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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の電極間に発光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、有機層のいずれか少なくとも一層に、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２

－）構造を含む飽和炭化水素化合物、又は下記一般式（１）で表される化合物の少なくと
も一種と、電荷輸送性材料を共に含有し、発光層に４座配位子を有する白金錯体材料を含
むことを特徴とする有機電界発光素子。
【化１０１】
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（一般式(１)において、Ｒ１～Ｒ４、Ｘ１～Ｘ１２は、それぞれ独立に、水素原子、アル
キル基、又はアリール基であり、少なくとも、いずれかひとつは、－ＣＨ２ＣＨ２－で表
される構造を含む。）
【請求項２】
　上記、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合
物が、直鎖飽和炭化水素化合物であることを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光素
子。
【請求項３】
　上記、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合
物、又は前記一般式（１）で表される化合物が、室温において固体であることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の有機電界発光素子。
【請求項４】
　上記、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合
物、又は前記一般式（１）で表される化合物を、有機層中に０．１～２５質量％含有する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
【請求項５】
　上記、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合
物、又は前記一般式（１）で表される化合物を、発光層に含有することを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
【請求項６】
　前記電荷輸送性材料が、正孔輸送性の材料であることを特徴とする請求項１～５のいず
れか１項に記載の有機電界発光素子。
【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有機電界発光素子（以下、「有機
ＥＬ素子」、「発光素子」又は「素子」ともいう。）に関するものであり、特に駆動電圧
およびＥＬ外部発光効率に優れる有機電界発光素子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日、有機発光材料を用いる種々の表示素子（有機発光素子）に関する研究開発が活発
であり、中でも有機ＥＬ素子は、低電圧で高輝度の発光を得ることができ、有望な表示素
子として注目されている。
【０００３】
　また、近年、燐光発光材料を用いることにより、素子の高効率化が進んでいる。燐光発
光材料としてはイリジウム錯体や白金錯体などが知られている（例えば、特許文献１、２
、３等参照）。しかし、これらの技術をもってしても、未だ満足する駆動電圧や効率、耐
久性は得られていない。
【０００４】
　発光効率を向上させるために、発光材料と単結合のみで構成される材料のみで構成され
る発光層を有する有機発光素子も報告されているが（特許文献４）、単結合のみで構成さ
れる化合物には電荷輸送を担うπ電子がないことから、一般に電荷輸送性材料として広く
用いられている芳香族性化合物を用いた場合と比較して、駆動電圧の点で不利であると推
測される。
【０００５】
　そして、単環式飽和炭化水素化合物を燐光発光性材料と共に用いることが報告されてい
るが（特許文献５）、駆動電圧の低下に関しては、何ら記載がない。
【０００６】
　また、金属電極に接する有機層に、単結合のみからなる炭化水素化合物であるテトラテ
トラコタンのみを用いた素子においては、数ナノメートルの極薄い有機層では、注入電圧
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が低下することが報告されているが(非特許文献1)、厚さ１０ナノメートルの有機層の場
合には、抵抗が大きくなり、電流がほとんど流れない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６３０３２３８号明細書
【特許文献２】国際公開第００／５７６７６号パンフレット
【特許文献３】国際公開第００／７０６５５号パンフレット
【特許文献４】特開２００６－１２０８１１公報
【特許文献５】特開２００７－２９９８２５公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Japanese Journal of Applied Physics 2006年、第45巻、1B号、442‐4
46項
【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、駆動電圧が低く、かつＥＬ外部量子効率に優れる発光素子の提供にあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、下記の通りである。
　この課題は下記手段によって達成された。
〔１〕
　一対の電極間に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、有機層のいずれか少なくとも一層に、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２

－）構造を含む飽和炭化水素化合物、又は下記一般式（１）で表される化合物の少なくと
も一種と、電荷輸送性材料を共に含有し、発光層に４座配位子を有する白金錯体材料を含
むことを特徴とする有機電界発光素子。
【化１０２】

（一般式(１)において、Ｒ１～Ｒ４、Ｘ１～Ｘ１２は、それぞれ独立に、水素原子、アル
キル基、又はアリール基であり、少なくとも、いずれかひとつは、－ＣＨ２ＣＨ２－で表
される構造を含む。）
〔２〕
　上記、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合
物が、直鎖飽和炭化水素化合物であることを特徴とする〔１〕に記載の有機電界発光素子
。
〔３〕
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　上記、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合
物、又は前記一般式（１）で表される化合物が、室温において固体であることを特徴とす
る〔１〕又は〔２〕に記載の有機電界発光素子。
〔４〕
　上記、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合
物、又は前記一般式（１）で表される化合物を、有機層中に０．１～２５質量％含有する
ことを特徴とする〔１〕～〔３〕のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
〔５〕
　上記、二重結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合
物、又は前記一般式（１）で表される化合物を、発光層に含有することを特徴とする〔１
〕～〔４〕のいずれか１項に記載の有機電界発光素子。
〔６〕
　前記電荷輸送性材料が、正孔輸送性の材料であることを特徴とする〔１〕～〔５〕のい
ずれか１項に記載の有機電界発光素子。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、駆動電圧が低く、かつＥＬ外部量子効率に優れかつ耐久性に優れた有
機電界発光素子を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の有機電界発光素子（以下、「本発明の素子」と呼ぶことがある。）は、一対の
電極間に、発光層を含む少なくとも一層の有機層（有機化合物のみからなる層であっても
良いし、有機化合物と無機化合物を含有する層であっても良い）を有する有機電界発光素
子であって、有機層のいずれか少なくとも一層にアルキル構造を有する炭化水素化合物の
少なくとも一種と、電荷輸送性材料を共に含有する。
【００１３】
　一般的に、積層型有機電子デバイスの有機薄膜界面での電荷(電子/正孔)注入において
は、隣接しているふたつの材料のイオン化ポテンシャル（Ip）同士や電子親和力（Ea）同
士の差が小さい方が、電荷の注入障壁が小さくなり、有機電界発光素子の駆動電圧を低減
できることが知られているが、材料のIpやEa以外にも、材料の分子間の相互作用等に由来
するエネルギー準位が重要な役割を果たす。また、有機層内の電荷の移動に関しても、材
料分子間の相互作用を適切に制御することにより、電荷移動度を大きくし、素子の駆動電
圧を下げることができる。本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物を電荷輸送材料
とともに適切に用いることにより、この材料分子間の相互作用を制御できる可能性があり
、結果的に、駆動電圧を低下させることが可能となる。また、素子駆動時における材料分
子間の相互作用状態（例えば、会合状態）の変化は、素子特性の変化を引き起こし、結果
的に素子の輝度（すなわち、素子寿命）の低下の一因となりうるが、本発明のアルキル構
造を有する炭化水素化合物を電荷輸送材料とともに適切に用いることにより、予め、安定
な相互作用状態を形成し、この問題を回避できる可能性がある。本発明の有機電界発光素
子において用いられる、アルキル構造を有する炭化水素化合物は、化学的な安定性に優れ
、素子駆動中における材料の分解等の変質が少なく、当該材料の分解物による、有機電界
発光素子の効率低下や素子寿命の低下を防ぐことが出来る。
【００１４】
　本発明においてアルキル基とは、置換基を有さないアルキル基（無置換アルキル基）の
みならず、置換基を有するアルキル基（置換アルキル基）をも包含するものである。アル
キル構造とは、少なくともアルキレン構造またはアルキル基のいずれか一方を有する構造
をいう。
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物とは、炭素原子と水素原子（重水素原子
含む）のみから構成される化合物であり、アルキル構造とアルキル構造以外の置換基の組
み合わせからなる。
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　アルキル構造を有する炭化水素化合物の好ましい態様としては、分子内に二重結合を含
まず、少なくとも、「－ＣＨ２ＣＨ２－」で表される構造を含む構造が挙げられ、例えば
、直鎖構造であっても、分岐構造であっても、環状構造であってもよい。
　直鎖構造としては、例えば、（ＣＨ２）ｎ、（ＣＨ２）ｎＣＨ３（ｎは２～１００の整
数）等が挙げられ、分岐構造としては、（ＣＨ２）ｎＣＨ（ＣＨ３）２、（ＣＨ２）ｎＣ
（ＣＨ３）３、[（ＣＨ２）ｎ]３ＣＨ、[（ＣＨ２）ｎ]４Ｃ、（ｎは２～１００の整数）
等が挙げられ、環状構造としては、シクロプロパン構造、シクロブタン構造、シクロペン
タン構造、シクロヘキサン構造、シクロオクタン構造、シクロドデカン構造、デカリン構
造等が挙げられ、中でも、直鎖構造である（ＣＨ２）ｎ、（ＣＨ２）ｎＣＨ３（ｎは２～
１００の整数）等が好ましく、ｎが２～５０の整数であるものがより好ましく、ｎが２～
３０の整数であるものが特に好ましい。一分子中に含まれるアルキル構造の数はひとつで
あっても、ふたつ以上であってもよい。二つ以上の場合、複数のアルキル構造は同一であ
っても、異なっていても良い。
　アルキル構造以外の置換基は、本発明のアルキル構造を含まない、炭素原子と水素原子
（重水素原子含む）のみから構成される構造であり、例えば、ベンゼン構造、ナフタレン
構造、アントラセン構造、アセン構造、ピレン構造、トリフェニレン構造、テトラフェニ
レン構造、アダマンタン構造、ジアマンタン構造であり、その中でも、ベンゼン構造、ナ
フタレン構造、アントラセン構造、トリフェニレン構造、アダマンタン構造が好ましく、
ベンゼン構造、アダマンタン構造がより好ましく、アダマンタン構造が特に好ましい。
【００１５】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物の好ましい態様としては、分子内に二重
結合を含まず、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）構造を含む飽和炭化水素化合物が好ましい
。中でも、直鎖飽和炭化水素化合物が好ましい。直鎖飽和炭化水素化合物とは、例えば、
後述の具体例に記載の、例示化合物１－１～１０に代表されるような、直鎖アルカンを表
す。
【００１６】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物の好ましい他の様態としては、アルキル
構造とアダマンタン構造を含むものが好ましく、アルキル構造とアダマンタン構造とアリ
ール構造とを含むものがより好ましい。これは、一般に有機電界発光素子においては、駆
動中の熱的な影響により有機層の状態が変化することが、輝度低下の一因と考えられてお
り、これを抑制するためには、ガラス転移温度が高い材料を選択するのが一般的に好まし
いと考えられているからである。
【００１７】
　アルキル構造とアダマンタン構造を含む炭化水素化合物、又はアルキル構造とアダマン
タン構造とアリール構造とを含む炭化水素化合物は、例えば、以下の一般式（１）で表す
ことができる。
【００１８】
【化１】
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【００１９】
　（一般式(１)において、Ｒ１～Ｒ４、Ｘ１～Ｘ１２は、それぞれ独立に、水素原子、ア
ルキル基、アリール基であり、少なくとも、いずれかひとつは、「－ＣＨ２ＣＨ２－」で
表される構造を含む。）
【００２０】
　一般式(１)の、Ｒ１～Ｒ４、Ｘ１～Ｘ１２で表されるアルキル基は、アダマンタン構造
、アリール構造で置換されていてもよく、炭素数１～７０が好ましく、炭素数１～５０が
より好ましく、炭素数１～３０がさらに好ましく、炭素数１～１０がよりさらに好ましく
、炭素数１～６が特に好ましく、炭素数２～６の直鎖のアルキル基が最も好ましい。
【００２１】
　一般式(１)の、Ｒ１～Ｒ４、Ｘ１～Ｘ１２で表されるアルキル基としては、例えば、ｎ
-Ｃ５０Ｈ１０１基、ｎ-Ｃ３０Ｈ６１基、３－（３，５，７－トリフェニルアダマンタン
－１－イル）プロピル基(炭素数３１)、トリチル基(炭素数１９)、３－（アダマンタン－
１－イル）プロピル基(炭素数１３)、９－デカリル基(炭素数１０)、ベンジル基(炭素数
７)、シクロヘキシル基(炭素数６)、ｎ－ヘキシル基(炭素数６)、ｎ－ペンチル基(炭素数
５)、ｎ－ブチル基(炭素数４)、ｎ－プロピル基(炭素数３)、シクロプロピル基(炭素数３
)、エチル基(炭素数２)、メチル基(炭素数１)などが挙げられる。
【００２２】
　一般式(１)の、Ｒ１～Ｒ４、Ｘ１～Ｘ１２で表される炭素数６～３０のアリール基は、
アダマンタン構造、アルキル構造で置換されていてもよく、炭素数６～３０が好ましく、
炭素数６～２０がより好ましく、炭素数６～１５がさらに好ましく、炭素数６～１０が特
に好ましく、炭素数６が最も好ましい。
【００２３】
　一般式(１)の、Ｒ１～Ｒ４、Ｘ１～Ｘ１２で表されるアリール基としては、例えば、１
－ピレニル基(炭素数１６)、９－アントラセニル基（炭素数１４）、１－ナフチル基(炭
素数１０)、２－ナフチル基(炭素数１０)、ｐ－ｔ－ブチルフェニル基（炭素数１０）、
２－ｍ－キシリル基（炭素数８）、５－ｍ－キシリル基（炭素数８）、ｏ－トリル基(炭
素数７)、ｍ－トリル基(炭素数７)、ｐ－トリル基(炭素数７)、フェニル基（炭素数６）
などが挙げられる。
【００２４】
　一般式(１)の、Ｒ１～Ｒ４は、水素原子であっても、アルキル基であっても、アリール
基であってもよいが、前述の高いガラス転移温度が好ましい観点から、少なくともひとつ
はアリール基であることが好ましく、少なくともふたつはアリール基であることがより好
ましく、３ないし４つがアリール基であることが特に好ましい。
【００２５】
　一般式(１)の、Ｘ１～Ｘ１２は、水素原子であっても、アルキル基であっても、アリー
ル基であってもよいが、水素原子、又はアリール基であることが好ましく、水素原子であ
ることが特に好ましい。
【００２６】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物の分子量は、有機電界発光素子を真空蒸
着プロセスや溶液塗布プロセスを用いて作成するので、蒸着適性や溶解性の観点から、２
０００以下であることが好ましく、１２００以下であることがより好ましく、１０００以
下であることが特に好ましい。また、蒸着適性の観点では、分子量が小さすぎると蒸気圧
が小さくなり、気相から固相への変化がおきず、有機層を形成することが困難となるので
、２５０以上が好ましく、３５０以上がより好ましく、４００以上が特に好ましい。
【００２７】
　本発明においてアルキル構造を有する炭化水素化合物は、室温（２５℃）において固体
であることが好ましく、室温（２５℃）から４０℃の範囲において固体であることがより
好ましく、室温（２５℃）から６０℃の範囲において固体であることが特に好ましい。
　室温（２５℃）において固体を形成しないアルキル構造を有する炭化水素化合物を用い



