必要な残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。
【００７８】
　また、前記一般式（Ｂ）において、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環
基を表し、Ｒｂ、Ｒｃ、Ｒｂ１、Ｒｃ１は各々水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香
族環または芳香族複素環を形成するのに必要な残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。
【００７９】
　また、前記一般式（Ｃ）において、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環
基を表し、Ｒｂ、Ｒｃは各々水素原子または置換基を表し、Ａ１は芳香族環または芳香族
複素環を形成するのに必要な残基を表し、ＭはＩｒまたはＰｔを表す。
【００８０】
　一般式（Ａ）～（Ｃ）において、Ｒａは水素原子、脂肪族基、芳香族基または複素環基
を表し、Ｒａで表される脂肪族基としては、アルキル基（例えば、メチル基、エチル基、
プロピル基、ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、２－エチル－ヘキシル基、オクチ
ル基、ウンデシル基、ドデシル基、テトラデシル基）、シクロアルキル基（例えば、シク
ロペンチル基、シクロヘキシル基）が挙げられ、芳香族基としては、例えば、フェニル基
、トリル基、アズレニル基、アントラニル基、フェナントリル基、ピレニル基、クリセニ
ル基、ナフタセニル基、ｏ－テルフェニル基、ｍ－テルフェニル基、ｐ－テルフェニル基
、アセナフテニル基、コロネニル基、フルオレニル基、ペリレニル基等を挙げることがで
き、これらの基はそれぞれ置換基を有していてもよい。複素環基としては、例えば、ピロ
リル基、インドリル基、フリル基、チエニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、インド
リジニル基、キノリニル基、カルバゾリル基、インドリニル基、チアゾリル基、ピリジル
基、ピリダジニル基、チアジアジニル基、オキサジアゾリル基、ベンゾキノリニル基、チ
アジアゾリル基、ピロロチアゾリル基、ピロロピリダジニル基、テトラゾリル基、オキサ
ゾリル基、クロマニル基等を挙げることができ、これらの基はそれぞれ置換基を有してい
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てもよい。
【００８１】
　一般式（Ａ）～（Ｃ）において、Ｒｂ、Ｒｃ、Ｒｂ１、Ｒｃ１が表す置換基としては、
アルキル基（例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｔｅｒｔ－ブ
チル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシ
ル基、ペンタデシル基等）、シクロアルキル基（例えば、シクロペンチル基、シクロヘキ
シル基等）、アルケニル基（例えば、ビニル基、アリル基等）、アルキニル基（例えば、
エチニル基、プロパルギル基等）、アリール基（例えば、フェニル基、ナフチル基等）、
芳香族複素環基（例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミ
ジニル基、ピラジニル基、トリアジニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チアゾリル
基、キナゾリニル基、フタラジニル基等）、複素環基（例えば、ピロリジル基、イミダゾ
リジル基、モルホリル基、オキサゾリジル基等）、アルコキシル基（例えば、メトキシ基
、エトキシ基、プロピルオキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキ
シ基、ドデシルオキシ基等）、シクロアルコキシル基（例えば、シクロペンチルオキシ基
、シクロヘキシルオキシ基等）、アリールオキシ基（例えば、フェノキシ基、ナフチルオ
キシ基等）、アルキルチオ基（例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、
ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、ドデシルチオ基等）、シクロアルキ
ルチオ基（例えば、シクロペンチルチオ基、シクロヘキシルチオ基等）、アリールチオ基
（例えば、フェニルチオ基、ナフチルチオ基等）、アルコキシカルボニル基（例えば、メ
チルオキシカルボニル基、エチルオキシカルボニル基、ブチルオキシカルボニル基、オク
チルオキシカルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基等）、アリールオキシカルボニル
基（例えば、フェニルオキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基等）、スルファ
モイル基（例えば、アミノスルホニル基、メチルアミノスルホニル基、ジメチルアミノス
ルホニル基、ブチルアミノスルホニル基、ヘキシルアミノスルホニル基、シクロヘキシル
アミノスルホニル基、オクチルアミノスルホニル基、ドデシルアミノスルホニル基、フェ
ニルアミノスルホニル基、ナフチルアミノスルホニル基、２－ピリジルアミノスルホニル
基等）、アシル基（例えば、アセチル基、エチルカルボニル基、プロピルカルボニル基、
ペンチルカルボニル基、シクロヘキシルカルボニル基、オクチルカルボニル基、２－エチ
ルヘキシルカルボニル基、ドデシルカルボニル基、フェニルカルボニル基、ナフチルカル
ボニル基、ピリジルカルボニル基等）、アシルオキシ基（例えば、アセチルオキシ基、エ
チルカルボニルオキシ基、ブチルカルボニルオキシ基、オクチルカルボニルオキシ基、ド
デシルカルボニルオキシ基、フェニルカルボニルオキシ基等）、アミド基（例えば、メチ
ルカルボニルアミノ基、エチルカルボニルアミノ基、ジメチルカルボニルアミノ基、プロ
ピルカルボニルアミノ基、ペンチルカルボニルアミノ基、シクロヘキシルカルボニルアミ
ノ基、２－エチルヘキシルカルボニルアミノ基、オクチルカルボニルアミノ基、ドデシル
カルボニルアミノ基、フェニルカルボニルアミノ基、ナフチルカルボニルアミノ基等）、
カルバモイル基（例えば、アミノカルボニル基、メチルアミノカルボニル基、ジメチルア
ミノカルボニル基、プロピルアミノカルボニル基、ペンチルアミノカルボニル基、シクロ
ヘキシルアミノカルボニル基、オクチルアミノカルボニル基、２－エチルヘキシルアミノ
カルボニル基、ドデシルアミノカルボニル基、フェニルアミノカルボニル基、ナフチルア
ミノカルボニル基、２－ピリジルアミノカルボニル基等）、ウレイド基（例えば、メチル
ウレイド基、エチルウレイド基、ペンチルウレイド基、シクロヘキシルウレイド基、オク
チルウレイド基、ドデシルウレイド基、フェニルウレイド基ナフチルウレイド基、２－ピ
リジルアミノウレイド基等）、スルフィニル基（例えば、メチルスルフィニル基、エチル
スルフィニル基、ブチルスルフィニル基、シクロヘキシルスルフィニル基、２－エチルヘ
キシルスルフィニル基、ドデシルスルフィニル基、フェニルスルフィニル基、ナフチルス
ルフィニル基、２－ピリジルスルフィニル基等）、アルキルスルホニル基（例えば、メチ
ルスルホニル基、エチルスルホニル基、ブチルスルホニル基、シクロヘキシルスルホニル
基、２－エチルヘキシルスルホニル基、ドデシルスルホニル基等）、アリールスルホニル
基（フェニルスルホニル基、ナフチルスルホニル基、２－ピリジルスルホニル基等）、ア
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ミノ基（例えば、アミノ基、エチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ブチルアミノ基、シク
ロペンチルアミノ基、２－エチルヘキシルアミノ基、ドデシルアミノ基、アニリノ基、ナ
フチルアミノ基、２－ピリジルアミノ基等）、ハロゲン原子（例えば、フッ素原子、塩素
原子、臭素原子等）、フッ化炭化水素基（例えば、フルオロメチル基、トリフルオロメチ
ル基、ペンタフルオロエチル基、ペンタフルオロフェニル基等）、シアノ基、ニトロ基、
ヒドロキシル基、メルカプト基、シリル基（例えば、トリメチルシリル基、トリイソプロ
ピルシリル基、トリフェニルシリル基、フェニルジエチルシリル基等）等が挙げられる。
これらの置換基は上記の置換基によって更に置換されていてもよい。
【００８２】
　一般式（Ａ）～（Ｃ）において、Ａ１は芳香族環、芳香族複素環を形成するのに必要な
残基を表し、該芳香族環としてはベンゼン環、ビフェニル環、ナフタレン環、アズレン環
、アントラセン環、フェナントレン環、ピレン環、クリセン環、ナフタセン環、トリフェ
ニレン環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル環、ｐ－テルフェニル環、アセナフテ
ン環、コロネン環、フルオレン環、フルオラントレン環、ナフタセン環、ペンタセン環、
ペリレン環、ペンタフェン環、ピセン環、ピレン環、ピラントレン環、アンスラアントレ
ン環等が挙げられ、該芳香族複素環としては、フラン環、チオフェン環、ピリジン環、ピ
リダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、トリアジン環、ベンゾイミダゾール環、オキサ
ジアゾール環、トリアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、チアゾール環、インド
ール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、キノキサ
リン環、キナゾリン環、フタラジン環、カルバゾール環、カルボリン環、ジアザカルバゾ
ール環（カルボリン環を構成する炭化水素環の炭素原子の一つが更に窒素原子で置換され
ている環を示す）等が挙げられる。
【００８３】
　一般式（Ａ）～（Ｃ）の構造は部分構造であり、それ自身が完成構造の発光ドーパント
となるには、中心金属の価数に対応した配位子が必要である。具体的には、ハロゲン（例
えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子または沃素原子等）、アリール基（例えば、フェ
ニル基、ｐ－クロロフェニル基、メシチル基、トリル基、キシリル基、ビフェニル基、ナ
フチル基、アントリル基、フェナントリル基等）、アルキル基（例えば、メチル基、エチ
ル基、イソプロピル基、ヒドロキシエチル基、メトキシメチル基、トリフルオロメチル基
、ｔ－ブチル基等）、アルキルオキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリール
チオ基、芳香族複素環基（例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基、ピリダジニル基
、ピリミジニル基、ピラジニル基、トリアジニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チ
アゾリル基、キナゾリニル基、カルバゾリル基、カルボリニル基、フタラジニル基等）、
一般式（Ａ）～（Ｃ）の金属を除いた部分構造等が挙げられる。
【００８４】
　一般式（Ａ）～（Ｃ）において、ＭはＩｒ、Ｐｔを表し、特にＩｒが好ましい。また一
般式（Ａ）～（Ｃ）の部分構造３個で完成構造となるトリス体が好ましい。
【００８５】
　以下、本発明に係る発光ドーパントの前記一般式（Ａ）～（Ｃ）の部分構造を持つ化合
物を例示するが、これらに限定されるものではない。
【００８６】
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【化９】

【００８７】
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【化１０】

【００８８】
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【化１１】

【００８９】
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【化１２】

【００９０】



(23) JP 5771965 B2 2015.9.2

10

20

30

40

【化１３】

【００９１】



(24) JP 5771965 B2 2015.9.2

10

20

30

【化１４】

【００９２】
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【化１５】

【００９３】
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【００９５】
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【化１８】

【００９６】
　〔ホスト化合物〕
　次に、発光層に含まれるホスト化合物、発光ドーパント（発光ホスト化合物、発光ドー
パント化合物ともいう）について説明する。
【００９７】
　本発明の有機ＥＬ素子の発光層に含まれるホスト化合物とは、室温（２５℃）における
燐光発光の燐光量子収率が、０．１未満の化合物であることが好ましく、更に好ましくは
燐光量子収率が０．０１未満の化合物である。また、発光層に含有される化合物の中で、
その層中での質量比が２０質量％以上であることが好ましい。
【００９８】
　ホスト化合物としては、ホスト化合物を単独で用いてもよく、または複数種併用して用
いてもよい。
【００９９】
　本発明に用いられる発光ホスト化合物としては、構造的には特に制限はないが、代表的
にはカルバゾール誘導体、トリアリールアミン誘導体、芳香族ボラン誘導体、含窒素複素
環化合物、チオフェン誘導体、フラン誘導体、オリゴアリーレン化合物等の基本骨格を有
するもの、または、カルボリン誘導体やジアザカルバゾール誘導体（ここで、ジアザカル
バゾール誘導体とは、カルボリン誘導体のカルボリン環を構成する炭化水素環の少なくと
も一つの炭素原子が窒素原子で置換されているものを表す。）等が挙げられる。
【０１００】
　本発明に係る発光層に用いられる発光ホスト化合物としては、下記一般式（ａ）で表さ
れる化合物が好ましい。
【０１０１】
【化１９】

