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(57)【要約】
　イミダゾフェナントリジン配位子及び金属錯体が提供される。イミダゾール環の窒素が
結合した炭素と隣接する縮合アリール環上の炭素とを結合する連結置換を通して、化合物
は、改善された安定性を示す。前記化合物は、有機発光デバイス中に、特に発光ドーパン
トとして用いられることができ、デバイスに改善された効率、安定性、及び製造を提供す
る。特に、本明細書中で提供される化合物は、高い効率を有する青色デバイス中に使用さ
れることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式１で表されることを特徴とする化合物。
【化１】

（式中、Ｍは、４０超の原子量を有する金属であり、ｎは、少なくとも１の値を有し、ｍ
＋ｎは、前記金属と結合することができる配位子の最大数であり；
　Ａは、２個～３個の連結原子を有する連結基であり、前記連結原子は、それぞれ独立し
て、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択され；
　Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル
、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ
、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、
置換されたヘテロアリール、又は複素環基から選択され、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、
ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及
びヘテロアリールから選択され；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｇが結合している環原子のいずれか１つは
、窒素原子で置換されていてもよく、前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応
しているＲ基は存在せず；
　Ｌは、置換又は無置換のシクロメタル化された配位子である。）
【請求項２】
　前記連結基Ａが、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ
’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ
’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ
－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～
６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又はＲ’
及びＲ’’は、結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する請
求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　前記化合物が三重項励起状態を有し、前記化合物が三重項励起状態にあるとき、前記連
結基が、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
　前記化合物が、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項１に記載の化合物。
【請求項５】
　前記化合物が、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項１に記載の化合物。
【請求項６】
　前記化合物が、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する請求項１に記
載の化合物。
【請求項７】
　前記連結基が、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨ
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Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－Ｃ
Ｈ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及び－Ｓ
ｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、メチル又はフェニルである請求項
２に記載の化合物。
【請求項８】
　前記金属が、Ｒｅ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ，及びＡｕからなる群から選
択される請求項１に記載の化合物。
【請求項９】
　前記金属が、Ｉｒであり；ｎが２又は３であり；ｍが０又は１であり；ｍ＋ｎが３であ
る請求項１に記載の化合物。
【請求項１０】
　下記からなる群から選択される請求項１に記載の化合物。
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【化２】
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【化３】
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【化５】



(8) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

【化６】
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【化７】
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【化８】
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【化９】
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【化１０】
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【化１１】
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【化１３】

【請求項１１】
　第１の有機発光デバイスを含むデバイスであって、
　アノードと；
　カソードと；
　前記アノードと前記カソードとの間に配置され、請求項１に記載の化合物を含む有機層
とを更に含むことを特徴とするデバイス。
【請求項１２】
　前記有機層がホストを更に含む請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記ホストが、カルバゾール、ジベンゾチフェン、ジベンゾフラン、アザカルバゾール
、アザ－ジベンゾチオフェン、及びアザ－ジベンゾフランからなる群から選択される少な
くとも１つの基を含む有機分子を含む請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　消費者製品又は照明パネルである請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　下記の式２で表されることを特徴とする化合物。
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【化１４】

（式中、Ｍは、Ｐｔであり；
　Ａ１及びＡ２は、それぞれ、２個～３個の連結原子を有する第１の連結基であり；前記
連結原子は、それぞれ独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからな
る群から選択され、Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、独立して、水素、アルキル、
アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）
ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘ
テロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から選択
され；
　Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子
で置換されていてもよく、前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ
基は、存在せず；
　Ｒａｂ及びＲａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、結合し、それぞれ独立して、Ｂ、Ｎ
、Ｐ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、又はこれらの組合せからなる群から選択される１
個～３個の連結原子を有する第２の連結基を形成してもよい。）
【請求項１６】
　第１の連結基Ａ１及びＡ２が、それぞれ独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、
－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ
’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ
’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、
独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェ
ニルである、又はＲ’及びＲ’’は、結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれら
の組合せを形成する請求項１５に記載の化合物。
【請求項１７】
　前記化合物が三重項励起状態を有し、前記化合物が三重項励起状態にあるとき、前記連
結基が、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる請求項１５に記載の化合物。
【請求項１８】
　前記化合物が、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項１５に記載の化合物。
【請求項１９】
　前記化合物が、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項１５に記載の化合物。
【請求項２０】
　前記化合物が、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する請求項１５に
記載の化合物。
【請求項２１】
　第１の連結基Ａ１及びＡ２が、それぞれ独立して、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｃ
Ｈ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’
’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、
－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及び－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が
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【請求項２２】
　前記第２の連結基が、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、
ＳＯ２、ＣＲＲ’’’、－ＣＲＲ’’’－ＣＲＲ’’’－、ＳｉＲＲ’’’、ＧｅＲＲ’
’’、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’
－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’
Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、及び－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－
から選択され、Ｒ、Ｒ’、Ｒ’’、又はＲ’’’は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アル
キル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及びヘテロア
リールから選択される請求項１５に記載の化合物。
【請求項２３】
　前記化合物が、下記化合物のいずれかである請求項１５に記載の化合物。
【化１５】

【請求項２４】
　第１の有機発光デバイスを含むデバイスであって、
　アノードと；
　カソードと；
　前記アノードと前記カソードとの間に配置され、請求項１５に記載の化合物を含む有機
層とを更に含むことを特徴とするデバイス。
【請求項２５】
　前記有機層がホストを更に含む請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記ホストが、カルバゾール、ジベンゾチフェン、ジベンゾフラン、アザカルバゾール
、アザ－ジベンゾチオフェン、及びアザ－ジベンゾフランからなる群から選択される少な
くとも１つの基を含む有機分子を含む請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２７】
　消費者製品又は照明パネルである請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２８】
　下記の式（３）で表されることを特徴とする化合物。
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【化１６】

（式中、Ｍは、Ｐｔであり；
　Ａは、２個～３個の連結原子を有する第１の連結基であり、前記連結原子は、それぞれ
独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択され；
　Ｌ２及びＬ３は、独立して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ─Ｏ、Ｓ─
Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択され；
　Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及びＲ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ及びＲ’は、それぞれ独立して、水素、アルキ
ル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（
Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール
、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から
選択され；２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、結合して
、縮合環を形成し；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で
置換されていてもよく；前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基
は、存在せず；
　Ｌ２及びＲ１ｆ、又はＬ２及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ１ｆとＲ３ａの両方は、結合し
て、１つ以上の縮合環を形成してもよく、Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及
びＲ３ｃとＲ３ｄの両方、Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃとＲ３

ｄの両方は、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよい。）
【請求項２９】
　前記第１の連結基が、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－
ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ
’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、
－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１
個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又は
Ｒ’及びＲ’’は、結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成す
る請求項２８に記載の化合物。
【請求項３０】
　前記化合物が三重項励起状態を有し、前記化合物が三重項励起状態にあるとき、前記連
結基が、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる請求項２８に記載の化合物。
【請求項３１】
　前記化合物が、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項２８に記載の化合物。
【請求項３２】
　前記化合物が、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項２８に記載の化合物。
【請求項３３】
　前記化合物が、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する請求項２８に
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記載の化合物。
【請求項３４】
　前記第１の連結基が、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’
－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ

２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及
び－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、メチル又はフェニルである
請求項２８に記載の化合物。
【請求項３５】
　Ｌ２及びＬ３が、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ

２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択される請求項２８に記載
の化合物。
【請求項３６】
　Ｒ１ｆ又はＲ３ａ及びＲ又はＲ’が、結合して、縮合環を形成する請求項２８に記載の
化合物。
【請求項３７】
　Ｒ３ｃ又はＲ３ｄ及びＲ又はＲ’が、結合して、縮合環を形成する請求項２８に記載の
化合物。
【請求項３８】
　下記からなる群から選択される請求項２８に記載の化合物。
【化１７】

【請求項３９】
　第１の有機発光デバイスを含むデバイスであって、
　アノードと；
　カソードと；
　前記アノードと前記カソードとの間に配置され、請求項２８に記載の化合物を含む有機
層とを更に含むことを特徴とするデバイス。
【請求項４０】
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　前記有機層がホストを更に含む請求項３９に記載のデバイス。
【請求項４１】
　前記有機層がホストを更に含む請求項３９に記載のデバイス。
【請求項４２】
　前記ホストが、カルバゾール、ジベンゾチフェン、ジベンゾフラン、アザカルバゾール
、アザ－ジベンゾチオフェン、及びアザ－ジベンゾフランからなる群から選択される少な
くとも１つの基を含む有機分子を含む請求項４１に記載のデバイス。
【請求項４３】
　消費者製品又は照明パネルである請求項３９に記載のデバイス。
【請求項４４】
　下記の式（１ａ）で表されることを特徴とする化合物

（式中、Ａは、２個～３個の連結原子を有する連結基であり；
　前記連結原子は、それぞれ独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せ
からなる群から選択され；
　Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル
、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ
、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、
置換されたヘテロアリール、又は複素環基からなる群から選択され；
　Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアル
キル、アラルキル、アリール、及びヘテロアリールから選択され；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆが結合
している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されていてもよく；前記環原子が窒素
原子で置換されている場合、対応しているＲ基は存在しない）。
【請求項４５】
　前記連結基が、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’
Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’
’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－
ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６
個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又はＲ’及
びＲ’’は、結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する請求
項４４に記載の化合物。
【請求項４６】
　前記化合物が三重項励起状態を有し、前記化合物が三重項励起状態にあるとき、前記連
結基が、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる請求項４４に記載の化合物。
【請求項４７】
　前記連結基が、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨ
Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－Ｃ
Ｈ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及び－Ｓ
ｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、メチル又はフェニルである請求項
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【請求項４８】
　下記からなる群から選択される請求項４４に記載の化合物。
【化１８】
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【化２６】
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【化３０】
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【請求項４９】
　下記に定義されるように互いに結合（束縛：ｔｅｔｈｅｒｅｄ）され、下記構造式（２
ａ）及び構造式（２ｂ）で表されることを特徴とする化合物。
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【化３８】

（式中、Ａ１及びＡ２は、２個～３個の連結原子を有する第１の連結基であり、前記連結
原子は、それぞれ独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群
から選択され；
　Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、独立して、水素、アルキル、アルケニル、アル
キニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、
ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置
換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から選択され；
　前記化合物が、ＲａｂとＲａｃとの間、ＲｇａとＲｇｂとの間、又はＲａｂとＲａｃと
の間且つＲｇａとＲｇｂとの間に形成される少なくとも１つの第２の連結基を介して共に
結合（束縛：ｔｅｔｈｅｒｅｄ）され、少なくとも１つの第２の連結基は、１個～３個の
連結原子を有し、各連結原子は、独立して、Ｂ、Ｎ、Ｐ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ
、又はこれらの組合せからなる群から選択され；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結
合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されていてもよく；前記環原子が窒
素原子で置換されている場合、対応しているＲ基は、存在しない。）
【請求項５０】
　前記少なくとも１つの第２の連結基がＲａｂとＲａｃとの間に形成される請求項４９に
記載の化合物。
【請求項５１】
　前記少なくとも１つの第２の連結基がＲｇａとＲｇｂとの間に形成される請求項４９に
記載の化合物。
【請求項５２】
　前記少なくとも１つの第２の連結基がＲｇａとＲｇｂとの間且つＲａｂとＲａｃとの間
に形成される請求項４９に記載の化合物。
【請求項５３】
　第１の連結基Ａ１及びＡ２が、それぞれ独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、
－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ
’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ
’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、
独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェ
ニルである、又はＲ’及びＲ’’は、結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれら
の組合せを形成する請求項４９に記載の化合物。
【請求項５４】
　第１の連結基Ａ１及びＡ２が、それぞれ独立して、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｃ
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Ｈ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’
’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、
－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、メ
チル又はフェニルである請求項４９に記載の化合物。
【請求項５５】
　前記第２の連結基が、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、
ＳＯ２、ＣＲＲ’’’、－ＣＲＲ’’’－ＣＲＲ’’’－、ＳｉＲＲ’’’、ＧｅＲＲ’
’’、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’
－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’
Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、及び－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－
からなる群から選択され、Ｒ、Ｒ’、Ｒ’’、又はＲ’’’が、それぞれ独立して、Ｈ、
ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及
びヘテロアリールから選択される請求項４９に記載の化合物。
【請求項５６】
　下記からなる群から選択される請求項４９に記載の化合物。
【化３９】

【請求項５７】
　下記式（３ａ）で表されることを特徴とする化合物。
【化４０】

（式中、Ａは、２個～３個の連結原子を有する第１の連結基であり、
　前記連結原子は、それぞれ独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せ
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　Ｌ２及びＬ３は、独立して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ─Ｏ、Ｓ─
Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択され；
　Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ、及びＲ’は、それぞれ独立して、水素、アルキ
ル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（
Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール
、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から
選択され；
　２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、結合して、縮合環
を形成してもよく；Ｌ２及びＲ１ｆ、又はＬ２及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ３ａとＲ１ｆ

の両方は、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよく、Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ
３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方、Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３

及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよく；Ｒ１ｂ～
Ｒ１ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されていてもよく；前記
環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基は、存在しない。）
【請求項５８】
　前記第１の連結基が、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－
ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ
’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、
－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、独立して、Ｈ、１
個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又は
Ｒ’及びＲ’’は、結合し、飽和５員環又は飽和６員環を形成する請求項５７に記載の化
合物。
【請求項５９】
　前記第１の連結基が、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’
－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ

２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－
ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、メチル又はフェニルである請求
項５７に記載の化合物。
【請求項６０】
　Ｌ２及びＬ３が、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ

２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択される請求項５７に記載
の化合物。
【請求項６１】
　Ｒ１ｆ又はＲ３ａ及びＲ又はＲ’が、結合して、縮合環を形成する請求項５７に記載の
化合物。
【請求項６２】
　Ｒ３ｃ又はＲ３ｄ及びＲ又はＲ’が、結合して、縮合環を形成する請求項５７に記載の
化合物。
【請求項６３】
　下記からなる群から選択される請求項５７に記載の化合物。
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【化４１】

【請求項６４】
　前記化合物が三重項励起状態を有し、前記化合物が三重項励起状態にあるとき、前記第
１の連結基が、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる請求項５７に記載の化
合物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、新規の化合物、前記化合物を含む組成物、及び前記化合物及び
／又は前記組成物を含む有機エレクトロルミネッセンスデバイスを含む前記化合物及び前
記組成物の適用に関する。
【０００２】
　特許請求されている発明は、大学・企業の共同研究契約の下記の当事者：Ｕｎｉｖｅｒ
ｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ及びＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの理事らの１又は複数によって、その利益になる
ように、且つ／又は関連して為されたものである。該契約は、特許請求されている発明が
為された日付以前に発効したものであり、特許請求されている発明は、該契約の範囲内で
行われる活動の結果として為されたものである。
【背景技術】
【０００３】
　概して、ＯＬＥＤは、アノード及びカソードの間に配置され、それらと電気的に接続さ
れた少なくとも１つの有機層を含む。電流が印加されると、アノードが正孔を注入し、カ
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ソードが電子を有機層（複数可）に注入する。注入された正孔及び電子は、逆帯電した電
極にそれぞれ移動する。電子及び正孔が同じ分子上に局在する場合、励起エネルギー状態
を有する局在電子正孔対である「励起子」が形成される。光は、励起子が緩和した際に、
光電子放出機構を介して放出される。いくつかの事例において、励起子はエキシマー又は
エキサイプレックス上に局在し得る。熱緩和等の無輻射機構が発生する場合もあるが、概
して望ましくないとみなされている。
【０００４】
　初期のＯＬＥＤは、例えば、参照によりその全体が組み込まれる特許文献１において開
示されている通り、その一重項状態から光を放出する発光分子（「蛍光」）を使用してい
た。蛍光発光は、概して、１０ナノ秒未満の時間枠で発生する。
【０００５】
　ごく最近では、三重項状態から光を放出する発光材料（「リン光」）を有するＯＬＥＤ
が実証されている。参照によりその全体が組み込まれる、Ｂａｌｄｏら、「Ｈｉｇｈｌｙ
　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｐｈｏｓｐｈｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｆｒｏｍ　
Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、３９５巻
、１５１～１５４、１９９８；（「Ｂａｌｄｏ－Ｉ」）及びＢａｌｄｏら、「Ｖｅｒｙ　
ｈｉｇｈ－ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｇｒｅｅｎ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔ
ｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｓｐｈｏｒｅｓｃ
ｅｎｃｅ」、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．、７５巻、３号、４～６（１９９９）（「
Ｂａｌｄｏ－ＩＩ」）。リン光は、遷移がスピン状態における変化を必要とし、量子力学
においてこのような遷移は許容されないことが示されているため、「禁制」遷移として言
及されることがある。その結果、リン光は、一般的に少なくとも１０ナノ秒、典型的には
１００ナノ秒超を超える時間枠で起こる。リン光の自然放射寿命が長すぎると、三重項は
、光が発光しないような非輻射メカニズムによって減衰することがある。有機リン光は、
多くの場合、非常に低い温度で電子の非共有対を有するヘテロ原子を含む分子でも確認さ
れることがある。２，２’－ビピリジンがそのような分子である。非輻射減衰メカニズム
は、典型的には温度依存性であり、液体窒素温度でリン光を示す有機材料が、一般的には
室温ではリン光を示さない。しかし、Ｂａｌｄｏによって実証されたように、室温でリン
光を示すリン光化合物を選択することでこの問題は対処されることができる。代表的な発
光層としては、特許文献２；特許文献３；特許文献４、及び特許文献５；特許文献６；及
び特許文献７に開示されるようなドープされた又はドープされていないリン光有機金属材
料が挙げられる。
【０００６】
　リン光は、三重項励起状態から発光減衰が生じる中間の非三重項状態への遷移によって
先導される。例えば、ランタニド元素に配位している有機分子は、多くの場合、ランタニ
ド金属上に局在化された励起状態からリン光を発する。しかし、このような材料は、三重
項励起状態から直接リン光を発せず、代わりにランタニド金属イオンに中心がある原子の
励起状態から発光する。ユーロピウムジケトネート錯体は、これらの種のタイプの１つで
ある。
【０００７】
　三重項からのリン光は、有機分子を高い原子番号の原子と近接して、好ましくは結合に
よって制限することにより、蛍光よりも高いものとすることができる。重原子効果と呼ば
れるこの現象は、スピン軌道カップリングとして知られるメカニズムによって形成される
。このようなリン光遷移は、トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（ＩＩＩ）等の
有機金属原子の励起された金属から配位子への電荷移動状態（ＭＬＣＴ）で確認されるこ
とができる。
【発明の概要】
【０００８】
　１つの態様においては、本発明は、下記の構造式（１ａ）で表される化合物を提供する
。
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【化１】

　式中、Ａは、任意の好適な連結基であり；本明細書において、窒素原子Ｎ１及びＮ２で
用いられる整数“１”及び“２”は、分かりやすくするための符号として用いられる以外
に、意味はなく；本明細書において、炭素原子Ｃ１ａ～Ｃ１ｃで用いられる符号“１ａ”
～“１ｃ”は、分かりやすくするための符号として用いられる以外に、意味はなく；Ｒａ

ｂ、Ｒｇａ、及びＲ１ｂ～Ｒ１ｆは、任意の好適な置換基であり；Ｒｇａ、及びＲ１ｂ～
Ｒ１ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されていてもよく；前記
環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基は存在しない。
【０００９】
　構造式（１ａ）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ａは、２個～３個の連
結原子を有する連結基である。構造式（１ａ）で表される化合物の１つの実施形態におい
ては、Ａは、２個～３個の連結原子を有する連結基であり、前記連結原子は、それぞれ独
立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。構
造式（１ａ）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立し
て、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、
Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ
、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、
又は複素環基からなる群から選択され、Ｒは、任意の好適な置換基である。構造式（１ａ
）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水素、
アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ
、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、ア
リール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環
基から選択され、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニ
ル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及びヘテロアリールから選択される。構造
式（１ａ）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して
、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ
（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、
ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又
は複素環基から選択される。１つの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合
物は、配位子（Ｌ）を含んでいても含まなくてもよい。１つの実施形態においては、構造
式（１ａ）で表される化合物は、配位子（Ｌ）を含む。１つの実施形態においては、構造
式（１ａ）で表される化合物は、配位子（Ｌ）を含まない。１つの実施形態においては、
構造式（１ａ）で表される化合物は、置換又は無置換のシクロメタル化された配位子であ
る配位子（Ｌ）を含む。
【００１０】
　構造式（１ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して、－
ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｃ
Ｒ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－
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、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群か
ら選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、任意の好適な置換基である。構造式（１
ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－
ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ
’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される
連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキ
ル、フェニル、及び置換されたフェニルである。構造式（１ａ）で表される化合物の幾つ
かの実施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’
Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ
’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’
－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’
’は、共に結合し、環を形成する。構造式（１ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態
においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ
’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ
’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ
－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、共に結
合し、飽和環を形成する。構造式（１ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態において
は、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、
－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ
’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、共に結合し、飽
和５員環、又は飽和６員環、又はこれらの組合せを形成してもよい。
【００１１】
　幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物は、三重項励起状態を
有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物、前記化合物が
三重項励起状態にあるとき、連結基Ａは、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化さ
せる。幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物は、５００ｎｍ未満
のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化
合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造
式（１ａ）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有す
る。
【００１２】
　他の態様においては、本発明は、構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物
を提供する。
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【化２】

　式中、Ａ１及びＡ２は、それぞれ第１の連結基であり；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ
２ｆは、任意の好適な置換基であり；構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合
物は、ＲａｂとＲａｃとの間、ＲｇａとＲｇｂとの間、又はＲａｂとＲａｃとの間且つＲ
ｇａとＲｇｂとの間に形成される第２の連結基を介して共に結合されてもよく；Ｒ１ｂ～
Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換され
ていてもよく；前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基は、存在
しない。
【００１３】
　構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
第１の連結基Ａ１及びＡ２は、２個～３個の連結原子を含む。構造式（２ａ）及び構造式
（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａ１及びＡ２は
、それぞれ２個～３個の連結原子を含み、前記連結原子は、それぞれ、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ
、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。幾つかの実施形態においては
、Ａ１及びＡ２は、異なっている。幾つかの他の実施形態においては、Ａ１及びＡ２は、
同じである。構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態に
おいては、Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、独立して、水素、アルキル、アルケニ
ル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、
ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリ
ール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から選択される。
構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ
ａｂ及びＲａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し、それぞれ独立して、Ｂ、Ｎ
、Ｐ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、又はこれらの組合せからなる群から選択される１
個～３個の連結原子を有する第２の連結基を形成してもよい。１つのこのような実施形態
においては、前記第２の連結基は、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ
、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’’’、－ＣＲＲ’’’－ＣＲＲ’’’－、ＳｉＲＲ’’’、
及びＧｅＲＲ’’’からなる群から選択され、Ｒ又はＲ’’’は、任意の好適な置換基で
ある。幾つかのこのような実施形態においては、Ｒ又はＲ’’’は、それぞれ独立して、
Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール
、及びヘテロアリールから選択される。他のこのような実施形態においては、Ｒａｂ及び
Ｒａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’
Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’
－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ
－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される、少なく
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とも２つの連結原子を有する第２の連結基を形成してもよく、Ｒ’及びＲ’’は、任意の
好適な置換基である。第２の連結基の例を、下記に挙げる。
【化３】

　式中、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、メチル、又はフェニルから選択される。
【００１４】
　構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
第１の連結基Ａ１及びＡ２は、それぞれ独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－
ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’
=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’
Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独
立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニ
ルである、又はＲ’及びＲ’’は、共に結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれ
らの組合せを形成する。
【００１５】
　幾つかの実施形態においては、構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物は
、それぞれ、三重項励起状態を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（２ａ）及
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び構造式（２ｂ）で表される化合物は、それぞれ、三重項励起状態を有し、且つ前記化合
物が前記三重項励起状態にあるとき、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる
Ａ１およびＡ２を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（２ａ）及び構造式（２
ｂ）で表される化合物は、それぞれ、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つか
の実施形態においては、構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物は、それぞ
れ、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（
２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物は、それぞれ、４００ｎｍ～５００ｎｍの範
囲のピーク発光波長を有する。
【００１６】
　構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
第１の連結基Ａ１及びＡ２は、それぞれ独立して、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ

２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－
Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立
して、メチル又はフェニルである。構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物
の幾つかの実施形態においては、前記第２の連結基は、ＮＲ、Ｏ、－ＣＨ２－ＣＨ２－、
－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’－、－ＣＲ’Ｒ’’’－ＣＨ２－、－ＣＲＲ’’’－ＣＲＲ’’’
－、及びこれらの組合せから選択され、Ｒ’及びＲ’’’は、独立して、メチル又はフェ
ニルである。
【００１７】
　他の態様においては、本発明は、構造式（３ａ）で表される化合物を提供する。

【化４】

【００１８】
　式中、Ａは、第１の連結基であり；Ｌ２及びＬ３は、連結基であり；Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及
びＲ３ａ～Ｒ３ｆは、任意の好適な置換基であり；Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、及びＲ３ｄ

の任意の組合せは、結合して１つ以上の縮合環を形成してもよく；Ｌ２及びＲ１ｆ、Ｌ２

及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ１ｆとＲ３ａの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以
上の縮合環を形成してもよく；Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃと
Ｒ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよく；Ｒ１

ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換
されていてもよく；前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基は、
存在しない。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ１ｆは、結合して、１つ、２つ、
又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ３ａ

は、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては
、Ｌ２及びＲ３ａとＲ１ｆの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形
成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｄは、結合して、１つ、２つ
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、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３

ｃは、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ
３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成し
てもよい。
【００１９】
　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
それぞれ、２個～３個の連結原子を有する。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの
実施形態においては、第１の連結基Ａは、それぞれ、２個～３個の連結原子を有し、前記
連結原子は、それぞれ独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからな
る群から選択される。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
Ｌ２及びＬ３は、独立して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ─Ｏ、Ｓ─Ｏ
、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択される。構造式（
３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ～Ｒ３

ｆ、Ｒ、及びＲ’は、それぞれ独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、ア
ラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、Ｏ
Ｒ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたア
リール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基からなる群から選択される。構造式（
３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ

、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、共に結合して、縮合環を形成してもよい。
【００２０】
　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ
’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－Ｓｉ
Ｒ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－
からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有
するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又はＲ’及びＲ’’は、共に
結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する。
【００２１】
　幾つかの実施形態においては、構造式（３ａ）で表される化合物は、三重項励起状態を
有する。幾つかの実施形態においては、構造式（３ａ）で表される化合物は、三重項励起
状態を有し、且つ前記化合物が前記三重項励起状態にあるとき、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結
合を開裂から安定化させる連結基Ａを有する。幾つかの実施形態においては、構造式（３
ａ）で表される化合物は、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態
においては、構造式（３ａ）で表される化合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有
する。幾つかの実施形態においては、構造式（３ａ）で表される化合物は、４００ｎｍ～
５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する。
【００２２】
　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ
’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、
－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及び－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ
－から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、メチル又はフェニルである。構造式（３ａ）で表さ
れる化合物の幾つかの実施形態においては、Ｌ３は、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、
Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択さ
れる。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ１ｆ又はＲ３