(7) JP 5243972 B2 2013.7.24

10

20

30

40

る場合は、他の材料と組み合わせることにより、常温で固相を形成させることができる。
【００２８】
　例えば、一般にアルキル構造をもつ化合物は、アルキル鎖が分岐していると、融点が低
下することから、アルキル構造が分岐構造である場合は他の材料と組み合わせることが好
ましい。
　他の材料としては、室温（２５℃）で固体であることがより好ましく、本発明において
は、後述する電荷輸送性材料等を挙げることができ、具体的には、分子量が２５０以上の
インドール誘導体、カルバゾール誘導体、芳香族第三級アミン化合物が好ましい。
【００２９】
　本発明において本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物は、その用途が限定され
ることはなく、有機層内のいずれの層に含有されてもよい。本発明のアルキル構造を有す
る炭化水素化合物の導入層としては、後述の発光層、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送
層、電子注入層、励起子ブロック層、電荷ブロック層のいずれか、もしくは複数に含有さ
れるのが好ましく、発光層、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層のいずれ
か、もしくは複数に含有されるのがより好ましく、発光層、正孔注入層、正孔輸送層のい
ずれか、もしくは複数に含有されるのが特に好ましい。
【００３０】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物と共に用いる電荷輸送性材料とは、電子
輸送性の材料、または、正孔輸送性の材料を表し、正孔輸送性の材料であることが好まし
い。ここでいう電子輸送性の材料とは、後述の電子輸送性ホスト材料、電子輸送材料、電
子注入材料を表し、正孔輸送性の材料とは、後述の正孔輸送性ホスト材料、正孔輸送材料
、正孔注入材料を表す。
【００３１】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物が、発光層に含まれる場合には、後述の
発光性ドーパント(「発光材料」ともいう)と電荷輸送性の材料であるホスト材料と共に用
いられる。
【００３２】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物と共に用いられるホスト材料としては、
正孔輸送性ホスト材料であっても、電子輸送性ホスト材料であってもよいが、正孔輸送性
ホスト材料であることが好ましい。
【００３３】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物を、有機層中で用いる場合は、アルキル
構造を有する炭化水素化合物の含量は、電荷輸送性材料の電荷輸送性を抑制しない程度の
量に制限して用いる必要があり、本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物は０.１
～７０質量％含まれることが好ましく、０．１～３０質量％含まれることがより好ましく
、０．１～２５質量％含まれることが特に好ましい。
　また、本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物を、複数の有機層に用いる場合は
それぞれの層において、上記の範囲で含有することが好ましい。
【００３４】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物は、いずれかの有機層に、一種類のみを
含有していてもよく、複数のアルキル構造を有する炭化水素化合物を任意の割合で組み合
わせて含有していてもよい。
【００３５】
　アルキル構造を有する炭化水素化合物の具体例を以下に列挙するが、本発明はこれらの
化合物に限定されることはない。
【００３６】
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【化４】