【０１０２】
　一般式（ａ）において、Ｘは、ＮＲ′、Ｏ、Ｓ、ＣＲ′Ｒ″またはＳｉＲ′Ｒ″を表し
、Ｒ′、Ｒ″は各々水素原子または置換基を表す。Ａｒは芳香環を表す。ｎは０から８の
整数を表す。
【０１０３】
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　一般式（ａ）において、ＸにおいてＲ′、Ｒ″で各々表される置換基としては、アルキ
ル基（例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基
、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、
ペンタデシル基等）、シクロアルキル基（例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基
等）、アルケニル基（例えば、ビニル基、アリル基、１－プロペニル基、２－ブテニル基
、１，３－ブタジエニル基、２－ペンテニル基、イソプロペニル基等）、アルキニル基（
例えば、エチニル基、プロパルギル基等）、芳香族炭化水素基（芳香族炭素環基、アリー
ル基等ともいい、例えば、フェニル基、ｐ－クロロフェニル基、メシチル基、トリル基、
キシリル基、ナフチル基、アントリル基、アズレニル基、アセナフテニル基、フルオレニ
ル基、フェナントリル基、インデニル基、ピレニル基、ビフェニリル基等）、芳香族複素
環基（例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、
ピラジニル基、トリアジニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チアゾリル基、キナゾ
リニル基、カルバゾリル基、カルボリニル基、ジアザカルバゾリル基（前記カルボリニル
基のカルボリン環を構成する任意の炭素原子の一つが窒素原子で置き換わったものを示す
）、フタラジニル基等）、複素環基（例えば、ピロリジル基、イミダゾリジル基、モルホ
リル基、オキサゾリジル基等）、アルコキシ基（例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロ
ピルオキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、ドデシルオキ
シ基等）、シクロアルコキシ基（例えば、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキ
シ基等）、アリールオキシ基（例えば、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等）、アルキル
チオ基（例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキ
シルチオ基、オクチルチオ基、ドデシルチオ基等）、シクロアルキルチオ基（例えば、シ
クロペンチルチオ基、シクロヘキシルチオ基等）、アリールチオ基（例えば、フェニルチ
オ基、ナフチルチオ基等）、アルコキシカルボニル基（例えば、メチルオキシカルボニル
基、エチルオキシカルボニル基、ブチルオキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル
基、ドデシルオキシカルボニル基等）、アリールオキシカルボニル基（例えば、フェニル
オキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基等）、スルファモイル基（例えば、ア
ミノスルホニル基、メチルアミノスルホニル基、ジメチルアミノスルホニル基、ブチルア
ミノスルホニル基、ヘキシルアミノスルホニル基、シクロヘキシルアミノスルホニル基、
オクチルアミノスルホニル基、ドデシルアミノスルホニル基、フェニルアミノスルホニル
基、ナフチルアミノスルホニル基、２－ピリジルアミノスルホニル基等）、アシル基（例
えば、アセチル基、エチルカルボニル基、プロピルカルボニル基、ペンチルカルボニル基
、シクロヘキシルカルボニル基、オクチルカルボニル基、２－エチルヘキシルカルボニル
基、ドデシルカルボニル基、フェニルカルボニル基、ナフチルカルボニル基、ピリジルカ
ルボニル基等）、アシルオキシ基（例えば、アセチルオキシ基、エチルカルボニルオキシ
基、ブチルカルボニルオキシ基、オクチルカルボニルオキシ基、ドデシルカルボニルオキ
シ基、フェニルカルボニルオキシ基等）、アミド基（例えば、メチルカルボニルアミノ基
、エチルカルボニルアミノ基、ジメチルカルボニルアミノ基、プロピルカルボニルアミノ
基、ペンチルカルボニルアミノ基、シクロヘキシルカルボニルアミノ基、２－エチルヘキ
シルカルボニルアミノ基、オクチルカルボニルアミノ基、ドデシルカルボニルアミノ基、
フェニルカルボニルアミノ基、ナフチルカルボニルアミノ基等）、カルバモイル基（例え
ば、アミノカルボニル基、メチルアミノカルボニル基、ジメチルアミノカルボニル基、プ
ロピルアミノカルボニル基、ペンチルアミノカルボニル基、シクロヘキシルアミノカルボ
ニル基、オクチルアミノカルボニル基、２－エチルヘキシルアミノカルボニル基、ドデシ
ルアミノカルボニル基、フェニルアミノカルボニル基、ナフチルアミノカルボニル基、２
－ピリジルアミノカルボニル基等）、ウレイド基（例えば、メチルウレイド基、エチルウ
レイド基、ペンチルウレイド基、シクロヘキシルウレイド基、オクチルウレイド基、ドデ
シルウレイド基、フェニルウレイド基ナフチルウレイド基、２－ピリジルアミノウレイド
基等）、スルフィニル基（例えば、メチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、ブチ
ルスルフィニル基、シクロヘキシルスルフィニル基、２－エチルヘキシルスルフィニル基
、ドデシルスルフィニル基、フェニルスルフィニル基、ナフチルスルフィニル基、２－ピ



(30) JP 5771965 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

リジルスルフィニル基等）、アルキルスルホニル基（例えば、メチルスルホニル基、エチ
ルスルホニル基、ブチルスルホニル基、シクロヘキシルスルホニル基、２－エチルヘキシ
ルスルホニル基、ドデシルスルホニル基等）、アリールスルホニル基またはヘテロアリー
ルスルホニル基（例えば、フェニルスルホニル基、ナフチルスルホニル基、２－ピリジル
スルホニル基等）、アミノ基（例えば、アミノ基、エチルアミノ基、ジメチルアミノ基、
ブチルアミノ基、シクロペンチルアミノ基、２－エチルヘキシルアミノ基、ドデシルアミ
ノ基、アニリノ基、ナフチルアミノ基、２－ピリジルアミノ基等）、ハロゲン原子（例え
ば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等）、フッ化炭化水素基（例えば、フルオロメチル
基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ペンタフルオロフェニル基等）、
シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシ基、メルカプト基、シリル基（例えば、トリメチルシリ
ル基、トリイソプロピルシリル基、トリフェニルシリル基、フェニルジエチルシリル基等
）、ホスホノ基等が挙げられる。
【０１０４】
　これらの置換基は、上記の置換基によってさらに置換されていてもよい。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。
【０１０５】
　一般式（ａ）において、好ましいＸはＮＲ′またはＯであり、Ｒ′としては芳香族炭化
水素基、芳香族複素環基が特に好ましい。
【０１０６】
　一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環としては、芳香族炭化水素環または芳香
族複素環が挙げられる。また、該芳香環は単環でもよく、縮合環でもよく、更に未置換で
も、後述するような置換基を有していてもよい。
【０１０７】
　一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香族炭化水素環としては、ベンゼン環、ビフ
ェニル環、ナフタレン環、アズレン環、アントラセン環、フェナントレン環、ピレン環、
クリセン環、ナフタセン環、トリフェニレン環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル
環、ｐ－テルフェニル環、アセナフテン環、コロネン環、フルオレン環、フルオラントレ
ン環、ナフタセン環、ペンタセン環、ペリレン環、ペンタフェン環、ピセン環、ピレン環
、ピラントレン環、アンスラアントレン環等が挙げられる。これらの環は更に置換基を有
していてもよい。
【０１０８】
　一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香族複素環としては、例えば、フラン環、ジ
ベンゾフラン環、チオフェン環、オキサゾール環、ピロール環、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、ベンゾイミダゾール環、オキサジアゾー
ル環、トリアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、チアゾール環、インドール環、
インダゾール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、
キノキサリン環、キナゾリン環、シンノリン環、キノリン環、イソキノリン環、フタラジ
ン環、ナフチリジン環、カルバゾール環、カルボリン環、ジアザカルバゾール環（カルボ
リン環を構成する炭化水素環の炭素原子の一つが更に窒素原子で置換されている環を示す
）等が挙げられる。これらの環は更に置換基を有していてもよい。
【０１０９】
　上記の中でも、一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環として好ましく用いられ
るのは、カルバゾール環、カルボリン環、ジベンゾフラン環、ベンゼン環であり、特に好
ましく用いられるのは、カルバゾール環、カルボリン環、ベンゼン環である。上記の中で
も、置換基を有するベンゼン環が好ましく、特に好ましくは、カルバゾリル基を有するベ
ンゼン環が好ましい。
【０１１０】
　また、一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環としては、下記に示すような、各
々３環以上の縮合環が好ましい一態様であり、３環以上が縮合した芳香族炭化水素縮合環
としては、具体的には、ナフタセン環、アントラセン環、テトラセン環、ペンタセン環、
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ヘキサセン環、フェナントレン環、ピレン環、ベンゾピレン環、ベンゾアズレン環、クリ
セン環、ベンゾクリセン環、アセナフテン環、アセナフチレン環、トリフェニレン環、コ
ロネン環、ベンゾコロネン環、ヘキサベンゾコロネン環、フルオレン環、ベンゾフルオレ
ン環、フルオランテン環、ペリレン環、ナフトペリレン環、ペンタベンゾペリレン環、ベ
ンゾペリレン環、ペンタフェン環、ピセン環、ピラントレン環、コロネン環、ナフトコロ
ネン環、オバレン環、アンスラアントレン環等が挙げられる。尚、これらの環は更に、置
換基を有していてもよい。
【０１１１】
　また、３環以上が縮合した芳香族複素環としては、具体的には、アクリジン環、ベンゾ
キノリン環、カルバゾール環、カルボリン環、フェナジン環、フェナントリジン環、フェ
ナントロリン環、カルボリン環、サイクラジン環、キンドリン環、テペニジン環、キニン
ドリン環、トリフェノジチアジン環、トリフェノジオキサジン環、フェナントラジン環、
アントラジン環、ペリミジン環、ジアザカルバゾール環（カルボリン環を構成する炭素原
子の任意の一つが窒素原子で置き換わったものを表す）、フェナントロリン環、ジベンゾ
フラン環、ジベンゾチオフェン環、ナフトフラン環、ナフトチオフェン環、ベンゾジフラ
ン環、ベンゾジチオフェン環、ナフトジフラン環、ナフトジチオフェン環、アントラフラ
ン環、アントラジフラン環、アントラチオフェン環、アントラジチオフェン環、チアント
レン環、フェノキサチイン環、チオファントレン環（ナフトチオフェン環）等が挙げられ
る。尚、これらの環は更に置換基を有していてもよい。
【０１１２】
　ここで、一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環が有してもよい置換基は、Ｒ′
、Ｒ″で、各々表される置換基と同義である。
【０１１３】
　また、一般式（ａ）において、ｎは０～８の整数を表すが、０～２であることが好まし
く、特にＸがＯ、Ｓである場合には１または２であることが好ましい。
【０１１４】
　以下に、一般式（ａ）で表される発光ホスト化合物の具体例を示すが、これらに限定さ
れるものではない。
【０１１５】
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【化２０】

【０１１６】
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【化２１】

【０１１７】
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【化２２】

【０１１８】
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【化２３】

【０１１９】
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【０１２０】
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【０１２１】
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【化２７】