ａ及びＲ又はＲ’は、共に結合して縮合環を形成する。構造式（３ａ）で表される化合物
の幾つかの実施形態においては、Ｒ３ｃ又はＲ３ｄ及びＲ又はＲ’は、共に結合して縮合
環を形成する。
【００２３】
　１つの態様においては、本発明は、構造式（１）で表される化合物を提供する。



(52) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

【化５】

　式中、Ｍは、４０超の原子量を有する金属であり、ｎは、少なくとも１の値を有し、ｍ
＋ｎは、前記金属と結合することができる配位子の最大数である。幾つかの実施形態にお
いては、前記金属は、Ｒｅ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ，及びＡｕからなる群
から選択される。他の実施形態においては、Ｍは、イリジウム（Ｉｒ）であり；ｎは、２
又は３であり；ｍは、０又は１であり；ｍ＋ｎは、３である。Ａは、任意の好適な連結基
である。Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、任意の好適な置換基である。Ｒ１ｂ～Ｒ１ｇが結合している
環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されていてもよく、前記環原子が窒素原子で置
換されている場合、対応しているＲ基は存在しない。
【００２４】
　構造式（１）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ａは、２個～３個の連結
原子を有する連結基である。構造式（１）で表される化合物の１つの実施形態においては
、Ａは、２個～３個の連結原子を有する連結基であり、前記連結原子は、それぞれ独立し
て、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。構造式
（１）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水
素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ
）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ
、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複
素環基から選択され、Ｒは、任意の好適な置換基である。構造式（１）で表される化合物
の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水素、アルキル、アルケニ
ル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、
ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリ
ール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から選択され、Ｒ
は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアルキル
、アラルキル、アリール、及びヘテロアリールから選択される。構造式（１）で表される
化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水素、アルキル、ア
ルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｎ
Ｒ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテ
ロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から選択さ
れる。１つの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物は、配位子（Ｌ）を含
んでいても含まなくてもよい。１つの実施形態においては、構造式（１）で表される化合
物は、配位子（Ｌ）を含む。１つの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物
は、配位子（Ｌ）を含まない。１つの実施形態においては、構造式（１）で表される化合
物は、置換又は無置換のシクロメタル化された配位子である配位子（Ｌ）を含む。
【００２５】
　構造式（１）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して、－Ｃ
Ｒ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ
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’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、
－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から
選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、任意の好適な置換基である。構造式（１）
で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｃ
Ｒ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ
’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’
－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される連結
基であり、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、
フェニル、及び置換されたフェニルである。構造式（１）で表される化合物の幾つかの実
施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－Ｃ
Ｒ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－
、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、
共に結合して環を形成する。構造式（１）で表される化合物の幾つかの実施形態において
は、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、
－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ
’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、共に結合して飽
和環を形成する。構造式（１）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、
独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ
’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－Ｓｉ
Ｒ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－
からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、共に結合して、飽和５員環、又は飽和６員
環、及びこれらの組合せを形成する。
【００２６】
　幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物は、三重項励起状態を有
する。幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物、前記化合物が三重
項励起状態にあるとき、連結基Ａは、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる
。幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物は、５００ｎｍ未満のピ
ーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物は
、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１
）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する。
【００２７】
　構造式（１）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、連結基Ａは、－ＣＨ２

－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２

－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択さ
れ、Ｒ’及びＲ’’は、メチル又はフェニルである。
【００２８】
　他の態様においては、本発明は、構造式（１）で表される化合物を含むデバイスを提供
する。幾つかの実施形態においては、前記デバイスは、第１の有機発光デバイスを含み、
前記第１の有機発光デバイスは、アノードと；カソードと；前記アノードと前記カソード
との間に配置され、構造式（１）で表される化合物を含む有機層と、を更に含む。前記デ
バイスの幾つかの実施形態においては、前記有機層は、ホストを更に含む。前記デバイス
の幾つかの実施形態においては、前記有機層は、カルバゾール、ジベンゾチフェン、ジベ
ンゾフラン、アザカルバゾール、アザ－ジベンゾチオフェン、及びアザ－ジベンゾフラン
からなる群から選択される少なくとも１つの基を含む有機分子を含むホストを更に含む。
【００２９】
　幾つかの実施形態においては、本発明に係るデバイスは、消費者製品又は照明パネルで
ある。
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【００３０】
　他の態様においては、本発明は、構造式（２）で表される化合物を提供する。
【化６】

　式中、Ｍは、白金（Ｐｔ）であり；Ａ１及びＡ２は、それぞれ第１の連結基であり；Ｒ
１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、任意の好適な置換基であり；Ｒａｂ及びＲａｃ、又
はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し第２の連結基を形成してもよい置換基である。Ｒ１ｂ

～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換さ
れていてもよく、前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基は、存
在しない。
【００３１】
　構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａ１及び
Ａ２は、それぞれ、２個～３個の連結原子を含む。構造式（２）で表される化合物の幾つ
かの実施形態においては、第１の連結基Ａ１及びＡ２は、それぞれ、２個～３個の連結原
子を含み、前記連結原子は、それぞれ独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれら
の組合せからなる群から選択される。幾つかの実施形態においては、Ａ１及びＡ２は、異
なっている。幾つかの他の実施形態においては、Ａ１及びＡ２は、同じである。構造式（
２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２

ｆは、独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３

、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯ
Ｒ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテ
ロアリール、又は複素環基から選択される。構造式（２）で表される化合物の幾つかの実
施形態においては、Ｒａｂ及びＲａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し、それ
ぞれ独立して、Ｂ、Ｎ、Ｐ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、又はこれらの組合せからな
る群から選択される１個～３個の連結原子を有する第２の連結基を形成する。前記構造式
（２）で表される化合物の幾つかのこのような実施形態においては、ＲａｂとＲａｃ及び
／又はＲｇａとＲｇｂは、共に結合し、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ
＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’’’、－ＣＲＲ’’’－ＣＲＲ’’’－、ＳｉＲＲ’’
’、及びＧｅＲＲ’’’からなる群から選択される第２の連結基を形成してもよく、Ｒ又
はＲ’’’は、任意の好適な置換基である。幾つかのこのような実施形態においては、Ｒ
又はＲ’’’は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヘ
テロアルキル、アラルキル、アリール、及びヘテロアリールから選択される。他のこのよ
うな実施形態においては、Ｒａｂ及びＲａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し
、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’
Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－Ｓ
ｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’
－からなる群から選択される、少なくとも２つの連結原子を有する第２の連結基を形成し
てもよく、Ｒ’及びＲ’’は、任意の好適な置換基である。第２の連結基の例を、下記に
挙げる。



(55) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

【化７】

　式中、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、メチル、又はフェニルから選択される。
【００３２】
　構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａ１及び
Ａ２は、それぞれ独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’
Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’
’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－
ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６
個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又はＲ’及
びＲ’’は、共に結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する
。
【００３３】
　幾つかの実施形態においては、構造式（２）で表される化合物は、三重項励起状態を有
する。幾つかの実施形態においては、構造式（２）で表される化合物は、三重項励起状態
を有し、且つ前記化合物が前記三重項励起状態にあるとき、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を
開裂から安定化させる連結基を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（２）で表
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される化合物は、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態において
は、構造式（２）で表される化合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つ
かの実施形態においては、構造式（２）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍの
範囲のピーク発光波長を有する。
【００３４】
　構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａ１及び
Ａ２は、それぞれ、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－Ｃ
ＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－
ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－Ｓｉ
Ｒ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、メチル又はフェニルであ
る。構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、前記第２の連結基は
、ＮＲ、Ｏ、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’－、－ＣＲ’Ｒ’’’－ＣＨ２

－、－ＣＲＲ’’’－ＣＲＲ’’’－、及びこれらの組合せから選択され、Ｒ’及びＲ’
’’は、独立して、メチル又はフェニルである。
【００３５】
　他の態様においては、本発明は、第１の有機発光デバイスを含むデバイスを提供し、前
記第１の有機発光デバイスは、アノードと；カソードと；前記アノードと前記カソードと
の間に配置され、構造式（２）で表される化合物を含む有機層と、を更に含む。本発明に
係る前記デバイスの幾つかの実施形態においては、前記有機層は、ホストを更に含む。本
発明に係る前記デバイスの幾つかの実施形態においては、前記ホストは、カルバゾール、
ジベンゾチフェン、ジベンゾフラン、アザカルバゾール、アザ－ジベンゾチオフェン、及
びアザ－ジベンゾフランからなる群から選択される少なくとも１つの基を含む有機分子を
含む。幾つかの実施形態においては、本発明に係るデバイスは、消費者製品又は照明パネ
ルであり、前記デバイスは、第１の有機発光デバイスを含み、前記第１の有機発光デバイ
スは、アノードと；カソードと；前記アノードと前記カソードとの間に配置され、構造式
２で表される化合物を含む有機層と、を更に含む。
【００３６】
　他の態様においては、本発明は、構造式（３）で表される化合物を提供する。

【化８】

　式中、Ｍは、白金（Ｐｔ）であり；Ａは、第１の連結基であり；Ｌ２及びＬ３は、連結
基であり；Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及びＲ３ａ～Ｒ３ｆは、任意の好適な置換基であり；Ｒ１ｆ、
Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、及びＲ３ｄの任意の組合せは、結合して１つ以上の縮合環を形成しても
よい。Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されてい
てもよく；前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基は、存在しな
い。Ｌ２及びＲ１ｆ、又はＬ２及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ３ａとＲ１ｆの両方は、結合



(57) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及び
Ｒ３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の
縮合環を形成してもよい。
【００３７】
　構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、２
個～３個の連結原子を含む。構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態において
は、第１の連結基Ａは、２個～３個の連結原子を含み、前記連結原子は、それぞれ独立し
て、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。構造式
（３）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＬ３は、独立して、単
結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ─Ｏ、Ｓ─Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ
’、及びＧｅＲＲ’から選択される。構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態
においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及びＲ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ及びＲ’は、それぞれ独立して、水
素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ
）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ
、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複
素環基からなる群から選択される。構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態に
おいては、２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、共に結合
して、縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ１ｆ、Ｌ２及
びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ１ｆとＲ３ａとの両方は、結合して、１つ以上の縮合環を形成
してもよい。幾つかの他の実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又は
Ｌ３及びＲ３ｃとＲ３ｄとの両方は、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよい。幾
つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ１ｆは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の
縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ３ａは、結合して、
１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ
２及びＲ３ａとＲ１ｆの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成し
てもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｄは、結合して、１つ、２つ、又
はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃは
、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及
びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成しても
よい。
【００３８】
　構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、独
立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’
’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ
’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－か
らなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有する
アルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又はＲ’及びＲ’’は、共に結合
し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する。
【００３９】
　幾つかの実施形態においては、構造式（３）で表される化合物は、三重項励起状態を有
する。幾つかの実施形態においては、構造式（３）で表される化合物は、三重項励起状態
を有し、且つ前記化合物が前記三重項励起状態にあるとき、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を
開裂から安定化させる連結基Ａを有する。幾つかの実施形態においては、構造式（３）で
表される化合物は、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態におい
ては、構造式（３）で表される化合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾
つかの実施形態においては、構造式（３）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍ
の範囲のピーク発光波長を有する。
【００４０】
　構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、－
ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’
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Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－
ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から
選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、メチル又はフェニルである。構造式（３）で表
される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｌ３は、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ
、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択
される。構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ１ｆ又はＲ３

ａ及びＲ又はＲ’は、共に結合して、縮合環を形成する。構造式（３）で表される化合物
の幾つかの実施形態においては、Ｒ３ｃ又はＲ３ｄ及びＲ又はＲ’は、共に結合して、縮
合環を形成する。
【００４１】
　他の態様においては、本発明は、第１の有機発光デバイスを含むデバイスを提供し、前
記第１の有機発光デバイスは、アノードと；カソードと；前記アノードと前記カソードと
の間に配置され、構造式（１）、（２）、又は（３）で表される化合物を含む有機層と、
を更に含む。幾つかの実施形態においては、本発明に係るデバイスは、構造式（１）、（
２）、又は（３）で表される化合物を含む有機層を含み、前記有機層は、ホストを更に含
む。幾つかの実施形態においては、本発明に係るデバイスは、構造式（１）、（２）、又
は（３）で表される化合物を含む有機層を含み、前記有機層は、ホストを更に含み、前記
ホストは、カルバゾール、ジベンゾチフェン、ジベンゾフラン、アザカルバゾール、アザ
－ジベンゾチオフェン、及びアザ－ジベンゾフランからなる群から選択される少なくとも
１つの基を含む有機分子を含む。
【００４２】
　幾つかの実施形態においては、本発明に係るデバイスは、消費者製品又は照明パネルで
あり、前記デバイスは、第１の有機発光デバイスを含み、前記第１の有機発光デバイスは
、アノードと；カソードと；前記アノードと前記カソードとの間に配置され、構造式（１
）、（２）、又は（３）で表される化合物を含む有機層と、を更に含む。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
　本発明に従った化合物、組成物、及びデバイスの例示の実施形態の下記の詳細な記載と
同様に、前述の概要は、添付された例示の実施形態の図面と合わせて読めば、より理解さ
れるであろう。しかし、本発明は、示される正確な配置及び手段に限定されないことが理
解されるであろう。
【００４４】
　図面について：
【００４５】
【図１】図１は、例示的な有機発光デバイス１００を示す。
【００４６】
【図２】図２は、本開示に従った例示的な有機発光デバイス２００を示す。
【００４７】
【図３Ａ】図３ａは、比較化合物１に対する、最小化された、結合が切断されたジオメト
リー（上部）のコンピュータモデルを示す。
【図３Ｂ】図３ｂは、比較化合物１に対する、最小化された、結合が切断されていないジ
オメトリー（底部）のコンピュータモデルを示す。
【００４８】
【図４】図４は、比較化合物４のＭＡＬＤＩのネガティブモードの質量スペクトルを示す
。最も高い強度ピークは、イミダゾール環のフラグメントと一致する。
【００４９】
【図５】図５は、３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］
キノリジンのＸ線結晶構造を示す。
【００５０】
【図６】図６は、３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，２ａ１－ジアザ－３－シラ
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ベンゾ［ｆｇ］アセアントリレンのＸ線結晶構造を示す。
【００５１】
【図７】図７は、７７Ｋ及び室温における、２－メチルＴＨＦ溶媒中の化合物４９、及び
固相のＰＭＭＡマトリックス中の化合物４９の発光スペクトルを示す。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　イミダゾフェナントリジンは、白金及びイリジウム金属の両方に結合するとき、４６０
ｎｍの発光を提供することができる有用な配位子である。リン光イミダゾフェナントリジ
ン錯体は、高いリン光量子収率及び高いデバイス効率を有する深い青色発光を提供するこ
とができる。残念なことに、青色発光錯体に基づくイリジウム及び白金のいずれも、デバ
イス寿命が制限されている。本明細書において、我々は、コンピュータ理論、質量スペク
トルフラグメント分析、光酸化研究によって、多環環ひずみ及び電子構造によって弱い結
合であることが示される配位子上の結合を対処することで、イミダゾフェナントリジン配
位子の安定性を改善するための戦略を提供する。
【００５３】
　図１に関して、典型的な有機発光デバイス１００を示す。デバイス１００は、基板１１
０、アノード１１５、正孔注入層１２０、正孔輸送層１２５、電子ブロッキング層１３０
、発光層１３５、正孔ブロッキング層１４０、電子輸送層１４５、電子注入層１５０、保
護層１５５、及びカソード１６０を含み得る。カソード１６０は、第一の導電層１６２及
び第二の導電層１６４を有する複合カソードである。
【００５４】
　図２に関して、本開示に係る典型的な有機発光デバイス２００を示す。デバイス２００
は、基板２１０、アノード２１５、正孔注入層２２０、発光層２３５、電子輸送層２４５
、電子注入層２５０、及びカソード２６０を含み得る。
【００５５】
　基板２１０は、所望の構造的性質をもたらす任意の好適な基板であってよい。基板２１
０は、可撓性であっても剛性であってもよい。基板２１０は、透明であっても、半透明で
あっても、不透明であってもよい。好ましい剛性基板材料の例は、プラスチック及びガラ
スである。好ましい可撓性基板材料の例は、プラスチック及び金属箔である。基板２１０
は、回路の製作を容易にするために半導体材料であってもよい。例えば、基板２１０は、
その上に回路が製作されるシリコンウェーハであってよく、これは、基板上に後に配置さ
れるＯＬＥＤを制御することができる。他の基板を用いてもよい。基板２１０の材料及び
厚みは、所望の構造的性質及び光学的性質が得られるように選択してよい。
【００５６】
　アノード２１５は、正孔を有機層に輸送するのに十分な程度伝導性である任意の好適な
アノードであってよい。アノード２１５の材料は、好ましくは、約４ｅＶよりも高い仕事
関数を有する（「高仕事関数材料」）。好ましいアノード材料としては、酸化インジウム
スズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化アルミニウム亜鉛（ＡｌＺｎＯ）
等の伝導性金属酸化物、及び金属が挙げられる。アノード２１５（及び基板２１０）は、
底面発光デバイスを作製するのに十分な程度透明であってよい。好ましい透明基板とアノ
ードとの組み合わせは、ガラス又はプラスチック（基板）に堆積している市販のＩＴＯ（
アノード）である。可撓性且つ透明な基板とアノードとの組み合わせは、米国特許第５，
８４４，３６３号明細書に開示されており、これは、参照することにより全文が本明細書
に援用される。アノード２１５は、不透明及び／又は反射性であってよい。反射性アノー
ド２１５は、デバイスの上部から発せられる光の量を増加させるために、一部の上面発光
デバイスにとって好ましい場合がある。アノード２１５の材料及び厚みは、所望の伝導性
及び光学的性質が得られるように選択してよい。アノード２１５が透明である場合、特定
の材料について、所望の伝導性をもたらすのに十分な程度厚いが、所望の透明度をもたら
すのに十分な程度薄い、ある範囲の厚みが存在し得る。他のアノードの材料及び構造を用
いてもよい。
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Ｉ．定義
【００５７】
　本明細書において、「アルキル」という用語は、任意の好適な置換基で置換されていて
もよい直鎖又は分岐鎖飽和非環式炭化水素基を意味する。したがって、本発明に従ったア
ルキル基は、第一級、第二級、第三級、及び第四級炭素原子のいずれの組合せを含んでい
てもよい。例示的なアルキル基としては、炭素数１～２０のアルキル、炭素数１～１８の
アルキル、炭素数１～１６のアルキル、炭素数１～１４のアルキル、炭素数１～１２のア
ルキル、炭素数１～１０のアルキル、炭素数１～８のアルキル、炭素数１～６のアルキル
、炭素数１～４のアルキル、炭素数１～３のアルキル、及び炭素数２のアルキルが挙げら
れるが、これらに限定されない。具体的には、メチル、エチル、１－プロピル、２－プロ
ピル、２－メチル－１－プロピル、１－ブチル、２－ブチル、ｔ－ブチル、ｎ－オクチル
、ｎ－デシル、及びｎ－ヘキサデシルが挙げられる。
【００５８】
　本明細書において、「ヘテロアルキル」という用語は、本明細書に記載されるように、
１つ以上の炭素原子がヘテロ原子によって置換されるアルキル基を意味する。好適なヘテ
ロ原子としては、酸素、硫黄、窒素、及びリン等が挙げられる。ヘテロアルキル基の例と
しては、アルコキシ、アミノ、チオエステル、ポリ（エチレングリコール）、アルキル置
換アミノが挙げられるが、これらに限定されない。
【００５９】
　本明細書において、「アルケニル」という用語は、１つ以上の炭素－炭素二重結合を有
する、非環式の分岐鎖又は非分岐鎖炭化水素基を意味する。例示的なアルケニル基として
は、炭素数１～２０のアルケニル基、炭素数１～１８のアルケニル基、炭素数２～１６の
アルケニル基、炭素数２～１４のアルケニル基、炭素数２～１２のアルケニル基、炭素数
２～１０のアルケニル基、炭素数２～８のアルケニル基、炭素数２～６のアルケニル基、
炭素数２～４のアルケニル基、炭素数２～３のアルケニル基、及び炭素数２のアルケニル
基が挙げられるが、これらに限定されない。具体的な例としては、エチレニル、プロピレ
ニル、１－ブテニル、２－ブテニル，イソブチレニル、１－ペンテニル、２－ペンテニル
、３－メチル－１－ブテニル、２－メチル－２－ブテニル、及び２，３－ジメチル－２－
ブテニルが挙げられるが、これらに限定されない。
【００６０】
　本明細書において、「アルキレン」という用語は、置換されていてもよい、飽和直鎖又
は分岐鎖炭化水素基を意味する。例示的なアルキレン基としては、炭素数１～２０のアル
キレン、炭素数２～１８のアルキレン、炭素数２～１６のアルキレン、炭素数２～１４の
アルキレン、炭素数２～１２のアルキレン、炭素数２～１０のアルキレン、炭素数２～８
のアルキレン、炭素数２～６のアルキレン、炭素数２～４のアルキレン、炭素数２～３の
アルキレン、及び炭素数２のアルキレンが挙げられるが、これらに限定されない。アルキ
レンの具体的な例としては、メチレン、ジメチレン、及びトリメチレンが挙げられるが、
これらに限定されない。
【００６１】
　本明細書において、「アルキニル」という用語は、少なくとも１つの炭素－炭素三重結
合を有する、非環式の分岐鎖又は非分岐炭化水素を意味する。例示的なアルキレン基とし
ては、炭素数１～２０のアルキニル基、炭素数２～１８のアルキニル基、炭素数２～１６
のアルキニル基、炭素数２～１４のアルキニル基、炭素数２～１２のアルキニル基、炭素
数２～１０のアルキニル基、炭素数２～８のアルキニル基、炭素数２～６のアルキニル基
、炭素数２～４のアルキニル基、炭素数２～３のアルキニル基、及び炭素数２のアルキニ
ル基が挙げられるが、これらに限定されない。アルキレンの具体的な例としては、プロパ
ギル、及び３－ペンチニル、アセチレニル、プロピニル、１－ブチニル、２－ブチニル、
１－ペンチニル、２－ペンチニル、及び３－メチル－１－ブチニルが挙げられるが、これ
らに限定されない。
【００６２】
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　本明細書において、「アリール」という用語は、置換されていてもよい単環又は多環芳
香族炭化水素を意味する。アリールの具体的な例としては、フェニル、フェニル、４－メ
チルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、ナフチル、アントラニル、及びフェナントレ
ニルが挙げられるが、これらに限定されない。
【００６３】
　本明細書において、「アラルキル」という用語は、アルキルブリッジ（例えば、－アル
キル－（アリール）ｊ、ｊは、１、２、又は３である）を通って結合した、本明細書にお
いて定義される１つ以上のいずれのアリール基を意味する。アラルキルの具体的な例とし
ては、ベンジル（－ＣＨ２－フェニル、即ち、Ｂｎ）、ジフェニルメチル（－ＣＨ２－（
フェニル）２）、及びトリチル（－Ｃ－（フェニル）３）が挙げられるが、これらに限定
されない。
【００６４】
　本明細書において、「ヘテロアリール」という用語は、少なくとも１つのヘテロ原子及
び少なくとも１つの炭素原子を有する、置換されていてもよい単環又は多環芳香族炭化水
素を意味する。幾つかの実施形態においては、前記少なくとも１つのヘテロ原子は、窒素
、酸素、ケイ素、セレン、及び硫黄から選択される。ヘテロアリールの具体的な例として
は、フリル、ベンゾフラニル、チオフェニル、ベンゾチオフェニル、ピロリル、インドリ
ル、イソインドリル、アザインドリル、ピリジル、キノリニル、イソキノリニル、オキサ
ゾリル、イソオキサゾリル、ベンゾオキサゾリル、ピラゾリル、イミダゾリル、ベンズイ
ミダゾリル、チアゾリル、ベンゾチアゾリル、イソチアゾリル、ピリダジニル、ピリミジ
ニル、ピラジニル、トリアジニル、シノリニル、フタラジニル、及びキナゾリニルが挙げ
られるが、これらに限定されない。
【００６５】
　特に記載がない限り、本明細書において、「複素環基」及び「ヘテロシクリル」を含む
、「複素環」という用語及び前記用語のバリアントは、前記少なくとも２つの異なる元素
の環員原子（ｒｉｎｇ　ｍｅｍｂｅｒｓ　ａｔｏｍｓ）として有する置換されていてもよ
い単環又は多環環系を意味し、前記単環又は多環環系は、飽和、不飽和、又は芳香族のい
ずれかである。幾つかの実施形態においては、複素環は、炭素原子及び少なくとも１つの
ヘテロ原子を含む。幾つかの実施形態においては、複素環は、炭素原子、及び窒素、酸素
、ケイ素、セレン、及び硫黄からなる群から選択される少なくとも１つのヘテロ原子を含
み、前記窒素、前記酸素、前記ケイ素、前記セレン、及び前記硫黄のヘテロ原子は、酸化
されていてもよく、前記窒素のヘテロ原子は、四級化されてもよい。複素環としては、フ
リル、ベンゾフラニル、チオフェニル、ベンゾチオフェニル、ピロリル、インドリル、イ
ソインドリル、アザインドリル、ピリジル、キノリニル、イソキノリニル、オキサゾリル
、イソオキサゾリル、ベンゾオキサゾリル、ピラゾリル、イミダゾリル、ベンズイミダゾ
リル、チアゾリル、ベンゾチアゾリル、イソチアゾリル、ピリダジニル、ピリミジニル、
ピラジニル、トリアジニル、シノリニル、フタラジニル、及びキナゾリニルが挙げられる
が、これらに限定されない。したがって、上記で挙げられた芳香族ヘテロアリールに加え
て、複素環としては、モルフォリニル、ピロリジノニル、ピロリジニル、ピペリジニル、
ピペリジニル、ヒダントイニル、バレロラクタミル、オキシラニル、オキセタニル、テト
ラヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロピリジニル、テトラヒドロピリ
ミジニル、テトラヒドロチオフェニル、テトラヒドロチオピラニル、テトラヒドロピリミ
ジニル、テトラヒドロチオフェニル、及びテトラヒドロチオピラニルが挙げられる（ただ
し、これらに限定されない）。
【００６６】
　本明細書において使用される場合、当業者には概して理解されるであろう通り、第一の
「最高被占分子軌道」（ＨＯＭＯ）又は「最低空分子軌道」（ＬＵＭＯ）エネルギー準位
は、第一のエネルギー準位が真空エネルギー準位に近ければ、第二のＨＯＭＯ又はＬＵＭ
Ｏエネルギー準位「よりも大きい」又は「よりも高い」。イオン化ポテンシャル（ＩＰ）
は、真空準位と比べて負のエネルギーとして測定されるため、より高いＨＯＭＯエネルギ
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ー準位は、より小さい絶対値を有するＩＰ（あまり負でないＩＰ）に相当する。同様に、
より高いＬＵＭＯエネルギー準位は、より小さい絶対値を有する電子親和力（ＥＡ）（あ
まり負でないＥＡ）に相当する。頂部に真空準位がある従来のエネルギー準位図において
、材料のＬＵＭＯエネルギー準位は、同じ材料のＨＯＭＯエネルギー準位よりも高い。「
より高い」ＨＯＭＯ又はＬＵＭＯエネルギー準位は、「より低い」ＨＯＭＯ又はＬＵＭＯ
エネルギー準位よりもそのような図の頂部に近いように思われる。
【００６７】
　本明細書において、「三重項エネルギー」という用語は、所定の材料のリン光スペクト
ルにおいて識別可能な最も高いエネルギーの形態に対応するエネルギーを意味する。前記
最も高いエネルギーの形態は、必ずしもリン光スペクトルにおいて最も良好な強度を有す
るピークではなく、例えば、このようなピークの最高エネルギー側ではっきりとしたショ
ルダーの極大値であろう。
ＩＩ．配位子
【００６８】
　１つの態様においては、本発明は、下記の構造式（１ａ）で表される化合物を提供する
。
【化９】