【００３９】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物は、適当なハロゲン化アルキルを原料に
して、合成することが可能である。例えば、インジウムを用いて、ハロゲン化アルキル同
士をカップリングすることができる(文献１)。また、ハロゲン化アルキルをアルキル銅試
薬に変換し、芳香族化合物のグリニヤー試薬とカップリングすることもできる(文献２)。
また、ハロゲン化アルキルを、適当なアリールホウ酸とパラジウム触媒を用いてカップリ
ングすることもできる(文献３)。
　文献１：Tetrahedron Lett. 39, 1998, 9557-9558.
　文献２：Tetrahedron Lett. 39, 1998, 2095-2096.
　文献３：J. Am. Chem. Soc. 124, 2002, 13662-13663.
【００４０】
　アルキル構造とアダマンタン構造を含む炭化水素化合物も上述の方法で合成することが
出来る。また、アダマンタン、もしくは、ハロゲン化アダマンタンと、ハロゲン化アルキ
ルもしくは、アルキルマグネシウムハライド（グリニヤー試薬）を適当に組み合わせるこ
とによって合成できる。
　アリール基を有するアダマンタン骨格は、アダマンタン、もしくは、ハロゲン化アダマ
ンタンと、対応するアレーンやアリールハライドを適当に組み合わせることにより合成で
きる。
【００４１】
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　なお、上記に示した製造方法において、定義された置換基が、ある合成方法の条件下で
変化するか、または該方法を実施するのに不適切な場合、官能基の保護、脱保護（例えば
、プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシス（Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖ
ｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ）、グリーン（Ｔ．　Ｗ
．　Ｇｒｅｅｎｅ）著、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ・インコーポレイテッド（Ｊ
ｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ　Ｉｎｃ．）（１９８１年）等）等の手段により容易
に製造が可能である。また、必要に応じて適宜置換基導入等の反応工程の順序を変化させ
ることも可能である。
【００４２】
［有機電界発光素子］
　以下、本発明の素子について詳細に説明する。
　本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に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、有機層のいずれか少なくとも一層にアルキル構造を有
する炭化水素化合物の少なくとも一種と、電荷輸送性材料を共に含有する。
　すなわち、本発明の発光素子は基板上に陰極と陽極を有し、両電極の間に発光層を含む
有機層を有する。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
であることが好ましい。
【００４３】
　有機電界発光素子に用いられる基板、陰極及び陽極については、例えば、特開２００７
－３２４３０９の段落番号〔００８５〕～〔０１０４〕、特開２００７－２６６４５８の
段落番号〔００６４〕～〔００８４〕に詳述されており、これらの公報に記載の事項を本
発明に適用することができる。
【００４４】
（有機層）
　本発明における有機層について説明する。
【００４５】
　本発明の有機ＥＬ素子は、発光層を含む少なくとも一層の有機層を有しており、発光層
以外の他の有機層としては、前述したごとく、正孔輸送層、電子輸送層、電荷ブロック層
、正孔注入層、電子注入層等の各層が挙げられる。
【００４６】
　本発明における有機層の積層の形態としては、陽極側から、正孔輸送層、発光層、電子
輸送層の順に積層されている態様が好ましい。更に、正孔輸送層と陽極との間に正孔注入
層、及び／又は発光層と電子輸送層との間に、電子輸送性中間層を有する。また、発光層
と正孔輸送層との間に正孔輸送性中間層を、同様に陰極と電子輸送層との間に電子注入層
を設けても良い。
　尚、各層は複数の二次層に分かれていてもよい。
【００４７】
　本発明の有機ＥＬ素子において、有機層を構成する各層は、蒸着法やスパッタ法等の乾
式製膜法、湿式塗布方式、転写法、印刷法、インクジェット方式等いずれによっても好適
に形成することができる。
【００４８】
（発光層）
　発光層は、電界印加時に、陽極、正孔注入層、又は正孔輸送層から正孔を受け取り、陰
極、電子注入層、又は電子輸送層から電子を受け取り、正孔と電子の再結合の場を提供し
て発光させる機能を有する層である。
　本発明における発光層は、ホスト材料と発光性ドーパントの混合層として構成されるこ
とが好ましい。
　詳細は後述の＜ホスト材料＞の項で記載される。
　本発明においては、アルキル構造を有する炭化水素化合物を、発光層に含有することが
好ましい。発光層にアルキル構造を有する炭化水素化合物、好ましくはアルキル構造とア
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ダマンタン構造を含む炭化水素化合物、発光性ドーパント（発光材料）及びホスト材料を
共に用いることで、発光層への電荷の注入や、発光層内の電荷の移動が改善され、駆動電
圧が低減可能であるという効果が得られ好ましい。
【００４９】
　本発明における発光性ドーパントとしては、燐光性発光材料、蛍光性発光材料等いずれ
もドーパントとして用いることができる。
　本発明における発光層は、色純度を向上させるためや発光波長領域を広げるために２種
類以上の発光性ドーパントを含有することができ、燐光発光材料の少なくとも一種を含有
することが好ましい。
【００５０】
　《蛍光発光性ドーパント》
　前記蛍光性の発光性ドーパントとしては、一般には、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミ
ダゾール、ベンゾチアゾール、スチリルベンゼン、ポリフェニル、ジフェニルブタジエン
、テトラフェニルブタジエン、ナフタルイミド、クマリン、ピラン、ペリノン、オキサジ
アゾール、アルダジン、ピラリジン、シクロペンタジエン、ビススチリルアントラセン、
キナクリドン、ピロロピリジン、チアジアゾロピリジン、シクロペンタジエン、スチリル
アミン、芳香族ジメチリディン化合物、縮合多環芳香族化合物（アントラセン、フェナン
トロリン、ピレン、ペリレン、ルブレン、またはペンタセンなど）、８－キノリノールの
金属錯体、ピロメテン錯体や希土類錯体に代表される各種金属錯体、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、およびこれら
の誘導体などを挙げることができる。
【００５１】
　《燐光発光性ドーパント》
　前記燐光性の発光性ドーパントとしては、一般に、遷移金属原子又はランタノイド原子
を含む錯体を挙げることができる。
　例えば、該遷移金属原子としては、特に限定されないが、好ましくは、ルテニウム、ロ
ジウム、パラジウム、タングステン、レニウム、オスミウム、イリジウム、金、銀、銅、
及び白金が挙げられ、より好ましくは、レニウム、イリジウム、及び白金であり、更に好
ましくはイリジウム、白金である。
　ランタノイド原子としては、例えばランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サ
マリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エ
ルビウム、ツリウム、イッテルビウム、およびルテシウムが挙げられる。これらのランタ
ノイド原子の中でも、ネオジム、ユーロピウム、及びガドリニウムが好ましい。
【００５２】
　錯体の配位子としては、例えば、Ｇ．Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎ等著，Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓ
ｉｖｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅ
ｓｓ社１９８７年発行、Ｈ．Ｙｅｒｓｉｎ著，「Ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ
　Ｐｈｏｔｏｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」
　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ社１９８７年発行、山本明夫著「有機金属化学－基礎
と応用－」裳華房社１９８２年発行等に記載の配位子などが挙げられる。
　具体的な配位子としては、好ましくは、ハロゲン配位子（好ましくは塩素配位子）、芳
香族炭素環配位子（例えば、好ましくは炭素数５～３０、より好ましくは炭素数６～３０
、さらに好ましくは炭素数６～２０であり、特に好ましくは炭素数６～１２であり、シク
ロペンタジエニルアニオン、ベンゼンアニオン、またはナフチルアニオンなど）、含窒素
ヘテロ環配位子（例えば、好ましくは炭素数５～３０、より好ましくは炭素数６～３０、
さらに好ましくは炭素数６～２０であり、特に好ましくは炭素数６～１２であり、フェニ
ルピリジン、ベンゾキノリン、キノリノール、ビピリジル、またはフェナントロリンなど
）、ジケトン配位子（例えば、アセチルアセトンなど）、カルボン酸配位子（例えば、好
ましくは炭素数２～３０、より好ましくは炭素数２～２０、さらに好ましくは炭素数２～
１６であり、酢酸配位子など）、アルコラト配位子（例えば、好ましくは炭素数１～３０
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、より好ましくは炭素数１～２０、さらに好ましくは炭素数６～２０であり、フェノラト
配位子など）、シリルオキシ配位子（例えば、好ましくは炭素数３～４０、より好ましく
は炭素数３～３０、さらに好ましくは炭素数３～２０であり、例えば、トリメチルシリル
オキシ配位子、ジメチル－ｔｅｒｔ－ブチルシリルオキシ配位子、トリフェニルシリルオ
キシ配位子など）、一酸化炭素配位子、イソニトリル配位子、シアノ配位子、リン配位子
（好ましくは炭素数３～４０、より好ましくは炭素数３～３０、さらに好ましくは炭素数
３～２０、特に好ましくは炭素数６～２０であり、例えば、トリフェニルフォスフィン配
位子など）、チオラト配位子（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２
０、さらに好ましくは炭素数６～２０、例えば、フェニルチオラト配位子など）、フォス
フィンオキシド配位子（好ましくは炭素数３～３０、より好ましくは炭素数８～３０、さ
らに好ましくは炭素数１８～３０、例えば、トリフェニルフォスフィンオキシド配位子な
ど）であり、より好ましくは、含窒素ヘテロ環配位子である。
　上記錯体は、化合物中に遷移金属原子を一つ有してもよいし、また、２つ以上有するい
わゆる複核錯体であってもよい。異種の金属原子を同時に含有していてもよい。　
【００５３】
　これらの中でも、発光性ドーパントの具体例としては、例えば、ＵＳ６３０３２３８Ｂ
１、ＵＳ６０９７１４７、ＷＯ００／５７６７６、ＷＯ００／７０６５５、ＷＯ０１／０
８２３０、ＷＯ０１／３９２３４Ａ２、ＷＯ０１／４１５１２Ａ１、ＷＯ０２／０２７１
４Ａ２、ＷＯ０２／１５６４５Ａ１、ＷＯ０２／４４１８９Ａ１、ＷＯ０５／１９３７３
Ａ２、特開２００１－２４７８５９、特開２００２－３０２６７１、特開２００２－１１
７９７８、特開２００３－１３３０７４、特開２００２－２３５０７６、特開２００３－
１２３９８２、特開２００２－１７０６８４、ＥＰ１２１１２５７、特開２００２－２２
６４９５、特開２００２－２３４８９４、特開２００１－２４７８５９、特開２００１－
２９８４７０、特開２００２－１７３６７４、特開２００２－２０３６７８、特開２００
２－２０３６７９、特開２００４－３５７７９１、特開２００６－２５６９９９、特開２
００７－１９４６２、特開２００７－８４６３５、特開２００７－９６２５９等の特許文
献に記載の燐光発光化合物などが挙げられ、中でも、更に好ましい発光性ドーパントとし
ては、Ｉｒ錯体、Ｐｔ錯体、Ｃｕ錯体、Ｒｅ錯体、Ｗ錯体、Ｒｈ錯体、Ｒｕ錯体、Ｐｄ錯
体、Ｏｓ錯体、Ｅｕ錯体、Ｔｂ錯体、Ｇｄ錯体、Ｄｙ錯体、およびＣｅ錯体が挙げられる
。特に好ましくは、Ｉｒ錯体、Ｐｔ錯体、または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、または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、またはＲｅ錯体が特に好ま
しく、Ｉｒ錯体、またはＰｔ錯体が最も好ましい。中でも４座配位子を有するＰｔ錯体が
特に好ましい。
【００５４】
　発光性ドーパントとしては、特に限定されないが、燐光発光材料を用いることが好まし
く、発光層に金属錯体燐光発光材料を用いることがより好ましい。金属錯体燐光発光材料
としてはイリジウム錯体燐光発光材料、又は、白金錯体燐光発光材料を用いることが更に
好ましく、４座配位子を有する白金錯体燐光発光材料を用いることが特に好ましいが、他
の燐光発光材料を併用してもよい。
【００５５】
　錯体燐光発光材料としては、Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｒｅｖ
ｉｅｗｓ　２５０（２００６）２０９３－２１２６に記載の化合物が挙げられる。
【００５６】
　イリジウム錯体燐光発光材料としては、国際公開第００－７０６５５号、国際公開第０
１－４１５１２号、国際公開第０２－５６４５号、特開２００２－１１７９７８、国際公
開第０４－０８５４５０号、国際公開第０６－１２１８１１号、国際公開第０５－０１９
３７３号、国際公開第０５－１１３７０４号、に記載の化合物が挙げられる。
【００５７】
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　白金錯体燐光発光材料としては、国際公開第００－５７６７６号に記載の化合物が挙げ
られる。
【００５８】
　４座配位子を有する白金錯体（燐光発光）材料として、より具体的には、米国特許第６
，６５３，６５４号、国際公開第２００４-０９９３３９号、国際公開第０４－１０８８
５７号、特開２００５－３１０７３３、特開２００５－３１７５１６、特開２００６－２
６１６２３、特開２００６－９３５４２、特開２００６－２５６９９９、国際公開第０６
－０９８５０５号、特開２００７－１９４６２、特開２００７－９６２５５、特開２００
７－９６２５９、国際公開第０５－０４２４４４号、特開２００６－２３２７８４、米国
特許第０１３４４６１号、国際公開第０５－０４２５５０号、に記載の化合物が好ましい
。
【００５９】
　４座配位子を有する白金錯体（燐光発光）材料として、２-アリールピリジン誘導体、
２－(１-ピラゾリル)ピリジン誘導体、１-アリールピラゾール誘導体を配位子の部分構造
として含むものが好ましく、２-アリールピリジン誘導体、２－(１-ピラゾリル)ピリジン
誘導体を配位子の部分構造として含むものがより好ましく、２－(１-ピラゾリル)ピリジ
ン誘導体を配位子の部分構造として含むものが特に好ましい。
【００６０】
　また、上記の配位子の部分構造（例えば、２-アリールピリジン誘導体、２－(１-ピラ
ゾリル)ピリジン誘導体、１-アリールピラゾール誘導体など）は、適当な部位で連結され
て、４座の配位子を構成する。
【００６１】
　２-アリールピリジン誘導体を配位子の部分構造として含む場合には、ピリジン環の6位
、もしくは、アリール基のピリジン環に対してメタ位で連結することが好ましく、ピリジ
ン環の6位同士、もしくは、アリール基のピリジン環に対してメタ位同士で連結すること
がより好ましく、ピリジン環の6位同士で連結することが特に好ましい。
　２－(１-ピラゾリル)ピリジン誘導体を配位子の部分構造として含む場合は、ピリジン
環の6位、もしくは、１－ピラゾリル基の４位で連結することが好ましく、ピリジン環の6
位同士、もしくは、１－ピラゾリル基の４位同士で連結することがより好ましく、ピリジ
ン環の6位同士で連結することが特に好ましい。
　１-アリールピラゾール誘導体を配位子の部分構造として含む場合には、ピラゾール環
の３位、もしくは、アリール基のピラゾール環に対してメタ位で連結することが好ましく
、ピラゾール環の３位同士、もしくは、アリール基のピラゾール環に対してメタ位同士で
連結することがより好ましく、ピラゾール環の３位同士で連結することが特に好ましい。
【００６２】
　上記の配位子の部分構造を連結する構造としては、単結合であっても、２価の連結基で
あっても良いが、２価の連結基であることが好ましく、２価の連結基としては、例えば、
メチレン連結、エチレン連結、フェニレン連結、窒素原子連結、酸素原子連結、硫黄原子
連結、ケイ素原子連結が好ましく、メチレン連結、窒素原子連結、ケイ素原子連結がより
好ましく、メチレン連結が特に好ましい。メチレン連結基として具体的には、メチレン基
（―ＣＨ２―）、メチルメチレン基（―ＣＨＭｅ―）、フルオロメチルメチレン基（―Ｃ
ＦＭｅ―）、ジメチルメチレン基（―ＣＭｅ２―）、メチルフェニルメチレン基（―ＣＭ
ｅＰｈ―）、ジフェニルメチレン基（―ＣＰｈ２―）、９，９－フルオレンジイル基、１
，１－シクロペンタンジイル基、１，１－シクロヘキサンジイル基が挙げられ、ジメチル
メチレン基、ジフェニルメチレン基、９，９－フルオレニル基、１，１－シクロペンタン
ジイル基、１，１－シクロヘキサンジイル基が好ましく、ジメチルメチレン基、ジフェニ
ルメチレン基、１，１－シクロヘキサンジイル基がより好ましく、ジメチルメチレン基が
特に好ましい。
【００６３】
　また、４座配位子を有する白金錯体（燐光発光）材料として、より好ましいもののひと
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つは一般式（Ａ）で表されるＰｔ錯体である。
【００６４】
【化５】

【００６５】
　一般式（Ａ）中、ＲＡ３、ＲＡ４は、それぞれ独立に、水素原子または置換基を表し、
ＲＡ１、ＲＡ２は、それぞれ独立に、置換基を表す。ＲＡ１、ＲＡ２をそれぞれ複数個有
する場合、複数個のＲＡ１、ＲＡ２は同じであっても異なってもよく、互いに連結して環
を形成してもよい。ｎＡ１及びｎＡ２はそれぞれ独立に０～４の整数を表す。ＹＡ１は連
結基を表す。
【００６６】
　ＲＡ１、ＲＡ２、ＲＡ３、及びＲＡ４が表す置換基としては、下記置換基群Ａとして挙
げた中から任意に選択することができる。
　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、例えばメチル基、エチル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｔｅｒｔ
－ブチル基、ｎ－オクチル基、ｎ－デシル基、ｎ－ヘキサデシル基、シクロプロピル基、
シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。）、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
、例えばビニル基、アリル基、２－ブテニル基、３－ペンテニル基などが挙げられる。）
、アルキニル基（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、例えばプロパルギル基、３－ペンチニル基などが挙げられ
る。）、アリール基（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、例えばフェニル基、ｐ－メチルフェニル基、ナフチル
基、アントラニル基などが挙げられる。）、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、例えばアミノ基、メ
チルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジベンジルアミノ基、ジフェニル
アミノ基、ジトリルアミノ基などが挙げられる。）、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１～１０であり、例えば
メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基、２－エチルヘキシロキシ基などが挙げられる。）
、アリールオキシ基（好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数６～２０、特に
好ましくは炭素数６～１２であり、例えばフェニルオキシ基、１－ナフチルオキシ基、２
－ナフチルオキシ基などが挙げられる。）、ヘテロ環オキシ基（好ましくは炭素数１～３
０、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
ジルオキシ基、ピラジルオキシ基、ピリミジルオキシ基、キノリルオキシ基などが挙げら
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、例えばアセチル基、ベンゾイル基、ホルミル基、ピバ
ロイル基などが挙げられる。）、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
カルボニル基、エトキシカルボニル基などが挙げられる。）、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基などが挙げられる。）、アシルオキ
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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、例えばアセトキシ基、ベンゾイルオキシ基などが挙げられる。）、
【００６７】
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基、ベンゾイルアミノ基などが挙げ
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
ミノ基などが挙げられる。）、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基などが挙げられる。）、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基、ベンゼンスルホニルアミノ基などが挙げられる
。）、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基、メチルスルファモイル
基、ジメチルスルファモイル基、フェニルスルファモイル基などが挙げられる。）、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基、ジエチルカルバ
モイル基、フェニルカルバモイル基などが挙げられる。）、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
、例えばメチルチオ基、エチルチオ基などが挙げられる。）、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基などが挙げられる。）、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
ピリジルチオ基、２－ベンズイミゾリルチオ基、２－ベンズオキサゾリルチオ基、２－ベ
ンズチアゾリルチオ基などが挙げられる。）、
【００６８】
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、例えばメシル基、トシル基などが挙げられる。）、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基、ベンゼンスルフィニル基などが挙げ
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、例えばウレイド基、メチルウレイド基、フェニル
ウレイド基などが挙げられる。）、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
アミド基、フェニルリン酸アミド基などが挙げられる。）、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
ダゾリル基、ピリジル基、キノリル基、フリル基、チエニル基、ピペリジル基、モルホリ
ノ基、ベンズオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾリル基、カルバゾリ
ル基、アゼピニル基などが挙げられる。）、シリル基（好ましくは炭素数３～４０、より
好ましくは炭素数３～３０、特に好ましくは炭素数３～２４であり、例えばトリメチルシ
リル基、トリフェニルシリル基などが挙げられる。）、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基、トリフェニルシリルオキシ基などが挙げられる。）、ホ
スホリル基（例えばジフェニルホスホリル基、ジメチルホスホリル基などが挙げられる。
）
【００６９】
　ＹＡ１が表す連結基としては、下記連結基群Ａとして挙げた中から任意に選択すること
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ができる。
連結基群Ａ：
　アルキレン基（メチレン、エチレン、プロピレンなど）、アリーレン基（フェニレン、
ナフタレンジイル）、ヘテロアリーレン基（ピリジンジイル、チオフェンジイルなど）、
イミノ基（－ＮＲ－）（フェニルイミノ基など）、オキシ基（－Ｏ－）、チオ基（－Ｓ－
）、ホスフィニデン基（－ＰＲ－）（フェニルホスフィニデン基など）、シリレン基（－
ＳｉＲＲ’－）（ジメチルシリレン基、ジフェニルシリレン基など）、またはこれらを組
み合わせたもの。これらの連結基は、さらに置換基を有していてもよい。
【００７０】
　ＲＡ１、ＲＡ２、ＲＡ３、及びＲＡ４が表す置換基としては、アルキル基、アリール基
、ヘテロ環基が好ましく、アリール基、ヘテロ環基がより好ましく、アリール基が特に好
ましい。
【００７１】
　ＹＡ１が表す連結基としては、１，２位で置換したビニル基、フェニレン環、ピリジン
環、ピラジン環、ピリミジン環または炭素数１～８のアルキレン基が好ましく、１，２位
で置換したビニル基、フェニレン環、炭素数１～６のアルキレン基がより好ましく、フェ
ニレン環が特に好ましい。
【００７２】
　ＲＡ３、及びＲＡ４が表す置換基は、ＹＡ１が表す連結基と連結して環を形成してもよ
く、例えば、ＹＡ１が１，２位で連結したフェニレン環である場合には、ＲＡ３、及びＲ
Ａ４がそれぞれ３，６位で連結して、１，１０－フェナントロリン環を形成していてもよ
く、更に置換基を有していてもよい。
【００７３】
　４座配位子を有する白金錯体（燐光発光）材料として、より好ましいもののひとつは一
般式（Ｂ）で表されるＰｔ錯体である。
【００７４】
【化６】