【０１２３】
　また、本発明に用いるホスト化合物は、低分子化合物でも、繰り返し単位をもつ高分子
化合物でもよく、ビニル基やエポキシ基のような重合性基を有する低分子化合物（蒸着重
合性発光ホスト）でもいい。
【０１２４】
　ホスト化合物としては、正孔輸送能、電子輸送能を有しつつ、且つ、発光の長波長化を
防ぎ、高Ｔｇ（ガラス転移温度）である化合物が好ましい。
【０１２５】
　従来公知のホスト化合物の具体例としては、以下の文献に記載されている化合物が好適
である。例えば、特開２００１－２５７０７６号公報、同２００２－３０８８５５号公報
、同２００１－３１３１７９号公報、同２００２－３１９４９１号公報、同２００１－３
５７９７７号公報、同２００２－３３４７８６号公報、同２００２－８８６０号公報、同
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２００２－３３４７８７号公報、同２００２－１５８７１号公報、同２００２－３３４７
８８号公報、同２００２－４３０５６号公報、同２００２－３３４７８９号公報、同２０
０２－７５６４５号公報、同２００２－３３８５７９号公報、同２００２－１０５４４５
号公報、同２００２－３４３５６８号公報、同２００２－１４１１７３号公報、同２００
２－３５２９５７号公報、同２００２－２０３６８３号公報、同２００２－３６３２２７
号公報、同２００２－２３１４５３号公報、同２００３－３１６５号公報、同２００２－
２３４８８８号公報、同２００３－２７０４８号公報、同２００２－２５５９３４号公報
、同２００２－２６０８６１号公報、同２００２－２８０１８３号公報、同２００２－２
９９０６０号公報、同２００２－３０２５１６号公報、同２００２－３０５０８３号公報
、同２００２－３０５０８４号公報、同２００２－３０８８３７号公報等が挙げられる。
【０１２６】
　本発明においては、複数の発光層を有する場合には、ホスト化合物は発光層ごとに異な
っていてもよいが、同一の化合物であることが優れた駆動寿命特性が得られることから好
ましい。
【０１２７】
　また、前記ホスト化合物は、その最低励起３重項エネルギー（Ｔ１）が、２．７ｅＶよ
り大きいことがより高い発光効率を得られることから好ましい。本発明でいう最低励起３
重項エネルギーとは、ホスト化合物を溶媒に溶解し、液体窒素温度において観測した燐光
発光スペクトルの最低振動バンド間遷移に対応する発光バンドのピークエネルギーを言う
。
【０１２８】
　本発明においては、ガラス転移点が９０℃以上の化合物が好ましく、更には１３０℃以
上の化合物が優れた駆動寿命特性を得られることから好ましい。
【０１２９】
　ここで、ガラス転移点（Ｔｇ）とは、ＤＳＣ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｃａｎｎ
ｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｙ：示差走査熱量法）を用いて、ＪＩＳ－Ｋ－７１２１に
準拠した方法により求められる値である。
【０１３０】
　本発明の有機ＥＬ素子においては、ホスト材料はキャリアの輸送を担うため、キャリア
輸送能を有する材料が好ましい。キャリア輸送能を表す物性としてキャリア移動度が用い
られるが、有機材料のキャリア移動度は、一般的に電界強度に依存性が見られる。電界強
度依存性の高い材料は、正孔と電子注入・輸送バランスを崩しやすい為、中間層材料、ホ
スト材料は、移動度の電界強度依存性の少ない材料を用いることが好ましい。
【０１３１】
　《注入層：電子注入層、正孔注入層》
　注入層は必要に応じて設けることができ、陽極と発光層または正孔輸送層の間、及び陰
極と発光層または電子輸送層との間に存在させてもよい。
【０１３２】
　注入層とは、駆動電圧低下や発光輝度向上のために電極と有機層間に設ける層のことで
、例えば、「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８年１１月３０日エヌ・ティー・
エス社発行）」の第２編第２章「電極材料」（１２３～１６６頁）にその詳細に記載され
ており、正孔注入層（陽極バッファー層）と電子注入層（陰極バッファー層）とがある。
【０１３３】
　陽極バッファー層（正孔注入層）としては、特開平９－４５４７９号公報、同９－２６
００６２号公報、同８－２８８０６９号公報等にもその詳細が記載されており、具体例と
して、銅フタロシアニンに代表されるフタロシアニンバッファー層、酸化バナジウムに代
表される酸化物バッファー層、アモルファスカーボンバッファー層、ポリアニリン（エメ
ラルディン）やポリチオフェン等の導電性高分子を用いた高分子バッファー層等が挙げら
れる。また、特表２００３－５１９４３２号公報に記載される材料を使用することも好ま
しい。
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【０１３４】
　陰極バッファー層（電子注入層）としては、特開平６－３２５８７１号公報、同９－１
７５７４号公報、同１０－７４５８６号公報等にその詳細が記載されており、具体的には
ストロンチウムやアルミニウム等に代表される金属バッファー層、フッ化リチウムに代表
されるアルカリ金属化合物バッファー層、フッ化マグネシウムに代表されるアルカリ土類
金属化合物バッファー層、酸化アルミニウムに代表される酸化物バッファー層等が挙げら
れる。
【０１３５】
　上記バッファー層（注入層）はごく薄い膜であることが望ましく、使用する素材にもよ
るが、その膜厚は０．１ｎｍ～５μｍの範囲が好ましい。
【０１３６】
　《阻止層：正孔阻止層、電子阻止層》
　阻止層は、有機化合物薄膜の基本構成層の他に必要に応じて設けられるものである。例
えば、特開平１１－２０４２５８号公報、同１１－２０４３５９号公報、及び「有機ＥＬ
素子とその工業化最前線（１９９８年１１月３０日エヌ・ティー・エス社発行）」の２３
７頁等に記載されている正孔阻止（ホールブロック）層がある。
【０１３７】
　正孔阻止層とは広い意味では電子輸送層の機能を有し、電子を輸送する機能を有しつつ
正孔を輸送する能力が著しく小さい正孔阻止材料からなり、電子を輸送しつつ正孔を阻止
することで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。また、後述する電子輸送
層の構成を必要に応じて、正孔阻止層として用いることができる。
【０１３８】
　本発明の有機ＥＬ素子に設ける正孔阻止層は、発光層に隣接して設けられていることが
好ましい。
【０１３９】
　一方、電子阻止層とは広い意味では正孔輸送層の機能を有し、正孔を輸送する機能を有
しつつ電子を輸送する能力が著しく小さい材料からなり、正孔を輸送しつつ電子を阻止す
ることで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。また、後述する正孔輸送層
の構成を必要に応じて電子阻止層として用いることができる。
【０１４０】
　本発明に係る正孔阻止層、電子輸送層の膜厚としては、好ましくは３ｎｍ～１００ｎｍ
であり、更に好ましくは５ｎｍ～３０ｎｍである。
【０１４１】
　《正孔輸送層》
　正孔輸送層とは、正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料からなり、広い意味で正孔
注入層、電子阻止層も正孔輸送層に含まれる。正孔輸送層は単層または複数層設けること
ができる。
【０１４２】
　正孔輸送材料としては、正孔の注入または輸送、電子の障壁性のいずれかを有するもの
であり、有機物、無機物のいずれであってもよい。例えば、トリアゾール誘導体、オキサ
ジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導
体及びピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置
換カルコン誘導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘
導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重合体、ま
た導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマー等が挙げられる。
【０１４３】
　正孔輸送材料としては上記のものを使用することができるが、更には、ポルフィリン化
合物、芳香族第３級アミン化合物及びスチリルアミン化合物、特に芳香族第３級アミン化
合物を用いることが好ましい。
【０１４４】
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　芳香族第３級アミン化合物及びスチリルアミン化合物の代表例としては、Ｎ，Ｎ，Ｎ′
，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノフェニル；Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ
′－ビス（３－メチルフェニル）－〔１，１′－ビフェニル〕－４，４′－ジアミン（Ｔ
ＰＤ）；２，２－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）プロパン；１，１－ビス（
４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン；Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラ－ｐ
－トリル－４，４′－ジアミノビフェニル；１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフ
ェニル）－４－フェニルシクロヘキサン；ビス（４－ジメチルアミノ－２－メチルフェニ
ル）フェニルメタン；ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）フェニルメタン；Ｎ，
Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ′－ジ（４－メトキシフェニル）－４，４′－ジアミノビフェ
ニル；Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノジフェニルエーテル；
４，４′－ビス（ジフェニルアミノ）クオードリフェニル；Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリ（ｐ－トリ
ル）アミン；４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－４′－〔４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）ス
チリル〕スチルベン；４－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ－（２－ジフェニルビニル）ベンゼ
ン；３－メトキシ－４′－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノスチルベンゼン；Ｎ－フェニルカル
バゾール、更には、米国特許第５，０６１，５６９号明細書に記載されている２個の縮合
芳香族環を分子内に有するもの、例えば、４，４′－ビス〔Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－
フェニルアミノ〕ビフェニル（ＮＰＤ）、特開平４－３０８６８８号公報に記載されてい
るトリフェニルアミンユニットが３つスターバースト型に連結された４，４′，４″－ト
リス〔Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ〕トリフェニルアミン（ＭＴＤ
ＡＴＡ）等が挙げられる。
【０１４５】
　更にこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高
分子材料を用いることもできる。また、ｐ型－Ｓｉ、ｐ型－ＳｉＣ等の無機化合物も正孔
注入材料、正孔輸送材料として使用することができる。
【０１４６】
　また、特開平４－２９７０７６号公報、特開２０００－１９６１４０号公報、特開２０
０１－１０２１７５号公報、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，９５，５７７３（２００４）、
特開平１１－２５１０６７号公報、Ｊ．Ｈｕａｎｇ　ｅｔ．ａｌ．著文献（Ａｐｐｌｉｅ
ｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　８０（２００２），ｐ．１３９）、特表２００３
－５１９４３２号公報に記載されているような、いわゆるｐ型半導体的性質を有するとさ
れる正孔輸送材料を用いることもできる。本発明においては、より高効率の発光素子が得
られることから、これらの材料を用いることが好ましい。
【０１４７】
　正孔輸送層は上記正孔輸送材料を、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法
、ＬＢ法（ラングミュア－ブロジェット法）、インクジェット法、スプレー法、印刷法、
スロット型コータ法等等の公知の薄膜形成法により製膜して形成することができる。正孔
輸送層の膜厚については、特に制限はないが、通常は５ｎｍ～５μｍ程度、好ましくは５
ｎｍ～２００ｎｍである。この正孔輸送層は上記材料の１種または２種以上からなる一層
構造であってもよい。
【０１４８】
　《電子輸送層》
　電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する材料からなり、広い意味で電子注入層、
正孔阻止層も電子輸送層に含まれる。電子輸送層は単層または複数層設けることができる
。
【０１４９】
　従来、単層の電子輸送層、及び複数層とする場合は、発光層に対して陰極側に隣接する
電子輸送層に用いられる電子輸送材料（正孔阻止材料を兼ねる）としては、陰極より注入
された電子を発光層に伝達する機能を有していればよく、その材料としては従来公知の化
合物の中から任意のものを選択して用いることができ、例えば、ニトロ置換フルオレン誘
導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド、フレオ
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レニリデンメタン誘導体、アントラキノジメタン及びアントロン誘導体、オキサジアゾー
ル誘導体等が挙げられる。更に、上記オキサジアゾール誘導体において、オキサジアゾー
ル環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾール誘導体、電子吸引基として知られて
いるキノキサリン環を有するキノキサリン誘導体も、電子輸送材料として用いることがで
きる。更にこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とし
た高分子材料を用いることもできる。
【０１５０】
　また、８－キノリノール誘導体の金属錯体、例えば、トリス（８－キノリノール）アル
ミニウム（Ａｌｑ）、トリス（５，７－ジクロロ－８－キノリノール）アルミニウム、ト
リス（５，７－ジブロモ－８－キノリノール）アルミニウム、トリス（２－メチル－８－
キノリノール）アルミニウム、トリス（５－メチル－８－キノリノール）アルミニウム、
ビス（８－キノリノール）亜鉛（Ｚｎｑ）等、及びこれらの金属錯体の中心金属がＩｎ、
Ｍｇ、Ｃｕ、Ｃａ、Ｓｎ、ＧａまたはＰｂに置き替わった金属錯体も、電子輸送材料とし
て用いることができる。その他、メタルフリーもしくはメタルフタロシアニン、またはそ
れらの末端がアルキル基やスルホン酸基等で置換されているものも、電子輸送材料として
好ましく用いることができる。また、発光層の材料として例示したジスチリルピラジン誘
導体も、電子輸送材料として用いることができるし、正孔注入層、正孔輸送層と同様に、
ｎ型－Ｓｉ、ｎ型－ＳｉＣ等の無機半導体も電子輸送材料として用いることができる。
【０１５１】
　電子輸送層は上記電子輸送材料を、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法
、ＬＢ法（ラングミュア－ブロジェット法）、インクジェット法、スプレー法、印刷法、
スロット型コータ法等等の公知の薄膜形成法により製膜して形成することができる。電子
輸送層の膜厚については特に制限はないが、通常は５ｎｍ～５μｍ程度、好ましくは５～
２００ｎｍである。電子輸送層は上記材料の１種または２種以上からなる一層構造であっ
てもよい。
【０１５２】
　また、不純物をドープしたｎ型半導体的性質を有するとされる電子輸送材料を用いるこ
ともできる。その例としては、特開平４－２９７０７６号公報、特開平１０－２７０１７
２号公報、特開２０００－１９６１４０号公報、特開２００１－１０２１７５号公報、Ｊ
．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，９５，５７７３（２００４）などに記載されたものが挙げられ
る。
【０１５３】
　本発明においては、このようなｎ型半導体的性質を有するとされる電子輸送材料を用い
ることもより低消費電力の素子を作製することができるため好ましい。
【０１５４】
　《支持基板》
　本発明の有機ＥＬ素子に適用する支持基板（以下、基体、基板、基材、支持体等ともい
う）としては、ガラス、プラスチック等の種類には特に限定はなく、また、透明であって
も不透明であってもよい。支持基板側から光を取り出す場合には、支持基板は透明である
ことが好ましい。好ましく用いられる透明な支持基板としては、ガラス、石英、透明樹脂
フィルムを挙げることができる。特に好ましい支持基板は、有機ＥＬ素子にフレキシブル
性を与えることが可能な樹脂フィルムである。
【０１５５】
　樹脂フィルムとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレ
ンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、セロファ
ン、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、セルロースアセテートブチレ
ート、セルロースアセテートプロピオネート（ＣＡＰ）、セルロースアセテートフタレー
ト（ＴＡＣ）、セルロースナイトレート等のセルロースエステル類又はそれらの誘導体、
ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリエチレンビニルアルコール、シンジオ
タクティックポリスチレン、ポリカーボネート、ノルボルネン樹脂、ポリメチルペンテン