　式中、Ａは、任意の好適な連結基であり；本明細書において、窒素原子Ｎ１及びＮ２で
用いられる整数“１”及び“２”は、分かりやすくするための符号として用いられる以外
に、意味はなく；本明細書において、炭素原子Ｃ１ａ～Ｃ１ｃで用いられる符号“１ａ”
～“１ｃ”は、分かりやすくするための符号として用いられる以外に、意味はなく；Ｒ１

ａ～Ｒ１ｇは、任意の好適な置換基である。Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆが結合している環原子のいず
れか１つは、窒素原子で置換されていてもよく；前記環原子が窒素原子で置換されている
場合、対応しているＲ基は存在しない。
【００６９】
　　構造式（１ａ）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ａは、２個～３個の
連結原子を有する連結基である。構造式（１ａ）で表される化合物の１つの実施形態にお
いては、Ａは、２個～３個の連結原子を有する連結基であり、前記連結原子は、それぞれ
独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。
構造式（１ａ）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立
して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ
、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３

Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール
、又は複素環基からなる群から選択され、Ｒは、任意の好適な置換基である。構造式（１
ａ）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水素
、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）
Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、
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アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素
環基からなる群から選択され、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニ
ル、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及びヘテロアリールから選択
される。構造式（１ａ）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇ

は、独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、
ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ
、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロ
アリール、又は複素環基から選択される。１つの実施形態においては、構造式（１ａ）で
表される化合物は、配位子（Ｌ）を含んでいても含まなくてもよい。１つの実施形態にお
いては、構造式（１ａ）で表される化合物は、配位子（Ｌ）を含む。１つの実施形態にお
いては、構造式（１ａ）で表される化合物は、配位子（Ｌ）を含まない。１つの実施形態
においては、構造式（１ａ）で表される化合物は、置換又は無置換のシクロメタル化され
た配位子である配位子（Ｌ）を含む。
【００７０】
　構造式（１ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して、－
ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｃ
Ｒ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－
、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群か
ら選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、任意の好適な置換基である。構造式（１
ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－
ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ
’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される
連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキ
ル、フェニル、及び置換されたフェニルである。構造式（１ａ）で表される化合物の幾つ
かの実施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’
Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ
’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’
－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’
’は、共に結合し、環を形成する。構造式（１ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態
においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ
’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ
’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ
－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、共に結
合し、飽和環を形成する。構造式（１ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態において
は、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、
－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ
’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、共に結合し、飽
和５員環、又は飽和６員環、又はこれらの組合せを形成する。
【００７１】
　幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物は、三重項励起状態を
有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物、前記化合物が
三重項励起状態にあるとき、連結基Ａは、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化さ
せる。幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物は、５００ｎｍ未満
のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化
合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造
式（１ａ）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有す
る。式（１ａ）の構造で表される化合物の具体例としては、下記に示される化合物（１－
１）～化合物（１－１８１）が挙げられるが、これらに限定されない。
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【００７２】
　他の態様においては、本発明は、構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物
を提供する。
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【化３０】

　式中、Ａ１及びＡ２は、それぞれ第１の連結基であり；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ
２ｆは、任意の好適な置換基であり；構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合
物のＲａｂ及びＲａｃは、ＲａｂとＲａｃとの間、ＲｇａとＲｇｂとの間、又はＲａｂと
Ｒａｃとの間且つＲｇａとＲｇｂとの間に形成される第２の連結基を介して共に結合され
てもよく；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結合している環原子のいずれか１つは、
窒素原子で置換されていてもよく；前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応し
ているＲ基は、存在しない。
【００７３】
　構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
第１の連結基Ａ１及びＡ２は、それぞれ、２個～３個の連結原子を含む。構造式（２ａ）
及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａ１

及びＡ２は、それぞれ、２個～３個の連結原子を含み、前記連結原子は、それぞれ独立し
て、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。幾つか
の実施形態においては、Ａ１及びＡ２は、異なっている。幾つかの実施形態においては、
Ａ１及びＡ２は、同じである。構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾
つかの実施形態においては、Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、独立して、水素、ア
ルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、
Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリ
ール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基
から選択される。構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形
態においては、Ｒａｂ及びＲａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し、独立して
、Ｂ、Ｎ、Ｐ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、又はこれらの組合せからなる群から選択
される１個～３個の連結原子を有する第２の連結基を形成してもよい。１つのこのような
実施形態においては、前記第２の連結基は、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ
、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’’’、－ＣＲＲ’’’－ＣＲＲ’’’－、ＳｉＲＲ
’’’、及びＧｅＲＲ’’’からなる群から選択され、Ｒ又はＲ’’’は、任意の好適な
置換基である。幾つかのこのような実施形態においては、Ｒ又はＲ’’’は、それぞれ独
立して、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、
アリール、及びヘテロアリールから選択される。他のこのような実施形態においては、Ｒ
ａｂ及びＲａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－
ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ
’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される
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、少なくとも２つの連結原子を有する第２の連結基を形成してもよく、Ｒ’及びＲ’’は
、任意の好適な置換基である。第２の連結基の例を、下記に挙げる。
【化３１】

　式中、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、メチル、又はフェニルから選択される。
【００７４】
　構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
第１の連結基Ａ１及びＡ２は、それぞれ独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－
ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’
=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’
Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独
立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニ
ルである、又はＲ’及びＲ’’は、共に結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれ
らの組合せを形成する。
【００７５】
　幾つかの実施形態においては、構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物は
、それぞれ、三重項励起状態を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（２ａ）及



(86) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

40

び構造式（２ｂ）で表される化合物は、それぞれ、三重項励起状態を有し、且つ前記化合
物が前記三重項励起状態にあるとき、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる
連結基Ａ１およびＡ２を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（２ａ）及び構造
式（２ｂ）で表される化合物は、それぞれ、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。
幾つかの実施形態においては、構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物は、
それぞれ、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構
造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物は、それぞれ、４００ｎｍ～５００ｎ
ｍの範囲のピーク発光波長を有する。
【００７６】
　構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
第１の連結基Ａ１及びＡ２は、それぞれ独立して、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ

２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’
－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－
Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立
して、メチル又はフェニルである。構造式（２ａ）及び構造式（２ｂ）で表される化合物
の幾つかの実施形態においては、前記第２の連結基は、ＮＲ、Ｏ、-ＣＨ２-ＣＨ２-、-Ｃ
ＨＲ’-ＣＨＲ’-、-ＣＲ’Ｒ’’’-ＣＨ２-、-ＣＲＲ’’’-ＣＲＲ’’’-、及びこれ
らの組合せから選択される。
【００７７】
　ＲｇａとＲｇｂ及び／又はＲａｂとＲａｃが共に結合して形成される第２の連結基を介
して結合される式（２ａ）及び式（２ｂ）の構造で表される化合物の例としては、下記に
示される化合物（２－１）～化合物（２－３）が挙げられるが、これらに限定されない。
【化３２】

【００７８】
　他の態様においては、本発明は、構造式（３ａ）で表される化合物を提供する。
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【化３３】

　式中、Ａは、第１の連結基であり；Ｌ２及びＬ３は、連結基であり；Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及
びＲ３ａ～Ｒ３ｆは、任意の好適な置換基であり；Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、及びＲ３ｄ

の任意の組合せは、結合して１つ以上の縮合環を形成してもよく；Ｌ２及びＲ１ｆ、Ｌ２

及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ１ｆとＲ３ａの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以
上の縮合環を形成してもよく；Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃと
Ｒ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよく；Ｒ１

ｂ～Ｒ１ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されていてもよく；
前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基は、存在しない。
【００７９】
　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
２個～３個の連結原子を有する。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態に
おいては、第１の連結基Ａは、２個～３個の連結原子を有し、前記連結原子は、それぞれ
独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。
構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＬ３は、独立
して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ─Ｏ、Ｓ─Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、
ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択され、Ｒ又はＲ’は、それぞれ、任意の
好適な置換基である。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ、及びＲ’は、それぞれ独立して、水素、アルキル
、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ
）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、
ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基からな
る群から選択される。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、共に結合して、縮合
環を形成してもよい。Ｌ２及びＲ１ｆ、又はＬ２及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ３ａとＲ１

ｆの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。Ｌ３及び
Ｒ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ
、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ１

ｆは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形
態においては、Ｌ２及びＲ３ａは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成
してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ３ａとＲ１ｆの両方は、結合して
、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、
Ｌ３及びＲ３ｄは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾
つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃは、結合して、１つ以上の縮合環を形成して
もよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１
つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。
【００８０】
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　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ
’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－Ｓｉ
Ｒ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－
からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有
するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又はＲ’及びＲ’’は、共に
結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する。
【００８１】
　幾つかの実施形態においては、構造式（３ａ）で表される化合物は、三重項励起状態を
有する。幾つかの実施形態においては、構造式（３ａ）で表される化合物は、三重項励起
状態を有し、且つ前記化合物が前記三重項励起状態にあるとき、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結
合を開裂から安定化させる連結基Ａを有する。幾つかの実施形態においては、構造式（３
ａ）で表される化合物は、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態
においては、構造式（３ａ）で表される化合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有
する。幾つかの実施形態においては、構造式（３ａ）で表される化合物は、４００ｎｍ～
５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する。
【００８２】
　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ
’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、
－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及び－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ
－から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、メチル又はフェニルである。構造式（３
ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＬ３は、独立して、ＢＲ
、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧ
ｅＲＲ’からなる群から選択される。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形
態においては、Ｒ１ｆ又はＲ３ａ及びＲ又はＲ’は、共に結合して縮合環を形成する。構
造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ３ｃ又はＲ３ｄ及びＲ
又はＲ’は、共に結合して縮合環を形成する。
【００８３】
　式（３ａ）の構造で表される化合物の例としては、下記に示される化合物（３－１）～
化合物（３－６）が挙げられるが、これらに限定されない。
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【化３４】

ＩＩＩ．有機金属化合物
【００８４】
　本開示は、有機金属化合物の幾つかの実施形態を提供する。幾つかの実施形態において
は、前記化合物は、発光ドーパントであることができる。幾つかの実施形態においては、
前記化合物は、リン光、蛍光、熱活性化遅延蛍光、即ちＴＡＤＦ（Ｅ型遅延蛍光とも言わ
れる）、三重項－三重項消滅、又はこれらの過程の組合せを介して、発光を生成すること
ができる。
【００８５】
　１つの態様においては、本発明は、構造式（１）で表される化合物を提供する。
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【化３５】

　式中、Ｍは、４０超の原子量を有する金属であり、ｎは、少なくとも１の値を有し、ｍ
＋ｎは、前記金属と結合することができる配位子の最大数であり；Ａは、任意の好適な連
結基であり；Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、任意の好適な置換基である。Ｒ１ｂ～Ｒ１ｇが結合して
いる環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されていてもよく、前記環原子が窒素原子
で置換されている場合、対応しているＲ基は存在しない。幾つかの実施形態においては、
Ｍは、周期表７族～１１族の遷移金属から選択される金属を表す。幾つかの実施形態にお
いては、Ｍは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジ
ウム、白金、及び金から選択される金属を表す。幾つかの好ましい実施形態においては、
Ｍは、イリジウム（Ｉｒ）を表し、ｎは、２又は３であり；ｍは、０又は１であり；ｍ＋
ｎは、３である。
【００８６】
　構造式（１）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ａは、２個～３個の連結
原子を有する連結基である。構造式（１）で表される化合物の１つの実施形態においては
、Ａは、２個～３個の連結原子を有する連結基であり、前記連結原子は、それぞれ独立し
て、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。構造式
（１）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’
’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’
－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’
Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され
る連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、任意の好適な置換基である。構造式（１）で表され
る化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’
’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、
－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、
－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり
、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル
、及び置換されたフェニルである。構造式（１）で表される化合物の幾つかの実施形態に
おいては、Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’
Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’
’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－
ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、共に結合
し、環を形成する。構造式（１）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは
、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’
Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－Ｓ
ｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’
－からなる群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、共に結合し、飽和環を形
成する。構造式（１）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ａは、独立して
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、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、
－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’
’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる
群から選択される連結基であり、Ｒ’及びＲ’’は、共に結合し、飽和５員環、又は飽和
６員環、又はこれらの組合せを形成する。
【００８７】
　幾つかの好ましい実施形態においては、Ａは、アルキレン基である。幾つかの実施形態
においては、Ａは、メチレン、ジメチレン、及びトリメチレンから選択されるアルキレン
基である。幾つかの好ましい実施形態においては、Ａは、独立して、－ＣＨ２－Ｓｉ（Ｃ
Ｈ３）２－、－ＣＨ２－Ｓｉ（Ｐｈ）２－、－ＣＨ２－Ｓｉ（ＣＨ３）２－、－ＣＨ２－
ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－Ｃ（ＣＨ３）２－Ｃ（ＣＨ３）２－、－ＣＨ
（ＣＨ３）－ＣＨ（ＣＨ３）－、－Ｃ（Ｐｈ）２－Ｃ（Ｐｈ）２－、－ＣＨ（Ｐｈ）－Ｃ
Ｈ（Ｐｈ）－、及び－ＣＨ２－ＣＨ（Ｐｈ）２－からなる群から選択される。幾つかの好
ましい実施形態においては、Ａは、下記からなる群から選択される。

【化３６】

【００８８】
　構造式（１）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立
して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ
、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３

Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール
、又は複素環基からなる群から選択され、Ｒは、任意の好適な置換基である。構造式（１
）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水素、
アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ
、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、ア
リール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環
基からなる群から選択され、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル
、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及びヘテロアリールから選択さ
れる。構造式（１）で表される化合物の１つの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、
独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ

２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、Ｓ
Ｏ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリ
ール、又は複素環基から選択される。１つの実施形態においては、構造式（１）で表され
る化合物は、配位子（Ｌ）を含んでいても含まなくてもよい。１つの実施形態においては
、構造式（１）で表される化合物は、配位子（Ｌ）を含む。１つの実施形態においては、
構造式（１）で表される化合物は、配位子（Ｌ）を含まない。１つの実施形態においては
、構造式（１）で表される化合物は、置換又は無置換のシクロメタル化された配位子であ
る配位子（Ｌ）を含む。
【００８９】
　幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物は、三重項励起状態を有
する。幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物、連結基Ａは、前記
化合物が前記三重項励起状態にあるとき、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化さ
せる。幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合物は、５００ｎｍ未満



(92) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１）で表される化合
物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式
（１）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する。
【００９０】
　構造式（１）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、連結基Ａは、-ＣＨ２-
ＣＨ２-、-ＣＨ２-ＣＨ２-ＣＨ２-、-ＣＨＲ’-ＣＨＲ’’-、-ＣＲ’Ｒ’’-ＣＨ２-、-
ＣＲ’Ｒ’’-ＣＲ’Ｒ’’-、-ＣＨ２-ＣＨ２-ＣＨ２-、-ＣＨ２-Ｓ-、-Ｓ-ＣＨ２-、-
Ｏ-ＳｉＲ’Ｒ’’-、-ＳｉＲ’Ｒ’’-Ｏ-から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して
、メチル又はフェニルである。
【００９１】
　配位子Ｌは、金属Ｍと結合する配位子を表す。幾つかの実施形態においては、配位子Ｌ
と金属Ｍとの間に形成された結合は、共有結合、イオン結合、又は配位結合である。幾つ
かの実施形態においては、配位子Ｌは、ヘテロ原子を介して金属と配位する。幾つかの実
施形態においては、配位子Ｌは、窒素、酸素、硫黄からなる群から選択されるヘテロ原子
と炭素原子を介して金属Ｍと配位する。幾つかの実施形態においては、配位子Ｌは、窒素
、酸素からなる群から選択されるヘテロ原子、と炭素原子を介して金属Ｍと配位する。
【００９２】
　幾つかの実施形態においては、配位子Ｌと金属Ｍとの間に形成された結合は、共有結合
、イオン結合、又は配位結合である。幾つかの実施形態においては、配位子Ｌと金属Ｍと
の間に形成された結合は、イオン性である。幾つかの実施形態においては、配位子Ｌは、
アニオン配位子（即ち、少なくとも１つの配位子のアニオンと金属が結合する配位子）で
ある。幾つかの実施形態においては、配位子Ｌは、少なくとも１つのアニオン基を含む。
幾つかの実施形態においては、配位子Ｌは、１個～３個のアニオンを含む。幾つかの実施
形態においては、配位子Ｌは、２個のアニオンを含む。幾つかの実施形態においては、配
位子Ｌは、１個のアニオンを含む。
【００９３】
　幾つかの実施形態においては、前記結合は、炭素原子を介して配位子Ｌと金属Ｍとの間
に形成される。炭素原子を介して金属Ｍと結合する配位子の例としては、イミノ配位子、
芳香族炭素環配位子（ベンゼン－、ナフタレン－、アントラセン－、フェナントラセン－
系配位子等）、複素環配位子（チオフェン－、ピリジン－、ピラジン－、ピリミジン－、
チアゾール－、オキサゾール－、ピロール－、イミダゾール－、ピラゾール－系配位子、
及びこれらの環の組合せのいずれかを含む縮合環に基づく配位子等）が挙げられるが、こ
れらに限定されない。
【００９４】
　幾つかの実施形態においては、配位子Ｌと金属Ｍとの間に形成される結合は、窒素原子
を介する。窒素原子を介して金属Ｍと結合する配位子の例としては、含窒素複素環（ピリ
ジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、チアゾール、オキサゾール、ピ
ロール、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾール、オキサジアゾール、及びチアジアゾ
ール配位子、及び複素環の組合せのいずれかを有する縮合環等）、アルキルアミノ配位子
（テトラメチルエチレンジアミン等）、アリールアミノ配位子（フェニルアミノ等）、ア
シルアミノ配位子（アセチルアミノ、ベンゾイルアミノ等）、アルコキシカルボニルアミ
ノ配位子（メトキシカルボニルアミノ等）、アリールオキシカルボニルアミノ配位子（フ
ェニルオキシカルボニルアミノ等）、スルホニルアミノ配位子（メタンスルホニルアミノ
、ベンゼンスルホニルアミノ等）、及びイミノ配位子が挙げられるが、これらに限定され
ない。
【００９５】
　幾つかの実施形態においては、配位子Ｌと金属Ｍとの間に形成される結合は、酸素原子
を介する。酸素原子を介して金属Ｍと結合する配位子の例としては、アルコキシ配位子（
メトキシ、エトキシ、ブトキシ、２－エチルヘキシルオキシ等）、アリールオキシ配位子
（フェニルオキシ、１－ナフチルオキシ、２－ナフチルオキシ等）、複素環オキシ配位子
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（ピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシ等）、アシルオ
キシ配位子（アセトキシ、ベンゾイルオキシ等）、シリルオキシ配位子（トリメチルシリ
ルオキシ、トリフェニルシリルオキシ）、カルボニル配位子（ケトン配位子、エステル配
位子、アミド配位子等）、及びエーテル配位子（ジアルキルエーテル配位子、ジアリール
エーテル配位子、フリル配位子等）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００９６】
　幾つかの実施形態においては、配位子Ｌと金属Ｍとの間に形成される結合は、硫黄原子
を介する。硫黄原子を介して金属Ｍと結合する配位子の例としては、アルキルチオ配位子
（メチルチオ、エチルチオ等）、アリールチオ配位子（フェニルチオ等）、複素環チオ配
位子（ピリジルチオ、２－ベンズイミダゾリルチオ、２－ベンズオキサゾリルチオ、２－
ベンズチアゾリルチオ等）、チオカルボニル配位子（チオケトン配位子、チオエステル配
位子等）、及びチオエーテル配位子（ジアルキルチオエーテル配位子、ジアリールチオエ
ーテル配位子、チオフリル配位子等）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００９７】
　幾つかの実施形態においては、配位子Ｌは、芳香族炭素環配位子、アルキルオキシ配位
子、アリールオキシ配位子、エーテル配位子、アルキルチオ配位子、アリールチオ配位子
、アルキルアミノ配位子、アリールアミノ配位子、アシルアミノ配位子、及び含窒素複素
環配位子（ピリジン－、ピラジン－、ピリミジン－、ピリダジン－、トリアジン－、チア
ゾール－、オキサゾール－、ピロール－、イミダゾール－、ピラゾール－、トリアゾール
－、オキサジアゾール－、及びチアジアゾール配位子－、キノリン－、ベンズオキサゾー
ル－、ベンズイミダゾール－系配位子等）であることが好ましい。幾つかの実施形態にお
いては、配位子Ｌは、芳香族炭素環配位子、アリールオキシ配位子、アリールチオ配位子
、アリールアミノ配位子、ピリジン配位子、ピラジン配位子、イミダゾール配位子、これ
らの配位子のいずれかを含む縮合配位子（キノリン、キノキサリン、ベンズイミダゾール
配位子等）であることがより好ましい。幾つかの好ましい実施形態においては、配位子Ｌ
は、芳香族炭素環配位子、アリールオキシ配位子、アリールチオ配位子、又はアリールア
ミノ配位子である。
【００９８】
　幾つかの実施形態においては、配位子Ｌは、金属Ｍと配位結合を形成する。金属Ｍと配
位結合を形成する配位子Ｌの例としては、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、トリ
アジン環、チアゾール環、オキサゾール環、ピロール環、トリアゾール環、これらの環の
いずれかを含む縮合環（キノリン、ベンズオキサゾール、ベンズイミダゾール、及びイン
ドレニン環等）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００９９】
　幾つかの実施形態においては、配位子Ｌとの間に形成された結合は、単座である。幾つ
かの実施形態においては、配位子Ｌとの間に形成された結合は、二座、三座、又は四座で
ある。配位子Ｌのより具体的な例としては、ハロゲン配位子、１，３－ジケトン配位子（
アセチルアセトン配位子等）、ピリジン配位子を含むモノアニオン性二座配位子（ピコリ
ン酸、２－（２－ヒドロキシフェニル）－ピリジン配位子等）が挙げられるが、これらに
限定されない。
【０１００】
　幾つかの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、それぞれ独立して、水素原子又は任
意の好適な置換基を表す。好適な置換基の例としては、アルキル基（好ましくは、１個～
３０個の炭素原子、より好ましくは１個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、１個～１
０個の炭素原子、メチル、エチル、イソ－プロピル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｎ－オクチル、
ｎ－デシル、ｎ－ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル等）
、アルケニル基（好ましくは、２個～３０個の炭素原子、より好ましくは、２個～２０個
の炭素原子、特に好ましくは、２個～１０個の炭素原子、ビニル、アリル、２－ブテニル
、３－ペンテニル等）、アルキニル基（好ましくは、２個～３０個の炭素原子、より好ま
しくは、２個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、２個～１０個の炭素原子、プロパギ
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ル、３－ペンチニル等）、アリール基（好ましくは、６個～３０個の炭素原子、より好ま
しくは、６個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、６個～１２個の炭素原子、フェニル
、ｐ－メチルフェニル、ナフチル、アントラニル等）、アミノ基（好ましくは、０個～３
０個の炭素原子、より好ましくは、０個～の炭素原子、特に好ましくは、０個～１０個の
炭素原子、アミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノ
、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノ等）、アルコキシ基（好ましくは、１個～３０個の
炭素原子、より好ましくは、１個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、１個～１０個の
炭素原子、メトキシ、エトキシ、ブトキシ、２－エチルヘキシルオキシ等）、アリールオ
キシ基（好ましくは、６個～３０個の炭素原子、より好ましくは、６個～２０個の炭素原
子、特に好ましくは、６個～１２個の炭素原子、フェニルオキシ、１－ナフチルオキシ、
２－ナフチルオキシ等）、複素環オキシ基（好ましくは、１個～３０個の炭素原子、より
好ましくは、１個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、１個～１２個の炭素原子、ピリ
ジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシ等）、アシル基（好ま
しくは、１個～３０個の炭素原子、より好ましくは、１個～２０個の炭素原子、特に好ま
しくは、１個～１２個の炭素原子、アセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイル等）、
アルコキシカルボニル基（好ましくは、２個～３０個の炭素原子、より好ましくは、２個
～２０個の炭素原子、特に好ましくは、２個～１２個の炭素原子、メトキシカルボニル、
エトキシカルボニル等）、アリールオキシカルボニル基（好ましくは、７個～３０個の炭
素原子、より好ましくは、７個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、７個～１２個の炭
素原子、フェニルオキシカルボニル等）、アシルオキシ基（好ましくは、２個～３０個の
炭素原子、より好ましくは、２個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、２個～１０個の
炭素原子、アセトキシ、ベンゾイルオキシ等）、アシルアミノ基（好ましくは、２個～３
０個の炭素原子、より好ましくは、２個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、２個～１
０個の炭素原子、アセチルアミノ、ベンゾイルアミノ等）、アルコキシカルボニルアミノ
基（好ましくは、２個～３０個の炭素原子、より好ましくは、２個～２０個の炭素原子、
特に好ましくは、２個～１２個の炭素原子、メトキシカルボニルアミノ等）、アリールオ
キシカルボニルアミノ基（好ましくは、７個～３０個の炭素原子、より好ましくは、７個
～２０個の炭素原子、特に好ましくは、７個～１２個の炭素原子、フェニルオキシカルボ
ニルアミノ等）、スルホニルアミノ基（好ましくは、１個～３０個の炭素原子、より好ま
しくは、１個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、１個～１２個の炭素原子、メタンス
ルホニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノ等）、スルファモイル基（好ましくは、０個
～３０個の炭素原子、より好ましくは、０個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、０個
～１２個の炭素原子、スルファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファモイル
、フェニルスルファモイル等）、カルバモイル基（好ましくは、１個～３０個の炭素原子
、より好ましくは、１個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、１個～１２個の炭素原子
、カルバモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイル等
）、アルキルチオ基（好ましくは、１個～３０個の炭素原子、より好ましくは、１個～２
０個の炭素原子、特に好ましくは、１個～１２個の炭素原子、メチルチオ、エチルチオ等
）、アリールチオ基（好ましくは、６個～３０個の炭素原子、より好ましくは、６個～２
０個の炭素原子、特に好ましくは、６個～１２個の炭素原子、フェニルチオ等）、複素環
チオ基（好ましくは、１個～３０個の炭素原子、より好ましくは、１個～２０個の炭素原
子、特に好ましくは、１個～１２個の炭素原子、ピリジルチオ、２－ベンズイミダゾリル
チオ、２－ベンズオキサゾリルチオ、２－ベンズチアゾリルチオ等）、スルフォニル基（
好ましくは、１個～３０個の炭素原子、より好ましくは、１個～２０個の炭素原子、特に
好ましくは、１個～１２個の炭素原子、メシル、トシル等）、スルフィニル基（好ましく
は、１個～３０個の炭素原子、より好ましくは、１個～２０個の炭素原子、特に好ましく
は、１個～１２個の炭素原子、メタンスルフィニル、ベンゼンスルフィニル等）、ウレイ
ド基（好ましくは、１個～３０個の炭素原子、より好ましくは、１個～２０個の炭素原子
、特に好ましくは、１個～１２個の炭素原子、ウレイド、メチルウレイド、フェニルウレ
イド等）、リン酸アミド基（好ましくは、１個～３０個の炭素原子、より好ましくは、１
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個～２０個の炭素原子、特に好ましくは、１個～１２個の炭素原子、ジエチルホスホアミ
ド、フェニルホスホアミド等）、水酸基、メルカプト基、ハロゲン原子（フッ素、塩素、
臭素、ヨウ素等）、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、複素環基（好ましくは、１個～３０個の炭素
原子、より好ましくは、１個～１２個の炭素原子、窒素、酸素、硫黄等のヘテロ原子を含
み、具体的には、イミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジル、
モルフォリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリル、カルバゾ
リル、アゼピニル等）、シリル基（好ましくは、３個～４０個の炭素原子、より好ましく
は、３個～３０個の炭素原子、特に好ましくは、３個～２４個の炭素原子、トリメチルシ
リル、トリフェニルシリル等）、及びシリルオキシ基（好ましくは、３個～４０個の炭素
原子、より好ましくは、３個～３０個の炭素原子、特に好ましくは、３個～２４個の炭素
原子、トリメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシ）が挙げられるが、これらに
限定されない。幾つかの実施形態においては、これらの置換基のいずれかは、他の置換基
によって更に置換されていてもよい。
【０１０１】
　式（１）の構造で表される化合物の具体例としては、下記に示される化合物１～化合物
９８が挙げられるが、これらに限定されない。
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【化４８】