【００７５】
（一般式（Ｂ）中、ＡＢ１～ＡＢ６はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素原
子または置換基を表す。ＬＢ１は単結合または二価の連結基を表す。ＸはＣまたはＮを表
す。Ｚは式中のＸ－Ｃと共に形成される５または６員の芳香環または芳香族ヘテロ環を表
す。ＱＢ１はＰｔに結合するアニオン性の基を表す。）
【００７６】
　一般式（Ｂ）について説明する。
　ＡＢ１～ＡＢ６はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素原子または置換基を
表す。Ｒで表される置換基としては、前記置換基群Ａとして挙げたものと同義であり、好
ましいものも同じである。
　ＡＢ１～ＡＢ６として好ましくはＣ－Ｒであり、Ｒ同士が互いに連結して環を形成して
いても良い。ＡＢ１～ＡＢ６がＣ－Ｒである場合に、ＡＢ２、ＡＢ５のＲとして好ましく



(18) JP 5243972 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

は水素原子、アルキル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、フ
ッ素基、シアノ基であり、より好ましくは水素原子、アミノ基、アルコキシ基、アリール
オキシ基、フッ素基であり、特に好ましく水素原子、フッ素基であり、ＡＢ１、ＡＢ３、
ＡＢ４、ＡＢ６のＲとして好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、アミノ基、ア
ルコキシ基、アリールオキシ基、フッ素基、シアノ基であり、より好ましくは水素原子、
アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、フッ素基であり、特に好ましく水素原子で
ある。
【００７７】
　ＬＢ１は単結合または二価の連結基を表す。
　ＬＢ１で表される二価の連結基としては、アルキレン基（メチレン、エチレン、プロピ
レンなど）、アリーレン基（フェニレン、ナフタレンジイル）、ヘテロアリーレン基（ピ
リジンジイル、チオフェンジイルなど）、イミノ基（－ＮＲ－）（フェニルイミノ基など
）、オキシ基（－Ｏ－）、チオ基（－Ｓ－）、ホスフィニデン基（－ＰＲ－）（フェニル
ホスフィニデン基など）、シリレン基（－ＳｉＲＲ’－）（ジメチルシリレン基、ジフェ
ニルシリレン基など）、またはこれらを組み合わせたものが挙げられる。これらの連結基
は、さらに置換基を有していてもよい。
　ＬＢ１として好ましくは単結合、アルキレン基、アリーレン基、ヘテロアリーレン基、
イミノ基、オキシ基、チオ基、シリレン基であり、より好ましくは単結合、アルキレン基
、アリーレン基、イミノ基であり、さらに好ましくはアルキレン基であり、さらに好まし
くはメチレン基であり、さらに好ましくはジ置換のメチレン基であり、さらに好ましくは
ジメチルメチレン基、ジエチルメチレン基、ジイソブチルメチレン基、ジベンジルメチレ
ン基、エチルメチルメチレン基、メチルプロピルメチレン基、イソブチルメチルメチレン
基、ジフェニルメチレン基、メチルフェニルメチレン基、シクロヘキサンジイル基、シク
ロペンタンジイル基、フルオレンジイル基、フルオロメチルメチレン基であり、特に好ま
しくはジメチルメチレン基、ジフェニルメチレン基、シクロヘキサンジイル基である。
【００７８】
　ＸはＣまたはＮを表す。Ｚは式中のＸ－Ｃと共に形成される５または６員の芳香族炭化
水素環または芳香族ヘテロ環を表す。Ｚで表される芳香族炭化水素環または芳香族ヘテロ
環としては、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、ピレン環、フェナントレン環
、ペリレン環、ピリジン環、キノリン環、イソキノリン環、フェナントリジン環、ピリミ
ジン環、ピラジン環、ピリダジン環、トリアジン環、シンノリン環、アクリジン環、フタ
ラジン環、キナゾリン環、キノキサリン環、ナフチリジン環、プテリジン環、ピロール環
、ピラゾール環、トリアゾール環、インドール環、カルバゾール環、インダゾール環、ベ
ンゾイミダゾール環、オキサゾール環、チアゾール環、オキサジアゾール環、チアジアゾ
ール環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、イミダゾピリジン環、チオフェン
環、ベンゾチオフェン環、フラン環、ベンゾフラン環、ホスホール環、ホスフィニン環、
シロール環などが挙げられる。Ｚ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。また、Ｚは他の環と縮合環を形成していても良い
。
　Ｚとして好ましくは、ベンゼン環、ナフタレン環、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、インドール環、チオフェン環であり、より好ましくはベンゼ
ン環、ピラゾール環、ピリジン環である。
【００７９】
　ＱＢ１はＰｔに結合するアニオン性の基を表す。ＱＢ１で表されるアニオン性の基とし
ては、ビニル配位子、芳香族炭化水素環配位子（例えばベンゼン配位子、ナフタレン配位
子、アントラセン配位子、フェナントラセン配位子など）、ヘテロ環配位子（例えばフラ
ン配位子、チオフェン配位子、ピリジン配位子、ピラジン配位子、ピリミジン配位子、ピ
リダジン配位子、トリアジン配位子、チアゾール配位子、オキサゾール配位子、ピロール
配位子、イミダゾール配位子、ピラゾール配位子、トリアゾール配位子および、それらを
含む縮環体（例えばキノリン配位子、ベンゾチアゾール配位子など））が挙げられる。こ
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の時、ＱＢ１とＰｔの結合は、共有結合、イオン結合、配位結合などいずれであっても良
い。ＱＢ１中のＰｔに結合する原子としては、炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子
、リン原子が好ましく、ＱＢ１中のＰｔに結合する原子は炭素原子、酸素原子、窒素原子
であることが好ましく、炭素原子であることがさらに好ましい。
　ＱＢ１で表される基として好ましくは炭素原子でＰｔに結合する芳香族炭化水素環配位
子、炭素原子でＰｔに結合する芳香族ヘテロ環配位子、窒素原子でＰｔに結合する含窒素
芳香族ヘテロ環配位子、アシルオキシ配位子であり、より好ましくは炭素原子でＰｔに結
合する芳香族炭化水素環配位子、炭素原子でＰｔに結合する芳香族ヘテロ環配位子である
。ＱＢ１で表される基としては特に一般式（Ｂ）中のＣ－Ｘと共に形成されるＺ環と同一
の基であることが好ましい。
【００８０】
　一般式（Ｂ）で表されるＰｔ錯体は、より好ましくは一般式（Ｃ）で表されるＰｔ錯体
である。
【００８１】

【化７】

【００８２】
（一般式（Ｃ）中、ＡＣ１～ＡＣ１４はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素
原子または置換基を表す。ＬＣ１は単結合または二価の連結基を表す。）
【００８３】
　一般式（Ｃ）について説明する。
　ＡＣ１～ＡＣ１４はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素原子または置換基
を表す。ＡＣ１～ＡＣ６としては、前記一般式（Ｂ）におけるＡＢ１～ＡＢ６と同義であ
り、好ましい範囲も同様である。
【００８４】
　ＡＣ７～ＡＣ１４としては、ＡＣ７～ＡＣ１０とＡＣ１１～ＡＣ１４のそれぞれにおい
て、Ｎ(窒素原子)を表すものの数は、０～２が好ましく、０～１がより好ましい。Ｎであ
るのは、ＡＣ８～ＡＣ１０とＡＣ１２～ＡＣ１４から選ばれるのが好ましく、ＡＣ８、Ａ
Ｃ９、ＡＣ１２、ＡＣ１３から選ばれるのがより好ましく、ＡＣ８、ＡＣ１２から選ばれ
るのが特に好ましい。
　ＡＣ７～ＡＣ１４がＣ－Ｒを表す場合に、ＡＣ８、ＡＣ１２のＲとして好ましくは水素
原子、アルキル基、ポリフルオロアルキル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、ア
リールオキシ基、フッ素基、シアノ基であり、より好ましくは水素原子、ポリフルオロア
ルキル基、アルキル基、アリール基、フッ素基、シアノ基であり、特に好ましく水素原子
、ポリフルオロアルキル基、シアノ基である。ＡＣ７、ＡＣ９、ＡＣ１１、ＡＣ１３の表
すＲとして好ましくは水素原子、アルキル基、ポリフルオロアルキル基、アリール基、ア
ミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、フッ素基、シアノ基であり、より好ましくは
水素原子、ポリフルオロアルキル基、フッ素基、シアノ基であり、特に好ましく水素原子
、フッ素基である。ＡＣ１０、ＡＣ１４の表すＲとして好ましくは水素原子、フッ素基で
あり、より好ましくは水素原子である。ＡＣ７～ＡＣ９、ＡＣ１１～ＡＣ１３のいずれか
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がＣ－Ｒを表す場合に、Ｒ同士が互いに連結して環を形成していても良い。
【００８５】
　ＬＣ１で表される連結基としては、前記一般式（Ｂ）におけるＬＢ１が表す連結基と同
義であり、好ましい範囲も同様である。
【００８６】
　一般式（Ｂ）で表されるＰｔ錯体は、より好ましくは一般式（Ｄ）で表されるＰｔ錯体
である。
【００８７】
【化８】

【００８８】
（一般式（Ｄ）中、ＡＤ１～ＡＤ１２はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素
原子または置換基を表す。ＬＤ１は単結合または二価の連結基を表す。）
【００８９】
　一般式（Ｄ）について説明する。
　ＡＤ１～ＡＤ１２はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素原子または置換基
を表す。
　ＡＤ１～ＡＤ６としては、前記一般式（Ｂ）におけるＡＢ１～ＡＢ６が表す置換基と同
義であり、好ましい範囲も同様である。
【００９０】
　ＡＤ７～ＡＤ１２としては、ＡＤ７～ＡＤ９とＡＤ１０～ＡＣ１２のそれぞれにおいて
、Ｎ(窒素原子)を表すものの数は、０～２が好ましく、１～２がより好ましく、１が特に
好ましい。Ｎを表すものは、ＡＤ７～ＡＤ９とＡＤ１０～ＡＣ１２から選ばれることが好
ましく、ＡＤ７、ＡＤ９、ＡＤ１０及びＡＤ１２から選ばれることがより好ましく、ＡＤ