(44) JP 5771965 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

、ポリエーテルケトン、ポリイミド、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリフェニレン
スルフィド、ポリスルホン類、ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトンイミド、ポリア
ミド、フッ素樹脂、ナイロン、ポリメチルメタクリレート、アクリル或いはポリアリレー
ト類、アートン（商品名ＪＳＲ社製）或いはアペル（商品名三井化学社製）といったシク
ロオレフィン系樹脂等を挙げられる。樹脂フィルムの表面には、無機物、有機物の被膜ま
たはその両者のハイブリッド被膜が形成されていてもよく、ＪＩＳ　Ｋ　７１２９－１９
９２に準拠した方法で測定された水蒸気透過度が、０．０１ｇ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ以
下のバリア性フィルムであることが好ましく、更には、ＪＩＳ　Ｋ　７１２６－１９９２
に準拠した方法で測定された酸素透過度が、１０－３ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下、水蒸気透過
度が、１０－３ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下の高バリア性フィルムであることが好ましく、前記
の水蒸気透過度、酸素透過度がいずれも１０－５ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であることが、更
に好ましい。
【０１５６】
　バリア膜を形成する材料としては、水分や酸素など素子の劣化をもたらすものの浸入を
抑制する機能を有する材料であればよく、例えば、酸化珪素、二酸化珪素、窒化珪素など
を用いることができる。更に該膜の脆弱性を改良するためにこれら無機層と有機材料から
なる層の積層構造を持たせることがより好ましい。無機層と有機層の積層順については特
に制限はないが、両者を交互に複数回積層させることが好ましい。
【０１５７】
　バリア膜の形成方法については、特に限定はなく、例えば、真空蒸着法、スパッタリン
グ法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキシー法、クラスタ－イオンビーム法、イ
オンプレーティング法、プラズマ重合法、大気圧プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レ
ーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法などを用いることができるが、特開２００
４－６８１４３号公報に記載されているような大気圧プラズマ重合法によるものも好まし
い。
【０１５８】
　不透明な支持基板としては、例えば、アルミ、ステンレス等の金属板・フィルムや不透
明樹脂基板、セラミック製の基板等が挙げられる。
【０１５９】
　《封止》
　本発明の有機ＥＬ素子の封止に用いられる封止手段としては、例えば、封止部材と、電
極、支持基板とを接着剤で接着する方法を挙げることができる。
【０１６０】
　封止部材としては、有機ＥＬ素子の表示領域を覆うように配置されておればよく、凹板
状でも、平板状でもよい。また、透明性、電気絶縁性は特に限定されない。
【０１６１】
　具体的には、ガラス板、ポリマー板・フィルム、金属板・フィルム等が挙げられる。ガ
ラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラ
ス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等を挙
げることができる。また、ポリマー板としては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチ
レンテレフタレート、ポリエーテルサルファイド、ポリサルフォン等を挙げることができ
る。金属板としては、ステンレス、鉄、銅、アルミニウム、マグネシウム、ニッケル、亜
鉛、クロム、チタン、モリブテン、シリコン、ゲルマニウムおよびタンタルからなる群か
ら選ばれる一種以上の金属または合金からなるものが挙げられる。
【０１６２】
　本発明においては、有機ＥＬ素子を薄膜化できるということからポリマーフィルム、金
属フィルムを好ましく使用することができる。更には、ポリマーフィルムは、酸素透過度
１０－３ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下、水蒸気透過度１０－３ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下のものであ
ることが好ましい。また、前記の水蒸気透過度、酸素透過度がいずれも１０－５ｇ／ｍ２

／ｄａｙ以下であることが、更に好ましい。
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【０１６３】
　封止部材を凹状に加工するのは、サンドブラスト加工、化学エッチング加工等が使われ
る。接着剤として具体的には、アクリル酸系オリゴマー、メタクリル酸系オリゴマーの反
応性ビニル基を有する光硬化および熱硬化型接着剤、２－シアノアクリル酸エステルなど
の湿気硬化型等の接着剤を挙げることができる。また、エポキシ系などの熱および化学硬
化型（二液混合）を挙げることができる。また、ホットメルト型のポリアミド、ポリエス
テル、ポリオレフィンを挙げることができる。また、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型
エポキシ樹脂接着剤を挙げることができる。
【０１６４】
　なお、有機ＥＬ素子が熱処理により劣化する場合があるので、室温から８０℃までに接
着硬化できるものが好ましい。また、前記接着剤中に乾燥剤を分散させておいてもよい。
封止部分への接着剤の塗布は、市販のディスペンサーを使ってもよいし、スクリーン印刷
のように印刷してもよい。
【０１６５】
　また、有機層を挟み支持基板と対向する側の電極の外側に、該電極と有機層を被覆し、
支持基板と接する形で無機物、有機物の層を形成し封止膜とすることも好適にできる。こ
の場合、該膜を形成する材料としては、水分や酸素など素子の劣化をもたらすものの浸入
を抑制する機能を有する材料であればよく、例えば、酸化珪素、二酸化珪素、窒化珪素な
どを用いることができる。更に該膜の脆弱性を改良するためにこれら無機層と有機材料か
らなる層の積層構造を持たせることが好ましい。これらの膜の形成方法については、特に
限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、分子線エ
ピタキシー法、クラスタ－イオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法、
大気圧プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティン
グ法などを用いることができる。
【０１６６】
　封止部材と有機ＥＬ素子の表示領域との間隙には、気相および液相では、窒素、アルゴ
ン等の不活性気体や、フッ化炭化水素、シリコンオイルのような不活性液体を注入するこ
とが好ましい。また、真空とすることも可能である。また、内部に吸湿性化合物を封入す
ることもできる。
【０１６７】
　吸湿性化合物としては、例えば、金属酸化物（例えば、酸化ナトリウム、酸化カリウム
、酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム等）、硫酸塩（
例えば、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、硫酸コバルト等）、金属
ハロゲン化物（例えば、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、フッ化セシウム、フッ化タ
ンタル、臭化セリウム、臭化マグネシウム、沃化バリウム、沃化マグネシウム等）、過塩
素酸類（例えば過塩素酸バリウム、過塩素酸マグネシウム等）等があげられ、硫酸塩、金
属ハロゲン化物および過塩素酸類においては無水塩が好適に用いられる。
【０１６８】
　《保護膜、保護板》
　有機層を挟み支持基板と対向する側の前記封止膜あるいは前記封止用フィルムの外側に
、素子の機械的強度を高めるために、保護膜あるいは保護板を設けてもよい。特に、封止
が前記封止膜により行われている場合には、その機械的強度は必ずしも高くないため、こ
のような保護膜、保護板を設けることが好ましい。これに使用することができる材料とし
ては、前記封止に用いたのと同様なガラス板、ポリマー板・フィルム、金属板・フィルム
等を用いることができるが、軽量かつ薄膜化ということからポリマーフィルムを用いるこ
とが好ましい。
【０１６９】
　《陽極》
　有機ＥＬ素子における陽極としては、仕事関数の大きい（４ｅＶ以上）金属、合金、電
気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このよ
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うな電極物質の具体例としてはＡｕ等の金属、ＣｕＩ、インジウムチンオキシド（ＩＴＯ
）、ＳｎＯ２、ＺｎＯ等の導電性透明材料が挙げられる。また、ＩＤＩＸＯ（Ｉｎ２Ｏ３