【０１０２】
　幾つかの態様において、本発明に係る化合物は、下記の構造式（２）の構造で表される
。

【化４９】
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　Ｍは、任意の好適な金属であり；Ａ１及びＡ２は、それぞれ第１の連結基であり；Ｒ１

ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、任意の好適な置換基であり；Ｒａｂ及びＲａｃ又はＲ
ｇａ及びＲｇｂは、共に結合して、第２の連結基を形成することができる置換基であり；
本明細書中において特段の記載がない限り、又は文脈から明らかでなければ、Ｒ１ｂ～Ｒ
１ｆは、それぞれ、構造式（１）中のＲ１ｂ～Ｒ１ｆに定義されるものと同じ意味を有し
；本明細書中において特段の記載がない限り、又は文脈から明らかでなければ、Ｒ２ｂ～
Ｒ２ｆは、それぞれ、構造式（１）中のＲ１ｂ～Ｒ１ｆに定義されるものと同じ意味を有
し；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、それぞれ独立して、構造式（１）中のＲ１ｂ

～Ｒ１ｆの選択肢から選択される値を有する。Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結合
している環原子のいずれか１つは、窒素原子で置換されていてもよく、前記環原子が窒素
原子で置換されている場合、対応しているＲ基は、存在しない。構造式（２）で表される
化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、独立して
、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ
（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、
ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又
は複素環基からなる群から選択され、Ｒは、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニ
ル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及びヘテロアリールを含む任意の好適な基
である。本明細書中において特段の記載がない限り、又は文脈から明らかでなければ、Ｍ
は、構造式（１）のＭと同じ意味を有する。構造式（２）で表される化合物の幾つかの好
ましい実施形態においては、Ｍは、白金（Ｐｔ）である。
【０１０３】
　式（２）の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａ１及びＡ２は、それぞれ２個
～３個の連結原子を含む。構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては
、第１の連結基Ａ１及びＡ２は、２個～３個の連結原子を含み、前記連結原子は、それぞ
れ、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。幾つか
の実施形態においては、Ａ１及びＡ２は、異なっている。幾つかの実施形態においては、
Ａ１及びＡ２は、同じである。
【０１０４】
　構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａ１及び
Ａ２は、それぞれ独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’
Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’
’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－
ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～６
個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又はＲ’及
びＲ’’は、共に結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する
。
【０１０５】
　構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａ１及び
Ａ２は、それぞれ、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－Ｃ
ＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－
ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－Ｓｉ
Ｒ’Ｒ’’－Ｏ－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、メチル又はフ
ェニルである。
【０１０６】
　構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒａｂ及びＲａｃ及び
／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し、それぞれ独立して、１個～３個の連結原子を有
する第２の連結基を形成することができ、前記連結原子は、それぞれ独立して、Ｂ、Ｎ、
Ｐ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、又はこれらの組合せからなる群から選択されること
ができる。構造式（２）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒａｂ及びＲ
ａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ
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、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’’’、-ＣＲＲ’’’-ＣＲＲ’’’-、Ｓｉ
ＲＲ’’’、及びＧｅＲＲ’’’からなる群から選択される第２の連結基を形成し、Ｒ又
はＲ’’’は、それぞれ、任意の好適な基である。幾つかのこのような実施形態において
は、Ｒ又はＲ’’’は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニ
ル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及びヘテロアリールから選択される。構造
式（２）で表される化合物の幾つかの他の実施形態においては、Ｒａｂ及びＲａｃ、及び
／又はＲｇａ及びＲｇｂは、共に結合し、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、
－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ
’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ
’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択される、少なくとも２つの
連結原子を有する第２の連結基を形成してもよく、Ｒ’及びＲ’’は、任意の好適な置換
基である。第２の連結基の例を、下記に挙げる。
【化５０】

　式中、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、メチル、又はフェニルから選択される。
【０１０７】
　幾つかの実施形態においては、構造式（２）で表される化合物は、三重項励起状態を有
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する。幾つかの実施形態においては、構造式（２）で表される化合物は、三重項励起状態
を有し、且つ前記化合物が前記三重項励起状態にあるとき、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を
開裂から安定化させる連結基を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（２）で表
される化合物は、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態において
は、構造式（２）で表される化合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つ
かの実施形態においては、構造式（２）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍの
範囲のピーク発光波長を有する。式（１）の構造で表される化合物の具体例としては、下
記に示される化合物９９及び化合物１００が挙げられるが、これらに限定されない。
【化５１】

【０１０８】
　幾つかの態様においては、本発明に係る化合物は、下記の構造式（３）で表される。
【化５２】

　Ｍは、任意の好適な金属であり；Ａは、第１の連結基であり；Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及びＲ３

ａ～Ｒ３ｇは、任意の好適な置換基であり；Ｌ２及びＬ３は、連結基であり；隣接するＲ
１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、及びＲ３ｄは、共に結合して、１つ以上の縮合環を形成してよく
；Ｌ２及びＲ１ｆ、又はＬ２及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ３ａとＲ１ｆの両方は、結合し
て、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよく；Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ
３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮
合環を形成してもよく；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結合している環原子のいず
れか１つは、窒素原子で置換されていてもよく；前記環原子が窒素原子で置換されている
場合、対応しているＲ基は、存在しない。Ｌ２及びＲ１ｆ、又はＬ２及びＲ３ａ、又はＬ
２及びＲ３ａとＲ１ｆの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成し
てもよい。Ｌ３及びＲ３ｃ、又はＬ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃ及びＲ３ｄの両方
は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態
においては、Ｌ２及びＲ１ｆは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成し
てもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ３ａは、結合して、１つ、２つ、又
はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ３ａと
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Ｒ１ｆの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つ
かの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｄは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮
合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃは、結合して、１
つ以上の縮合環を形成してもよい。Ｌ３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ、
２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。
【０１０９】
　本明細書中において特段の記載がない限り、又は文脈から明らかでなければ、Ｍは、構
造式（１）中のＭと同じ意味を有する。構造式（２）で表される化合物の幾つかの好まし
い実施形態においては、Ｍは、白金（Ｐｔ）である。構造式（３）で表される化合物の幾
つかの好ましい実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及びＲ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ及びＲ’は
、それぞれ独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、Ｃ
Ｆ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、
ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換された
ヘテロアリール、又は複素環基から選択される。構造式（３）で表される化合物の幾つか
の好ましい実施形態においては、隣接する２つの置換基Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ

、Ｒ、及びＲ’は、共に結合して、縮合環を形成してもよい。構造式（３）で表される化
合物の幾つかの好ましい実施形態においては、第１の連結基Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ
’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’
’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ
’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択さ
れ、Ｒ’及びＲ’は、独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル
、及び置換されたフェニルである、又はＲ’及びＲ’’は、共に結合し、飽和５員環、又
は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する。構造式（３）で表される化合物の幾つか
の実施形態においては、Ｌ２及びＬ３は、独立して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ
、Ｓｅ、Ｃ─Ｏ、Ｓ─Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群か
ら選択される。
【０１１０】
　式（１）の構造で表される化合物の具体例としては、下記に示される化合物１０１～化
合物１０９が挙げられるが、これらに限定されない。
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【化５３】

【化５４】
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【０１１１】
　本発明の様々な実施形態によれば、金属錯体は、数多くの望ましい特徴を示す。幾つか
の実施形態においては、構造式（１）～（３）で表される金属錯体は、高い量子効率、狭
いスペクトル幅、及び／又は可視域又は近赤外域等、波長の望ましい幅において位置する
ピーク発光波長を有するフォトルミネセンスを示すことができる。また、これらのフォト
ルミネセンスの特徴は、励起波長の広い幅にわたり、比較的不変であることができる。幾
つかの実施形態においては、構造式（１）～（３）で表される金属錯体は、バンドギャッ
プエネルギー及び電気伝導率に関する等、他の望ましい特徴を有することができる。また
、構造式（１）～（３）で表される金属錯体は、市販の出発物質から安価に且つ容易に合
成できるところも有利な点である。
【０１１２】
　幾つかの実施形態においては、式（１）、（２）、又は（３）の構造で表される金属錯
体は、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、式（１
）、（２）、又は（３）の構造で表される金属錯体は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長
を有する。幾つかの実施形態においては、式（１）、（２）、又は（３）の構造で表され
る金属錯体は、４００ｎｍ～５００ｎｍ（含む）のピーク発光波長を有する。
【０１１３】
　幾つかの実施形態においては、構造式（１）、（２）、又は（３）で表される金属錯体
は、三重項励起状態、及び前記化合物が三重項励起状態にあるとき、下記に示されるＮ２

とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる連結基Ａを有する。
【化５５】

【０１１４】
　したがって、幾つかの実施形態においては、構造式（１）、（２）、又は（３）で表さ
れる金属錯体は、リン光発光物質である。幾つかの実施形態においては、構造式（１）、
（２）、又は（３）で表される金属錯体は、蛍光発光物質である。幾つかの実施形態にお
いては、構造式（１）、（２）、又は（３）で表される金属錯体は、蛍光発光物質及びリ
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ン光発光物質の両方である。
【０１１５】
　構造式（１）～（３）で表される金属錯体は、電流によって励起し、光を発光する材料
の性質を利用する有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）等の使用に好適である。したがって、
幾つかの態様においては、本発明は、構造式（１）、（２）、又は（３）で表される少な
くとも１つの金属錯体を含む有機発光材料を提供する。幾つかの実施形態においては、本
発明は、構造式（１）、（２）、又は（３）で表される化合物から少なくとも２つの金属
錯体を含む有機発光材料を提供する。
【０１１６】
　本発明の様々な実施形態によれば、有機発光材料は、数多くの望ましい特徴を示す。幾
つかの実施形態においては、前記有機発光材料は、高い量子効率、狭いスペクトル幅、及
び可視域又は近赤外域等、波長の望ましい幅において位置するピーク発光波長を有するフ
ォトルミネセンスを示すことができる。また、これらのフォトルミネセンスの特徴は、励
起波長の広い幅にわたり、比較的不変であることができる。前記有機発光材料は、バンド
ギャップエネルギー及び電気伝導率に関する等、他の望ましい特徴を有することができる
。また、消費者製品及び照明パネル等を含む様々な応用において使用するために、前記有
機発光材料は、安価で容易に形成することができる所が有利な点である。
【０１１７】
　幾つかの実施形態においては、本発明の発光材料中のフォトルミネセンス物質の量（例
えば、構造式（１）、（２）、又は（３）で表される金属錯体等）は、前記発光材料を含
む発光層の全質量に対して、０．１質量％～５０質量％（含む）である。幾つかの実施形
態においては、本発明の発光材料中のフォトルミネセンス物質の量は、前記発光材料を含
む発光層の全質量に対して、０．３質量％～４０質量％（含む）である。幾つかの実施形
態においては、本発明の発光材料中のフォトルミネセンス物質の量は、前記発光材料を含
む発光層の全質量に対して、０．５質量％～３０質量％（含む）である。
ＩＶ．デバイス
【０１１８】
　幾つかの態様においては、本発明は、構造式（１）、（２）、又（３）で表される少な
くとも１つの金属錯体を含む有機エレクトロルミネセンスデバイスを提供する。幾つかの
実施形態においては、本発明の有機エレクトロルミネセンスデバイスは、第１の有機発光
デバイスを含み、前記第１の有機発光デバイスは、アノードと；カソードと；前記アノー
ドと前記カソードとの間に配置され、構造式（１）、（２）、又（３）で表される少なく
とも１つの金属錯体を含む有機層と、を更に含む。前記有機エレクトロルミネセンスデバ
イスの幾つかの好ましい実施形態においては、前記有機層は、ホスト材料を更に含む。前
記有機エレクトロルミネセンスデバイスの幾つかの好ましい実施形態においては、前記ホ
スト材料は、有機化合物を含む。前記有機エレクトロルミネセンスデバイスの幾つかの好
ましい実施形態においては、前記ホスト材料は、カルバゾール、ジベンゾチオフェン、ジ
ベンゾフラン、アザカルバゾール、アザ－ジベンゾチオフェン、及びアザ－ジベンゾフラ
ンからなる群から選択される少なくとも１つの基を含む分子を有する有機化合物を含む。
【０１１９】
　一般的には、本発明の有機エレクトロルミネセンスデバイス中の使用に好適な有機層は
、例えば、前記有機エレクトロルミネセンスデバイスの適用及び目的に応じて、好適な層
の構成のいずれも有することができる。したがって、前記有機エレクトロルミネセンスデ
バイスの幾つかの実施形態においては、前記有機層は、透明電極又は半導体電極上に形成
される。幾つかのこのような実施形態においては、前記有機層は、前記透明電極又は前記
半導体電極のフロント表面或いは好適な表面のいずれかに形成される。また、前記有機エ
レクトロルミネセンスデバイスの適用及び目的に応じて、前記有機層の好適な形状、大き
さ、及び／又は厚みを採用することができる。基板、カソード、アノード、及び有機層を
有する本発明の有機エレクトロルミネセンスデバイスの構成の具体的な例としては、下記
が挙げられるが、これらに限定されない。
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（Ａ）アノード／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／カソード；
（Ｂ）アノード／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／カソード；
（Ｃ）アノード／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／電子注入層／カソード
；
（Ｄ）アノード／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／カソード
；
（Ｅ）アノード／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／電子注入
層／カソード；
【０１２０】
　基板、カソード、及びアノードを含む有機エレクトロルミネセンスデバイスの追加のデ
バイス構成は、特許公報第２００８－２７０７３６号に記載される。
【０１２１】
＜基板＞
【０１２２】
　本発明の有機エレクトロルミネセンスデバイスに利用できる好適な基板は、有機層から
照射される光を散乱させない、又は減少させない基板であることが好ましい。幾つかの実
施形態においては、前記基板は、優れた耐熱性、寸度安定性、耐溶剤性、絶縁性、及び／
又は加工性を示す有機材料からなることが好ましい。
【０１２３】
　本発明の使用に好適な基板は、有機化合物層から発する光を散乱させない又は減少させ
ない基板が好ましい。前記基板の材料の具体的な例としては、ジルコニア安定化イットリ
ア（ＹＳＺ）及びガラス等の無機材料；ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンフタ
レート、及びポリエチレンナフタレート等のポリエステル；及びポリスチレン、ポリカー
ボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアリーレート、ポリイミド、ポリシクロオレフィ
ン、ノルボルネン樹脂、及びポリクロロトリフルオロエチレン等の有機材料が挙げられる
が、これらに限定されない。
【０１２４】
　幾つかの実施形態においては、前記基板として、ガラスが用いられる場合、無アルカリ
ガラスが使われることが好ましい。好適な無アルカリガラスの具体的な例としては、２０
１３年９月１２日に出版された、川口貴弘による米国特許出願公開第２０１３／０２３７
４０１号において確認される。幾つかの実施形態においては、前記基板として、ソーダ石
灰ガラスが用いられる場合、シリカなどのバリアコートが施されているガラスを用いるこ
とが好ましい。幾つかの実施形態においては、前記基板として、有機材料が用いられる場
合、耐熱性、寸度安定性、耐溶剤性、絶縁性、及び加工性に優れた特性の１つ以上を有す
る材料を用いることが好ましい。
【０１２５】
　一般的には、基板の形状、構造、大きさ等に関して特に限定はないが、これらの性質の
いずれも発光素子の適用、目的などに応じて、好適に選択されることができる。一般的に
は、基板の形状としては、プレート状の基板が好ましい。基板の構造としては、単層構造
又は積層構造であることができる。更に、基板は、１つの部材又は２つ以上の部材から形
成されることができる。
【０１２６】
　前記基板は、透明及び無色、又は透明及び有色であることができるが、前記基板は有機
発光層から発する光を散乱及び減少させない基板という観点から、透明及び無色であるこ
とが好ましい。幾つかの実施形態においては、水蒸気透過防止層（ガスバリア層）を前記
基板のフロント表面又は下面表面に設けることができる。前記水蒸気透過防止層（ガスバ
リア層）の材料としては、窒化ケイ素及び酸化ケイ素等の無機物質が挙げられるが、これ
らに限定されない。前記水蒸気透過防止層（ガスバリア層）は、例えば、高周波スパッタ
リング法等に従って作製されることができる。
【０１２７】
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　熱可塑性基板に適用する場合、必要に応じて、ハードコート層又はアンダーコート層を
更に設けることができる。
【０１２８】
＜アノード＞
【０１２９】
　アノードはいずれも、正孔を有機層に供給する電極として機能するのであれば、本発明
の有機エレクトロルミネセンスデバイスに用いられることができる。本発明の有機エレク
トロルミネセンスデバイスの幾つかの実施形態においては、例えば、前記有機エレクトロ
ルミネセンスデバイスの適用及び目的に応じて、公知の電極材料の好適な形状、構造、及
び／又は大きさを用いることができる。幾つかの実施形態においては、透明なアノードが
好ましい。
【０１３０】
　前記アノードは、一般的には、正孔を有機化合物層に供給する電極として機能するので
あれば、いずれの材料であることができ、形状、構造、大きさ等に関しては限定はない。
しかし、発光素子の適用及び目的に従って、公知の電極材料から好適に選択されることが
できる。幾つかの実施形態においては、前記アノードは、透明アノードとして提供される
。
【０１３１】
　前記アノード材料としては、例えば、金属、合金、酸化金属、導電性化合物、及びこれ
らの混合物等が挙げられる。４．０ｅＶ以上の仕事関数を有する材料が好ましい。前記ア
ノード材料の具体的な例としては、アンチモン、フッ素等でドープした酸化スズ（ＡＴＯ
及びＦＴＯ）、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、
及び酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）等の導電性金属酸化物；金属、銀、クロム、及びニッ
ケル等の金属；これらの金属及び前記導電性金属酸化物との混合物又は積層物；ヨウ化銅
及び硫化銅等の無機導電性材料；ポリアニリン、ポリチオフェン、及びポリピロール等の
有機導電性材料；及びこれらの無機又は有機導電性材料とＩＴＯとの積層物等が挙げられ
る。これらの中でも、生産性、高導電性、透明性等の観点から、前記導電性金属酸化物が
好ましく、特にＩＴＯが好ましい。
【０１３２】
　アノードを構成する材料に対する適合性を考慮して、プリンティング法、コーティング
法等のウェット法；真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的
方法；ＣＶＤ（化学蒸着）及びプラズマＣＶＤ法等の化学法から適切に選択される方法に
従って、アノードは、基板上に形成されることができる。例えば、アノードの材料として
、ＩＴＯが選択される場合、ＤＣ又は高周波スパッタリング法、真空蒸着法又はイオンプ
レーティング法等に従って、アノードを形成することができる。
【０１３３】
　本発明の有機エレクトロルミネセンス素子においては、アノードが形成される位置は、
特に限定されないが、発光素子の適用及び目的に応じて好適に選択されることができる。
アノードは、基板のいずれかにおいて、表面全体又は表面の一部に、形成されることがで
きる。
【０１３４】
　アノードを形成するためのパターニングをするために、フォトリソグラフィー等の化学
エッチング法、レーザーによるエッチング等の物理的エッチング法、重ねあわせマスク（
ｓｕｐｅｒｐｏｓｉｎｇ　ｍａｓｋｓ）を通した真空蒸着又はスパッタリング等の方法、
リフトオフ法、又はプリンティング法等が適用されることができる。
【０１３５】
　アノードの厚みは、アノードを構成する材料に応じて好適に選択されることができるた
め、明確に決められないが、一般的には、１０ｎｍ～５０μｍの範囲であり、５０ｎｍ～
２０μｍの範囲が好ましい。アノード層の厚みは、用いられる材料に応じて適切に制御さ
れることができる。アノードの抵抗は、Ａ　１０３Ω／ｓｑｕａｒ以下が好ましく、１０
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２Ω／ｓｑｕａｒｅ□以下がより好ましい。アノードが透明である場合、透明且つ無色、
又は透明かつ有色のいずれかであることができる。透明アノード側から発光を取り出すに
は、アノードの光透過率は６０％以上であることが好ましく、７０％以上であることがよ
り好ましい。透明アノードの詳細な記載は、１９９９年ＣＭＣ社から出版された、沢田豊
著の「透明電極膜の新展開（透明電極膜の新開発）」において確認することができる。
【０１３６】
　本発明において、耐熱性が低いプラスチック基板が用いられる場合、ＩＴＯ又はＩＺＯ
を用いて、１５０℃以下の低い温度で膜を形成することで作製される透明アノードを得る
ことが好ましい。
【０１３７】
＜カソード＞
【０１３８】
　カソードはいずれも、有機層に電子を供給する電極として機能するのであれば、本発明
の有機エレクトロルミネセンスデバイスに用いられることができる。本発明の有機エレク
トロルミネセンスデバイスの幾つかの実施形態においては、公知の電極材料の好適な形状
、構造、及び／又は大きさのいずれも、例えば、有機エレクトロルミネセンスデバイスの
適応及び目的等に応じて、用いられることができる。幾つかの実施形態においては、透明
カソードが好ましい。
【０１３９】
　カソードは、一般には、電子を有機化合物層に注入するための電極としての機能を有す
るのであれば、いずれの材料であることができ、形状、構造、大きさ等に関しては特に限
定はない。しかし、発光素子の適用及び目的に応じて、公知の電極材料から好適に選択さ
れることができる。
【０１４０】
　カソードを構成する材料としては、例えば、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合
物、及びこれらの混合物等が挙げられる。４．０ｅＶ以上の仕事関数を有する材料が好ま
しい。具体的な例としては、アルカリ金属（例えば、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｓ等）、アルカ
リ土類金属（例えば、Ｍｇ、Ｃａ等）、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウム－カリウ
ム合金、リチウム－アルミニウム合金、マグネシウム－銀合金、インジウム及びイッテル
ビウム等の希土類金属等が挙げられる。これらは単独で用いることができるが、安定性及
び電子注入性の両方を満たす観点から、これらを２つ以上組み合わせて用いることが好ま
しい。
【０１４１】
　幾つかの実施形態においては、カソードを構成する材料として、電子注入性の観点で、
アルカリ金属又はアルカリ土類金属が好ましく、優れた保存安定性の観点から、アルミニ
ウムを主成分として含む材料が好ましい。
【０１４２】
　「アルミニウムを主成分として含む材料」という用語は、アルミニウムのみによって構
成される材料；アルミニウム及び０．０１重量％～１０重量％のアルカリ金属又はアルカ
リ土類金属を含む合金；又はこれらの混合物（例えば、リチウム－アルミニウム合金、マ
グネシウム－アルミニウム合金等）を意味する。カソードの例示材料は、特開平第２－１
５５９５号公報及び特開平第５－１２１１７２号公報に詳細に記載される。
【０１４３】
　カソードを形成する方法としては、特に限定はないが、公知の方法に従って形成される
ことができる。例えば、カソードは、カソードを構成する材料に対する適合性を考慮して
、プリンティング法、コーティング法等のウェット法；真空蒸着法、スパッタリング法、
イオンプレーティング法等の物理的方法；ＣＶＤ及びプラズマＣＶＤ法等の化学法から適
切に選択される方法に従って形成されることができる。例えば、金属（金属類）が、カソ
ードの材料として選択される場合、スパッタリング法等に従って、同時又は順次に１つ又
は２つ以上の金属を塗布することができる。
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【０１４４】
　カソードを形成するためのパターニングをするために、フォトリソグラフィー等の化学
エッチング法、レーザーによるエッチング等の物理的エッチング法、重ねあわせマスクを
通した真空蒸着又はスパッタリング等の方法、リフトオフ法、又はプリンティング法等が
適用されることができる。
【０１４５】
　本発明においては、カソードが形成される位置は、特に限定されないが、有機化合物層
の全体又はその一部に形成されることができる。
【０１４６】
　更に、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のフッ化物又は酸化物等からなる誘電体材料
層は、０．１ｎｍ～５ｎｍの厚みで、カソードと有機化合物層との間に挿入されることが
できる。前記誘電体層は、電子注入層の一種として考えられることができる。前記誘電体
材料層は、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等に従って形
成されることができる。
【０１４７】
　カソードの厚みは、カソードを構成する材料に応じて好適に選択されることができるた
め、明確に決められないが、一般的には、１０ｎｍ～５０μｍの範囲であり、５０ｎｍ～
１μｍの範囲が好ましい。
【０１４８】
　更に、カソードは、透明又は不透明であることができる。透明カソードは、カソードの
ための材料を１ｎｍ～１０ｎｍの僅かな厚みに調整し、ＩＴＯ又はＩＺＯ等の透明な導電
性材料をその上に更に積層することで形成されることができる。
【０１４９】
＜保護層＞
【０１５０】
　本発明の有機ＥＬの全体は、保護層によって保護されることができる。素子の悪化を加
速させる水分、酸素等の成分が素子への浸透を防ぐ機能を有する材料であれば、いずれの
材料も保護層に適用させることができる。前記保護層のための材料の具体的な例としては
、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、及びＮｉ等の金属；ＭｇＯ、Ｓｉ
Ｏ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、
及びＴｉＯ２等の金属酸化物；ＳｉＮｘ及びＳｉＮｘＯｙ等の金属窒化物；ＭｇＦ２、Ｌ
ｉＦ、ＡｌＦ３、及びＣａＦ２等の金属フッ化物；ポリエチレン；ポリプロピレン；ポリ
メチルメタクリレート；ポリイミド；ポリウレア；ポリテトラフルオロエチレン；ポリク
ロロトリフルオロエチレン；ポリジクロロジフルオロエチレン；クロロトリフルオロエチ
レンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体；テトラフルオロエチレン及び少なくと
も１つのコモノマーを含むモノマー混合物を共重合して得られる共重合体；共重合主鎖中
に環状構造を有するフッ素含有共重合体；１％以上の吸水率を有する吸水性材料；及び０
．１％以下の吸水率を有する水分浸透防止物質等が挙げられる。
【０１５１】
　前記保護層を形成する方法に関しては、特に限定はない。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、ＭＢＥ（分子線エピタキシャル）法、クラスター
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（高周波励起イオンプレーテ
ィング法）、プラズマＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、ガス源ＣＶＤ法、コー
ティング法、プリンティング法、又はトランスファー法を適用することができる。
【０１５２】
＜封止＞
【０１５３】
　本発明の有機エレクトロルミネセンス素子は全て、封止キャップで封止されることがで
きる。更に、吸湿剤又は不活性液体は、前記封止キャップと前記発光素子との間の規定さ
れたスペースを封止するために用いられることができる。前記吸湿剤としては、特に限定
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されないが、具体的な例としては、酸化バリウム、酸化ナトリウム、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、五酸化リン、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、及び酸化マグネシウム等が挙げら
れる。前記不活性液体としては、特に限定されないが、具体的な例としては、パラフィン
；流動パラフィン；パーフルオロアルカン、パーフルオロアミン、パーフルオロエーテル
等のフッ素系溶媒；塩素系溶媒；及びシリコーンオイル等が挙げられる。
【０１５４】
＜駆動＞
【０１５５】
　前記本発明の有機エレクトロルミネセンス素子においては、ＤＣ（必要に応じて、ＡＣ
成分を含むことができる）電圧（通常、２ボルト～１５ボルト）又はＤＣを前記アノード
及び前記カソードを渡って印加すると、発光を得ることができる。前記本発明の有機エレ
クトロルミネセンス素子の駆動方法としては、特開平第２－１４８６８７号、特開平第６
－３０１３５５号、特開平第５－２９０８０号、特開平第７－１３４５５８号、特開平第
８－２３４６８５号、及び特開平第８－２４１０４７号；及び特許公報第２７８４６１５
号、米国特許第５，８２８，４２９号及び米国特許第６，０２３，３０８号に記載された
駆動方法が適用可能である。
【０１５６】
＜適用＞
【０１５７】
　本明細書中に記載される発明の実施形態に従って作製されたデバイスは、フラットパネ
ルディスプレイ、コンピュータモニター、テレビ、掲示板、屋内若しくは屋外照明及び／
又は信号送信用のライト、ヘッドアップディスプレイ、完全透明ディスプレイ、フレキシ
ブルディスプレイ、レーザープリンター、電話、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタ
ント（ＰＤＡ）、ラップトップコンピュータ、デジタルカメラ、カムコーダー、ビューフ
ァインダー、マイクロディスプレイ、車、大面積壁、劇場又はスタジアムのスクリーン、
或いは看板等、多種多様な消費者製品に組み込まれることができるが、これらに限定され
ない。
【０１５８】
＜有機層＞
【０１５９】
　本発明の有機エレクトロルミネセンスデバイスの使用に好適な有機層は、例えば、発光
層、ホスト材料、電荷輸送層、正孔注入層、及び正孔輸送層等を含む、複数の層を含むこ
とができる。本発明の有機エレクトロルミネセンスデバイスの幾つかの実施形態において
は、有機層は、それぞれ、堆積法又はスパッタリング法等の乾式成膜法、トランスファー
法、プリンティング法、スピンコーティング法、又はバーコーティング法等の溶液塗布法
によって形成されることができる。本発明の有機エレクトロルミネセンスデバイスの幾つ
かの実施形態においては、前記有機層の少なくとも１つの層は、溶液塗布法によって形成
されることが好ましい。
Ａ．発光層
発光材料：
【０１６０】
　本発明に従った発光材料は、式（１）、式（２）、又は式（３）の構造で表される少な
くとも１つの金属錯体を含むことが好ましい。本発明の有機エレクトロルミネセンスデバ
イスの幾つかの実施形態は、前記発光層を構成する化合物の全量に対し、約０．１質量％
～約５０質量％の量の前記発光材料を含む。幾つかの実施形態においては、本発明の有機
エレクトロルミネセンスデバイスは、前記発光層を構成する化合物の全量に対し、約１質
量％～約５０質量％の量の前記発光材料を含む。幾つかの実施形態においては、本発明の
有機エレクトロルミネセンスデバイスは、前記発光層を構成する化合物の全量に対し、約
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２質量％～約４０質量％の量の前記発光材料を含む。幾つかの実施形態においては、前記
発光層中の前記発光材料の全量は、前記発光層中に含まれる化合物の全量に対し、約０．
１重量％～約３０重量％の量であることが好ましい。幾つかの実施形態においては、前記
発光層中の前記発光材料の全量は、耐久性及び外部量子効率の観点から、約１重量％～約
２０重量％であることが好ましい。幾つかの実施形態においては、前記発光層中の前記ホ
スト材料の全量は、約７０重量％～約９９．９重量％であることが好ましい。幾つかの実
施形態においては、前記発光層中のホスト材料の全量は、耐久性及び外部量子効率の観点
から、約８０重量％～９９重量％であることが好ましい。
【０１６１】
　幾つかの実施形態においては、ホスト材料及び一重項励起子を通して発光（蛍光）する
蛍光発光材料との組合せとして、又はホスト材料及び三重項励起子を通して発光（リン光
）するリン光発光材料との組合せとして、本発明における発光層は、発光層中に含まれる
発光材料及びホスト材料を含むことができる。幾つかの実施形態においては、本発明にお
ける発光層は、リン光発光材料及びホスト材料との組合せとして、発光層中に含まれるホ
スト材料及び発光材料を含むことができる。
Ｂ．ホスト材料
【０１６２】
　本発明の使用のための好適なホスト材料は、正孔輸送ホスト材料（正孔輸送ホストと言
われることもある）及び／又は電子輸送ホスト材料（電子輸送ホストと言われることもあ
る）であることができる。
正孔輸送ホスト材料
【０１６３】
　前記正孔輸送ホスト材料の具体的な例としては、ピロール、カルバゾール、アザカルバ
ゾール、ピラゾール、インドール、アザインドール、イミダゾール、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、スチリラントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベン、シラザン、芳香族三
級アミン化合物、スチルアミン化合物、芳香族ジメチリジン化合物、ポルフィリン化合物
、ポリシラン化合物、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）、アニリン共重合体、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、炭素膜、及びこ
れらの誘導体等が挙げられるが、これらに限定されない。幾つかの好ましいホスト材料と
しては、カルバゾール誘導体、インドール誘導体、イミダゾール誘導体、芳香族三級アミ
ン化合物、及びチオフェン誘導体等が挙げられる。
【０１６４】
　前記電子輸送ホスト材料の具体的な例としては、８－キノリノール誘導体、金属フタロ
シアニン、及び配位子として、ベンゾキサゾール又はベンゾチアゾールを有する金属錯体
等の金属錯体によって表される様々な金属錯体を含む、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、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、フル
オレノン、アントラキノンジメタン、アントロン、ジフェニルキノン、チオピランジオキ
サイド、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、ペリレン等の芳香族環状テトラカルボキシ無水物、フタロシア
ニン、これらの誘導体等がが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１６５】
　電子輸送ホストは、金属錯体、アゾール誘導体（ベンズイミダゾール誘導体及びイミダ
ゾピリジン誘導体等）、及びアジン誘導体（ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、及びト
リアジン誘導体等）が好ましい。
【０１６６】
　上記に記載される正孔輸送ホスト材料の具体例として、下記の化合物が示されるが、本
発明は、これらに限定されない。
Ｃ．膜厚
【０１６７】
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　幾つかの実施形態においては、発光層の膜厚は、約１０ｎｍ～約５００ｎｍが好ましい
。幾つかの実施形態においては、発光層の膜厚は、例えば、所望の輝度均一性、駆動電圧
及び輝度に応じて、約２０ｎｍ～約１００ｎｍであることが好ましい。幾つかの実施形態
においては、発光層は、光発光効率を低減することなく、発光層から隣接する層へ電荷の
通過を最適化する厚みを有するように構成される。幾つかの実施形態においては、発光層
は、最小限の駆動電圧で最大光発光効率を維持する厚みを有するように構成される。
Ｄ．層構成
【０１６８】
　発光層は、１つの層又は２つ以上の層から構成されることができ、各層は、異なる発光
色で発光を引き起こすことができる。また、発光層が積層構造を有する場合、前記積層構
造を形成する各層の膜厚は、特に限定されないが、各発光層の膜厚の合計が前述の範囲で
あることが好ましい。
Ｅ．正孔注入層及び正孔輸送層
【０１６９】
　正孔注入層及び正孔輸送層は、アノード又はアノード側から正孔を受け取り、カソード
側へ前記正孔を輸送するために機能する層である。正孔注入層又は正孔輸送層に導入され
る材料としては、特に限定されないが、低分子化合物又は高分子化合物のいずれも用いる
ことができる。
【０１７０】
　正孔注入層及び正孔輸送層中に含まれる材料の具体的な例としては、ピロール誘導体、
カルバゾール誘導体、アザカルバゾール誘導体、インドール誘導体、アザインドール誘導
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
、スチリラントラセン誘導体、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、芳香族三級アミン化合物、スチルアミン化合物、芳香族ジメチリジ
ン化合物、フタロシアニン化合物、ポルフィリン化合物、オルガノシラン誘導体、及びカ
ーボン等が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１７１】
　電子受容性ドーパントは、本発明の有機ＥＬ素子中の正孔注入層又は正孔輸送層中に導
入されることができる。前記正孔注入層又は前記正孔輸送層に導入される前記電子受容性
ドーパントとして、前記化合物が電子受容性及び有機化合物を酸化する機能を有していれ
ば、無機化合物又は有機化合物のいずれも用いることができる。
【０１７２】
　具体的には、前記無機化合物は、塩化第二鉄、塩化アルミニウム、塩化ガリウム、塩化
インジウム、及び五塩化アンチモン等の金属ハライド、及び五酸化バナジウム及び三酸化
モリブデン等の金属酸化物等が挙げられる。
【０１７３】
　前記有機化合物を用いる場合、ニトロ基、ハロゲン、シアノ基、及びトリフルオロメチ
ル基等の置換基を有する化合物；キノリン化合物；酸無水物化合物；及びフラーレン等を
を適用することができるのが好ましい。
【０１７４】
　正孔注入材料及び正孔輸送材料の具体例としては、特開平第６－２１２１５３号公報、
特開平第１１－１１１４６３号公報、特開平第１１－２５１０６７号公報、特開第２００
０－１９６１４０号公報、特開第２０００－２８６０５４号公報、特開第２０００－３１
５５８０号公報、特開第２００１－１０２１７５号公報、特開第２００１－１６０４９３
号公報、特開第２００２－２５２０８５号公報、特開第２００２－５６９８５号公報、特
開第２００３－１５７９８１号公報、特開第２００３－２１７８６２号公報、特開第２０
０３－２２９２７８号公報、特開第２００４－３４２６１４号公報、特開第２００５－７
２０１２号公報、特開第２００５－１６６６３７号公報、及び特開第２００５－２０９６
４３号公報等の特許文書に記載される化合物が挙げられる。
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【０１７５】
　正孔注入材料及び正孔輸送材料の具体例としては、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、及びフラーレンＣ６０等の有機化合物が挙げら
れる。これらの中でも、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、及び２，３，５，６
－テトラシアノピリジンが好ましく、テトラフルオロテトラシアノキノジメタン。
【０１７６】
　１つ以上の電子受容性ドーパントは、本発明の有機ＥＬ素子中の正孔注入層又は正孔輸
送層に組み込まれることができるため、これらの電子受容性ドーパントは、単独で使用し
てもよいし、２つ以上を併用してもよい。用いられるこれらの電子受容性ドーパントの正
確な量は、材料の種類に依存するが、正孔輸送層又は正孔注入層の総重量の約０．０１重
量％～約５０重量％が好ましい。幾つかの実施形態においては、これらの電子受容性ドー
パントの量は、正孔輸送層又は正孔注入層の総重量の約０．０５重量％～約２０重量％の
範囲である。幾つかの実施形態においては、これらの電子受容性ドーパントの量は、正孔
輸送層又は正孔注入層の総重量の約０．１重量％～約１０重量％の範囲である。
【０１７７】
　幾つかの実施形態においては、正孔注入層の厚み及び正孔輸送層の厚みは、駆動電圧を
減少させる観点で、それぞれ、約５００ｎｍ以下であることが好ましい。幾つかの実施形
態においては、前記正孔輸送層の厚みは、約１ｎｍ～約５００ｎｍが好ましい。幾つかの
実施形態においては、前記正孔輸送層の厚みは、約５ｎｍ～約５０ｎｍであることが好ま
しい。幾つかの実施形態においては、前記正孔輸送層の厚みは、約１０ｎｍ～約４０ｎｍ
であることが好ましい。幾つかの実施形態においては、前記正孔注入層の厚みは、約０．
１ｎｍ～約５００ｎｍであることが好ましい。幾つかの実施形態においては、前記正孔注
入層の厚みは、約０．５ｎｍ～約３００ｎｍであることが好ましい。幾つかの実施形態に
おいては、前記正孔注入層の厚みは、約１ｎｍ～約２００ｎｍであることが好ましい。
【０１７８】
　正孔注入層及び正孔輸送層は、１つ又は２つ以上の上記で述べられた材料を含む単層構
造、又は同種組成物又は異種組成物の複数の層からなる多層構造からなることができる。
Ｆ．電子注入層及び電子輸送層
【０１７９】
　電子注入層及び電子輸送層は、カソード又はカソード側から電子を受け取り、アノード
側へ電子を輸送するための機能を有する層である。これらの層に用いられる電子注入材料
又は電子輸送材料は、低分子化合物又は高分子化合物であることができる。電子注入層及
び電子輸送層中に用いられるのに好適な材料の具体的な例としては、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、チオピランジオキサイド誘導体、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、ペリレン及
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ノール誘導体の金属錯体で表される金属錯体、金属フタロシアニン、配位子としてベンゾ
キサゾール又はベンゾチアゾールを含む金属錯体、及びシロールで例示される有機シラン
誘導体等が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１８０】
　電子注入層又は電子輸送層は、電子供与性ドーパントを含むことができる。前記電子注
入層又は前記電子輸送層中の使用のための好適な電子供与性ドーパントは、電子供与性及
び有機化合物を還元する性質を有していれば、用いられることができる好適な材料のいず
れも挙げられる。電子供与性ドーパントの具体例としては、Ｌｉ等のアルカリ金属、Ｍｇ
等のアルカリ土類金属、希土類金属を含む遷移金属、及び還元性有機化合物等が挙げられ
る。金属供与性ドーパントの他の例としては、例えば、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃ
ａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｙ、Ｃｓ、Ｌａ、Ｓｍ、Ｇｄ、及びＹｂ等の４．２Ｖ以下の仕事関数を
有する金属が挙げられる。前記還元性有機化合物の具体例としては、窒素含有化合物、硫
黄含有化合物、及びリン含有化合物等が挙げられる。
【０１８１】
　電子供与性ドーパントは、単独で使用してもよいし、２つ以上を併用してもよい。幾つ
かの実施形態においては、電子供与性ドーパントは、電子注入層又は電子輸送層中に、電
子輸送層材料又は電子注入層材料の総重量の約０．１重量％～約９９重量％の範囲の量で
含まれる。幾つかの実施形態においては、電子供与性ドーパントは、電子注入層又は電子
輸送層中に、電子輸送層材料又は電子注入層材料の総重量の約１．０重量％～約８０重量
％の範囲の量で含まれる。幾つかの実施形態においては、電子供与性ドーパントは、電子
注入層又は電子輸送層中に、電子輸送層材料又は電子注入層材料の総重量の約２．０重量
％～約７０重量％の範囲の量で含まれる。
【０１８２】
　電子注入層の厚み及び電子輸送層の厚みは、それぞれ、駆動電圧を減少させる観点で５
００ｎｍ以下であることが好ましい。前記電子輸送層の厚みは、１ｎｍ～５００ｎｍが好
ましく、５ｎｍ～２００ｎｍが更に好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍが更に一層好ましい
。前記電子注入層の厚みは、０．１ｎｍ～２００ｎｍが好ましく、０．２ｎｍ～１００ｎ
ｍがより好ましく、０．５ｎｍ～５０ｎｍが更に一層好ましい。
【０１８３】
　電子注入層及び電子輸送は、上記で述べられた材料の１つ又は２つ以上を含む単層構造
、又は同種組成物、又は異種組成物の複数の層からなる多層構造からなることができる。
【０１８４】
　発明は、制限しようとすることなく、下記の実施例によってより詳細に説明される。当
業者であれば、独創性のない記載に基づき電子デバイスを更に作製することができ、それ
によって権利が主張された範囲内で発明を実行することができるであろう。
【０１８５】
実施例
【０１８６】
　特段の指示がない限り、保護気体雰囲気下において、乾燥溶媒中で下記の合成が行われ
る。更に、金属錯体は、光を排除して扱われる。溶媒及び試薬は、例えば、シグマアルド
リッチ社又はＡＢＣＲ社から購入することができる。
【０１８７】
実施例１：３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリ
ジンをスキーム１に従って調製した。
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【化５６】

【化５７】

Ａ．４－クロロブタナールの合成：
【化５８】

【０１８８】
　ＤＣＭ（４００ｍｌ）中、塩化オキサリル（２２．５４ｍｌ、２６３ｍｍｏｌ）の溶液
をｉＰｒＯＨ／ＣＯ２バスの中で冷却した。ＤＭＳＯ（３７．３ｍｌ、５２５ｍｍｏｌ）
をシリンジを介して徐々に添加し、冷却下で１時間撹拌した。５０ｍＬ中、４－クロロブ
タン－１－オール（１９ｇ、１７５ｍｍｏｌ）の溶液を滴下した。冷却した混合物を１時
間撹拌し、その後トリエチルアミン（１１０ｍｌ、７８８ｍｍｏｌ）を徐々に添加した。
懸濁液を冷却下で３０分間撹拌し、その後室温まで加温させた。反応物を水でクエンチし
、酸性化し、有機物を分離した。蒸留して溶媒を除去し、無色の油状物として８ｇの生成
物を得た。
Ｂ．２－ブロモ－４－クロロブタナールの合成：
【化５９】

【０１８９】
　４－クロロブタナール（７．９３９ｇ、７４．５ｍｍｏｌ）をＤＣＭ（３００ｍｌ）中
に溶解し、アイスバス中で冷却した。ＤＣＭ（５０ｍｌ）中、ジブロミン（４．００ｍｌ
、７８ｍｍｏｌ）の溶液を約１時間以上かけて添加した。添加後、赤色の溶液を冷却下で
３０分間撹拌し、その後室温まで徐々に加温し、更に１時間撹拌した。水を添加し、有機
物を分離し、乾燥し、溶媒を除去すると、淡黄色の油状物として、１．５７ｇの粗生成物
を得た（８０％）。
Ｃ．４－ブロモフェナントリジン－６－アミンの合成：
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【化６０】

【０１９０】
　２，６－ジブロモアニリン（１５．３３ｇ、６１．１ｍｍｏｌ）、２－（４，４，５，
５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ベンゾニトリル（７．０
ｇ、３０．６ｍｍｏｌ）、及びリン酸カリウム一水和物（２１．１１ｇ、９２ｍｍｏｌ）
をジオキサン（１２０ｍｌ）及び水（７．４９ｍｌ）中で合わせた。混合物を脱気し、添
加したＤＣＭ中の（ｄｐｐｆ）ＰｄＣｌ２錯体（０．７４９ｇ、０．９１７ｍｍｏｌ）を
添加し、混合物を４時間還流した。黒色の混合物をＥｔＯＡｃと水／食塩水との間で分画
した。有機相を食塩水で洗浄し、乾燥し、溶媒を除去した。５００ｍＬのＥｔＯＡｃ中に
溶解し、ＥｔＯＡｃを用いてシリカプラグに通して溶離し、溶媒を除去して、橙色の残渣
を得て、カラムクロマトグラフィーで精製し、黄色／橙色の固体として、５．８６ｇの生
成物を得た（７０％）。
Ｄ．５－ブロモ－３－（２－クロロエチル）イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの
合成：

【化６１】

【０１９１】
　２－プロパノール（１０２ｍｌ）及び水（５．１１ｍｌ）中に、４－ブロモフェナント
リジン－６－アミン（５．８６、２１．４６ｍｍｏｌ）、２－ブロモ－４－クロロブタナ
ール（５．３６ｇ、２８．９ｍｍｏｌ）、及び重炭酸ナトリウム（３．６０ｇ、４２．９
ｍｍｏｌ）を合わせた。懸濁液を室温で４時間撹拌し、その後一晩還流した。真空下で溶
媒を除去し、セライト上に残渣を塗布した。カラムクロマトグラフィーによって、生成物
と出発物質であるアミジンとの混合物を得て、ＤＣＭ中で過剰なアセチルクロライド及び
トリエチルアミンで処理した。ワークアップ後、ヘプタンへ繰り返し抽出することによっ
て所望の生成物をアセトアミドから抽出し、３．９３ｇの黄色の、粘性がある残渣を得た
（５１％）。
Ｅ．３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの
合成：
【化６２】

【０１９２】
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　５－ブロモ－３－（（２－クロロエチル）イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（
３．９３ｇ、１０．９３ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（２００ｍｌ）中に溶解し、アイスバス中で
冷却し、ＴＨＦ中、イソプロピルマグネシウムクロライド溶液（２．０Ｍ、６．０１ｍｌ
、１２．０２ｍｍｏｌ）を徐々に添加した。溶液を冷却下で３０分間撹拌して、その後室
温まで加温し、２時間撹拌した。反応物をクエンチし、ＤＣＭ中に抽出し、カラムクロマ
トグラフィーを用いて反応生成物を精製し、淡色のベージュの結晶固体を１．９０ｇ得た
（７１％）。
【０１９３】
　３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンのＸ
線構造を図５に示す。３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄ
ｅ］キノリジンの結晶構造は、下記表の中で表される特徴の１つ以上で定義されることが
できる。
【化６３】

ａＲ１＝Σ||Ｆｏ|-|Ｆｃ||／Σ|Ｆｏ|；ｗＲ２＝［Σ［ｗ（Ｆｏ
２－Ｆｃ

２）２］／Σ
［ｗ（Ｆｏ

２）２］］１/２；ＧＯＦ＝［Σｗ（|Ｆｏ|－|Ｆｃ|）２／（ｎ－ｍ）］１/２

【０１９４】
実施例２：４，４－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，２ａ１－ジアザ－４－シラベンゾ
［ｆｇ］アセアントリレン及び３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，２ａ１－ジア
ザ－３－シラベンゾ［ｆｇ］アセアントリレンの合成：

【化６４】

【化６５】

　上記の配位子を下記スキーム２に従って調製した。
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【化６６】

Ａ．５－ブロモイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成：
【化６７】

【０１９５】
　４－ブロモフェナントリジン－６－アミン（４．０ｇ、１４．７ｍｍｏｌ）を１００ｍ
ＬのｉＰｒＯＨ中に溶解した。クロロアセトアルデヒド（水中、５０％、３．６ｇ、２２
ｍｍｏｌ、１．５当量）を添加し、その後ＮａＨＣＯ３（２．５ｇ、２当量）を添加し、
混合物を２時間還流し、その後アイスバス中で冷却した。黄褐色の固体を濾過し、ＭｅＯ
Ｈで洗浄した。受けているフラスコを換え、水で固体を洗浄し、清澄でオフホワイトの生
成物を３．２ｇ得た。水の洗浄物をＥｔＯＡｃで抽出し、これらの抽出物を最初の濾過か
ら得たアルコール洗浄物と合わせた。溶媒を除去し、橙色の固体を１．３ｇ得て、これを
ＥｔＯＡｃから再結晶化し、黄褐色の針状物として、更に清澄な生成物０．４６ｇを得た
。全収率：３．５ｇ（８０％）
Ｂ．３，５－ジブロモイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成：
【化６８】

【０１９６】
　ＤＭＦ（１２５ｍｌ）中、５－ブロモイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（２．
０ｇ、６．７３ｍｍｏｌ）を溶解し、その後窒素下で１０ｍＬのＤＭＦ中、ＮＢＳ（１．
３１８ｇ、７．４０ｍｍｏｌ）の溶液を徐々に添加した。室温で３時間撹拌した後、一晩
穏やかに加熱し、反応混合物を３００ｍＬの水とＥｔＯＡｃとの間で分画した。水相をＥ
ｔＯＡｃで更に抽出し、有機物を水で洗浄し、カラムクロマトグラフィーで淡黄色の固体
として、１．９９ｇの生成物を単離した（７９％）。
Ｃ．５－ブロモ－３－（（クロロメチル）ジメチルシリル）イミダゾ［１，２－ｆ］フェ
ナントリジンの合成：
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【化６９】

【０１９７】
　３，５－ジブロモイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（０．４８ｇ、１．２８ｍ
ｍｏｌ）及びクロロ（クロロメチル）ジメチルシラン（０．１７ｍｌ、１．２８ｍｍｏｌ
）をＴＨＦ（２５ｍｌ）に溶解し、ｉＰｒＯＨ／ＣＯ２バスの中で冷却した。ヘキサン中
、ブチルリチウムの溶液（２．５Ｍ、０．５１ｍｌ、１．２８ｍｍｏｌ）を徐々に添加し
、混合物を冷却下で３０分間撹拌し、その後室温まで加温させた。食塩水を添加し、反応
物をクエンチし、有機物をＥｔＯＡｃで抽出し、カラムクロマトグラフィーで精製し、無
色で粘性のある残渣として、０．１６ｇの生成物を得た（３１％）。
Ｄ．４，４－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，２ａ１－ジアザ－４－シラベンゾ［ｆｇ
］アセアントリレン及び３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，２ａ１－ジアザ－３
－シラベンゾ［ｆｇ］アセアントリレンの合成：
【化７０】

【０１９８】
　５－ブロモ－３－（（クロロメチル）ジメチルシリル）イミダゾ［１，２－ｆ］フェナ
ントリジン（０．１３ｇ、０．３２２ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（２５ｍｌ）中に溶解し、アイ
スバス中で冷却した。ＴＨＦ中、イソプロピルマグネシウムクロライド溶液（２．０Ｍ、
０．１８ｍｌ、０．３６ｍｍｏｌ）を徐々に添加し、その後室温まで加温した。食塩水で
反応物をクエンチし、ＤＣＭで有機物を抽出し、混合物をクロマトグラフィーにかけ、粘
性の残渣として、１６ｍｇの４，４－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，２ａ１－ジアザ
－４－シラベンゾ［ｆｇ］アセアントリレン（１７％）、及び結晶固体として、３３ｍｇ
の３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，２ａ１－ジアザ－３－シラベンゾ［ｆｇ］
アセアントリレンを得た（３６％）。
【０１９９】
　更に、本実施例で用いられた有機材料は、全て昇華精製をし、高速液体クロマトグラフ
ィー（Ｔｏｓｏｈ　ＴＳＫｇｅｌ　ＯＤＳ－１００Ｚ）で分析し、２５４ｎｍで９９．９
％以上の面積比吸収強度を有する材料を使用した。
【０２００】
　３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，２ａ１－ジアザ－３－シラベンゾ［ｆｇ］
アセアントリレンのＸ線構造を図６に示す。３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロ－１，
２ａ１－ジアザ－３－シラベンゾ［ｆｇ］アセアントリレンの結晶構造は、下記表の中で
表される特徴の１つ以上で定義されることができる。
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ａＲ１＝Σ||Ｆｏ|－|Ｆｃ||／Σ|Ｆｏ|；ｗＲ２＝［Σ［ｗ（Ｆｏ
２－Ｆｃ