７及びＡＤ１０から選ばれることが特に好ましい。
　ＡＤ７～ＡＤ１２がＣ－Ｒである場合に、ＡＤ８、ＡＤ１１のＲとして好ましくは水素
原子、アルキル基、ポリフルオロアルキル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、ア
リールオキシ基、フッ素基、シアノ基であり、より好ましくは水素原子、ポリフルオロア
ルキル基、アルキル基、アリール基、フッ素基、シアノ基であり、特に好ましくポリフル
オロアルキル基(例えば、トリフルオロメチル基やパーフルオロエチル基)、シアノ基であ
る。ＡＤ７、ＡＤ９、ＡＤ１０、ＡＤ１２のＲとして好ましくは水素原子、アルキル基、
ポリフルオロアルキル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、フ
ッ素基、シアノ基であり、より好ましくは水素原子、フッ素基であり、特に好ましく水素
原子である。ＡＤ７～ＡＤ１２のいずれかがＤ－Ｒを表す場合に、Ｒ同士が互いに連結し
て環を形成していても良い。
【００９１】
　ＬＤ１で表される連結基としては、前記一般式（Ｂ）におけるＬＢ１が表す連結基と同
義であり、好ましい範囲も同様である。
【００９２】
　４座配位子を有する白金錯体（燐光発光）材料として、より好ましいもののひとつは一
般式（Ｅ）で表されるＰｔ錯体である。
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【化９】

【００９４】
（一般式（Ｅ）中、ＡＥ１～ＡＥ１４はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素
原子または置換基を表す。ＬＥ１は単結合または二価の連結基を表す。）
【００９５】
　一般式（Ｅ）について説明する。ＡＥ１～ＡＥ１２はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを
表す。Ｒは水素原子または置換基を表す。ＡＥ１～ＡＥ６としては、前記一般式（Ｂ）に
おけるＡＢ１～ＡＢ６と同義であり、好ましい範囲も同様である。ＡＥ７～ＡＥ１４とし
ては、前記一般式（Ｃ）におけるＡＣ７～ＡＣ１４と同義であり、好ましい範囲も同様で
ある。
【００９６】
　ＬＥ１で表される連結基としては、前記一般式（Ｂ）におけるＬＢ１が表す連結基と同
義である。
　ＬＥ１として好ましくは単結合、アルキレン基、アリーレン基、ヘテロアリーレン基、
イミノ基、オキシ基、チオ基、シリレン基であり、より好ましくはアルキレン基、イミノ
基、オキシ基、チオ基、シリレン基であり、さらに好ましくはアルキレン基であり、さら
に好ましくはメチレン基であり、さらに好ましくはジ置換のメチレン基であり、さらに好
ましくはジメチルメチレン基、ジエチルメチレン基、ジイソブチルメチレン基、ジベンジ
ルメチレン基、エチルメチルメチレン基、メチルプロピルメチレン基、イソブチルメチル
メチレン基、ジフェニルメチレン基、メチルフェニルメチレン基、シクロヘキサンジイル
基、シクロペンタンジイル基、フルオレンジイル基、フルオロメチルメチレン基であり、
特に好ましくはジメチルメチレン基、ジフェニルメチレン基、シクロヘキサンジイル基で
ある。
【００９７】
　４座配位子を有する白金錯体（燐光発光）材料として、より好ましいもののひとつは一
般式（Ｆ）で表されるＰｔ錯体である。
【００９８】
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【００９９】
（一般式（Ｆ）中、ＡＦ１～ＡＦ１４はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素
原子または置換基を表す。ＬＦ１は単結合または二価の連結基を表す。）
【０１００】
　一般式（Ｆ）について説明する。
　ＡＦ１～ＡＦ１４はそれぞれ独立にＣ－ＲまたはＮを表す。Ｒは水素原子または置換基
を表す。ＡＦ１～ＡＦ５としては、前記一般式（Ｂ）におけるＡＢ１～ＡＢ５と同義であ
る。ＡＦ１～ＡＦ５として好ましくはＣ－Ｒであり、Ｒ同士が互いに連結して環を形成し
ていても良い。ＡＦ１～ＡＦ５がＣ－Ｒである場合に、ＡＦ１～ＡＦ５のＲとして好まし
くは水素原子、アルキル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、
フッ素基、シアノ基であり、より好ましくは水素原子、アリール基、フッ素基、シアノ基
であり、特に好ましくは水素原子である。
【０１０１】
　ＡＦ７～ＡＦ１４としては、前記一般式（Ｃ）におけるＡＣ７～ＡＣ１４と同義であり
、好ましい範囲も同様である。特に、ＡＣ７～ＡＣ９、ＡＣ１１～ＡＣ１３のいずれかが
Ｃ－Ｒである場合に、Ｒ同士が互いに連結して形成する環構造としては、フラン環、ベン
ゾフラン環、ピロール環、ベンゾピロール環、チオフェン環、ベンゾチオフェン環、フル
オレン環が好ましく、これらの環は更に置換基を有していてもよい。
【０１０２】
　ＬＦ１で表される連結基としては、前記一般式（Ｂ）におけるＬＢ１が表す連結基と同
義であり、好ましい範囲も同様である。
【０１０３】
　発光性ドーパントの具体例としては例えば下記のものが挙げられるが、これらに限定さ
れるものではない。
【０１０４】
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【化１１】

【０１０５】
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【化１２】

【０１０６】
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【化１３】

【０１０７】
　また、４座配位子を有する白金錯体燐光発光材料としては、例えば下記のものが挙げら
れるが、これらに限定されるものではない。
【０１０８】
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【化１４】

【０１０９】
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【０１１０】
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【化１６】

【０１１１】
　発光層中の発光性ドーパント（発光材料）は、発光層中に一般的に発光層を形成する全
化合物質量に対して、０．１質量％～５０質量％含有されるが、耐久性、外部量子効率の
観点から１質量％～５０質量％含有されることが好ましく、２質量％～４０質量％含有さ
れることがより好ましい。
【０１１２】
　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。
【０１１３】
＜ホスト材料＞
　本発明に用いられるホスト材料としては、正孔輸送性に優れる正孔輸送性ホスト材料（
正孔輸送性ホストと記載する場合がある）及び電子輸送性に優れる電子輸送性ホスト化合
物（電子輸送性ホストと記載する場合がある）を用いることができる。
【０１１４】
　《正孔輸送性ホスト》
　本発明に用いられる正孔輸送性ホストとしては、具体的には、例えば、以下の材料を挙
げることができる。
　ピロール、インドール、カルバゾール、アザインドール、アザカルバゾール、トリアゾ
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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、芳香族ジメチリディン系化
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、及び、それらの誘導体等が挙げられる。
【０１１５】
　正孔輸送性ホストとして好ましくは、インドール誘導体、カルバゾール誘導体、芳香族
第三級アミン化合物、チオフェン誘導体であり、より好ましくは、分子内にカルバゾール
基、もしくはインドール基を有するものが好ましい。特に、カルバゾール基を有する化合
物が好ましい。
【０１１６】
　カルバゾール基を有する化合物としては、一般式（Ｖ）で表される化合物が好ましい。
　以下、一般式（Ｖ）で表される化合物について説明する。
【０１１７】
【化１７】

【０１１８】
（一般式(Ｖ)中、Ｒ51～Ｒ58は水素原子、重水素原子、もしくは、置換基であり、Ｒ51～
Ｒ58は隣接する置換基どうしで縮合環を形成しても良い。Ａは連結基を表し、ｎ51は２～
６の整数を表す。）
【０１１９】
　Ｒ51～Ｒ58で表される置換基としては特に限定されないが、例えば、アルキル基、アル
ケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基、アミノ基、アルコキシ基、ア
リールオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキ
シカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、ア
リールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイ
ル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、スルホニル基、スルフィニル
基、ウレイド基、リン酸アミド基、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子、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、シリル基、シリルオキシ基などが挙げられる。これらの置
換基は、更に他の置換基によって置換されてもよく、また、これらの置換基同士が結合し
、環を形成していてもよい。
【０１２０】
　Ｒ51～Ｒ58として好ましくは水素原子、重水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ
アリール基、ハロゲン基、シアノ基、シリル基であり、より好ましくは水素原子、重水素
原子、アルキル基、ヘテロアリール基、ハロゲン基、シアノ基、シリル基であり、特に好
ましくは水素原子、重水素原子、アルキル基、ヘテロアリール基、シリル基である。Ｒ51

～Ｒ58は、更に他の置換基によって置換されてもよく、また、これらの置換基同士が結合
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し、環を形成していてもよい。
【０１２１】
　Ｒ51～Ｒ58のアルキル基として好ましくはメチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピ
ル、ｎ－ブチル、tｅｒｔ－ブチル、ｎ－オクチル、シクロプロピル、シクロペンチル、
シクロヘキシル、1－アダマンチル、トリフルオロメチルであり、より好ましくはメチル
、イソプロピル、tｅｒｔ－ブチル、ｎ－オクチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、1
－アダマンチル、トリフルオロメチルであり、特に好ましくはtｅｒｔ－ブチル、シクロ
ヘキシル、1－アダマンチル、トリフルオロメチルである。これらの置換基は、更に他の
置換基によって置換されてもよく、また、これらの置換基同士が結合し、環を形成してい
てもよい。
【０１２２】
　Ｒ51～Ｒ58のヘテロアリール基として好ましくはイミダゾリル、ピラゾリル、ピリジル
、キノリル、イソキノリニル、ピロリル、インドリル、フリル、チエニル、ベンズオキサ
ゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリル、カルバゾリル、アゼピニルであり、よ
り好ましくはイミダゾリル、ピラゾリル、キノリル、インドリル、フリル、チエニル、ベ
ンズイミダゾリル、カルバゾリル、アゼピニルであり、特に好ましくはインドリル、フリ
ル、チエニル、ベンズイミダゾリル、カルバゾリル、アゼピニルである。これらの置換基
は、更に他の置換基によって置換されてもよく、縮環構造を形成していてもよく、また、
これらの置換基同士が結合し、環を形成していてもよい。
【０１２３】
　Ｒ51～Ｒ58のシリル基として好ましくはトリメチルシリル、トリエチルシリル、トリイ
ソプロピルシリル、メチルジフェニルシリル、ジメチル－ｔｅｒｔ－ブチルシリル、ジメ
チルフェニルシリル、ジフェニル－ｔｅｒｔ－ブチルシリル、トリフェニルシリルであり
、より好ましくはトリメチルシリル、トリイソプロピルシリル、ジメチル‐ｔｅｒｔ－ブ
チルシリル、ジフェニル－ｔｅｒｔ－ブチルシリル、トリフェニルシリルであり、特に好
ましくはトリメチルシリル、ジメチル－ｔｅｒｔ－ブチルシリル、トリフェニルシリルで
ある。これらの置換基は、更に他の置換基によって置換されてもよく、また、これらの置
換基同士が結合し、環を形成していてもよい。
【０１２４】
　ｎ51として好ましくは、２～４であり、より好ましくは、２～３であり、特に好ましく
は２である。
【０１２５】
　Ａで表される連結基としては、好ましくは、アルキレン、アリーレン、ヘテロアリーレ
ン、シリレンであり、より好ましくは、アリーレン、ヘテロアリーレンであり、特に好ま
しくは、アリーレンであり、これらの連結基は、例えば、前述のＲ51～Ｒ58で表される置
換基により、更に置換されていても良い。
【０１２６】
　アリーレンとして好ましくは、フェニレン、ナフチレン、ビフェニレン、ターフェニレ
ンであり、より好ましくは、フェニレン、ビフェニレンであり、特に好ましくは、フェニ
レンである。
【０１２７】
　フェニレンとして好ましくは、1,2,3,4,5,6‐六置換フェニレン、1,2,4,5‐四置換フェ
ニレン、1,3,5‐三置換フェニレン、1,2‐二置換フェニレン、1,3‐二置換フェニレン、1
,4‐二置換フェニレンであり、より好ましくは、1,2‐二置換フェニレン、1,3‐二置換フ
ェニレン、1,4‐二置換フェニレンであり、特に好ましくは、1,3‐二置換フェニレン、1,
4‐二置換フェニレンである。
【０１２８】
　ヘテロアリーレンとして好ましくは、二置換ピリジレン、二置換Ｎ－フェニルカルバゾ
リレンであり、より好ましくは、2,6-二置換ピリジレン、3,5-二置換ピリジレン、3,6-二
置換Ｎ－フェニルカルバゾリレンであり、特に好ましくは、3,6-二置換Ｎ－フェニルカル
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　カルバゾール基を有する化合物としては、例えば以下に示す化合物が挙げられる。
【０１２９】
【化１８】