－ＺｎＯ）等非晶質で透明導電膜を作製可能な材料を用いてもよい。陽極はこれらの電極
物質を蒸着やスパッタリング等の方法により、薄膜を形成させ、フォトリソグラフィー法
で所望の形状のパターンを形成してもよく、あるいはパターン精度をあまり必要としない
場合は（１００μｍ以上程度）、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所望の形状の
マスクを介してパターンを形成してもよい。あるいは、有機導電性化合物のように塗布可
能な物質を用いる場合には、印刷方式、コーティング方式など湿式製膜法を用いることも
できる。この陽極より発光を取り出す場合には、透過率を１０％より大きくすることが望
ましく、また陽極としてのシート抵抗は数百Ω／□以下が好ましい。更に膜厚は材料にも
よるが、通常１０ｎｍ～１０００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ～２００ｎｍの範囲で選ばれ
る。
【０１７０】
　《陰極》
　一方、陰極としては、仕事関数の小さい（４ｅＶ以下）金属（電子注入性金属と称する
）、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。こ
のような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、マグネシ
ウム、リチウム、マグネシウム／銅混合物、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／ア
ルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニウム
（Ａｌ２Ｏ３）混合物、インジウム、リチウム／アルミニウム混合物、希土類金属等が挙
げられる。これらの中で、電子注入性及び酸化等に対する耐久性の点から、電子注入性金
属とこれより仕事関数の値が大きく安定な金属である第二金属との混合物、例えば、マグ
ネシウム／銀混合物、マグネシウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混
合物、アルミニウム／酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）混合物、リチウム／アルミニウム
混合物、アルミニウム等が好適である。陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング
等の方法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、陰極として
のシート抵抗は数百Ω／□以下が好ましく、膜厚は通常１０ｎｍ～５μｍ、好ましくは５
０ｎｍ～２００ｎｍの範囲で選ばれる。なお、発光した光を透過させるため、有機ＥＬ素
子の陽極または陰極のいずれか一方が、透明または半透明であれば発光輝度が向上し好都
合である。
【０１７１】
　また、陰極に上記金属を１ｎｍ～２０ｎｍの膜厚で作製した後に、陽極の説明で挙げた
導電性透明材料をその上に作製することで、透明または半透明の陰極を作製することがで
き、これを応用することで陽極と陰極の両方が透過性を有する素子を作製することができ
る。
【０１７２】
　《有機ＥＬ素子の作製方法》
　本発明の有機ＥＬ素子の作製方法の一例として、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光
層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極からなる有機ＥＬ素子の作製法について説明する。
【０１７３】
　まず適当な支持基板上に所望の電極物質、例えば、陽極用物質からなる薄膜を１μｍ以
下、好ましくは１０ｎｍ～２００ｎｍの膜厚になるように、蒸着やスパッタリング等の方
法により形成させ、陽極を作製する。次に、この上に有機ＥＬ素子材料である正孔注入層
、正孔輸送層、発光層、正孔阻止層、電子輸送層の有機化合物薄膜を形成させる。
【０１７４】
　この有機化合物薄膜の薄膜化の方法としては、前記の如く蒸着法、ウェットプロセス（
スピンコート法、キャスト法、インクジェット法、印刷法、ＬＢ法（ラングミュア－ブロ
ジェット法）、スプレー法、印刷法、スロット型コータ法）等があるが、均質な膜が得ら
れやすく、且つピンホールが生成しにくい等の点から、真空蒸着法、スピンコート法、イ
ンクジェット法、印刷法、スロット型コータ法が特に好ましい。更に層毎に異なる製膜法
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を適用してもよい。製膜に蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は使用する化合物の種類
等により異なるが、一般にボート加熱温度５０℃～４５０℃、真空度１０－６Ｐａ～１０
－２Ｐａ、蒸着速度０．０１ｎｍ／秒～５０ｎｍ／秒、基板温度－５０℃～３００℃、膜
厚０．１ｎｍ～５μｍ、好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍの範囲で適宜選ぶことが望ましい
。これらの層を形成後、その上に陰極用物質からなる薄膜を、１μｍ以下好ましくは５０
ｎｍ～２００ｎｍの範囲の膜厚になるように、例えば、蒸着やスパッタリング等の方法に
より形成させ、陰極を設けることにより所望の有機ＥＬ素子が得られる。この有機ＥＬ素
子の作製は、一回の真空引きで一貫して正孔注入層から陰極まで作製するのが好ましいが
、途中で取り出して異なる製膜法を施しても構わない。その際、作業を乾燥不活性ガス雰
囲気下で行う等の配慮が必要となる。
【０１７５】
　本発明に係る濃度勾配を有する有機化合物薄膜を形成する際、上記のいずれの製膜方法
を用いて作製しても良いが、蒸着型を用いた場合、蒸着レートを経時で操作することで膜
厚方向での濃度を精密にコントロール可能であることから、蒸着型を用いて濃度勾配を有
する発光層を作製することがより好ましい。
【０１７６】
　また作製順序を逆にして、陰極、電子注入層、電子輸送層、発光層、正孔輸送層、正孔
注入層、陽極の順に作製することも可能である。このようにして得られた多色の表示装置
に、直流電圧を印加する場合には、陽極を＋、陰極を－の極性として電圧２Ｖ～４０Ｖ程
度を印加すると、発光が観測できる。また交流電圧を印加してもよい。なお、印加する交
流の波形は任意でよい。
【０１７７】
　有機エレクトロルミネッセンス素子は、空気よりも屈折率の高い（屈折率１．６～２．
１程度）層の内部で発光し、発光層で発生した光のうち１５％から２０％程度の光しか取
り出せないことが一般的に言われている。これは、臨界角以上の角度θで界面（透明基板
と空気との界面）に入射する光は、全反射を起こし素子外部に取り出すことができないこ
とや、透明電極ないし発光層と透明基板との間で光が全反射を起こし、光が透明電極ない
し発光層を導波し、結果として、光が素子側面方向に逃げるためである。
【０１７８】
　この光の取り出しの効率を向上させる手法としては、例えば、透明基板表面に凹凸を形
成し、透明基板と空気界面での全反射を防ぐ方法（例えば、米国特許第４７７４４３５号
明細書）、基板に集光性を持たせることにより効率を向上させる方法（例えば、特開昭６
３－３１４７９５号公報）、素子の側面等に反射面を形成する方法（例えば、特開平１－
２２０３９４号公報）、基板と発光体の間に中間の屈折率を持つ平坦層を導入し、反射防
止膜を形成する方法（例えば、特開昭６２－１７２６９１号公報）、基板と発光体の間に
基板よりも低屈折率を持つ平坦層を導入する方法（例えば、特開２００１－２０２８２７
号公報）、基板、透明電極層や発光層のいずれかの層間（含む、基板と外界間）に回折格
子を形成する方法（特開平１１－２８３７５１号公報）などが挙げられる。
【０１７９】
　本発明においては、これらの方法を本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子と組み
合わせて用いることができるが、基板と発光体の間に基板よりも低屈折率を持つ平坦層を
導入する方法、あるいは基板、透明電極層や発光層のいずれかの層間（含む、基板と外界
間）に回折格子を形成する方法を好適に用いることができる。
【０１８０】
　本発明は、これらの手段を組み合わせることにより、更に高輝度あるいは耐久性に優れ
た素子を得ることができる。
【０１８１】
　透明電極と透明基板の間に低屈折率の媒質を光の波長よりも長い厚みで形成すると、透
明電極から出てきた光は、媒質の屈折率が低いほど、外部への取り出し効率が高くなる。
【０１８２】
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　低屈折率層としては、例えば、エアロゲル、多孔質シリカ、フッ化マグネシウム、フッ
素系ポリマーなどが挙げられる。透明基板の屈折率は一般に１．５～１．７程度であるの
で、低屈折率層は、屈折率がおよそ１．５以下であることが好ましい。またさらに１．３
５以下であることが好ましい。
【０１８３】
　また、低屈折率媒質の厚みは、媒質中の波長の２倍以上となるのが望ましい。これは、
低屈折率媒質の厚みが、光の波長程度になってエバネッセントで染み出した電磁波が基板
内に入り込む膜厚になると、低屈折率層の効果が薄れるからである。
【０１８４】
　全反射を起こす界面または、いずれかの媒質中に回折格子を導入する方法は、光取り出
し効率の向上効果が高いという特徴がある。この方法は、回折格子が１次の回折や、２次
の回折といった、いわゆるブラッグ回折により、光の向きを屈折とは異なる特定の向きに
変えることができる性質を利用して、発光層から発生した光のうち、層間での全反射等に
より外に出ることができない光を、いずれかの層間もしくは、媒質中（透明基板内や透明
電極内）に回折格子を導入することで光を回折させ、光を外に取り出そうとするものであ
る。
【０１８５】
　導入する回折格子は、二次元的な周期屈折率を持っていることが望ましい。これは、発
光層で発光する光はあらゆる方向にランダムに発生するので、ある方向にのみ周期的な屈
折率分布を持っている一般的な１次元回折格子では、特定の方向に進む光しか回折されず
、光の取り出し効率がさほど上がらない。
【０１８６】
　しかしながら、屈折率分布を二次元的な分布にすることにより、あらゆる方向に進む光
が回折され、光の取り出し効率が上がる。
【０１８７】
　回折格子を導入する位置としては、いずれかの層間、もしくは媒質中（透明基板内や透
明電極内）でも良いが、光が発生する場所である有機発光層の近傍が望ましい。このとき
、回折格子の周期は、媒質中の光の波長の約１／２～３倍程度が好ましい。回折格子の配
列は、正方形のラチス状、三角形のラチス状、ハニカムラチス状など、２次元的に配列が
繰り返されることが好ましい。
【０１８８】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、支持基板（基板）の光取出し側に、例
えばマイクロレンズアレイ上の構造を設けるように加工したり、あるいは、所謂集光シー
トと組み合わせることにより、特定方向、例えば素子発光面に対し正面方向に集光するこ
とにより、特定方向上の輝度を高めることができる。
【０１８９】
　マイクロレンズアレイの例としては、基板の光取り出し側に一辺が３０μｍでその頂角
が９０度となるような四角錐を２次元に配列する。一辺は１０μｍ～１００μｍが好まし
い。これより小さくなると回折の効果が発生して色付く、大きすぎると厚みが厚くなり好
ましくない。
【０１９０】
　集光シートとしては、例えば液晶表示装置のＬＥＤバックライトで実用化されているも
のを用いることが可能である。このようなシートとして例えば、住友スリーエム社製輝度
上昇フィルム（ＢＥＦ）などを用いることができる。プリズムシートの形状としては、例
えば基材に頂角９０度、ピッチ５０μｍの△状のストライプが形成されたものであっても
よいし、頂角が丸みを帯びた形状、ピッチをランダムに変化させた形状、その他の形状で
あっても良い。
【０１９１】
　また、有機ＥＬ素子からの光放射角を制御するために光拡散板・フィルムを、集光シー
トと併用してもよい。例えば、（株）きもと製拡散フィルム（ライトアップ）などを用い
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ることができる。
【０１９２】
　《照明装置》
　本発明の有機ＥＬ素子を適用した照明装置について説明する。
【０１９３】
　本発明の有機ＥＬ素子は、照明用や露光光源のような一種のランプとして使用してもよ
いし、画像を投影するタイプのプロジェクション装置や、静止画像や動画像を直接視認す
るタイプの表示装置（ディスプレイ）として使用してもよい。動画再生用の表示装置とし
て使用する場合の駆動方式は、単純マトリクス（パッシブマトリクス）方式でもアクティ
ブマトリクス方式でもどちらでもよい。
【０１９４】
　本発明に用いられる白色有機エレクトロルミネッセンス素子においては、必要に応じ製
膜時にメタルマスクやインクジェットプリンティング法等でパターニングを施してもよい
。パターニングする場合は、電極のみをパターニングしてもよいし、電極と発光層をパタ
ーニングしてもよいし、素子全層をパターニングしてもよい。発光層に用いる発光ドーパ
ントとしては特に制限はなく、例えば、液晶表示素子におけるバックライトであれば、Ｃ
Ｆ（カラーフィルタ）特性に対応した波長範囲に適合するように、本発明に係る白金錯体
、また公知の発光ドーパントの中から任意のものを選択して組み合わせて、また本発明係
る光取り出し及び／または集光シートと組み合わせて、白色化すればよい。
【０１９５】
　このように、本発明の白色の有機ＥＬ素子は、ＣＦ（カラーフィルタ）と組み合わせて
、また、ＣＦ（カラーフィルタ）パターンに合わせ素子及び駆動トランジスタ回路を配置
することで、請求項７に記載されるように有機エレクトロルミネッセンス素子から取り出
される白色光をバックライトとして、青色フィルタ、緑色フィルタ、赤色フィルタを介し
て青色光、緑色光、赤色光を得ることで、低駆動電圧で長寿命のフルカラーの有機エレク
トロルミネッセンスディスプレイができ、好ましい。
【０１９６】
　《本発明の有機ＥＬ素子を適用した産業分野》
　本発明の有機ＥＬ素子は、表示デバイス、ディスプレイ、各種発光光源として用いるこ
とができる。発光光源として、例えば、家庭用照明、車内照明、時計や液晶用のバックラ
イト、看板広告、信号機、光記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光
源、光センサーの光源等が挙げられるがこれに限定するものではないが、特にカラーフィ
ルタや光拡散板、光取り出しフィルムなどと組み合わせた各種表示装置のバックライト、
照明用光源としての用途に有効に用いることができる。
【０１９７】
　本発明の有機ＥＬ素子の特徴を活かして、以下に示すような様々な照明器具や発光表示
体等への適用が可能である。
【０１９８】
　〔商品展示・ディスプレイ用〕