２）２］／Σ
［ｗ（Ｆｏ

２）２］］１/２；ＧＯＦ＝［Σｗ（|Ｆｏ|－|Ｆｃ|）２／（ｎ－ｍ）］１/２

【０２０１】
実施例３：６－イソプロピル－１０－（（９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）
－９Ｈ－カルバゾール－２－イル）オキシ）－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イ
ミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの白金（ＩＩ）錯体の合成：
【化７１】

Ａ．Ａ．２－ブロモ－５－メトキシベンゾニトリルの合成：
【化７２】

【０２０２】
　２－ブロモ－５－メトキシベンズアルデヒド（１００ｇ、０．４７ｍｏｌ、１当量）、
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塩酸ヒドロキシルアミン（６４．８ｇ、０．９３ｍｏｌ、２当量）、酢酸ナトリウム（７
６．４２ｇ、０．９３ｍｏｌ、２当量）、及び氷酢酸（５００ｍＬ）の混合物を一晩還流
した。酢酸を減圧下で除去し、残渣をジクロロメタン（約４００ｍＬ）で抽出した。有機
相を飽和食塩水で洗浄し（３×２００ｍＬ）、硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮し
た。得られた残渣をヘプタン（５０ｍＬ）で粉砕し、追加のヘプタンで固体を洗浄し（２
×５０ｍＬ）、白色の粉末として目的生成物を得た（８２．６ｇ、収率８６％）。
Ｂ．５－メトキシ－２－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラ
ン－２－イル）ベンゾニトリルの合成：
【化７３】

【０２０３】
　１，４－ジオキサン（４００ｍＬ）及びＤＭＳＯ（４０ｍＬ）の混合物中、２－ブロモ
－５－メトキシベンゾニトリル（８２．６ｇ、０．３９ｍｏｌ、１当量）、ビス（ピナコ
ラト）ジボロン（１０９．１ｇ、０．４３ｍｏｌ、１．１当量）及び酢酸カリウム（１１
５．３ｇ、１．１７ｍｏｌ、３当量）の混合物に１時間窒素を注入した。Ｐｄ（ｄｐｐｆ
）Ｃｌ２（７．１３ｇ、５ｍｏｌ％）を添加し、反応混合物を６０℃で２時間穏やかに加
熱し、その後一晩還流した。混合物をセライトに通して濾過し、濾液から単離した固体を
イソプロパノール及びヘプタンで洗浄し、オフホワイトの固体として目的生成物を得た（
５７．４１ｇ、収率５７％）。追加の生成物（約１０ｇ）を濾液から単離した。
Ｃ．４－ブロモ－２－イソプロピル－８－メトキシフェナントリジン－６－アミンの合成
：
【化７４】

【０２０４】
　トルエン及び水の４：１混合物（１２５０ｍＬ）中、５－メトキシ－２－（４，４，５
，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ベンゾニトリル（５７
．４１ｇ、０．２２ｍｏｌ、１当量）、２，６－ジブロモ－４－イソプロピルアニリン（
６４．９２ｇ、０．２２ｍｏｌ、１当量）、及びリン酸カリウム（１５３．１ｇ、０．６
６ｍｏｌ、３当量）の混合物に窒素を１時間注入した。トランス－Ｐｄ（ＰＰｈ３）２Ｃ
ｌ２（７．８ｇ、１１ｍｍｏｌ、０．０５当量）を添加し、反応混合物を２０時間間撹拌
した。追加のリン酸カリウム（７７ｇ、０．３３ｍｏｌ、１．５当量）及びトランス－Ｐ
ｄ（ＰＰｈ３）２Ｃｌ２（１ｇ、１．４３ｍｍｏｌ、０．００６５当量）を添加し、反応
混合物を更に３時間還流した。相を分離し、有機相を温水で洗浄した（２×４００ｍＬ）
。有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮した。得られた固体をジクロロメタン
及びヘプタンの順に粉砕した。カラムクロマトグラフィーによって、目的生成物（３０ｇ
）を得た。
Ｄ．６－イソプロピル－１０－（（９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）－９Ｈ
－カルバゾール－２－イル）オキシ）－３，４ジヒドロ－ジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ
［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：
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【化７５】

【０２０５】
　４－ブロモ－２－イソプロピル－８－メトキシフェナントリジン－６－アミン（８．９
ｇ、２５．８ｍｍｏｌ、１当量）、ｐ－トルエンスルホン酸一水和物（３４８ｍｇ）、新
たに調製した２－ブロモ－４－クロロブタナール（２４ｇ、１２９ｍｍｏｌ、５当量）、
及びイソ－プロパノール（５００ｍＬ）の懸濁液を室温で２．５時間撹拌した。炭酸ナト
リウム（６．５ｇ、７７．４ｍｍｏｌ、３当量）及び脱イオン水（３２ｍｌ）を添加し、
反応混合物を一晩還流した。室温まで冷却した後、減圧下で反応混合物の体積を約１００
ｍＬに減少させた。混合物を酢酸エチル（３５０ｍＬ）で希釈し、飽和食塩水（２００ｍ
Ｌ）で洗浄した。有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮した。カラムクロマト
グラフィーで粗生成物を精製し、８．４４ｇの生成物を得た（収率７６％）。
Ｅ．６－イソプロピル－１０－メトキシ－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダ
ゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：
【化７６】

【０２０６】
　乾燥ＴＨＦ（２５０ｍＬ）中、６－イソプロピル－１０－（（９－（４－イソプロピル
ピリジン－２－イル）－９Ｈ－カルバゾール－２－イル）オキシ）－３，４－ジヒドロジ
ベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン（８．４４ｇ、１９．６ｍ
ｍｏｌ、１．０当量）の溶液を窒素で３０分間注入した。０℃まで冷却した後、ＴＨＦ中
、２Ｍのイソプロピルマグネシウムクロライド（１４．７ｍＬ、２９．４ｍｍｏｌ、１．
５当量）を滴下した。反応混合物を室温まで加温し、一晩撹拌した。反応物を水（１０ｍ
Ｌ）でクエンチし、減圧下でＴＨＦを除去した。残渣を酢酸エチル（４００ｍＬ）で希釈
し、飽和食塩水で洗浄した（２×２００ｍＬ）。有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、カラ
ムクロマトグラフィーで残渣を精製し、３．６ｇの生成物を得た（収率５８％）。
Ｆ．６－イソプロピル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－
ｄｅ］キノリジン－１０－オールの合成：
【化７７】

【０２０７】
　ジクロロメタン（２００ｍＬ）中、６－イソプロピル－１０－メトキシ－３，４－ジヒ
ドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン（３．６ｇ、１１．
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当量）を－７８℃で滴下した。反応物を室温まで加温し、一晩撹拌した。３００ｍｌの氷
水に反応混合物を注意深く注ぎ、得られた固体を濾過し、水（７０ｍＬ）、酢酸エチル（
４０ｍＬ）、及びヘプタン（４０ｍＬ）の順に洗浄し、３．６ｇの生成物を得た（定量的
収率）。
Ｇ．４’－ブロモ－２－ニトロ－１，１’－ビフェニルの合成：
【化７８】

【０２０８】
　１，２－ジメトキシエタン（６６０ｍＬ）中、２－ヨード－ニトロベンゼン（５０ｇ、
２００ｍｍｏｌ、１．０当量）及び４－ブロモベンゼンボロン酸（４０．７ｇ、２０２ｍ
ｏｌ、１．０当量）の混合物に、水（４５０ｍＬ）中、炭酸カリウム（８４ｇ、６０８ｍ
ｍｏｌ、３．０当量）の溶液を添加した。反応物に窒素を５．０分間注入した。テトラキ
ス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（２．３２ｇ、２ｍｍｏｌ、１ｍｏｌ％
）を添加し、混合物に窒素を更に１０分間注入した。一晩還流した後、反応物を室温まで
冷却し、相を分離した。水相を酢酸エチル（５００ｍＬ）で抽出した。合わせた有機抽出
物を飽和食塩水（５００ｍＬ）で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下で濃
縮した。ヘプタン（３００ｍＬ）中、２５％酢酸エチル中に残渣を溶解し、シリカゲルの
パッドに通して真空濾過した（１３５ｇ）。ヘプタン中、２５％酢酸エチルを用いてパッ
ドをすすいだ（３×３５０ｍＬ）。合わせた濾液を減圧下で濃縮し、橙色の固体を得た。
この残渣をヘプタン（１５０ｍＬ）中で懸濁し、２０分で４０℃まで加熱した。室温まで
１．０時間かけて、懸濁液を冷却させた。固体を真空濾過で回収し、ヘプタン（５０ｍＬ
）で洗浄し、乾燥し、黄色固体として、４’－ブロモ－２－ニトロ－１，１’－ビフェニ
ルを得た（４９．１６ｇ、収率８８．４％）。
Ｈ．２－ブロモ－９Ｈ－カルバゾールの合成：

【化７９】

　１，２－ジクロロベンゼン（４６０ｍＬ）中、４’－ブロモ－２－ニトロ－１，１’－
ビフェニル（６６．２５ｇ、２３８ｍｍｏｌ、１．０当量）の溶液に、トリフェニルホス
フィン（１５６．３ｇ、５９６ｍｍｏｌ、２．５当量）を５分かけて添加した。反応物に
窒素を５分間注入し、その後一晩還流した。反応物を室温まで冷却し、減圧蒸留し、殆ど
の１，２－ジクロロベンゼン（４５０ｍＬ）を除去した。酢酸エチル（１．５Ｌ）中に暗
い残渣を溶解し、５０℃で３０分、脱色炭（５０ｇ）で処理した。冷却後、混合物をセラ
イトに通して濾過し（２００ｇ）、その後酢酸エチル洗浄物で洗浄した（２×６５０ｍＬ
）。合わせた濾液を減圧下で約５００ｍＬの体積に濃縮した。溶液を室温まで冷却し、１
．５時間後、得られた淡い黄褐色の固体（トリフェニルホスフィンオキサイド）を濾過に
より除去し、処分した。濾液を減圧下で濃縮した。メタノール（６００ｍＬ）中に残渣を
溶解し、室温で一晩保管した。得られた黄褐色の固体を濾過し、メタノールで洗浄し（２
×１００ｍＬ）、真空下で４０℃で乾燥し、淡い黄褐色の固体として、２－ブロモ－９Ｈ
－カルバゾールを得た（３３．５ｇ、収率５７．２％）。
Ｉ．２－ブロモ－９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）－９Ｈ－カルバゾールの
合成：
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【化８０】

【０２０９】
　２－ブロモ－９Ｈ－カルバゾール（１３．９ｇ、５６．５ｍｍｏｌ、１当量）、４－イ
ソプロピル－２－クロロビリジン（１５．８６ｇ、１０１．７ｍｍｏｌ、１．８当量）、
Ｌ－プロリン（１．３ｇ、１１．３ｍｍｏｌ、０．２当量）、ヨウ化銅（１）（０．９５
ｇ、５．６５ｍｍｏｌ、０．１当量）、炭酸カリウム（１９．４８ｇ、１４１．２５ｍｍ
ｏｌ、２．５当量）、及びＤＭＳＯ（８０ｍＬ）の懸濁液に窒素を５分間注入した。混合
物を９５℃で一晩加熱した。追加の４－イソプロピル－２－クロロビリジン（１．５８ｇ
、１０．１２ｍｍｏｌ、０．１８当量）を添加し、反応混合物を更に２４時間１５５℃で
加熱した。反応混合物を室温まで冷却し、酢酸エチル（７５０ｍＬ）で希釈し、セライト
に通して真空濾過した（７０ｇ）。セライトのパッドを酢酸エチル洗浄物で洗浄した（２
×１００ｍＬ）。合わせた濾液を飽和食塩水で洗浄し（３×５００ｍＬ）、硫酸ナトリウ
ムで乾燥し、濾過し、減圧下で濃縮した。この残渣をカラムクロマトグラフィーで精製し
、茶色の油状物として１．８ｇの生成物を得た（収率８．６％）。
Ｊ．６－イソプロピル－１０－（（９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）－９Ｈ
－カルバゾール－２－イル）オキシ）－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ
［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：
【化８１】

【０２１０】
　６－イソプロピル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄ
ｅ］キノリジン－１０－オール（１．５ｇ、４．９３ｍｍｏｌ、１当量）、２－ブロモ－
９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）－９Ｈ－カルバゾール（１．８ｇ、４．９
３ｍｍｏｌ、１当量）、リン酸カリウム（５．６８ｇ、２４．６５ｍｍｏｌ、５当量）、
ヨウ化銅（Ｉ）（０．４７ｇ、２．４７ｍｍｏｌ、０．５当量）、ピコリン酸（１．５２
ｇ、１２．３３ｍｍｏｌ、２．５当量）、及びＤＭＳＯ（１５０ｍＬ）の混合物を１５０
℃で４．５時間加熱した。室温まで冷却した後、反応混合物を水（７００ｍＬ）に注ぎ、
酢酸エチルで抽出した（４×１５０ｍＬ）。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、
減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィーで粗生成物を精製し、黄褐色の固体として
１．２５ｇの生成物を得た（収率４３％）。
Ｋ．６－イソプロピル－１０－（（９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）－９Ｈ
－カルバゾール－２－イル）オキシ）－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ
［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの白金（ＩＩ）錯体の合成：
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【化８２】

【０２１１】
　６０ｍｌの氷酢酸中に、６－イソプロピル－１０－（（９－（４－イソプロピルピリジ
ン－２－イル）－９Ｈ－カルバゾール－２－イル）オキシ）－３，４－ジヒドロジベンゾ
［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン（４００ｍｇ、０．６８ｍｍｏｌ
、１当量）を溶解し、窒素を３０分間注入した。その後、Ｋ２ＰｔＣｌ４（２８３ｍｇ、
０．６８ｍｍｏｌ、１当量）を添加し、反応混合物を４０時間還流した。室温まで冷却し
た後、橙色の沈殿物を濾過し、水（３×１５ｍＬ）、ヘプタン（１０ｍｌ×２回）の順に
洗浄した。１０ｍｌのジクロロメタン中に、粗生成物（３４０ｍｇ）を溶解し、シリカゲ
ルのプラグに通して濾過し、残りのＫ２ＰｔＣｌ４を除去し、追加のジクロロメタン（１
０ｍＬ）で溶離した。濾液を体積の半分まで減らし、ヘプタン（１０ｍＬ）で希釈した。
生成物を濾過し、ヘプタン（１０ｍＬ）中、１０％のジクロロメタンの溶液で粉砕し、淡
黄色の固体として生成物を得た（１４０ｍｇ、収率２６％）。酢酸及びジクロロメタン／
ヘプタンの濾液から更に生成物を単離した。
【０２１２】
実施例４：（３－フェニル－１Ｈ－ピラゾール）２Ｉｒ（ＭｅＯＨ）２（ＯＴｆ）の合成
【化８３】

Ａ．（３－フェニル－１Ｈ－ピラゾール）２ＩｒＣｌ２二量体の合成
【０２１３】
　２－エトキシエタノール（１２０ｍｌ）及び水（４０ｍｌ）中で、塩化イリジウム水和
物（６．００ｇ、１７．０２ｍｍｏｌ）及び１－フェニル－１Ｈ－ピラゾール（５．８９
ｇ、４０．９ｍｍｏｌ）を合わせた。反応混合物を加熱し、窒素下で一晩還流した。得ら
れた固体を濾過し、メタノールで洗浄し、乾燥し、８．３ｇのイリジウム二量体を得た。
【０２１４】
　実施例４Ａのイリジウム二量体（８．３ｇ、８．０７ｍｍｏｌ）を１００ｍＬのＤＣＭ
中に溶解し、２０ｍＬのメタノール中、銀トリフレート（４．３６ｇ、１６．９６ｍｍｏ
ｌ）の溶液を添加した。反応混合物を室温で、窒素下、１時間撹拌した。混合物をセライ
トに通して濾過し、ケーキをＤＭＣで洗浄した。濾液を蒸発させ、１０．８５ｇの（３－
フェニル－１Ｈ－ピラゾール）２Ｉｒ（ＭｅＯＨ）２（ＯＴｆ）を得た（９７％）。
【０２１５】
実施例５：実施例化合物３５をスキーム５に従って調製した。
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【化８４】

Ａ．イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成
【化８５】

【０２１６】
　ＤＭＦ（５５０ｍＬ）中、２－フェニル－１Ｈ－イミダゾール（１０．０ｇ、６９．３
ｍｍｏｌ、１当量）、１，２－ジブロモベンゼン（１９．６３ｇ、８３．２ｍｍｏｌ、１
．２当量）、炭酸セシウム（６７．７９ｇ、２０８．０ｍｍｏｌ、３当量）、キサントホ
ス（４．０１ｇ、６．９ｍｍｏｌ、０．１当量）、及びテトラキス（トリフェニルホスフ
ィン）パラジウム（８．０１ｇ、６．９ｍｍｏｌ、０．１当量）の混合物に窒素気流を１
５分間注入した。混合物を１４０℃で２４時間加熱し、その後減圧下で濃縮した。カラム
クロマトグラフィーで残渣を精製し、淡黄色の固体として、イミダゾ［１，２－ｆ］フェ
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Ｂ．３－ブロモイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成
【化８６】

【０２１７】
　ＤＭＦ（３２ｍＬ）中、１５（１．９９ｇ、９．１ｍｍｏｌ、１当量）の溶液に、Ｎ－
ブロモサクシミド（１．６２ｇ、９．１ｍｍｏｌ、１当量）を０℃で添加した。室温で１
８時間撹拌した後、反応物を水（３００ｍＬ）で希釈し、メチルｔ－ブチルエーテル中、
１０％ジクロロメタン（３×５００ｍＬ）、酢酸エチル（２×３００ｍＬ）、及びジクロ
ロメタン（４００ｍＬ）の順に抽出した。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾
過し、減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィーで残渣を精製し、オフホワイトの固
体として、３－ブロモイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンを得た（１．６６ｇ、収
率６５％）。
Ｃ．ｔｅｒｔ－ブチル２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－３－イル）アセ
テートの合成

【化８７】

【０２１８】
　無水テトラヒドロフラン（２２０ｍＬ）中、１６（１５．４ｇ、５１．８ｍｍｏｌ、１
当量）の溶液に、ジ－μ－ブロモビス（トリ－ｔ－ブチルホスフィノ）ジパラジウム（Ｉ
）（２．０１ｇ、２．５ｍｍｏｌ、０．０５当量）を添加し、溶液に窒素気流を１５分間
注入した。ジエチルエーテル中、０．５Ｍの２－ｔｅｒｔ－ブトキシ－２－オキソエチル
臭化亜鉛（１５５ｍＬ、７７．７ｍｍｏｌ、１．５当量）を窒素下で添加した。反応物を
６０℃で１６時間撹拌した。追加の０．５Ｍの２－ｔｅｒｔ－ブトキシ－２－オキソエチ
ル塩化亜鉛溶液（１５５ｍＬ、７７．７ｍｍｏｌ、１．５当量）及びジ－μ－ブロモビス
（トリ－ｔ－ブチルホスフィノ）－ジパラジウム（Ｉ）（２．０１ｇ、２．５ｍｍｏｌ、
０．０５当量）を添加し、ＬＣ／ＭＳ分析で完了したことが示されるまで、反応物を６０
℃で撹拌した。反応混合物を減圧下で濃縮した。残渣をジクロロメタン（１Ｌ）中に溶解
し、セライトのパッドに通して濾過した。濾液を減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラ
フィーで残渣を精製し、橙色の固体として、ｔｅｒｔ－ブチル２－（イミダゾ［１，２－
ｆ］フェナントリジン－３－イル）アセテートを得た（５ｇ、収率３０％）。
Ｄ．メチル２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－３－イル）アセテートハイ
ドロクロライドの合成
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【化８８】

【０２１９】
　メタノール中、１．２５ＭのＨＣｌ（５５ｍＬ、６８．７ｍｍｏｌ、６．５当量）中、
１７（２．８ｇ、８．４ｍｍｏｌ、１当量）の溶液を６０℃で一晩撹拌した。反応混合物
を減圧下で濃縮した。残渣をジエチルエーテルで洗浄し、４０℃で一晩真空下で乾燥し、
オフホワイトの固体として、メチル２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－３
－イル）アセテートハイドロクロライドを得た（２．５ｇ、収率１００％）。
Ｅ．メチル２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－３－イル）－２－プロパン
酸メチルの合成
【化８９】

【０２２０】
　５℃で、無水ＤＭＦ（４５ｍＬ）中、メチル２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナント
リジン－３－イル）アセテートハイドロクロライド（４．０ｇ、１２．２４ｍｍｏｌ、１
当量）の溶液に、鉱油中、水素化ナトリウムの６０％分散体（２．４５ｇ、６１．２ｍｍ
ｏｌ、５当量）、及びヨードメタン（２ｍＬ、３２．１ｍｍｏｌ、２．６当量）を順に添
加した。混合物を冷却バス中で３０分間撹拌し、室温まで加温し、６時間撹拌した。追加
のヨードメタン（１．２ｍＬ、１９．２ｍｍｏｌ、１．６当量）を添加した。反応物を室
温で１週間かけて撹拌し、メタノール（３２ｍＬ）でクエンチし、減圧下で濃縮した。残
っている油状物をジクロロメタン（３５０ｍＬ）で希釈し、水（１００ｍＬ）で洗浄した
。水相をジクロロメタンで洗浄した（２×１００ｍＬ）。合わせた有機相を飽和塩化アン
モニウム（１００ｍＬ）で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下で濃縮した
。カラムクロマトグラフィーで残渣を精製し、オフホワイトの固体として、メチル２－（
イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－３－イル）－２－プロパン酸メチルを得た（
１．６ｇ、収率４１％）。
Ｆ．２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－３－イル）－２－メチルプロパン
酸の合成
【化９０】
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【０２２１】
　メタノール（１００ｍＬ）中、メチル２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン
－３－イル）－２－プロパン酸メチル（１．６ｇ、５．０ｍｍｏｌ、１当量）の溶液を１
Ｎの水酸化ナトリウム水溶液（３０ｍＬ、３０ｍｍｏｌ、６当量）で処理し、更に水（１
００ｍＬ）で希釈した。５日間還流した後、反応物を減圧下で濃縮した。水（１００ｍＬ
）中に残渣を溶解し、濃ＨＣｌでｐＨ５～６まで酸性化した。得られた白色懸濁液をイソ
プロパノール及びジクロロメタンの１：２混合物で抽出した（４×２００ｍＬ）。合わせ
た有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下で濃縮した。残渣を高真空下で、４
０℃、一晩乾燥し、白色固体として２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－３
－イル）－２－メチルプロパン酸を得た（１．３ｇ、収率８２％）。
Ｇ．２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－３－イル）－２－メチルプロパノ
イルクロライドの合成
【化９１】

【０２２２】
　無水ジクロロメタン（１００ｍＬ）中、２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジ
ン－３－イル）－２－メチルプロパン酸（１．３ｇ、４．２ｍｍｏｌ、１当量）の懸濁液
に、塩化チオニル（１ｍＬ、１３．７ｍｍｏｌ、２当量）及び無水ＤＭＦ（０．０５ｍＬ
、０．６ｍｍｏｌ、０．１１当量）を添加した。室温で一晩撹拌した後、減圧下で混合物
を濃縮し、オフホワイトの固体として２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン－
３－イル）－２－メチルプロパノイルクロライド（１．３７ｇ、収率１００％）を得た。
Ｈ．３，３－ジメチルジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－
４（３Ｈ）－オンの合成
【化９２】

【０２２３】
　無水ジクロロメタン（６０ｍＬ）中、２－（イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン
－３－イル）－２－メチルプロパノイルクロライド（１．３７ｇ、４．２ｍｍｏｌ、１当
量）及び無水塩化アルミニウム（６．０ｇ、４４．９ｍｍｏｌ、１０当量）の混合物を室
温で６時間撹拌した。アイスウォーターバスを用いて、反応物を冷却し、氷でクエンチし
、飽和重炭酸ナトリウム（３００ｍＬ）で希釈し、ジクロロメタンで抽出した（４×４０
０ｍＬ）。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下で濃縮した。カラ
ムクロマトグラフィーを用いて残渣を精製し、白色固体として、３，３－ジメチルジベン
ゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－４（３Ｈ）－オンを得た（１
ｇ、収率８１％）。
Ｉ．３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－
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ｄｅ］キノリジン－４－オールの合成
【化９３】

【０２２４】
　５℃で、エタノール（７０ｍＬ）中、３，３－ジメチルジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ
［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－４（３Ｈ）－オン（０．９ｇ、３．１ｍｍｏｌ、１当
量）の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム（０．２４ｇ、６．３ｍｍｏｌ、２当量）を一度
に添加した。反応物を室温で１．５時間撹拌し、その後アセトン（２ｍＬ）でクエンチし
た。反応混合物を減圧下で濃縮した。残渣をメチルｔ－ブチルエーテル（３００ｍＬ）中
に溶解し、飽和重炭酸ナトリウム（２×６０ｍＬ）及び飽和食塩水（６０ｍＬ）で洗浄し
た。有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラ
フィーで粗生成物を精製し、白色固体として、３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロジベ
ンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－４－オールを得た（０．９
ｇ、収率１００％）。
Ｊ．ｏ－（３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１
，５－ｄｅ］キノリジン－４－イル）Ｓ－メチルカーバノジチオエート

【化９４】

【０２２５】
　０℃で、無水ＴＨＦ（７０ｍＬ）中、３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［
ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－４－オール（０．７１ｇ、２．４
６ｍｍｏｌ、１当量）の溶液に、鉱油中、水素化ナトリウムの６０％分散体（０．４８ｇ
、２０．２ｍｍｏｌ、５当量）を添加した。５℃で３０分間撹拌した後、無水テトラヒド
ロフラン（３．２ｍＬ）中、イミダゾール（０．０１６８ｇ、０．２４ｍｍｏｌ、０．１
当量）の溶液を添加し、二硫化炭素（０．８９ｍＬ、１４．８ｍｍｏｌ、６当量）を滴下
した。反応物を３０分かけて徐々に１２℃まで加温させた。ヨードメタン（０．９２ｍＬ
、１４．７ｍｍｏｌ、６当量）を滴下し（発熱）、反応物を室温で１時間撹拌した。反応
物を５℃まで冷却し、飽和食塩水（１４０ｍＬ）を希釈し、ジクロロメタンで抽出した（
５×１００ｍＬ）。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下で濃縮し
た。カラムクロマトグラフィーで粗生成物を精製し、白色固体として、ｏ－（３，３－ジ
メチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジ
ン－４－イル）Ｓ－メチルカーバノジチオエートを得た（０．８６ｇ、収率９３％）。
Ｋ．３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－
ｄｅ］キノリジンの合成
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【化９５】