【０１３０】
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【化１９】

【０１３１】
　《電子輸送性ホスト》
　本発明に用いられる発光層内の電子輸送性ホストとしては、耐久性向上、駆動電圧低下
の観点から、電子親和力Ｅａが２．５ｅＶ以上３．５ｅＶ以下であることが好ましく、２
．６ｅＶ以上３．４ｅＶ以下であることがより好ましく、２．８ｅＶ以上３．３ｅＶ以下
であることが更に好ましい。また、耐久性向上、駆動電圧低下の観点から、イオン化ポテ
ンシャルＩｐが５．７ｅＶ以上７．５ｅＶ以下であることが好ましく、５．８ｅＶ以上７
．０ｅＶ以下であることがより好ましく、５．９ｅＶ以上６．５ｅＶ以下であることが更
に好ましい。
【０１３２】
　このような電子輸送性ホストとしては、具体的には、例えば、以下の材料を挙げること
ができる。
　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、およびそれらの誘導体（他の環と縮合環を形成してもよい
）、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等を挙げることがで
きる。
【０１３３】
　電子輸送性ホストとして好ましくは、金属錯体、アゾール誘導体（ベンズイミダゾール
誘導体、イミダゾピリジン誘導体等）、アジン誘導体（ピリジン誘導体、ピリミジン誘導
体、トリアジン誘導体等）であり、中でも、本発明においては耐久性の点から金属錯体化
合物が好ましい。金属錯体化合物（Ａ）は金属に配位する少なくとも１つの窒素原子また
は酸素原子または硫黄原子を有する配位子をもつ金属錯体がより好ましい。
　金属錯体中の金属イオンは特に限定されないが、好ましくはベリリウムイオン、マグネ
シウムイオン、アルミニウムイオン、ガリウムイオン、亜鉛イオン、インジウムイオン、
錫イオン、白金イオン、またはパラジウムイオンであり、より好ましくはベリリウムイオ
ン、アルミニウムイオン、ガリウムイオン、亜鉛イオン、白金イオン、またはパラジウム
イオンであり、更に好ましくはアルミニウムイオン、亜鉛イオン、またはパラジウムイオ
ンである。
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【０１３４】
　前記金属錯体中に含まれる配位子としては種々の公知の配位子が有るが、例えば、「Ｐ
ｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏｏｒｄｉ
ｎａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ社、Ｈ．Ｙｅｒ
ｓｉｎ著、１９８７年発行、「有機金属化学－基礎と応用－」、裳華房社、山本明夫著、
１９８２年発行等に記載の配位子が挙げられる。
【０１３５】
　前記配位子として、好ましくは含窒素ヘテロ環配位子（好ましくは炭素数１～３０、よ
り好ましくは炭素数２～２０、特に好ましくは炭素数３～１５であり、単座配位子であっ
ても２座以上の配位子であっても良い。好ましくは２座以上６座以下の配位子である。ま
た、２座以上６座以下の配位子と単座の混合配位子も好ましい。
　配位子としては、例えばアジン配位子（例えば、ピリジン配位子、ビピリジル配位子、
ターピリジン配位子などが挙げられる。）、ヒドロキシフェニルアゾール配位子（例えば
、ヒドロキシフェニルベンズイミダゾール配位子、ヒドロキシフェニルベンズオキサゾー
ル配位子、ヒドロキシフェニルイミダゾール配位子、ヒドロキシフェニルイミダゾピリジ
ン配位子などが挙げられる。）、アルコキシ配位子（好ましくは炭素数１～３０、より好
ましくは炭素数１～２０、特に好ましくは炭素数１～１０であり、例えばメトキシ、エト
キシ、ブトキシ、２－エチルヘキシロキシなどが挙げられる。）、アリールオキシ配位子
（好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数６～２０、特に好ましくは炭素数６
～１２であり、例えばフェニルオキシ、１－ナフチルオキシ、２－ナフチルオキシ、２，
４，６－トリメチルフェニルオキシ、４－ビフェニルオキシなどが挙げられる。）、
【０１３６】
ヘテロアリールオキシ配位子（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～２
０、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピ
リミジルオキシ、およびキノリルオキシなどが挙げられる。）、アルキルチオ配位子（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
２であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。）、アリールチオ配位子（
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。）、ヘテロアリールチオ配位子（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
２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、および２－ベンズチアゾリルチオなどが挙げられる。）、シロキシ配位子（好ましく
は炭素数１～３０、より好ましくは炭素数３～２５、特に好ましくは炭素数６～２０であ
り、例えば、トリフェニルシロキシ基、トリエトキシシロキシ基、およびトリイソプロピ
ルシロキシ基などが挙げられる。）、芳香族炭化水素アニオン配位子（好ましくは炭素数
６～３０、より好ましくは炭素数６～２５、特に好ましくは炭素数６～２０であり、例え
ばフェニルアニオン、ナフチルアニオン、およびアントラニルアニオンなどが挙げられる
。）、芳香族ヘテロ環アニオン配位子（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素
数２～２５、特に好ましくは炭素数２～２０であり、例えばピロールアニオン、ピラゾー
ルアニオン、ピラゾールアニオン、トリアゾールアニオン、オキサゾールアニオン、ベン
ゾオキサゾールアニオン、チアゾールアニオン、ベンゾチアゾールアニオン、チオフェン
アニオン、およびベンゾチオフェンアニオンなどが挙げられる。）、インドレニンアニオ
ン配位子などが挙げられ、好ましくは含窒素ヘテロ環配位子、アリールオキシ配位子、ヘ
テロアリールオキシ基、またはシロキシ配位子であり、更に好ましくは含窒素ヘテロ環配
位子、アリールオキシ配位子、シロキシ配位子、芳香族炭化水素アニオン配位子、または
芳香族ヘテロ環アニオン配位子である。
【０１３７】
　金属錯体電子輸送性ホストの例としては、例えば特開２００２－２３５０７６、特開２
００４－２１４１７９、特開２００４－２２１０６２、特開２００４－２２１０６５、特
開２００４－２２１０６８、特開２００４－３２７３１３等に記載の化合物が挙げられる
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【０１３８】
　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準位（Ｔ１）が、前
記燐光発光材料のＴ１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。
【０１３９】
　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９９
．９質量％以下であることが好ましく、５０質量％以上９９．９質量％以下であることが
好ましく、８０質量％以上９９．９質量％以下であることが好ましい。
【０１４０】
（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。これらの層に用いる正孔注入材料、正孔輸送材料は、低分子化合物で
あっても高分子化合物であってもよい。
　具体的には、ピロール誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾー
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、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、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、芳香族第三級アミン化合物、ス
チリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、フタロシアニン系化合物、ポルフ
ィリン系化合物、チオフェン誘導体、有機シラン誘導体、カーボン、等を含有する層であ
ることが好ましい。さらに好ましくはピロール誘導体、カルバゾール誘導体、イミダゾー
ル誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、ポルフィリン系化合物、
チオフェン誘導体、有機シラン誘導体、であり、より好ましくはカルバゾール誘導体、フ
ェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体である。
【０１４１】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物が、正孔注入層・正孔輸送層に含まれる
場合には、共に用いられる正孔注入材料・正孔輸送材料としては、好ましくは、インドー
ル誘導体、カルバゾール誘導体、芳香族第三級アミン化合物、チオフェン誘導体であり、
より好ましくは、芳香族第三級アミン化合物、分子内にカルバゾール基を有するものであ
り、特に、芳香族第三級アミン化合物が好ましい。
【０１４２】
　芳香族第三級アミン化合物としては、例えば、以下に示す化合物が挙げられる。
【０１４３】
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【化２０】