　商品展示・ディスプレイ用としては、店舗の商品ディスプレイ、冷凍・冷蔵ショーケー
ス、博物館・美術館・展示会場などの展示品のライトアップ、自動販売機、遊戯台、交通
広告などがある。
【０１９９】
　店舗の商品ディスプレイは店舗自体の装飾的なディスプレイやショーケース、ＰＯＰや
サインなどがある。店舗の中でも高級ブランドショップや貴金属、ファッション系、高級
飲食店など、そのブランドイメージを重視するような店舗では照明が与える店舗イメージ
への影響は非常に大きいことから、強い拘りをもって照明が選択されている分野である。
有機ＥＬを用いることによって、今までは直接光源が見えないよう建築物の構造に工夫を
凝らすことで雰囲気を作り出していた間接照明の分野で光源・機器分のスペースが省略で
き複雑な構造が不要になったり、インテリアやサインなどで拡散光を作り出す際に光源の
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形が透けて見えないために必要な光源と拡散板の間のスペースが省略できるなど、施工性
があがることがあげられる。また、店舗のイメージを変える際のツールとしても、ディス
プレイ棚、床、什器として組み込むなどスペースを取らず、軽量な光源であるという特徴
を活かし、デザイン自由度があり、施工性がよく、手軽に採用できるという利点がある。
【０２００】
　冷凍・冷蔵ショーケースはスーパーやコンビニエンスストアなどに置かれ、野菜や果物
、鮮魚、精肉などの鮮食品を“美しさ”や“鮮度”にあふれる商品として、より見やすく
、鮮やかに、取りやすくするために照明設備も重要な部品の１つである。有機ＥＬ光源を
用いることによって、低温発光のため冷却機能への影響が小さく、薄型であるので光源ス
ペースを大幅に削減ことができることから収納スペースを拡大でき、スマートなデザイン
で食品を選びやすく、取りやすくすることができる。また、食品の良さが判りやすい色光
で消費者に自然とアピールすることができ、売上に貢献できる。
【０２０１】
　博物館・美術館・展示会場などでの展示品のライトアップでは、展示物への視認や日焼
けなどの観点から使用条件に適した光源を選ぶ必要があり、退色防止型で紫外線比率の低
いで蛍光ランプが開発されている。有機ＥＬ光源は紫外線を含まないこと、発熱量が低い
ことから展示物に悪影響がなく、面光源で均一に光ることによりグレアがなく、高い演色
性によって展示物のありのままを忠実に鑑賞することができる。また、大きな光源器具を
必要としないため、視界に余計な機材の出っ張りが入ることなく、展示物だけに注目する
ことができる。またショーなど大規模な展示会場においては、注目を集める大型電飾装飾
もその軽量・薄型という特徴から比較的簡易に組み立てることができる。
【０２０２】
　自動販売機では、押しボタン、商品サンプル、販売機前面のポスター部に光源が使われ
ている。機器全体の大きさに対し、取り込みたい追加機能の為のスペースと収納スペース
の取り合いとなっていることから、薄く光源のスペースをとらない有機ＥＬの利点が活か
せる分野であり、特に取り出し口上のポスタースペースでニーズが高い。また、近年は販
売と共に当たり／はずれなどゲーム性を持たせた機器も多く見られ、前面のポスターに部
分に画素コントロール機能を持たせた光源（動画ディスプレイ）を搭載することで更にメ
リットを活かすことができる。
【０２０３】
　遊戯台にはパチンコ・パチスロなどがある。これら遊戯台では、利用者にアミューズメ
ント性（ゲーム性・ギャンブル性など）を体感し、楽しんでいただくことが最も重要。光
源を薄くする事で１台の機器の厚みを低減できる薄さのメリットもあるが、自動販売機同
様、画素コントロール機能を持たせた光源（動画ディスプレイ）を搭載することで更にメ
リットを活かすことができる。
【０２０４】
　交通広告には公共スペースにあるポスターや看板、電車・バスなどの社内のポスターや
画面、車体に張られている広告などがある。特にポスターや看板は蛍光灯をバックライト
を用いたボックスタイプのものがあり、有機ＥＬに変えることでボックス自体を薄く、軽
量にすることができる。
【０２０５】
　また、吊り下げ看板についてはボックスを薄くすることで、埃、ゴミの蓄積がなくなる
ことや鳥による糞害の防止にもなる。
【０２０６】
　〔インテリア・家具・建築材料用の組み込み照明〕
　建築関係では、床・壁・天井などと照明とを融合して一体化したものは「建築化照明」
と呼ばれる。「建築化照明」の代表的なものとしては、その方式により、コーニス照明、
トロファ照明、コーブ照明、光天井、ルーバ天井などがある。これらは照明光源が天井・
壁・床に組み込まれ、照明としての存在や気配を消し、建築素材自体が光を発することを
求めている。
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【０２０７】
　有機ＥＬ素子を用いた光源は、「建築化照明」に対して、その薄さ、軽さ、色調整、デ
ザイン可変性から最も適した光源であり、さらにインテリア、家具、什器にまで適用が可
能である。従来は店舗や美術館のみで用いられてきたこのような建築化照明を、有機ＥＬ
光源の展開によって一般住宅にまで広げることができ、新たな需要を発掘することができ
る。
【０２０８】
　商業施設においては、半地下店舗、アーケードの天井などに有機ＥＬ光源を採用し、照
明の明るさや色温度を変化させることで、天候や昼夜に左右されない最適な商業空間を構
築することができる。
【０２０９】
　インテリア・什器・家具の一例としては、机や椅子、食器棚・靴箱・ロッカーなどの収
納、洗面化粧台、仏壇・祭壇、ベッドライト、フットライト、手すり、ドア、障子・襖な
どが挙げられるが、それに限定されるものではない。
【０２１０】
　一方で、有機ＥＬ光源に透明な電極を用い消灯／発光させることで、透明／不透明を切
り替えることもできる。それによって、あらゆる窓、ドア、カーテンやブラインド、パー
テーションとしての利用も可能となる。
【０２１１】
　〔自動車用照明、発光表示体〕
　自動車用としては、外部の照明器具や発光表示体、車内の照明器具や発光表示体などに
、有機ＥＬ素子が利用できる。前者は、前部に（小分類）ヘッドランプ、補助灯、車幅灯
、フォッグランプ、方向指示灯など、後部にはリアコンビネーションランプとしてストッ
プランプ、車幅灯、バック灯、方向指示灯、およびナンバープレート灯などがある。特に
、有機ＥＬ素子を用いてリアコンビネーションランプを１枚で形成し、後部に貼り付ける
ことによって、後部ランプのためのスペースを削減して、トランクルームを広くすること
が可能となる。また、雨や霧で見通しが悪い時には、車幅灯やストップランプの面積を広
くして、視認性を高めることもできる。一方、ホイールを有機ＥＬ素子で発光させること
によって、側面からの視認性を高めることもできる。さらには、ボデイ全体を有機ＥＬ素
子で形成して発光させ、ボデイカラーやデザインに新たな発想を盛り込むことが可能とな
る。
【０２１２】
　後者の車内の照明器具や発光表示体としては、室内灯、マップライト、ドア下部の乗降
ライト、メーター類表示、カーナビゲーションディスプレイ、警告灯などがある。特に、
有機ＥＬ素子の透明性を活かして、昼間はサンルーフとし、夜間は発光させて面光源の穏
やかな室内灯とすることもできる。またタクシーなどでは、前部座席の背面に有機ＥＬ素
子からなる照明器具を貼り付けることによって、ドライバーの運転に支障なく、かつ室内
空間を犠牲にすることなく、顧客が利用しやすい手元照明システムを構築できる。
【０２１３】
　〔公共交通機関〕
　電車、地下鉄、バス、航空機、船舶などの公共交通機関における車内の照明や表示体に
おいて、本発明の有機ＥＬは、その特徴を活かすことができる。
【０２１４】
　航空機には多くの照明器具が搭載されているが、機体内部に搭載されている、客室照明
、貨物室照明、操縦室照明などのうち特に客室の間接照明については有機ＥＬ照明のメリ
ットが充分発揮される。
【０２１５】
　客室照明には蛍光灯や電球が使われているが、これらは天井は側面に反射した間接照明
が使われており、客室に落ち着いた雰囲気を与えると共に万が一のトラブルの際にも割れ
てガラス破片が客席に降りかからないような工夫がされている。
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【０２１６】
　有機ＥＬ光源を用いれば、その薄さから間接照明が作りやすくなり、また直接照明にし
た場合でも割れて破片が飛び散る危険がなく、拡散光で落ち着いた雰囲気をつくることも
できる。
【０２１７】
　また、航空機には電力消費量や機体軽量化が重要である面から考えても、消費電力が小
さく、軽量な有機ＥＬ光源は好ましい。このようなメリットは、お客様を照らすだけでな
く、手荷物収納内の照明でも発揮され、荷物の取り残しの低減に貢献することもできる。
【０２１８】
　公共交通機関に付属する駅やバス停、空港などの施設にも、顧客を誘導するための表示
や照明が利用できる。また、夜間、屋外のバス停などにおいては、バス待ちの人を検出し
て照明を明るくし、防犯に寄与することもできる。
【０２１９】
　〔ＯＡ機器用光源〕
　ＯＡ機器用光源としては、読み取り用センサーが搭載されているファクシミリ、複写機
、スキャナ、プリンタ、それらの複合機などがあげられる。
【０２２０】
　読み取り用センサーは等倍光学系と組合せる密着型センサー（ＣＩＳ）と縮小光学系と
組み合わせる縮小型センサー（ＣＣＤリニア）とに分かれる。
【０２２１】
　ＣＩＳについてはメーカーによっては定義が異なり、センサ・ロッドレンズアレイ・Ｌ
ＥＤ基盤をモジュール化したものをＣＩＳと呼ぶ場合や、モジュール化したものをＣＩＳ
Ｍ（コンタクトイメージセンサモジュール）と呼びモジュールの中に入っているセンサチ
ップをＣＩＳと呼ぶ場合もある。それらの光源にはＬＥＤ、キセノン、ＣＣＦＬランプ、
ＬＤなどが使われている。
【０２２２】
　ＯＡ機器としては、更なる小型化、低電圧駆動の要望があり、有機ＥＬの厚みがなく、
低発熱量・低電圧で駆動可能であるという特徴は、それらの要望にこたえることが可能で
ある。
【０２２３】
　〔産業用検査システム〕
　製造会社では、かつては目視による検品工程に多くの工数と人力をかけていたが、それ
を撮影画像を利用し欠品判定することで自動化をはかっている。ＣＣＤカメラでとらえた
対象物の画像をデジタル信号に変換し、種々の演算処理を行なうことで、対象物の面積、
長さ、個数、位置などの特徴を抽出し、設定された基準をもとに判定結果を出力するもの
が、その画像撮影の為に光源が必要。このような検査システムはパッケージや形状サイズ
検査、マイクロ部品の検査などでも利用される。
【０２２４】
　画像センサ用に使用される照明光源には、蛍光灯、ＬＥＤ、ハロゲンなどがある。その
中でも、透明容器やリードフレームなどを背景から照らすバックライトとしては面状に均
一な光が必要。
【０２２５】
　また、シートの汚れ検出には直線状に均一な光でシートの幅方向前面を照らせる光が必
要であるなど、検査する物品により光源への要求がことなる。
【０２２６】
　この分野に有機ＥＬ光源を採用することによって、例えば、ボトリングの工程などでは
ボトル周囲３６０度全方位に照明を配置し、一度に照明し撮影することも可能となり、短
時間での検品が可能となる。また検査機器内で光源自体に取られるスペースを大幅に小さ
くすることができる。また、面光源であることで、光反射により撮影画像が判定しにくく
なることによる検知ミスを回避可能である。
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【０２２７】
　〔農産物栽培用光源〕
　植物工場とは『環境制御や自動化などハイテクを利用した植物の周年生産システム』で
ある。植物栽培の環境をコンピューターにより制御することで、天候に左右されることな
く、人手を必要とせずに作物を自動的に生産する技術。今後の世界の人口増、環境問題を
考えると、農業にハイテクを導入することで、安定な食糧生産につながるいわゆる農業の
工業化が必要になる。最近はＬＥＤ、ＬＤが、植物栽培の光源としての可能性が高まって
きた。従来からよく使われている高圧ナトリウムランプなどの光源は赤色光と青色光のス
ペクトルバランスが悪く、また多量の熱放射が空調負荷を大きくし、植物との距離を十分
にとる必要があるために、施設が大型化する欠点がある。
【０２２８】
　有機ＥＬ光源は光源の厚みがなく、多くの棚を設置でき、また発熱量が少ないことから
植物に近接させことで高効率であり栽培量を増やすことができる。
【０２２９】
　また、一般家庭においても省スペースのメリットを活かし、キッチンなど室内の狭い場
所に家庭菜園を作ることができ、庭やベランダ、屋上などの屋外スペースのみで可能であ
った家庭菜園の概念を変えて、広く人々が楽しむことを可能とする。
【０２３０】
　〔避難用照明〕
　消防法や建築基準法で規定されている防災照明設備は、建築物火災に際して非難の為の
出口や経路を示す誘導灯と、避難経路の明るさを確保し、迅速な避難を担保する非常灯と
がある。
【０２３１】
　ＦＡ・民生用に用いられるシグナルや誘導灯・非常灯などは、見やすいことが前提とな
るが、その為の大型化は設置場所によっては建物と不釣合いになり、建築化やデザイナー
から指摘されることが多かった。その対策として、１目でわかる表示のプクトグラフ化や
、光源で誘目効果を高める対処が取られている。従来誘導灯の光源には、蛍光ランプが用
いられることが多いが、最近ではＬＥＤを使用した誘導灯も出てきている。
【０２３２】
　これらの誘導灯に有機ＥＬ光源を用いることで、輝度班、角度特性による輝度低下がな
く、視認性を向上でき、低電力で、薄型であるために特別な工事の必要がなく設置が容易
で、従来の蛍光灯を使うタイプに比べ交換の必要がなく、メンテナンスを容易することが
できる。また発熱も少ない為発光面の色焼けも少ない。したがって、避難経路の床、階段
の手すり、防火扉など、多くの場所に設置して安全性を高めることができる。また現在、
蛍光灯で問題視されている水銀の問題もなく、割れにくく、安全性に優れている。更に省
スペース薄型設計で美観を損ねることなく、誘目効果を高めることができる光源と言える
。
【０２３３】
　〔撮影用照明〕
　写真館やスタジオ、照明写真ボックスなどで使われる光源には、ハロゲン、タングステ
ン、ストロボ、蛍光灯などが用いられている。これらの光源を被写体に直接直線的に当て
陰影を強くつける、もしくは光を拡散させ、あまり陰影のない柔らかな光をつくるという
、大きくは２つの光の種類を色々な角度から組み合わせて１つの絵がつくられている。光
を拡散させるためには、光源と被写体の間にディフューザーを挟むこと、または他の面（
レフ板など）に当てた反射光を用いるなどの方法がある。
【０２３４】
　有機ＥＬ光源は拡散光であり、この後者に対応する光をディフューザーを用いることな
く発光することができる。その際には、既存光源で必要な光源とディフューザーの間の空
間が不用になることや、レフ板などで光の向きを微妙な角度で調整し、細かな陰影を調整
していたものをフレキシブルタイプの有機ＥＬ自体を曲げることで実施することができる