【０２２６】
　無水トルエン（７０ｍＬ）中、ｏ－（３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［
ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－４－イル）Ｓ－メチルカーバノジ
チオエート（０．９８ｇ、２．６ｍｍｏｌ、１当量）、２，２’－アザビス（２－メチル
プロピオニトリル）（０．０９８ｇ、０．６ｍｍｏｌ、０．２当量）、及び水素化トリブ
チルスズ（１．８１ｍＬ、６．７ｍｍｏｌ、２．６当量）の溶液を８０℃で３．５時間撹
拌した。室温まで冷却した後、反応混合物を減圧下で３５℃で濃縮し、シリカゲルに吸収
させた（１０ｇ）。カラムクロマトグラフィーで粗材料を精製し、白色固体として、３，
３－ジメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キ
ノリジンを得た（０．５３ｇ、収率７２％）。
Ｌ．（３－クロロプロピル）（メチル）スルファンの合成
【化９６】

【０２２７】
　１５０ｍＬのＥｔＯＨ中にナトリウムメタンチオレート（６．１４ｇ、８８ｍｍｏｌ）
を溶解し、アイスバス中で冷却し、その後１－ブロモ－３－クロロプロパン（８．６ｍｌ
、８７ｍｍｏｌ）を添加した。溶液を室温まで加温し、２時間撹拌した。沈殿させた固体
を濾過し、濾液を真空下で凝縮させた。残渣を真空下で蒸留させ、無色の油状物として、
生成物を得た（３６％）。
【０２２８】
Ｍ．トリス－［（３－メチルチオ）プロピル］イリジウム（ＩＩＩ）の合成
【化９７】

【０２２９】
　（３－クロロプロピル）（メチル）スルファン及びマグネシウム（削り状）によって得
られたグリニャール試薬を、ＴＨＦ中でＩｒＣｌ３（ＴＨＴ）３と共に撹拌し、（３－ク
ロロプロピル）（メチル）スルファンを合成し、カラムクロマトグラフィーによって、白
色固体を得た（３２％）。
Ｎ．化合物３５の合成
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【化９８】

【０２３０】
　実施例５のＭからのトリス－［（３－メチルチオ）プロピル］イリジウム（ＩＩＩ）（
０．０２０ｇ、０．０４４ｍｍｏｌ）及び実施例５のＫからの３，３－ジメチル－３，４
－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン（０．０３６
ｇ、０．１３１ｍｍｏｌ）をエチレングリコール（０．５ｍｌ）中で合わせ、真空／バッ
クフィル（ｂａｃｋｆｉｌｌ）のサイクルで脱気し、撹拌して還流すると、黄色から黒色
に変わった。冷却した残渣を水とＤＣＭの間で分画し、有機物を乾燥し、セライトに塗布
した。カラムクロマトグラフィーによる精製によって、ベージュの固体として、４ｍｇの
化合物３５を得た（９％）。
実施例６：スキーム６に従って、化合物４８の合成を行った。

【化９９】

　２－エトキシエタノール（０．５ｍｌ）中で、実施例４から（３－フェニル－１Ｈ－ピ
ラゾール）２Ｉｒ（ＭｅＯＨ）２（ＯＴｆ）（０．０３１ｇ、０．０４５ｍｍｏｌ）及び
実施例５のＫから３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［
２，１，５－ｄｅ］キノリジン（０．０２４ｇ、０．０９０ｍｍｏｌ）を合わせて、直ち
に真空／バックフィルを３回行い、その後窒素下で２時間還流下で加熱した。反応混合物
をＤＣＭ中に溶解し、セライトに塗布し、カラムクロマトグラフィーで精製し、殆ど無色
の残渣として化合物３５を６ｍｇ得た（１８％）。
【０２３１】
実施例７：下記スキーム７に従って化合物４９の合成を行った。
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【化１００】

Ａ．１－メチルフェナントリジン６－アミンの合成：
【化１０１】

【０２３２】
　ＴＨＦ（８３２ｍＬ）中、２－ブロモ－３－メチルアニリン（３８．８ｇ、２０８ｍｍ
ｏｌ、１当量）、（クロロ（２－ジシクロヘキシルホスフィノ－２’，６’－ジメトキシ
－１，１’－ビフェニル）［２－（２’－アミノ－１，１’－ビフェニル）］パラジウム
（ＩＩ）（２．９９ｇ、４．１６ｍｍｏｌ、０．０２当量）、及び２－ジシクロヘキシル
ホスフィノ－２’，６’－ジメトキシビフェニル（１．７１ｇ、４．１６ｍｍｏｌ、０．
０２当量）の混合物に窒素を１５分間注入した。（２－シアノフェニル）臭化亜鉛溶液（
５００ｍＬ、ＴＨＦ中０．５Ｍ、２５０ｍｍｏｌ、１．２当量）を混合物に添加し、反応
物を一晩還流した。室温まで冷却した後、反応物を飽和食塩水（１０ｍＬ）で希釈し、減
圧下で濃縮した。固体をジクロロメタン（５００ｍＬ）及び２４重量％の水酸化ナトリウ
ム水溶液（５００ｍＬ）中、１０％のメタノールに溶解した。相を分離し、水相をジクロ
ロメタンで抽出した（３×５００ｍＬ）。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、減
圧下で濃縮した。茶色の固体をヘプタン（１．５Ｌ）中２５％ＭＴＢＥ、及びジクロロメ
タン（５×２５ｍＬ）で順に粉砕し、淡黄色の固体として、２６を得た（１０．７ｇ、収
率２５％、純度９５％超）。
Ｂ．８－メチルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成：
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【化１０２】

【０２３３】
　水中、１－メチルフェナントリジン－６－アミン（１０．７ｇ、５１ｍｍｏｌ、１当量
）、及びイソプロパノール（３４０ｍＬ）中、炭酸ナトリウム（１３．５ｇ、１２８ｍｍ
ｏｌ、２．５当量）との混合物（１６ｍＬ、１０２ｍｍｏｌ、２当量）を２時間還流した
。反応物を４℃まで冷却し、ジクロロメタン（２５０ｍＬ）及び飽和重炭酸ナトリウム（
５００ｍＬ）で冷却した。相を分離し、水相をジクロロメタンで抽出した（３×２５０ｍ
Ｌ）。合わせた有機物相を硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮し、茶色の固体として
、粗生成物の８－メチルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（２３．８ｇ）を得て
、その後使用した。
Ｃ．３－ブロモ－８－メチルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成
【化１０３】

【０２３４】
　ジクロロメタン（３０６ｍＬ）中、粗生成物の８－メチルイミダゾ［１，２－ｆ］フェ
ナントリジン（２３．８ｇ）及びＮ－ブロモサクシミド（９．１ｇ、５１ｍｍｏｌ、１当
量）の混合物を室温で２時間撹拌した。水（５００ｍＬ）を添加し、相を分離した。水相
をジクロロメタンで抽出した（３×５００ｍＬ）。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾
燥し、減圧下で濃縮した。固体をシリカゲル上へ予吸収させ、カラムクロマトグラフィー
で精製し、明るい茶色の固体として、３－ブロモ－８－メチルイミダゾ［１，２－ｆ］フ
ェナントリジンを得た（１２ｇ、純度９８％）。
Ｄ．８－メチル－３－（２－メチルプロプ－１－エン－１－イル）イミダゾ［１，２－ｆ
］フェナントリジンの合成：

【化１０４】

【０２３５】
　１，４－ジオキサン及び水の５：１の混合物（１８５ｍＬ）中、３－ブロモ－８－メチ
ルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（１２ｇ、３８．５ｍｍｏｌ、１当量）、４
，４，５，５－テトラメチル－２－（２－メチルプロプ－１－エン－１－イル）－１，３
，２－ジオキサボロラン（１０．５ｇ、５８ｍｍｏｌ、１．５当量）、及び炭酸カリウム
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（１６ｇ、１１５．５ｍｍｏｌ、３当量）の混合物に窒素を１５分間注入した。（クロロ
（２－ジシクロヘキシルホスフィノ２’，６’－ジメトキシ－１，１’－ビフェニル）［
２－（２’－アミノ－１，１’－ビフェニル）］パラジウム（ＩＩ）（４．１６ｇ、５．
７８ｍｍｏｌ、０．１５当量）、及び２－ジシクロヘキシルホスフィノ－２’，６’－ジ
メトキシビフェニル（２．３８ｇ、５．７８ｍｍｏｌ、０．１５当量）を添加し、反応物
を３６時間還流した。室温まで冷却した後、反応物を水（２００ｍＬ）で希釈した。相を
分離し、水相を酢酸エチルで抽出した（３×２００ｍＬ）。合わせた有機物相を硫酸ナト
リウムで乾燥し、減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィーで粗固体を精製し、明る
い茶色の固体として、８－メチル－３－（２－メチルプロプ－１－エン－１－イル）イミ
ダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンを得た（８．５ｇ、収率７０％、純度９０％）。
Ｅ．４，４，７－トリメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１
，５－ｄｅ］キノリジンの合成：
【化１０５】

【０２３６】
　ジクロロメタン（５７ｍＬ）中、８－メチル－３－（２－メチルプロプ－１－エン－１
－イル）イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（１．６ｇ、５．６９ｍｍｏｌ、１当
量）及び無水塩化アルミニウム（３．８ｇ、２８．４ｍｍｏｌ、５当量）の混合物を室温
で一晩撹拌した。反応物をアイスバス中で冷却し、水（１０ｍＬ）を滴下した。相を分離
し、水相をジクロロメタンで抽出した（３×５０ｍＬ）。合わせた有機相を硫酸ナトリウ
ムで乾燥し、減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィーによって、粗固体を精製し、
明るい黄色の固体として、４，４，７－トリメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉ
ｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンを得た（１．４３ｇ、収率８８％、純度９
８％）。
Ｆ．２－ブロモ－４，４，７－トリメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミ
ダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：
【化１０６】

【０２３７】
　ジクロロメタン（１１ｍＬ）中、４，４，７－トリメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ
［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン（５００ｍｇ、１．７５ｍｍｏｌ
、１当量）、及びＮ－ブロモサクシミド（３１１ｍｇ、１．７５ｍｍｏｌ、１当量）の混
合物を室温で２時間撹拌した。反応物を水（２０ｍＬ）及びジクロロメタン（１０ｍＬ）
で希釈した。相を分離し、水相をジクロロメタンで抽出した（３×２０ｍＬ）。合わせた
有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィーで残渣
を精製して、明るい茶色の固体として、２－ブロモ－４，４，７－トリメチル－３，４－
ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンを得た（５７５
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Ｇ．２，４，４，７－テトラメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［
２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：
【化１０７】

【０２３８】
　１，４－ジオキサン及び水の１０：１の混合物（７ｍＬ）中、２－ブロモ－４，４，７
－トリメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キ
ノリジン（２６５ｍｇ、０．７３ｍｍｏｌ、１当量）、トリメチルボロキシン（０．６ｍ
Ｌ、４．４ｍｍｏｌ、６当量）及び炭酸カリウム（６０８ｍｇ、４．４ｍｍｏｌ、６当量
）の混合物に窒素を１５分間注入した。（クロロ（２－ジシクロヘキシルホスフィノ２’
，６’－ジメトキシ－１，１’－ビフェニル）［２－（２’－アミノ－１，１’－ビフェ
ニル）］パラジウム（ＩＩ）（１０８ｍｇ、０．１５ｍｍｏｌ、０．２当量）及び２－ジ
シクロヘキシルホスフィノ－２’，６’－ジメトキシビフェニル（６２ｍｇ、０．１５ｍ
ｍｏｌ、０．２当量）を添加し、反応物を一晩還流した。室温まで冷却した後、反応物を
水（１０ｍＬ）及び酢酸エチル（１０ｍＬ）で希釈した。相を分離し、水相を酢酸エチル
で抽出した（３×２０ｍＬ）。合わせた有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮
した。カラムクロマトグラフィーで残渣を精製し、淡黄色の固体として、２，４，４，７
－テトラメチル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］
キノリジンを得た（１００ｍｇ、収率４６％、純度９５％）。
Ｈ．化合物４９の合成：

【化１０８】

【０２３９】
　化合物４９を化合物３５と類似の方法で合成し、１３ｍｇの黄色粉末を得た（１５％）
。
【０２４０】
実施例８：下記のスキーム８に従って、化合物５０の合成を行った。



(146) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

40

【化１０９】

Ａ．１－クロロフェナントリジン－６－アミンの合成：
【化１１０】

【０２４１】
　３－クロロ－２－ヨードアニリン（８．７７ｇ、３４．６ｍｍｏｌ）、ＣｙＪｏｈｎＰ
ｈｏｓ（０．４６２ｇ、１．３１９ｍｍｏｌ）、及びＰｄ（ＣＨ３ＣＮ）２Ｃｌ２（０．
１７１ｇ、０．６５９ｍｍｏｌ）の混合物をジオキサン（８０ｍｌ）中に溶解した。シリ
ンジに介して、トリエチルアミン（１３．７８ｍｌ、９９ｍｍｏｌ）、４，４，５，５－
テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン（１０．０４ｍｌ、６９．２ｍｍｏｌ）の
順に、溶液に添加した。反応物を４時間還流した。反応物を室温まで冷却し、２－ブロモ
ベンゾニトリル（６ｇ、３３．０ｍｍｏｌ）、Ｓ－ＰｈｏｓＰｄＧ２（０．４７５ｇ、０
．６５９ｍｍｏｌ）、Ｓ－Ｐｈｏｓ（０．２７１ｇ、０．６５９ｍｍｏｌ）、及び炭酸カ
リウム（９．１１ｇ、６５．９ｍｍｏｌ）の固体混合物を反応混合物に添加し、その後ジ
オキサン（２０ｍｌ）及び水（２０ｍｌ）を添加し、反応物を８５℃まで一晩加熱した。
粗生成物をＤＣＭで抽出し、真空濾過によって、橙色の油状物を得た。これをＴＨＦ（８
０ｍＬ）中に溶解し、水素化ナトリウム（１．９７８ｇ、４９．４ｍｍｏｌ）を０℃で添
加し、２０分間撹拌した。食塩水で反応混合物をクエンチし、ＤＣＭで抽出した。エーテ
ルで粉砕し、反応混合物を蒸発させると、オフホワイトの固体として、１－クロロフェナ
ントリジン－６－アミンを得た（収率５２％）。
Ｂ．８－クロロイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成：
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【化１１１】

【０２４２】
　１－クロロフェナントリジン－６－アミン（８６４ｍｇ、３．７８ｍｍｏｌ）、２－ク
ロロアセトアルデヒド（水中５０重量％、１．０２ｍＬ、７．５６ｍｍｏｌ）、及び重炭
酸ナトリウム（６３５ｍｇ、７．５６ｍｍｏｌ）をｉＰｒＯＨ中で合わせ、１時間還流し
た。混合物を室温まで冷却し、水に注ぎ、濾過した（収率９９％）。
Ｃ．８－フェニルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成：
【化１１２】

【０２４３】
　８－クロロイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（９５５ｍｇ、３．７８ｍｍｏｌ
）、フェニルボロン酸（８２９ｍｇ、６．８０ｍｍｏｌ）、Ｓ－ＰｈｏｓＰｄＧ２（１０
９ｍｇ、０．１５１ｍｍｏｌ）、Ｓ－Ｐｈｏｓ（６２．１ｍｇ、０．１５１ｍｍｏｌ）、
及び炭酸カリウム（５２２ｍｇ、３．７８ｍｍｏｌ）の混合物を脱気と窒素充填を数回繰
り返した。ジオキサン（２０ｍｌ）及び水（４ｍｌ）を添加し、１時間還流した。粗生成
物をＤＣＭ及び食塩水で抽出し、カラムクロマトグラフィーで精製し、生成物を得た（収
率９９％）。
Ｄ．３－ブロモ－８－フェニルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成：
【化１１３】

【０２４４】
　ＤＭＦ中に、８－フェニルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（１．１５ｍｇ、
３．９１ｍｍｏｌ）及びＮＢＳ（０．７６５ｇ、４．３０ｍｍｏｌ）を合わせ、室温で３
０分間撹拌し、水でクエンチした。得られた固体を濾過し、真空で乾燥し、７５％の収率
で３－ブロモ－８－フェニルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンを得た。
Ｅ．３－（２－メチルプロプ－１－エン－１－イル）－８－フェニルイミダゾ［１，２－
ｆ］フェナントリジンの合成：
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【化１１４】

【０２４５】
　３－ブロモ－８－フェニルイミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジン（９８０ｍｇ、２
．６３ｍｍｏｌ）、ＳＰｈｏｓＰｄＧ２（７６ｍｇ、０．１０５ｍｍｏｌ）、ＳＰｈｏｓ
（４３．１ｍｇ、０．１０５ｍｍｏｌ）、及び炭酸カリウム（３６３ｍｇ、２．６３ｍｍ
ｏｌ）の混合物を脱気と窒素充填を数回繰り返した。トルエン（１５ｍｌ）、水（３ｍｌ
）、及び４，４，５，５－テトラメチル－２－（２－メチルプロプ－１－エン－１－イル
）－１，３，２－ジオキサボロラン（１．０７７ｍｌ、５．２５ｍｍｏｌ）を添加し、一
晩還流下で加熱した。生成物をＤＣＭ及び食塩水で抽出し、カラムクロマトグラフィーで
精製し、２０％の収率で３－（２－メチルプロプ－１－エン－１－イル）－８－フェニル
イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンを得た。
Ｆ．４，４－ジメチル－７－フェニル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ
［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：

【化１１５】

【０２４６】
　ＤＣＭ中に、３－（２－メチルプロプ－１－エン－１－イル）－８－フェニルイミダゾ
［１，２－ｆ］フェナントリジン（１６０ｍｇ、０．４５９ｍｍｏｌ）を溶解し、塩化ア
ルミニウム（１８４ｍｇ、１．３７８ｍｍｏｌ）を添加した。反応物を４０分間室温で撹
拌した。混合物をＫＯＨ（ａｑ）／食塩水でクエンチし、ＤＣＭで数回抽出した。カラム
クロマトグラフィーで生成物を精製し、６３％の収率で４，４－ジメチル－７－フェニル
－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンを得
た。
Ｇ．化合物５０の合成：
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【化１１６】

【０２４７】
　実施例４からの（３－フェニル－１Ｈ－ピラゾール）２Ｉｒ（ＭｅＯＨ）２（ＯＴｆ）
（０．０３ｇ、０．０４３ｍｍｏｌ）及び４，４－ジメチル－７－フェニル－３，４－ジ
ヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン（０．０３０ｇ、
０．０８７ｍｍｏｌ）を２－エトキシエタノール（０．５ｍｌ）中で合わせて、直ちに脱
気と窒素充填を３回行い、その後窒素下において、２時間還流下で加熱した。カラムクロ
マトグラフィーで生成物を精製し、収率５６％で化合物５０を得た。
【０２４８】
実施例９：下記スキーム８に従って、化合物１０８の合成を行った。
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【化１１７】

Ａ．ｔｅｒｔ－ブチル（４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）フェニル）カルバメ
ートの合成：
【化１１８】

【０２４９】
　ＴＨＦ（２００ｍＬ）中、ｔｅｒｔ－ブチル（４－ヒドロキシフェニル）カルバメート
（２６．１ｇ、０．１２５ｍｏｌ、１当量）の溶液に、トリイソプロピルクロロシラン（
３２ｍＬ、０．１５ｍｏｌ、１．２当量）、及びトリエチルアミン（２１ｍＬ、０．１５
ｍｏｌ、１．２当量）の順に添加した。反応混合物を室温で１６時間撹拌した。反応物を
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濾過し、固体をＴＨＦで洗浄した（２×３０ｍＬ）。合わせた濾液を減圧下で濃縮した。
カラムクロマトグラフィーで粗生成物を精製し、黄色の油状物として、ｔｅｒｔ－ブチル
（４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）フェニル）カルバメートを得た（３９．６
６ｇ、収率８７％）。
Ｂ．４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）アニリンの合成：
【化１１９】

【０２５０】
　ジクロロメタン（４００ｍＬ）中、ｔｅｒｔ－ブチル（４－（（トリイソプロピルシリ
ル）オキシ）フェニル）カルバメート（３９．６６ｇ、０．１０８５ｍｏｌ、１当量）の
溶液に、トリフルオロ酢酸（４１．５１ｍＬ、０．５４ｍｏｌ、５当量）を室温で添加し
た。１６時間撹拌した後、減圧下で溶媒を除去した。残渣をトルエンで共沸させた（３×
５０ｍＬ）。粗生成物をシリカ上で精製し、４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）
アニリンを得た（２５ｇ、収率８７％）。
Ｃ．２，６－ジブロモ－４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）アニリンの合成：
【化１２０】

【０２５１】
　ジクロロメタン及びメタノールの１：１の混合物（６０ｍＬ）中、４－（（トリイソプ
ロピルシリル）オキシ）アニリン（１７ｇ、６４．４ｍｍｏｌ、１当量）の溶液に、臭素
（８．２ｍＬ、０．１６ｍｏｌ、２．５当量）を０℃で滴下した。反応混合物を室温まで
加温させ、１６時間撹拌した。反応混合物をジクロロメタン（２００ｍＬ）で希釈し、１
ＭのＮａＯＨ（２×１００ｍＬ）及び飽和食塩水（２×１００ｍＬ）で順に洗浄した。有
機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮し、茶色の油状物として２，６－ジブロモ
－４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）アニリンを得て（２６．３７ｇ、収率９７
％）、その後使用した。
Ｄ．４－ブロモ－８－メトキシ－２－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）フェナント
リジン－６－アミンの合成：
【化１２１】

【０２５２】
　トルエン及び水の４：１の混合物（５００ｍＬ）中、５－メトキシ－２－（４，４，５
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，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ベンゾニトリル（１６
．１４ｇ、６２．３ｍｍｏｌ、１当量）、５１（２６．３７ｇ、６２．３ｍｍｏｌ、１当
量）、及びリン酸カリウム（４３．０４ｇ、０．１８７ｍｏｌ、３当量）の混合物に窒素
を１時間注入した。トランス－Ｐｄ（ＰＰｈ３）２Ｃｌ２（２．８ｇ、３．１１ｍｍｏｌ
、０．０５当量）を添加し、反応混合物を２０時間還流した。追加の５－メトキシ－２－
（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）ベンゾニ
トリル（２．２ｇ、８．５ｍｍｏｌ、０．１４当量）、及びトランス－Ｐｄ（ＰＰｈ３）

２Ｃｌ２（０．３ｇ、０．４３ｍｍｏｌ、０．００６９当量）を添加し、反応混合物を更
に４時間還流した。相を分離し、有機相を温水で洗浄した（２×２００ｍＬ）。有機相を
硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィーで残渣を精製し
、２０％の収率で４－ブロモ－８－メトキシ－２－（（トリイソプロピルシリル）オキシ
）フェナントリジン－６－アミンを得た。
Ｅ．５－ブロモ－３－（２－クロロエチル）－１１－メトキシ－７－（（トリイソプロピ
ルシリル）オキシ）イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジンの合成：

【化１２２】

【０２５３】
　ｉ－プロパノール（５００ｍＬ）中、４－ブロモ－８－メトキシ－２－（（トリイソプ
ロピルシリル）オキシ）フェナントリジン－６－アミン（５．９５ｇ、１２．５３ｍｍｏ
ｌ、１当量）、ｐ－トルエンスルホン酸一水和物（１７５ｍｇ）、及び新たに調製した２
（６．６７ｇ、６２．６３ｍｍｏｌ、５当量）の懸濁液を室温で２時間撹拌した。炭酸ナ
トリウム（３．２５ｇ、３７．６ｍｍｏｌ、３当量）及び脱イオン水（１２ｍｌ）を添加
し、反応混合物を一晩還流した。室温まで冷却した後、反応混合物の体積を減圧下で約６
０ｍｌまで減少させた。混合物を酢酸エチル（３００ｍＬ）で希釈し、飽和食塩水（２０
０ｍＬ）で洗浄した。有機相を硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮した。カラムクロ
マトグラフィーで粗生成物を精製し、５－ブロモ－３－（２－クロロエチル）－１１－メ
トキシ－７－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）イミダゾ［１，２－ｆ］フェナント
リジンを得た（５．５３ｇ、収率７９％）。
Ｆ．１０－メトキシ－６－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）－３，４－ジヒドロジ
ベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：

【化１２３】

【０２５４】
　乾燥ＴＨＦ（３００ｍＬ）中、５－ブロモ－３－（２－クロロエチル）－１１－メトキ
シ－７－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）イミダゾ［１，２－ｆ］フェナントリジ
ン（５．５３ｇ、９．８４ｍｍｏｌ、１．０当量）の溶液を窒素で３０分間注入した。０
℃まで冷却した後、シリンジに介して、ＴＨＦ（７．４ｍＬ、１４．７６ｍｍｏｌ、１．
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５当量）中、２Ｍのイソプロピルマグネシウムクロライドを滴下した。反応混合物を室温
まで加温し、一晩撹拌した。反応物を水（１０ｍＬ）でクエンチし、ＴＨＦを減圧下で除
去した。残渣をジクロロメタン（５００ｍＬ）で抽出した。有機相を水で洗浄し（２×２
００ｍＬ）、硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィーで
粗生成物を精製し、１０－メトキシ－６－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）－３，
４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンを得た（３
ｇ、収率６８％）。
Ｇ．１０－メトキシ－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄ
ｅ］キノリジン－６－オールの合成：
【化１２４】

【０２５５】
　ＴＨＦ（１００ｍＬ）中、１０－メトキシ－６－（（トリイソプロピルシリル）オキシ
）－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン（
３ｇ、６．７２ｍｍｏｌ、１当量）の溶液に、ＴＨＦ（３０ｍＬ）中、フッ化テトラブチ
ルアンモニウム三水和物を滴下した。室温で１６時間撹拌した後、溶媒を減圧下で除去し
、残渣をジクロロメタン（８０ｍＬ）で抽出した。有機相を飽和食塩水で洗浄した（２×
１００ｍＬ）。飽和食塩水で洗浄すると、大きな沈殿物が有機相中に形成し始めた。沈殿
物を濾過し、ヘプタンで洗浄し（２×１０ｍＬ）、１０－メトキシ－３，４－ジヒドロジ
ベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－６－オールを得た（１．
８３ｇ、収率９４％）。
Ｈ．１０－メトキシ－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄ
ｅ］キノリジン－６－イル　トリフルオロメタンスルホネートの合成：