【０１４４】
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【化２１】

【０１４５】
　本発明の有機ＥＬ素子の正孔注入層あるいは正孔輸送層には、電子受容性ドーパントを
含有させることができる。正孔注入層、あるいは正孔輸送層に導入する電子受容性ドーパ
ントとしては、電子受容性で有機化合物を酸化する性質を有すれば、無機化合物でも有機
化合物でも使用できる。
【０１４６】
　具体的には、無機化合物は塩化第二鉄や塩化アルミニウム、塩化ガリウム、塩化インジ
ウム、五塩化アンチモンなどのハロゲン化金属、五酸化バナジウム、および三酸化モリブ
デンなどの金属酸化物などが挙げられる。
【０１４７】
　有機化合物の場合は、置換基としてニトロ基、ハロゲン、シアノ基、トリフルオロメチ
ル基などを有する化合物、キノン系化合物、酸無水物系化合物、フラーレンなどを好適に
用いることができる。
　この他にも、特開平６－２１２１５３、特開平１１－１１１４６３、特開平１１－２５
１０６７、特開２０００－１９６１４０、特開２０００－２８６０５４、特開２０００－
３１５５８０、特開２００１－１０２１７５、特開２００１－１６０４９３、特開２００
２－２５２０８５、特開２００２－５６９８５、特開２００３－１５７９８１、特開２０
０３－２１７８６２、特開２００３－２２９２７８、特開２００４－３４２６１４、特開
２００５－７２０１２、特開２００５－１６６６３７、特開２００５－２０９６４３等に
記載の化合物を好適に用いることが出来る。
【０１４８】
　このうちヘキサシアノブタジエン、ヘキサシアノベンゼン、テトラシアノエチレン、テ
トラシアノキノジメタン、テトラフルオロテトラシアノキノジメタン、ｐ－フルオラニル
、ｐ－クロラニル、ｐ－ブロマニル、ｐ－ベンゾキノン、２，６－ジクロロベンゾキノン
、２，５－ジクロロベンゾキノン、１，２，４，５－テトラシアノベンゼン、１，４－ジ
シアノテトラフルオロベンゼン、２，３－ジクロロ－５，６－ジシアノベンゾキノン、ｐ
－ジニトロベンゼン、ｍ－ジニトロベンゼン、ｏ－ジニトロベンゼン、１，４－ナフトキ
ノン、２，３－ジクロロナフトキノン、１，３－ジニトロナフタレン、１，５－ジニトロ
ナフタレン、９，１０－アントラキノン、１，３，６，８－テトラニトロカルバゾール、
２，４，７－トリニトロ－９－フルオレノン、２，３，５，６－テトラシアノピリジン、
またはフラーレンＣ６０が好ましく、ヘキサシアノブタジエン、ヘキサシアノベンゼン、
テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメタン、テトラフルオロテトラシアノキノジ
メタン、ｐ－フルオラニル、ｐ－クロラニル、ｐ－ブロマニル、２，６－ジクロロベンゾ
キノン、２，５－ジクロロベンゾキノン、２，３－ジクロロナフトキノン、１，２，４，
５－テトラシアノベンゼン、２，３－ジクロロ－５，６－ジシアノベンゾキノン、または
２，３，５，６－テトラシアノピリジンがより好ましく、テトラフルオロテトラシアノキ
ノジメタンが特に好ましい。
【０１４９】
　これらの電子受容性ドーパントは、単独で用いてもよいし、２種以上を用いてもよい。
電子受容性ドーパントの使用量は、材料の種類によって異なるが、正孔輸送層材料に対し
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て０．０１質量％～５０質量％であることが好ましく、０．０５質量％～２０質量％であ
ることが更に好ましく、０．１質量％～１０質量％であることが特に好ましい。
【０１５０】
　正孔注入層、正孔輸送層の厚さは、駆動電圧を下げるという観点から、各々５００ｎｍ
以下であることが好ましい。
　正孔輸送層の厚さとしては、１ｎｍ～５００ｎｍであるのが好ましく、５ｎｍ～２００
ｎｍであるのがより好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍであるのが更に好ましい。また、正
孔注入層の厚さとしては、０．１ｎｍ～２００ｎｍであるのが好ましく、０．５ｎｍ～１
００ｎｍであるのがより好ましく、１ｎｍ～１００ｎｍであるのが更に好ましい。
　正孔注入層、正孔輸送層は、上述した材料の１種又は２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。
【０１５１】
（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。これらの層に用いる電子注入材料、電子輸送材料は低分子化合物であ
っても高分子化合物であってもよい。
　具体的には、ピリジン誘導体、キノリン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、
フタラジン誘導体、フェナントロリン誘導体、トリアジン誘導体、トリアゾール誘導体、
オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、フルオレノン誘導
体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピ
ランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチ
リルピラジン誘導体、ナフタレン、ペリレン等の芳香環テトラカルボン酸無水物、フタロ
シアニン誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオ
キサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯体、シロ
ールに代表される有機シラン誘導体、等を含有する層であることが好ましい。さらに好ま
しくはピリジン誘導体、フェナントロリン誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾー
ル誘導体、イミダゾール誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体であり、より好まし
くはオキサジアゾール誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体である。
【０１５２】
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物が、電子注入層・電子輸送層に含まれる
場合には、共に用いられる電子注入材料・電子輸送材料としては、好ましくは、金属錯体
、アゾール誘導体（ベンズイミダゾール誘導体、イミダゾピリジン誘導体等）、アジン誘
導体（ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、トリアジン誘導体等）であり、中でも、本発
明においては耐久性の点から金属錯体化合物が好ましい。金属錯体化合物は金属に配位す
る少なくとも１つの窒素原子または酸素原子または硫黄原子を有する配位子をもつ金属錯
体がより好ましい。
【０１５３】
　本発明の有機ＥＬ素子の電子注入層あるいは電子輸送層には、電子供与性ドーパントを
含有させることができる。電子注入層、あるいは電子輸送層に導入される電子供与性ドー
パントとしては、電子供与性で有機化合物を還元する性質を有していればよく、Ｌｉなど
のアルカリ金属、Ｍｇなどのアルカリ土類金属、希土類金属を含む遷移金属や還元性有機
化合物などが好適に用いられる。金属としては、特に仕事関数が４．２ｅＶ以下の金属が
好適に使用でき、具体的には、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｙ、Ｃ
ｓ、Ｌａ、Ｓｍ、Ｇｄ、およびＹｂなどが挙げられる。また、還元性有機化合物としては
、例えば、含窒素化合物、含硫黄化合物、含リン化合物などが挙げられる。
　この他にも、特開平６－２１２１５３、特開２０００－１９６１４０、特開２００３－
６８４６８、特開２００３－２２９２７８、特開２００４－３４２６１４等に記載の材料
を用いることが出来る。
【０１５４】
　これらの電子供与性ドーパントは、単独で用いてもよいし、２種以上を用いてもよい。
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電子供与性ドーパントの使用量は、材料の種類によって異なるが、電子輸送層材料に対し
て０．１質量％～９９質量％であることが好ましく、１．０質量％～８０質量％であるこ
とが更に好ましく、２．０質量％～７０質量％であることが特に好ましい。
【０１５５】
　電子注入層、電子輸送層の厚さは、駆動電圧を下げるという観点から、各々５００ｎｍ
以下であることが好ましい。
　電子輸送層の厚さとしては、１ｎｍ～５００ｎｍであるのが好ましく、５ｎｍ～２００
ｎｍであるのがより好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍであるのが更に好ましい。また、電
子注入層の厚さとしては、０．１ｎｍ～２００ｎｍであるのが好ましく、０．２ｎｍ～１
００ｎｍであるのがより好ましく、０．５ｎｍ～５０ｎｍであるのが更に好ましい。
　電子注入層、電子輸送層は、上述した材料の１種又は２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。
【０１５６】
（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-フェニルフェノラート（Ａｌｍｉｎｕｍ(III)ｂｉｓ(２-ｍｅｔｈｙｌ-
８-ｑｕｉｎｏｌｉｎａｔｏ)　４－ｐｈｅｎｙｌｐｈｅｎｏｌａｔｅ（略号ＢＡｌｑ））
等のアルミニウム錯体、トリアゾール誘導体、２，９－ジメチル－４，７－ジフェニル－
１，１０－フェナントロリン（2,9-ｄｉｍｅｔｈｙｌ－４，７－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－１，
１０－ｐｈｅｎａｎｔｈｒｏｌｉｎｅ(略号：ＢＣＰ)）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１種又は２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。
【０１５７】
（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。
　正孔ブロック層は、上述した材料の１種又は２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。
【０１５８】
（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、例えば、特開２００７－３２４３０９の段落番号〔０１１８〕、〔
０１１９〕、特開２００７－２６６４５８の段落番号〔００９８〕～〔００９９〕に詳述
されており、これらの公報に記載の事項を本発明に適用することができる。
【０１５９】
（封止）
　さらに、本発明の有機電界発光素子は、封止容器を用いて素子全体を封止してもよい。
　また、封止容器と発光素子の間の空間に水分吸収剤又は不活性液体を封入してもよい。
水分吸収剤としては、特に限定されることはないが、例えば、酸化バリウム、酸化ナトリ
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ウム、酸化カリウム、酸化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシ
ウム、五酸化燐、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化銅、フッ化セシウム、フッ化
ニオブ、臭化カルシウム、臭化バナジウム、モレキュラーシーブ、ゼオライト、および酸
化マグネシウム等を挙げることができる。不活性液体としては、特に限定されることはな
いが、例えば、パラフィン類、流動パラフィン類、パーフルオロアルカンやパーフルオロ
アミン、パーフルオロエーテル等のフッ素系溶剤、塩素系溶剤、およびシリコーンオイル
類が挙げられる。
【０１６０】
　また、下記に示す、樹脂封止層にて封止する方法も好適に用いられる。
（樹脂封止層）
　本発明の素子は樹脂封止層を用いることで大気との接触により、酸素や水分による素子
性能の劣化を抑制することが好ましい。
　＜素材＞
　樹脂封止層の樹脂素材としては、特に限定されることはなく、アクリル樹脂、エポキシ
樹脂、フッ素系樹脂、シリコン系樹脂、ゴム系樹脂、またはエステル系樹脂等を用いるこ
とができるが、中でも水分防止機能の点からエポキシ樹脂が好ましい。エポキシ樹脂の中
でも熱硬化型エポキシ樹脂、または光硬化型エポキシ樹脂が好ましい。
　＜作製方法＞
　樹脂封止層の作製方法は特に限定されることはなく、例えば、樹脂溶液を塗布する方法
、樹脂シートを圧着または熱圧着する方法、蒸着やスパッタリング等により乾式重合する
方法が挙げられる。
　＜膜厚み＞
　樹脂封止層の厚みは１μｍ以上、１ｍｍ以下が好ましい。更に好ましくは５μｍ以上、
１００μｍ以下であり、最も好ましくは１０μｍ以上５０μｍ以下である。これよりも薄
いと、第２の基板を装着時に上記無機膜を損傷する恐れがある。またこれよりも厚いと電
界発光素子自体の厚みが厚くなり、有機電界発光素子の特徴である薄膜性を損なうことに
なる。
【０１６１】
（封止接着剤）
　本発明に用いられる封止接着剤は、端部よりの水分や酸素の侵入を防止する機能を有す
る。
　＜素材＞
　前記封止接着剤の材料としては、前記樹脂封止層で用いる材料と同じものを用いること
ができる。中でも、水分防止の点からエポキシ系の接着剤が好ましく、中でも光硬化型接
着剤あるいは熱硬化型接着剤が好ましい。
【０１６２】
　また、上記材料にフィラーを添加することも好ましい。
　封止剤に添加されているフィラーとしては、ＳｉＯ２、ＳｉＯ（酸化ケイ素）、ＳｉＯ
Ｎ（酸窒化ケイ素）またはＳｉＮ（窒化ケイ素）等の無機材料が好ましい。フィラーの添
加により、封止剤の粘度が上昇し、加工適正が向上し、および耐湿性が向上する。
【０１６３】
　＜乾燥剤＞
　封止接着剤は乾燥剤を含有しても良い。乾燥剤としては、酸化バリウム、酸化カルシウ
ム、または酸化ストロンチウムが好ましい。
　封止接着剤に対する乾燥剤の添加量は、０．０１質量％以上２０質量％以下であること
が好ましく、更に好ましくは０．０５質量％以上１５質量％以下である。これよりも少な
いと、乾燥剤の添加効果が薄れることになる。またこれよりも多い場合には封止接着剤中
に乾燥剤を均一分散させることが困難になり好ましくない。
　＜封止接着剤の処方＞
　・ポリマー組成、濃度、
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　封止接着剤としては特に限定されることはなく、前記のものを用いることができる。例
えば光硬化型エポキシ系接着剤としては長瀬ケムテック（株）製のＸＮＲ５５１６を挙げ
ることができる。そこに直接前記乾燥剤を添加し、分散せしめれば良い。
　・厚み
　封止接着剤の塗布厚みは１μｍ以上１ｍｍ以下であることが好ましい。これよりも薄い
と封止接着剤を均一に塗れなくなり好ましくない。またこれよりも厚いと、水分が侵入す
る道筋が広くなり好ましくない。
　＜封止方法＞
　本発明においては、上記乾燥剤の入った封止接着剤をディスペンサー等により任意量塗
布し、塗布後第２基板を重ねて、硬化させることにより機能素子を得ることができる。
【０１６４】
（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。
【０１６５】
　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。
【０１６６】
　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。
【０１６７】
　本発明の有機ＥＬ素子は、発光効率を向上させるため、複数の発光層の間に電荷発生層
を設けた構成をとることができる。
　前記電荷発生層は、電界印加時に電荷（正孔及び電子）を発生する機能を有すると共に
、発生した電荷を電荷発生層と隣接する層に注入させる機能を有する層である。
【０１６８】
　前記電荷発生層を形成する材料は、上記の機能を有する材料であれば何でもよく、単一
化合物で形成されていても、複数の化合物で形成されていてもよい。
　具体的には、導電性を有するものであっても、ドープされた有機層のように半導電性を
有するものであっても、また、電気絶縁性を有するものであってもよく、特開平１１－３
２９７４８や、特開２００３－２７２８６０や、特開２００４－３９６１７に記載の材料
が挙げられる。
　更に具体的には、ＩＴＯ、ＩＺＯ（インジウム亜鉛酸化物）などの透明導電材料、Ｃ６
０等のフラーレン類、オリゴチオフェン等の導電性有機物、金属フタロシアニン類、無金
属フタロシアニン類、金属ポルフィリン類、無金属ポルフィリン類等などの導電性有機物
、Ｃａ、Ａｇ、Ａｌ、Ｍｇ：Ａｇ合金、Ａｌ：Ｌｉ合金、Ｍｇ：Ｌｉ合金などの金属材料
、正孔伝導性材料、電子伝導性材料、及びそれらを混合させたものを用いてもよい。
　前記正孔伝導性材料は、例えば２－ＴＮＡＴＡ、ＮＰＤなどの正孔輸送有機材料にＦ４
－ＴＣＮＱ、ＴＣＮＱ、ＦｅＣｌ３などの電子求引性を有する酸化剤をドープさせたもの
や、Ｐ型導電性高分子、Ｐ型半導体などが挙げられ、前記電子伝導性材料は電子輸送有機
材料に４．０ｅＶ未満の仕事関数を有する金属もしくは金属化合物をドープしたものや、
Ｎ型導電性高分子、Ｎ型半導体が挙げられる。Ｎ型半導体としては、Ｎ型Ｓｉ、Ｎ型Ｃｄ
Ｓ、Ｎ型ＺｎＳなどが挙げられ、Ｐ型半導体としては、Ｐ型Ｓｉ、Ｐ型ＣｄＴｅ、Ｐ型Ｃ
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ｕＯなどが挙げられる。
　また、前記電荷発生層として、Ｖ２Ｏ５などの電気絶縁性材料を用いることもできる。
【０１６９】
　前記電荷発生層は、単層でも複数積層させたものでもよい。複数積層させた構造として
は、透明伝導材料や金属材料などの導電性を有する材料と正孔伝導性材料、または、電子
伝導性材料を積層させた構造、上記の正孔伝導性材料と電子伝導性材料を積層させた構造
の層などが挙げられる。
【０１７０】
　前記電荷発生層は、一般に、可視光の透過率が５０％以上になるよう、膜厚・材料を選
択することが好ましい。また膜厚は、特に限定されるものではないが、０．５～２００ｎ
ｍが好ましく、１～１００ｎｍがより好ましく、３～５０ｎｍがさらに好ましく、５～３
０ｎｍが特に好ましい。
　電荷発生層の形成方法は、特に限定されるものではなく、前述した有機層の形成方法を
用いることができる。
【０１７１】
　電荷発生層は前記二層以上の発光層間に形成するが、電荷発生層の陽極側および陰極側
には、隣接する層に電荷を注入する機能を有する材料を含んでいても良い。陽極側に隣接
する層への電子の注入性を上げるため、例えば、ＢａＯ、ＳｒＯ、Ｌｉ２Ｏ、ＬｉＣｌ、
ＬｉＦ、ＭｇＦ２、ＭｇＯ、ＣａＦ２などの電子注入性化合物を電荷発生層の陽極側に積
層させてもよい。
　以上で挙げられた内容以外にも、特開２００３－４５６７６号公報、米国特許第６３３
７４９２号、同第６１０７７３４号、同第６８７２４７２号等に記載を元にして、電荷発
生層の材料を選択することができる。
【０１７２】
　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、透明または半透明電極、発光層、お
よ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、透明また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。
【０１７３】
（本発明の用途）
　本発明の有機電界発光素子は、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、光通信等に好適
に利用できる。
【０１７４】
　有機ＥＬディスプレイをフルカラータイプのものとする方法としては、例えば「月刊デ
ィスプレイ」、２０００年９月号、３３～３７ページに記載されているように、色の３原
色（青色（Ｂ）、緑色（Ｇ）、赤色（Ｒ））に対応する光をそれぞれ発光する有機ＥＬ素
子を基板上に配置する３色発光法、白色発光用の有機ＥＬ素子による白色発光をカラーフ
ィルターを通して３原色に分ける白色法、青色発光用の有機ＥＬ素子による青色発光を蛍
光色素層を通して赤色（Ｒ）及び緑色（Ｇ）に変換する色変換法、などが知られている。
　また、上記方法により得られる異なる発光色の有機ＥＬ素子を複数組み合わせて用いる
ことにより、所望の発光色の平面型光源を得ることができる。例えば、青色および黄色の
発光素子を組み合わせた白色発光光源、青色、緑色、赤色の発光素子を組み合わせた白色
発光光源、等である。
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【実施例】
【０１７５】
　以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。尚、実施例１－２、１－１５～１－２２、１－２５～１－３０、３－７及び
３－９は参考例と読み替えるものとする。
【０１７６】
＜例示化合物３－５の合成＞
　１－エチルアダマンタン（５ｍＬ，２９ｍｍｏｌ）、塩化アルミニウム（０．３９ｇ，
２．９ｍｍｏｌ）、ベンゼン（５０ｍＬ）の混合液に、ｔｅｒｔ－ブチルブロミド（１３
ｍＬ，１１６ｍｍｏｌ）を滴下し、室温で２時間撹拌した。ベンゼン（３０ｍＬ）とｔｅ
ｒｔ－ブチルブロミド（６．５ｍＬ）を原料が消失するまで追加した後、氷冷した状態で
水を加えた。析出した固体を濾別した後、加熱したエタノールで洗い、乾燥して４．１ｇ
（１０ｍｍｏｌ）の粗体を得た。得られた粗体は昇華により精製し、評価に使用した。
1H NMR（300 MHz, CDCl3）7.46(brd, 6H)、7.34 (brt, 6H)、7.21 (brt, 3H)、2.07 (brs
, 6H)、1.71 (s, 6H)、1.40 (q, 2H)、0.91 (t, 3H)
【０１７７】
＜有機電界発光素子の作製と評価＞
　（１）比較例Ｃ１－１の有機電界発光素子の作製
　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。この透明陽極（ＩＴＯ膜）上に真空蒸着法にて以下の有機
層を順次蒸着した。
　本発明の実施例における蒸着速度は、特に断りのない場合は０．２ｎｍ／秒である。蒸
着速度はＵＬＶＡＣ社製水晶振動子成膜コントローラーＣＲＴＭ－９０００を用いて測定
した。以下に記載の膜厚も、ＣＲＴＭ－９０００の数値と、Ｄｅｋｔａｋ型触針式膜厚計
で測定した膜厚をもとに作成した検量線から算出したものである。
【０１７８】
　＜有機層１＞化合物Ａ：膜厚１６０ｎｍ
　＜有機層２＞化合物Ｂ：膜厚１０ｎｍ
　＜有機層３＞化合物Ｃ：膜厚３ｎｍ
　＜有機層４＞化合物Ｄ（８５質量％）＋発光材料Ａ（１５質量％）の共蒸着：膜厚６０
ｎｍ
　＜有機層５＞化合物Ｅ：膜厚４０ｎｍ
【０１７９】
　最後にフッ化リチウム０．１ｎｍおよび金属アルミニウムをこの順に１００ｎｍ蒸着し
陰極とした。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Ｃ１－１の有機電界発光素子を得た。　
【０１８０】
　実施例及び比較例で使用した、化合物Ａ～化合物Ｅ、化合物Ｄ’、化合物Ｅ’、化合物
Ｄ－１～化合物Ｄ－９の化学構造は下記の通りである。
【０１８１】
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【化２２】