(54) JP 5771965 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

などのメリットがある。
【０２３５】
　撮影で利用される光源には、演色性が求められることがある。太陽光線で見たときとの
色の見え方の差が大きいと演色性が悪く、その差が少なければ演色性が良いと評価される
。一般家庭で使用されている蛍光灯はその波長特性から撮影には好ましいとは言えず、光
があたっている部分が緑色に偏る傾向がある。肌やメイキャップ、髪、着物、宝石などの
色は、そのもの自体の色で写ることが求められる場合が多く、演色性はライトにとって重
要なファクターの１つである。有機ＥＬ光源は演色性に優れ、前述のような色の忠実さが
求められる撮影に好ましい。この特徴は印刷・染色関連など色を忠実に評価したい場所で
も同様に活かされる。
【０２３６】
　有機ＥＬ光源のような面光源をスタジオの天井一面に配置することによって、子供やペ
ットの撮影などでは子供やペットを室内で自由に遊ばせておき、自由・自然な表情を光源
移動のわずらわしさなく、自然な色で撮影することができる。
【０２３７】
　〔家電製品〕
　家電製品には細部の見易さ、作業のしやすさ、デザインの為、光源がつけられている場
合が多い。一例を挙げると、ミシン、電子レンジ、食器洗浄乾燥機、冷蔵庫、ＡＶ機器な
どは従来より光源が付いているが、新しいものでは洗濯乾燥機は横型モデルで取り残しが
増えたことから光源が付けられるようになった。既存のものには白熱電球やＬＥＤがつけ
られている場合が多い。今後、掃除機の先端に照明を設置して家具などの影の部分の清掃
状況を確認したり、シェーバーに特定波長光の光源を設置して、髭剃り状況を確認したり
するなど、色々と展開が考えられる。
【０２３８】
　このような家電製品は、全体を軽量・小型化し、更に収納スペースが大きいことが求め
られ、光源部分はできるだけスペースをとらずに全体を照明できることが求められる。有
機ＥＬの薄い面光源はその要望に充分こたえることができる。
【０２３９】
　〔遊技施設〕
　スケートリンクの氷の下に有機ＥＬを用いた照明を配置することによって、上からのス
ポットライトとは異なる演出が可能である。有機ＥＬは発光温度が低いので特に有利であ
る。また、スケーターの位置を検知して、その動きに合わせて発光させるようなことも可
能である。スポットライトとの組み合わせ効果や、音楽のリズムに連動させた発光なども
ショーアップに有効である。
【０２４０】
　プラネタリウムにおいては、従来のような下からの投影ではなく、ドーム全体に有機Ｅ
Ｌの微細ピクセルを配置して、ドームそのものが星々を発光する方式が可能であり、投影
機のないプラネタリウムが実現できる。
【０２４１】
　〔イルミネーション用照明〕
　一般的にイルミネーションというと樹木へのイルミネーションのことを指していること
が大半であったが、近年環境保護の観点から家屋や門、垣根などの造形物への装飾に移行
する事例も数多くなっている。これは点光源を多数利用、ライン状に装飾したものが主流
であり、ＬＥＤの出現により一層広がりを見せると見られている。
【０２４２】
　この分野に有機ＥＬ照明を用いることによって、今までは点光源をつなげることでの表
現のみであったものが、同じ樹木へのイルミネーションにおいても、葉形の照明をつける
ことや、樹木に巻きつけ樹木全体を光らせる、また逆に定型面モジュールとして点光源同
様につなぎ合わせ、様々な色に光らせるカクテルパレットとして用いて全体として文字や
絵を映し出すなどのバリエーションが出せ、より一層照明による演出効果を高めることが
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可能となる。
【０２４３】
　〔持ち物・衣服につける照明〕
　夜間屋外の歩行や運動で自動車・バイクなどから認識されやすくする目的で、自分の持
ち物や靴、衣服に添付し、ヘッドライトの光を反射することで歩行者の安全を守る反射材
製品（反射シートなど）が販売、利用されている。
【０２４４】
　ガラスビーズタイプの場合、細かなガラスビーズが表面に存在し入ってきた光がこのレ
ンズの役目で光源の方向に再帰反射し、車からヘッドライトの光があたるとドライバーの
目の位置に光が帰っていき強く輝いて見える。プリズムタイプの場合も機能は同じだがレ
ンズの構造がことなる。ガラスビーズタイプとプリズムタイプの特長は、ガラスビーズタ
イプは、斜めからの光に対して高い反射効果があり、プリズムタイプは正面からの光に対
しては、ガラスビーズタイプより反射するが、斜めからの光には比較的反射効果が低いこ
とがある。また、貼り付ける場所の硬度によって、素材と接着方法を選ぶこともできる。
従来の場合はいずれにしても、歩行者を認識させるためには、光が当たることが必要であ
り、背設置場所なども下に向いたヘッドライトができるだけ早く当たり認識してもらうた
めに足に貼り付けるなどの工夫が必要であった。
【０２４５】
　これらの代替に有機ＥＬ光源を用いることで、ヘッドライトがあたる範囲になる前から
、運転者に歩行者を認識させることができ、より安全を確保できる。また他の光源に対し
ては軽量で薄くシート状にできる点からも、シールのメリットを維持したままで効果をあ
げることができる。これらは人間だけでなく、ペットの衣服などにも利用できる。また、
歩くことで発電して衣服などを発光させることも、低消費電力の有機ＥＬであれば可能で
ある。特に、人物特定用衣服に応用することもでき、例えば徘徊者の早期保護に役立てる
こともできる。ダイビング用のウェットスーツを発光させることによって、ダイバーの所
在確認や、鮫などから身を守ることにも可能性がある。もちろん、ショーなどでの舞台衣
装、ウェデイングドレスなどにも利用できる。
【０２４６】
　〔通信用光源〕
　有機ＥＬ素子を用いた発光体は、可視光を使って簡単なメッセージや情報などを送る「
可視光タグ」にも有効に活用できる。すなわち、極めて短時間の明滅による信号を発光さ
せることによって、それを受信する側に多量の情報を送ることができる。
【０２４７】
　発光体が信号を発光させていても、極めて短時間であることから、人間の視覚上は単な
る照明として認識される。道路、店舗、展示場、ホテル、アミューズメントパークなど、
場所毎に設置された照明が、それぞれ場所特有の情報信号を発信して、必要な情報を受信
者に提供できる。また有機ＥＬの場合は、１つの発光体中に波長の異なる複数の発光ドー
パントを組み込んでおいて、異なる波長ごとに異なる信号を発生させることによって、１
つの発光体が複数の異なる情報を提供することもできる。この場合も、発光波長や色調が
安定している有機ＥＬは優位である。
【０２４８】
　音声、電波、赤外光などによる情報提供と異なり、「可視光タグ」は照明設備として一
緒に組み込めるので、煩雑な追加設置工事なども不要である。
【０２４９】
　〔医療用光源〕
　現在はハロゲンランプなどが使用されている内視鏡や、ワイヤーを挿入して手術する腹
腔手術用の照明などに有機ＥＬを利用することによって、小型、軽量化、用途拡大に貢献
する。特に近年注目されている、体内検査や治療に用いられる内視鏡カプセル（飲む内視
鏡）などにも利用が可能で、期待されている。
【０２５０】
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　〔その他〕
　さらに本発明の有機ＥＬ素子を組み込んだ発光体は、色調を容易に選択でき、蛍光灯の
ような明滅がなく、低消費電力で色調が安定しているので、特開２００１－２６９１０５
号公報に示されるような害虫防除装置として、特開２００１－２８６３７３号公報に示さ
れるような鏡用の照明として、特開２００３－２８８９９５号公報に示されるような浴室
照明システムとして、特開２００４－３２１０７４号公報に示される植物育成用人工光源
として、特開２００４－３５４２３２号公報に示されるような水質汚れ測定装置の発光体
として、特開２００４－３５８０６３号公報に示されるような光感受性薬剤を用いた治療
用被着体として、特開２００５－３２２６０２号公報に示されるような医療用無影灯とし
て、有用である。
【実施例】
【０２５１】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。また、以下に実施例で使用する化合物の構造を示す。
【０２５２】
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【化２９】

【０２５４】
　実施例１
　〔有機ＥＬ素子１０１の作製〕
　陽極として厚さ０．７ｍｍのガラス基板上に、ＩＴＯ（インジウムチンオキシド）を１
１０ｎｍの厚さで成膜した支持基板にパターニングを行った後、このＩＴＯ透明電極を付
けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、Ｕ
Ｖオゾン洗浄を５分間行った後、この透明支持基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダー
に固定した。
【０２５５】
　真空蒸着装置内の蒸着用るつぼの各々に、各層の構成材料を各々素子作製に最適の量、
充填した。蒸着用るつぼはモリブデン製またはタングステン製の抵抗加熱用材料で作製さ
れたものを用いた。
【０２５６】
　次いで、真空度１×１０－４Ｐａまで減圧した後、ＨＴ－１の入った前記蒸着用るつぼ
に通電して加熱し、蒸着速度０．１ｎｍ／秒で透明支持基板に蒸着し、２０ｎｍの正孔輸
送層（ＨＴＬ）を設けた。次いで、化合物Ａ－６を蒸着速度０．０５ｎｍ／秒で蒸着し１
０ｎｍのドーパント層（ＤＰ）を設けた。
【０２５７】
　次いで、化合物Ａ－１、化合物Ａ－２、化合物Ａ－６及び化合物Ｈ－１を、化合物Ａ－



(59) JP 5771965 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

６が膜厚に対し線形に６０質量％から１０質量％になるように濃度を変化させ、化合物Ａ
－１及び化合物Ａ－２は膜厚に依存することなく各々０．３質量％の濃度になるように、
蒸着速度０．１ｎｍ／秒で厚さ８０ｎｍになるよう共蒸着し発光層（ＥＭＬ）を形成した
。
【０２５８】
　その後、化合物ＥＴ－１を膜厚３０ｎｍに蒸着して電子輸送層を形成し、更にＫＦを厚
さ２ｎｍで形成した。更に、アルミニウム１１０ｎｍを蒸着して陰極を形成した。
【０２５９】
　次いで、上記素子の非発光面をガラスケースで覆い、図１、図２に示す構成からなる有
機ＥＬ素子１０１を作製した。
【０２６０】
　図１は有機ＥＬ素子の概略図を示し、有機ＥＬ素子１０１は、ガラスカバー１０２で覆
われている。尚、ガラスカバーでの封止作業は、有機ＥＬ素子１０１を大気に接触させる
ことなく窒素雰囲気下のグローブボックス（純度９９．９９９％以上の高純度窒素ガスの
雰囲気下）で行った。図２は有機ＥＬ素子の断面図を示し、図２において、１０５は陰極
、１０６は有機ＥＬ層、１０７は透明電極付きガラス基板を示す。尚、ガラスカバー１０
２内には窒素ガス１０８が充填され、捕水剤１０９が設けられている。
【０２６１】
　〔有機ＥＬ素子１０２の作製〕
　有機ＥＬ素子１０１の作製において、発光層に用いた化合物Ａ－６に替わり化合物Ａ－
３を用いた以外は同様にして有機ＥＬ素子１０２を作製した。
【０２６２】
　〔有機ＥＬ素子１０３の作製〕
　有機ＥＬ素子１０１の作製において、ドーパント層を有さずかつ発光層に用いた化合物
Ａ－６に替わり化合物Ａ－３を用いた以外は同様にして有機ＥＬ素子１０６を作製した。
【０２６３】
　〔有機ＥＬ素子１０４の作製〕
　有機ＥＬ素子１０１の作製において、ドーパント層および発光層に用いた化合物Ａ－６
に替わり化合物Ａ－３を用いた以外は同様にして有機ＥＬ素子１０４を作製した。
【０２６４】
　尚、正孔輸送層、ドーパント層また発光層に用いた各化合物についてＥＬＨＴ、ＤＨＯ

ＭＯ等の値を同時に表に示した。ＵＰＳにて測定した。
【０２６５】
　《有機ＥＬ素子の評価》
　〔電力効率の測定〕
　分光放射輝度計ＣＳ－１０００（コニカミノルタセンシング社製）を用いて、各有機Ｅ
Ｌ素子の正面輝度及び輝度角度依存性を測定し、正面輝度１０００ｃｄ／ｍ２における電
力効率を求めた。なお、表には、有機ＥＬ素子１０４の電力効率を１００とした際の相対
値で表示した。
【０２６６】
　〔色度変動幅の測定〕
　色度変動幅は、正面輝度３００ｃｄ／ｍ２～１５００ｃｄ／ｍ２におけるＣＩＥ１９３
１、ｘ、ｙ値の変動最大距離ΔＥを下式で求め、結果をＡ～Ｄに分類した。
【０２６７】
　ΔＥ＝（Δｘ２＋Δｙ２）１／２

　Ａ：ΔＥが０．０１未満
　Ｂ：ΔＥが０．０１以上０．０１５未満
　Ｃ：ΔＥが０．０１５以上０．０２未満
　Ｄ：ΔＥが０．０２以上
　〔面内輝度ムラの測定〕
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　作製した各有機ＥＬ素子を２５Ａ／ｍ２の一定電流値で駆動し、コニカミノルタセンシ
ング社製の輝度計（ＣＳ１０００Ａ）を用いて発光面内の輝度ムラを測定した。面内の輝
度ムラを最も暗い部分の輝度／最も明るい部分の輝度×１００として求めた。
【０２６８】
【表１】

【０２６９】
　表１記載の結果の通り、正孔輸送層と発光層の間にドーパント層を有し、ドーパント層
にＤＨＯＭＯ＜５．３ｅＶの燐光発光性ドーパントを使用することで電力効率、色度変動
幅および面内ムラが大きく改善していることが分かる。
【０２７０】
　実施例２
　〔有機ＥＬ素子２０１の作製〕
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　有機ＥＬ素子１０４の作製において、正孔輸送層を設けた後、ＨＴ－３を蒸着速度０．
１ｎｍ／秒で透明支持基板に蒸着し、２０ｎｍの層を設けた以外は同様にして有機ＥＬ素
子２０１を作製した。
【０２７１】
　〔有機ＥＬ素子２０２の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、化合物ＨＴ－１に替わり化合物ＨＴ－２を用いた
以外は同様にして有機ＥＬ素子２０２を作製した。
【０２７２】
　尚、正孔輸送層、ドーパント層また発光層に用いた各化合物についてＥＬＨＴ、ＤＨＯ

ＭＯ等の値を同時に表に示した。
【０２７３】
　《有機ＥＬ素子の評価》
　作製した有機ＥＬ素子について、実施例１と同様にして電力効率および色度変動幅（色
度安定性）、面内輝度ムラの評価を行った。なお、電力効率の値は有機ＥＬ素子１０４の
測定値を１００とした場合の相対値で示した。
【０２７４】
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【表２】

【０２７５】
　表２記載の結果の通り、ＤＨＯＭＯ＋０．３ｅＶ＞ＥＬＨＴの関係を満たす構成の方が
より電力効率や面内ムラの改善効果が高いことが分かる。
【０２７６】
　実施例３
　〔有機ＥＬ素子３０１の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、化合物Ａ－３に替わり化合物Ａ－４を用いた以外
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は同様にして有機ＥＬ素子３０１を作製した。
【０２７７】
　〔有機ＥＬ素子３０２の作製〕
有機ＥＬ素子１０４の作製において、化合物Ａ－３に替わり化合物Ａ－５を用いた以外は
同様にして有機ＥＬ素子３０２を作製した。
【０２７８】
　《有機ＥＬ素子の評価》
　作製した有機ＥＬ素子について、実施例１と同様にして電力効率および色度変動幅（色
度安定性）、面内輝度ムラの評価を行った。なお、電力効率の値は有機ＥＬ素子１０４の
測定値を１００とした場合の相対値で示した。
【０２７９】
【表３】

【０２８０】
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　表３記載の結果の通り、ＤＨＯＭＯ＜５．３ｅＶを満たし、かつ一般式（Ａ）～（Ｅ）
を満たす構造の化合物ならば一様に電力効率、色度変動幅、面内輝度ムラの改善効果が有
ることが分かる。
【０２８１】
　実施例４
　〔有機ＥＬ素子４０１の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、発光層に用いた化合物Ａ－３に替わり化合物Ａ－
４を用いた以外は同様にして有機ＥＬ素子４０１を作製した。
【０２８２】
　〔有機ＥＬ素子４０２の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、発光層に用いた化合物Ａ－３に替わり化合物Ａ－
５を用いた以外は同様にして有機ＥＬ素子４０２を作製した。
【０２８３】
　《有機ＥＬ素子の評価》
　作製した有機ＥＬ素子について、実施例１と同様にして電力効率および色度変動幅（色
度安定性）、面内輝度ムラの評価を行った。なお、電力効率の値は有機ＥＬ素子１０４の
測定値を１００とした場合の相対値で示した。
【０２８４】
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【表４】

【０２８５】
　表４記載の結果の通り、ドーパント層に用いる燐光発光性ドーパントと発光層で用いら
れる燐光発光性ドーパントの少なくとも一つが同一化合物である場合、より電力効率と色
度安定性の改善効果が高いことが分かる。
【０２８６】
　実施例５
　〔有機ＥＬ素子５０１の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、化合物Ａ－３を膜厚に対し線形に４０質量％から
１０質量％になるように濃度を変化させた以外は同様にして有機ＥＬ素子５０１を作製し
た。
【０２８７】
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　〔有機ＥＬ素子５０２の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、化合物Ａ－３を膜厚に対し線形に８０質量％から
１０質量％になるように濃度を変化させた以外は同様にして有機ＥＬ素子５０２を作製し
た。
【０２８８】
　〔有機ＥＬ素子５０３の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、化合物Ａ－３を膜厚に対し線形に１００質量％か
ら１０質量％になるように濃度を変化させた以外は同様にして有機ＥＬ素子５０３を作製
した。
【０２８９】
　《有機ＥＬ素子の評価》
　作製した有機ＥＬ素子について、実施例１と同様にして電力効率および色度変動幅（色
度安定性）、面内輝度ムラの評価を行った。なお、電力効率の値は有機ＥＬ素子１０４の
測定値を１００とした場合の相対値で示した。
【０２９０】
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【表５】

【０２９１】
　表５記載の結果の通り、燐光発光性ドーパントを線形に濃度を変化させる際の初期濃度
を５０～１００質量％で作成した素子に関しては、より電力効率と色度安定性の改善効果
が高いことが分かる。
【０２９２】
　実施例６
　〔有機ＥＬ素子６０１の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、発光層の膜厚を５０ｎｍで設けた以外は同様にし
て有機ＥＬ素子６０１を作製した。
【０２９３】
　〔有機ＥＬ素子６０２の作製〕
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　有機ＥＬ素子１０４の作製において、発光層の膜厚を１００ｎｍで設けた以外は同様に
して有機ＥＬ素子６０２を作製した。
【０２９４】
　〔有機ＥＬ素子６０３の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、発光層の膜厚を１５０ｎｍで設けた以外は同様に
して有機ＥＬ素子６０３を作製した。
【０２９５】
　〔有機ＥＬ素子６０４の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、発光層の膜厚を２００ｎｍで設けた以外は同様に
して有機ＥＬ素子６０３を作製した。
【０２９６】
　〔有機ＥＬ素子６０５の作製〕
　有機ＥＬ素子１０４の作製において、発光層の膜厚を２５０ｎｍで設けた以外は同様に
して有機ＥＬ素子６０５を作製した。
【０２９７】
　《有機ＥＬ素子の評価》
　作製した有機ＥＬ素子について、実施例１と同様にして電力効率および色度変動幅（色
度安定性）、面内輝度ムラの評価を行った。なお、電力効率の値は有機ＥＬ素子１０４の
測定値を１００とした場合の相対値で示した。
【０２９８】
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【表６】

【０２９９】
　表６記載の結果の通り、発光層の膜厚を６０～１２０ｎｍで作成した素子に関しては、
より電力効率と面内輝度ムラの改善効果が高いことが分かる。
【符号の説明】
【０３００】
　１０１　有機ＥＬ素子
　１０２　ガラスカバー
　１０５　陰極
　１０６　有機ＥＬ層
　１０７　透明電極付きガラス基板
　１０８　窒素ガス
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　１０９　捕水剤

【図１】

【図２】
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