【０１８２】
【化２３】

【０１８３】
　実施例及び比較例に使用した発光材料の化学構造は下記の通りである。
【０１８４】
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【化２４】

【０１８５】
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【化２５】

【０１８６】
（２）比較例Ｃ１－２、Ｃ１－３、Ｃ１－５、Ｃ１－７～Ｃ１－３０の有機電界発光素子
の作製
　比較例Ｃ１－１の＜有機層４＞の発光材料Ａを、下記の表に従って、上記、発光材料Ｂ
～Ｚ、α及びβに変更した他は比較例Ｃ１－１と同じ構成で比較例Ｃ１－２、Ｃ１－３、
Ｃ１－５、Ｃ１－７～Ｃ１－３０の素子を作製した。
【０１８７】
（３）実施例１－１～１－３、１－５、１－７～１－３０の有機電界発光素子の作製
　比較例Ｃ１－１の＜有機層４＞の部分を次に記載する＜有機層４Ａ＞に変更した他は比
較例Ｃ１－１と同じ構成で実施例１－１の素子を作製した。
＜有機層４Ａ＞
　化合物Ｄ（８０質量％）＋発光材料Ａ（１５質量％）＋例示化合物１-２（５質量％）
の共蒸着：膜厚６０ｎｍ
【０１８８】
　また、実施例１－１の＜有機層４Ａ＞の発光材料Ａを、下記の表に従って、上記、発光
材料Ｂ～Ｚ、α及びβに変更した他は実施例１－１と同じ構成で実施例１－２、１－３、
１－５、１－７～１－３０の素子を作製した。
【０１８９】
（４）比較例Ｃ１－４と実施例１－４の有機電界発光素子の作製
　また、比較例Ｃ１－３と実施例１－３の化合物Ｄを、上記化合物Ｄ’に変更した他は比
較例Ｃ１－３と実施例１－３と同じ構成で比較例Ｃ１－４と実施例１－４の素子を作製し
た。
【０１９０】
（５）比較例Ｃ１－６と実施例１－６の有機電界発光素子の作製
　また、比較例Ｃ１－５と実施例１－５の化合物Ｅを、上記化合物Ｅ’に変更した他は比
較例Ｃ１－５と実施例１－５と同じ構成で比較例Ｃ１－６と実施例１－６の素子を作製し
た。
【０１９１】
　上記で得られた有機電界発光素子を以下の方法により評価した。
【０１９２】
（６）ＥＬ外部量子効率の評価
　得られた有機電界発光素子を、東陽テクニカ製ソースメジャーユニット２４００型を用
いて、直流定電圧をＥＬ素子に印加して発光させた。１００ｃｄ／ｍ２時の正面輝度から
ＥＬ外部量子効率を算出した。
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（７）駆動耐久性の評価
　得られた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Ｓ
Ｔ－Ｄ型にセットし、定電流モードにて正方向定電流０．４ｍＡの条件で駆動し、輝度半
減時間（輝度が初期輝度の５０％に低下するまでの時間）を求めた。　
【０１９４】
　比較例Ｃ１－１～Ｃ１－３０と本発明の実施例１－１～１－３０の有機電界素子を評価
した結果、以下の表１のとおりになった（対応する比較例の測定値を１００とした相対値
で示してある）。なお、駆動電圧は素子に０．１ｍＡ電流を流すために必要な電圧である
。　
【０１９５】
【表１】

【０１９６】
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【表２】

【０１９７】
　表１の結果より、本発明の有機電界発光素子において、アルキル構造を有する炭化水素
化合物の添加が、駆動電圧の低下、外部量子効率の向上、輝度半減時間の改善に効果があ
ることが示された。
【０１９８】
（８）実施例２－１～２－４の有機電界発光素子の作製と評価
　実施例１－１３の化合物Ｄと例示化合物１-２の含量を、下記の表の値に変更した他は
実施例１－１３と同じ構成で実施例２－１～２－４の素子を作成し、上記の方法で評価し
た結果、以下の表２のとおりになった（比較例Ｃ１－１３の測定値を１００とした相対値
で示してある）。
【０１９９】
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【表３】

【０２００】
　表２の結果から、本発明の有機電界発光素子において、アルキル構造を有する炭化水素
化合物の添加が、駆動電圧の低下、外部量子効率の向上、輝度半減時間の改善に効果があ
り、添加量が、２～２５質量％の範囲で特に駆動電圧の低下、外部量子効率の向上に特に
効果があり、２～５質量％の範囲で輝度半減時間の改善にも特に効果があることが示され
た。
【０２０１】
（９）実施例３－１～３－９の有機電界発光素子の作製と評価
　本発明のアルキル構造を有する炭化水素化合物を、実施例２－１の例示化合物１-２に
替えて、下記の表の材料に変更した他は実施例２－１と同じ構成で実施例３－１～３－９
の素子を作成し、上記の方法で評価した結果、以下の表３のとおりになった（比較例Ｃ１
－１３の測定値を１００とした相対値で示してある）。
【０２０２】

【表４】

【０２０３】
　表３の結果から、本発明の有機電界発光素子において、アルキル構造を有する炭化水素
化合物は、駆動電圧の低下、外部量子効率の向上、輝度半減時間の改善に効果があること
が示された。
【０２０４】
（１０）実施例４－１～４－７の有機電界発光素子の作製と評価
　比較例Ｃ１－６の＜有機層１＞～＜有機層３＞に対応する各層に、例示化合物１-２を
表に記載の含量となるように添加した他は比較例Ｃ１－６と同じ構成で実施例４－１～４



(49) JP 5243972 B2 2013.7.24

10

20

30

－６の素子を作成した。また、実施例４－６の＜有機層４＞に対応する層を、実施例１－
６の＜有機層４Ａ＞に対応する層と同じ構成にした他は、実施例４－６と同じ構成で実施
例４－７の素子を作成した。実施例４－１～４－７の素子を、上記の方法で評価した結果
、以下表４のとおりになった（比較例Ｃ１－６の測定値を１００とした相対値で示してあ
る）。
【０２０５】
【表５】

【０２０６】
　表４の結果から、本発明有機電界発光素子において、アルキル構造を有する炭化水素化
合物が、発光層以外の有機層に含まれていても、駆動電圧の低下、外部量子効率の向上、
輝度半減時間の改善に効果があることが示された。
【０２０７】
　（１１）実施例５－１～５－１７の有機電界発光素子の作製と評価
　実施例１－１の素子において、発光材料Ａ（発光材料、１５質量％）、化合物Ｄ（ホス
ト材料）、例示化合物１－２（添加材料、Ｘ質量％）に対応する化合物を、以下の表に従
って変更した以外は、実施例１－１と同じ方法で、実施例５－１～５－１７の素子を作成
し、上記の方法で評価した結果、以下の表５のとおりになった（例示化合物を含まない比
較素子の測定値を１００とした相対値で示してある）。
【０２０８】
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【表６】

【０２０９】
　（１２）正孔移動度の測定
　ＩＴＯのついたガラス上に、化合物Ｄを約２μｍの厚さで蒸着し、その上にアルミを蒸
着したサンプルを用いて、正孔移動度をタイム オブ フライト（ＴＯＦ）法で求めたとこ
ろ、４．０６×１０-4 ｃｍ2 ・Ｖ-1 ・ｓ-1 であった（電場は１×１０6 Ｖ・ｃｍ-1 と
した）。なお、ＴＯＦ法については、シンセティック メタルズ（Synth.Met.）111/112,(
2000) 331ページの記載を参照した。
【０２１０】
　また、ＩＴＯのついたガラス上に、化合物Ｄと例示化合物（１－２）を９５：５（質量
％）の比率で約２μｍの厚さで蒸着し、その上にアルミを蒸着したサンプルを用いて、正
孔移動度をＴＯＦ法で求めたところ、１．０５×１０-３ ｃｍ2・Ｖ-1・ｓ-1 であり（電
場は１×１０6 Ｖ・ｃｍ-1とした）、例示化合物（１－２）を加えない場合と比較して、
正孔移動度が約２．５倍になった。この結果は、本発明のアルカン構造を含む材料を添加
することにより、有機電界発光素子の駆動電圧が低減可能であることを示している。
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