【化１２５】

【０２５６】
　ジクロロメタン（１００ｍＬ）中、１０－メトキシ－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，
ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－６－オール（１．７９ｇ、６．１６ｍ
ｍｏｌ、１当量）の混合物に、トリフルオロ酢酸無水物（１．１４ｍＬ、６．７７ｍｍｏ
ｌ、１．１当量）及びピリジン（０．７４４ｍＬ、９．２４ｍｍｏｌ、１．５当量）を０
℃で順に添加した。１５分間撹拌した後、反応物を室温まで加温し、６時間撹拌した。反
応混合物をジクロロメタン（２００ｍＬ）で希釈し、水で洗浄した（３×１００ｍＬ）。
硫酸ナトリウムで有機相を乾燥し、溶媒を減圧下で除去した。ヘプタン及びジクロロメタ
ンの１０：１の混合物（１０ｍＬ）で、残渣を粉砕し、１０－メトキシ－３，４－ジヒド
ロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－６－イル　トリフル
オロメタンスルホネートを得た（２．１７ｇ、収率８３％）。
Ｉ．１０－メトキシ－６－フェニル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［
２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：
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【化１２６】

【０２５７】
　トルエン：１，４－ジオキサン：水の３：１：１の混合物（５００ｍＬ）中、１０－メ
トキシ－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジ
ン－６－イル　トリフルオロメタンスルホネート（０．６５ｇ、１．５４ｍｍｏｌ、１当
量）、フェニルボロン酸（０．１８８ｇ、１．５４ｍｍｏｌ、１当量）、及びリン酸カリ
ウム（１．０６ｇ、４．６２ｍｍｏｌ、３当量）の混合物に窒素を１時間注入した。トラ
ンス－Ｐｄ（ＰＰｈ３）２Ｃｌ２（５４ｍｇ、０．０７７ｍｍｏｌ、０．０５当量）を添
加し、反応混合物を１６時間還流した。反応混合物をジクロロメタン（２００ｍＬ）で希
釈した。有機相を温水で洗浄し（２×１００ｍＬ）、硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下で
濃縮し、１０－メトキシ－６－フェニル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダ
ゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンを得た（０．５２７ｇ、収率９７％）。
Ｊ．６－フェニル－３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ
］キノリジン－１０－オールの合成：

【化１２７】

【０２５８】
　ジクロロメタン（１００ｍＬ）中、１０－メトキシ－６－フェニル－３，４－ジヒドロ
ジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの溶液（０．５２７ｇ、
１．５ｍｍｏｌ、１当量）に、ジクロロメタン中、１Ｍの三臭化ホウ素（７．５ｍＬ、７
．５ｍｍｏｌ、５当量）を－７８℃で滴下した。反応物を室温まで加温させ、一晩撹拌し
た。反応混合物を注意深く氷水（１５０ｍＬ）に注ぎ、得られた固体を濾過し、水（３０
ｍｌ）及びヘプタン（１０ｍＬ）の順に洗浄し、６－フェニル－３，４－ジヒドロジベン
ゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－１０－オールを得た（０．４
７ｇ、収率９３％）。
Ｋ．１０－（（９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）－９Ｈ－カルバゾール－２
－イル）オキシ）－６－フェニル－３，４－ジヒドロ－ジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［
２，１，５－ｄｅ］キノリジンの合成：
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【化１２８】

【０２５９】
　ＤＭＳＯ（５０ｍＬ）中、２－ブロモ－９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）
－９Ｈ－カルバゾール（０．５２８ｇ、１．４４６ｍｍｏｌ、１当量）、６－フェニル－
３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン－１０
－オール（０．４８６ｇ、１．４４６ｍｍｏｌ、１当量）、リン酸カリウム（１．６７ｇ
、７．２３ｍｍｏｌ、５当量）、ヨウ化銅（Ｉ）（０．１３８ｇ、０．７２３ｍｍｏｌ、
０．５当量）、及びピコリン酸（０．４４５ｇ、３．６２ｍｍｏｌ、２．５当量）の混合
物を１５０℃で４．５時間加熱した。室温まで冷却した後、反応混合物を水（３００ｍＬ
）に注ぎ、酢酸エチルで抽出した（４×１００ｍＬ）。合わせた有機相を硫酸ナトリウム
で乾燥し、減圧下で濃縮した。カラムクロマトグラフィーで粗生成物を精製し、黄褐色の
固体として、１０－（（９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）－９Ｈ－カルバゾ
ール－２－イル）オキシ）－６－フェニル－３，４－ジヒドロ－ジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イ
ミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンを得た（０．５５ｇ、収率６１％）。
Ｌ．化合物１０８の合成：

【化１２９】

【０２６０】
　氷酢酸（６０ｍＬ）中、１０－（（９－（４－イソプロピルピリジン－２－イル）－９
Ｈ－カルバゾール－２－イル）オキシ）－６－フェニル－３，４－ジヒドロ－ジベンゾ［
ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジン（３５０ｍｇ、０．５６４ｍｍｏｌ
、１当量）の溶液にアルゴンを４０分間注入した。Ｋ２ＰｔＣｌ４（２３４ｍｇ、０．５
６４ｍｍｏｌ、１当量）を添加し、反応混合物を１６時間還流した。室温まで冷却した後
、黄緑がかった沈殿物を濾過し、水（４×１５ｍＬ）及びヘプタン（２×１０ｍＬ）の順
に洗浄し、真空下、２０℃で１８時間乾燥した。粗生成物をジクロロメタン（５００ｍＬ
）中に溶解し、シリカゲル１０ｇ）のプラグに通して、残っているＫ２ＰｔＣｌ４を除去
した。溶媒を減圧下で除去した。ジクロロメタン及びヘプタンの１：１の混合物（２０ｍ
Ｌ）で残渣を粉砕し、濾過し、ジクロロメタンで洗浄し（２×３ｍＬ）、化合物１０８を
得た（４０ｍｇ、収率８．７％、収率、８３．２％）。
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【０２６１】
　考察：金属が配位されたイミダゾフェナントリジン配位子の１つの実施形態の一般構造
を下記に示す。コンピュータ上での検証において、興味ある結合は、４つの炭素－窒素（
Ｃ－Ｎ）単結合である。これらは、窒素が３つのＣ－Ｎの単結合を有するＣ－Ｎ１、Ｃ－
Ｎ２、及びＣ－Ｎｐｈ、及び窒素が金属に配位しているＣ－Ｎｍとしてラベルされる。
【化１３０】

【０２６２】
　ハイブリッドＢ３ＬＹＰファンクショナル（ｈｙｂｒｉｄ　Ｂ３ＬＹＰ　ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎａｌ）及びＣＥＰ－３１ｇ有効コアポテンシャル基底関数系を用いてＧａｕｓｓｉａ
ｎ０９ソフトウェアパッケージにおいて、全ての錯体及び配位子のジオメトリー最適化を
行った。結果及び考察において特段に述べられていない限り、全ての結果はこの方法を用
いる。
【０２６３】
　結合を切断し、イミダゾフェナントリジン配位子にジラジカル種を形成することで、結
合強度を算出した。通常、三重項状態は、ジラジカル一重項よりもエネルギーが低く、そ
れゆえ結合が切断されたときに、よりふさわしくありそうな生成物が形成されるので、三
重項状態として結合が切断されたジラジカル種を算出した。Ｂ３ＬＹＰ／６－３１ｇ（ｄ
）レベルで算出を行い、基底状態一重項→結合が切断された三重項及び最も低いエネルギ
ー三重項（励起状態）→結合が切断された三重項の熱力学を報告する。
【０２６４】
　最も低い三重項励起状態（Ｔ１）の算出されたＴＤ－ＤＦＴ値も理論のＢ３ＬＹＰ／Ｃ
ＥＰ－３１ｇレベルで行ったが、実験結果により良好にマッチさせるようになる溶媒とし
て、ＴＨＦを用いたＣＰＣＭ連続溶媒場（ＣＰＣＭ　ｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｓｏｌｖｅｎ
ｔ　ｆｉｅｌｄ）を用いた。
【０２６５】
　結合強度の算出を下記の化合物で行った。
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【０２６６】
　算出された結合強度を表１に示す。
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【表１】

【０２６７】
　表１は、一連の比較例及び発明化合物１の算出された結合強度を示す。同一セル上で２
つの数字が見られる場合、上の数字は、励起状態の三重項→結合が切断された三重項との
間の熱力学的差を示す。下の数字は、基底状態一重項→結合が切断された三重項を表す。
セル上に数字が１つしかない場合、三重項→三重項結合強度（Ｔ→Ｔ）を示す。比較化合
物１～４の全てにおいて、Ｃ－Ｎ１結合は最も弱い結合であることが示される。基底状態
一重項と比較して、励起された三重項状態において、結合強度がより弱いことが分かる。
これは、励起状態のエネルギーを有する錯体が、一般的により高エネルギーである結合が
切断された状態の出発点として利用可能であるからである。幾つかの場合においては、比
較化合物２及び３に示されるように、結合が切断された状態は、出発点の三重項状態より
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もエネルギーが低い。したがって、結合が切断される現象は、熱力学的に有利である又は
発熱であると考えられることができる。比較化合物１と比較化合物２及び３を比較して分
かるように、アリール置換がＣ－Ｎ１結合の炭素原子に加えられると、結合強度が減少す
ることが分かる。この効果は、結合が切断された場所において、アリール置換によって安
定化された、ラジカル種の共鳴安定化によるものであることができる。
【０２６８】
　式（１ａ）の“Ａ”に示されるように、弱いＣ－Ｎ１結合の安定化は、Ｃ－Ｎ１の炭素
と隣接した縮合アリール環上の炭素と結合する連結置換によって達成されることができる
。この連結基は、フェナントリジン環系の２つの炭素を渡ってブリッジを形成するための
適切な構造ジオメトリーを提供する元素を含むことが好ましく、それによって得られた配
位子及び錯体の三重項エネルギーを低減することなく、Ｃ－Ｎ１結合を安定化させる必要
な剛直性を提供する。
【０２６９】
　安定化リンカーの効果は、発明化合物１の表１に示される。ここで、三重項Ｃ－Ｎ１結
合強度は、類似体比較化合物１の１１．８１ｋｃａｌ／ｍｏｌから、発明化合物の３５．
３８ｋｃａｌ／ｍｏｌへ、熱力学的結合強度が２０ｋｃａｌ／ｍｏｌ超の増加をもって大
幅に改善した。２つの炭素が連結する置換基は、配位子が、ＣＮ１結合が切断された状態
の適切な緩和ジオメトリーを得られないようにする。重要な事として、発明化合物１及び
比較化合物１はいずれも、計算によれば４６８ｎｍの同じ三重項エネルギーを有している
ことから、三重項エネルギーは、この置換によって影響されない。
【０２７０】
　比較例１の、最小化された結合が切断されていないジオメトリー及び結合が切断された
ジオメトリーは、図３ａ及び図３ｂに示される。結合が切断されたジオメトリーは、イミ
ダゾフェナントリジン配位子の縮合環系の環ひずみを緩和する。発明化合物１に示されて
いるように、結合（束縛）している置換は、結合が切断された緩和ジオメトリーを防ぎ、
それによってＣ－Ｎ１結合の熱力学的結合強度を高める。
【０２７１】
　Ｃ－Ｎ１結合の弱さの更なる実験的根拠は、マトリックス支援レーザー脱離イオン化質
量分析（ＭＡＬＤＩ－ＭＳ）によって示される。ＭＡＬＤＩ－ＭＳを用いて、分子の励起
状態における結合の弱さを調べることができる。光化学的な安定性の測定として、ＭＡＬ
ＤＩ－ＭＳは、帯電及び励起状態が存在しているＯＬＥＤデバイス中で見られる幾つかの
状態について、モデル化を行うことができると考えられている。図３は、比較化合物３を
ネガティブモードで捉えたＭＡＬＤＩ－ＭＳを示す。親イオンのピークは、１５２９ａｍ
ｕで確認される。しかし、最も高い強度のピークは、１２７５ａｍｕで確認される。この
質量は、イミダゾール環が２つの炭素及びターフェニル置換の質量を失った比較化合物３
のフラグメントに対応する。示されたフラグメントの構造を図３に示す。このフラグメン
トがイリジウムを含み、示されたフラグメントの化学式と一致していることが同位体パタ
ーンによって確認される。更に、図４に示されるように、１０８３ａｍｕで、フラグメン
トが配位子を損失することが確認され、１０２０ａｍｕで、２つの配位子においてイミダ
ゾール環の分解が確認された。このデータによって、主要なフラグメントの形成は、計算
により、弱い結合と考えられるＣ－Ｎ１結合の切断が必要であることが示唆される。
【０２７２】
発明の化合物の光物理特性
【０２７３】
　発明化合物の測定された光物理特性は、下記表２に示される。室温及び７７Ｋにおいて
、かなり希釈された濃度での２－メチルテトラヒドロフラン溶媒中にて、錯体を測定した
。１重量％ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）固相マトリックス、又は０．４重量％
ポリスチレン（ＰＳ）固相マトリックス中で、キセノンランプ、積分球、及びフォトニッ
クマルチチャンネル分析器モデルＣ１００２７を装備した浜松Ｃ９９２０システムを用い
、フォトルミネセンス量子収率（ＰＬＱＹ、ΦＰＬ）を測定した。励起源として３３５ｎ
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ｍのナノＬＥＤを用いたＩＢＨデータステーションハブで積算したＨｏｒｉｂａ　Ｊｏｂ
ｉｎ　Ｙｖｏｎ社のＦｌｕｏｒｏｌｏｇ－３を用いて、時間相関単一光子計数法によりＰ
Ｌの過渡測定（τ）を行った。
【０２７４】
表２
【化１３２】
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【化１３３】

【０２７５】
　化合物３５を測定し、深い青色発光を表し、７７Ｋで４５１ｎｍの最も高いエネルギー
ピークを表すが、錯体のＰＬＱＹは、僅か５％である。配位子に対する修飾がどのように
ＰＬＱＹを改善するために使われることができるかが、化合物４９によって実証される。
イミダゾール環上のメチル置換は、エチレンブリッジされていないフェナントリジンイミ
ダゾール類似体のＰＬＱＹを改善することが分かってきている。更に、外側のフェニル環
上のメチル置換は、計算によって、メチル置換基と隣接するアリール環上のプロトンの立
体的作用により、配位子の配位挟角に影響することが示される。この立体効果は、配位し
ている場所が金属に更に近く結合することができる、ブリッジされていない配位子のジオ
メトリーに対して、フェナントリジンイミダゾール多環系ジオメトリーが近くなるように
押す。配位子のジオメトリーにおける微妙な変化は、金属と、中性の配位窒素との間のよ
り強い相互作用を可能にし、それによって金属―窒素の結合強度を改善する。金属―窒素
結合の非輻射減衰を低減させることで、より強い金属―窒素の結合強度が錯体の放射効率
を改善することができると考えられている。したがって、両方のメチル置換は、化合物３
５と比較して、化合物４９のＰＬＱＹを高めることをもたらすであろう。化合物４９を測
定したところ、ＰＭＭＡマトリックス中で６２％のＰＬＱＹを有し、これは、ブリッジさ
れていない類似体であり、且つ６８％のＰＬＱＹを有すると測定される比較化合物６のＰ
ＬＱＹ値に極めて近い。更に、化合物３５の５．１マイクロ秒の励起状態の寿命と比べて
、化合物４９は、７７Ｋで２．９マイクロ秒と更に短い励起状態の寿命を有すると測定さ
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れる。これは、これらのメチル置換基が化合物４９の放射特性を改善したことを実証する
。
【０２７６】
　フェニルピラゾール配位子（ｐｐｚ）を有するヘテロレプティック例である化合物４８
、及び化合物５０を測定したところ、青色発光を示したが、ＰＬＱＹは低かった。しかし
、ブリッジされていない参照化合物である比較化合物８も測定したところ、１４％の低い
ＰＬＱＹを示した。低い効率は、ピラゾール配位子の弱い金属－窒素結合によるものであ
ると考えられている。この仮説を更に支持するものとして、トリスＩｒ（ｐｐｚ）３は、
室温の溶液中で非発光であるが、７７Ｋではかなり高い発光性であることが文献中に示さ
れている。室温での非放射効率は、弱い金属―窒素結合に起因する。
【０２７７】
　ブリッジされたフェナントリジンイミダゾール配位子を有するプラチナ錯体も、深い青
色発光を有するかなり高い発光性があることが分かる。光学的に不活性なポリスチレンマ
トリックス中において、化合物１０５及び比較化合物７は、いずれも測定したところ、そ
れぞれ８５％及び８７％の高いＰＬＱＹ値を示した。イリジウム類似体である化合物４９
に記載されているように、プラチナ錯体は、イリジウムと比較して、相対的に強いプラチ
ナ－窒素結合強度のために、ＰＬＱＹを改善するための配位子の修飾を必要としないらし
い。
【０２７８】
　当業者であれば、広い発明思想を逸脱することなく、上記に示され、記載された例示的
な実施形態の変更を行うことは想像されるであろう。したがって、本発明は、提示され、
記載された例示的な実施形態に制限されず、請求項によって規定された本発明の主旨及び
範囲内において、変更が及ぶことが意図されることが理解される。例えば、例示的な実施
形態の特徴は、主張された発明の一部であってもなくてもよく、開示された実施形態の特
徴は、組み合わせてもよい。特段の記載がない限り、用語「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈ
ｅ」は、１つのエレメントに限定されず、代わりに「少なくとも１つの」という意味で読
まれることもある。
【０２７９】
　発明の図面及び記載の一部は、発明の明確な理解に関連しているエレメントに着目する
ために単純化され、一方、明確にするために、当業者が予期するであろう他のエレメント
が除外されているものも本発明の一部分を含むことがある。しかし、このようなエレメン
トは、この分野においては公知であり、発明の更なる理解を促進する必要がないため、こ
のようなエレメントの記載は、本明細書においては提供されない。
【０２８０】
　更に、本発明のいずれの方法も、本明細書中に記載されている工程の特定の順番に依存
しない範囲においては、工程の特定の順番は、請求項の制限として解釈されるべきでない
。このような方法に指示された請求項は、記載された順番における工程の性質に制限され
るべきではなく、当業者であれば、この工程が、本発明の主旨及び範囲内において変更し
、維持してもよい事を容易に想像することができる。
【０２８１】
　本明細書中に記載される刊行物、特許出願、及び特許を含む全ての文献は、それぞれの
文献が個々に且つ具体的に参照により組み込まれ、本明細書中にその全内容が記載されて
いるものとされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２８２】
【特許文献１】米国特許第４，７６９，２９２号明細書
【特許文献２】米国特許第６，３０３，２３８号明細書
【特許文献３】米国特許第６，３１０，３６０明細書
【特許文献４】米国特許第６，８３０，８２８号明細書
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【特許文献５】米国特許第６，８３５，４６９号
【特許文献６】米国特許出願公開第２００２／０１８２４４１号
【特許文献７】ＷＯ２００２／０７４０１５号
【符号の説明】
【０２８３】
　１００　有機発光デバイス
　１１０　基板
　１１５　アノード
　１２０　正孔注入層
　１２５　正孔輸送層
　１３０　電子ブロッキング層
　１３５　発光層
　１４０　正孔ブロッキング層
　１４５　電子輸送層
　１５０　電子注入層
　１５５　保護層
　１６０　カソード
　１６２　第一の導電層
　１６４　第二の導電層
　２００　反転させたＯＬＥＤ、デバイス
　２１０　基板
　２１５　カソード
　２２０　発光層
　２２５　正孔輸送層
　２３０　アノード
【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月10日(2017.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式１で表されることを特徴とする化合物。
【化１】

（式中、Ｍは、４０超の原子量を有する金属であり、ｎは、少なくとも１の値を有し、ｍ
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＋ｎは、前記金属と結合することができる配位子の最大数であり；
　Ａは、２個～３個の連結原子を有する連結基であり、前記連結原子は、それぞれ独立し
て、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択され；
　Ｒ１ａ～Ｒ１ｇは、独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル
、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ
、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、
置換されたヘテロアリール、又は複素環基から選択され、Ｒは、それぞれ独立して、Ｈ、
ハロ、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及
びヘテロアリールから選択され；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｇが結合している環原子のいずれか１つは
、窒素原子で置換されていてもよく、前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応
しているＲ基は存在せず；
　Ｌは、置換又は無置換のシクロメタル化された配位子である。）
【請求項２】
　前記連結基Ａが、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ
’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ
’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ
－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１個～
６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又はＲ’
及びＲ’’は、結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する請
求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　前記化合物が三重項励起状態を有し、前記化合物が三重項励起状態にあるとき、前記連
結基が、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
　前記化合物が、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項１に記載の化合物。
【請求項５】
　前記化合物が、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項１に記載の化合物。
【請求項６】
　前記化合物が、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する請求項１に記
載の化合物。
【請求項７】
　前記連結基が、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨ
Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－Ｃ
Ｈ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及び－Ｓ
ｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、メチル又はフェニルである請求項
２に記載の化合物。
【請求項８】
　前記金属が、Ｒｅ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ，及びＡｕからなる群から選
択される請求項１に記載の化合物。
【請求項９】
　前記金属が、Ｉｒであり；ｎが２又は３であり；ｍが０又は１であり；ｍ＋ｎが３であ
る請求項１に記載の化合物。
【請求項１０】
　下記からなる群から選択される請求項１に記載の化合物。
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【化２】
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【化３】
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【化４】
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【化５】
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【化６】
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【化７】
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【化８】
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【化９】
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【化１０】



(176) JP 2017-515823 A 2017.6.15

【化１１】
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【化１２】
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【化１３】

【請求項１１】
　第１の有機発光デバイスを含むデバイスであって、
　アノードと；
　カソードと；
　前記アノードと前記カソードとの間に配置され、請求項１に記載の化合物を含む有機層
とを更に含むことを特徴とするデバイス。
【請求項１２】
　下記の式２で表されることを特徴とする化合物。
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【化１４】

（式中、Ｍは、Ｐｔであり；
　Ａ１及びＡ２は、それぞれ、２個～３個の連結原子を有する第１の連結基であり；前記
連結原子は、それぞれ独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからな
る群から選択され、Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆは、独立して、水素、アルキル、
アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）
ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘ
テロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から選択
され；
　Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆ及びＲ２ｂ～Ｒ２ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子
で置換されていてもよく、前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ
基は、存在せず；
　Ｒａｂ及びＲａｃ及び／又はＲｇａ及びＲｇｂは、結合し、それぞれ独立して、Ｂ、Ｎ
、Ｐ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、又はこれらの組合せからなる群から選択される１
個～３個の連結原子を有する第２の連結基を形成してもよい。）
【請求項１３】
　第１の連結基Ａ１及びＡ２が、それぞれ独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、
－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ
’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ
’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、
独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェ
ニルである、又はＲ’及びＲ’’は、結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれら
の組合せを形成する請求項１２に記載の化合物。
【請求項１４】
　前記化合物が三重項励起状態を有し、前記化合物が三重項励起状態にあるとき、前記連
結基が、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる請求項１２に記載の化合物。
【請求項１５】
　前記化合物が、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項１２に記載の化合物。
【請求項１６】
　前記化合物が、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項１２に記載の化合物。
【請求項１７】
　前記化合物が、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する請求項１２に
記載の化合物。
【請求項１８】
　第１の連結基Ａ１及びＡ２が、それぞれ独立して、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｃ
Ｈ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’
’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、
－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及び－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が
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、メチル又はフェニルである請求項１２に記載の化合物。
【請求項１９】
　前記第２の連結基が、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、
ＳＯ２、ＣＲＲ’’’、－ＣＲＲ’’’－ＣＲＲ’’’－、ＳｉＲＲ’’’、ＧｅＲＲ’
’’、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’
－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’
Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、及び－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－
から選択され、Ｒ、Ｒ’、Ｒ’’、又はＲ’’’は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロ、アル
キル、アルケニル、アルキニル、ヘテロアルキル、アラルキル、アリール、及びヘテロア
リールから選択される請求項１２に記載の化合物。
【請求項２０】
　前記化合物が、下記化合物のいずれかである請求項１２に記載の化合物。
【化１５】

【請求項２１】
　第１の有機発光デバイスを含むデバイスであって、
　アノードと；
　カソードと；
　前記アノードと前記カソードとの間に配置され、請求項１２に記載の化合物を含む有機
層とを更に含むことを特徴とするデバイス。
【請求項２２】
　前記有機層が、カルバゾール、ジベンゾチフェン、ジベンゾフラン、アザカルバゾール
、アザ－ジベンゾチオフェン、及びアザ－ジベンゾフランからなる群から選択される少な
くとも１つの基を含むホストを含む請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２３】
　下記の式（３）で表されることを特徴とする化合物。
【化１６】

（式中、Ｍは、Ｐｔであり；
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　Ａは、２個～３個の連結原子を有する第１の連結基であり、前記連結原子は、それぞれ
独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択され；
　Ｌ２及びＬ３は、独立して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝
Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択され；
　Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及びＲ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ及びＲ’は、それぞれ独立して、水素、アルキ
ル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（
Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール
、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基から
選択され；２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、結合して
、縮合環を形成し；Ｒ１ｂ～Ｒ１ｆが結合している環原子のいずれか１つは、窒素原子で
置換されていてもよく；前記環原子が窒素原子で置換されている場合、対応しているＲ基
は、存在せず；
　Ｌ２及びＲ１ｆ、又はＬ２及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ１ｆとＲ３ａの両方は、結合し
て、１つ以上の縮合環を形成してもよく、Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及
びＲ３ｃとＲ３ｄの両方、Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃとＲ３

ｄの両方は、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよい。）
【請求項２４】
　前記第１の連結基が、独立して、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－
ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ
’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、
－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、Ｈ、１
個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル、及び置換されたフェニルである、又は
Ｒ’及びＲ’’は、結合し、飽和５員環、又は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成す
る請求項２３に記載の化合物。
【請求項２５】
　前記化合物が三重項励起状態を有し、前記化合物が三重項励起状態にあるとき、前記連
結基が、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化させる請求項２３に記載の化合物。
【請求項２６】
　前記化合物が、５００ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項２３に記載の化合物。
【請求項２７】
　前記化合物が、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する請求項２３に記載の化合物。
【請求項２８】
　前記化合物が、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有する請求項２３に
記載の化合物。
【請求項２９】
　前記第１の連結基が、－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’
－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ

２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及
び－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ－から選択され、Ｒ’及びＲ’’が、メチル又はフェニルである
請求項２３に記載の化合物。
【請求項３０】
　Ｌ２及びＬ３が、独立して、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ

２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択される請求項２３に記載
の化合物。
【請求項３１】
　Ｒ１ｆ又はＲ３ａ及びＲ又はＲ’が、結合して、縮合環を形成する請求項２３に記載の
化合物。
【請求項３２】
　Ｒ３ｃ又はＲ３ｄ及びＲ又はＲ’が、結合して、縮合環を形成する請求項２３に記載の
化合物。
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【請求項３３】
　下記からなる群から選択される請求項２３に記載の化合物。
【化１７】

【請求項３４】
　第１の有機発光デバイスを含むデバイスであって、
　アノードと；
　カソードと；
　前記アノードと前記カソードとの間に配置され、請求項２３に記載の化合物を含む有機
層とを更に含むことを特徴とするデバイス。
【請求項３５】
　前記有機層が、カルバゾール、ジベンゾチフェン、ジベンゾフラン、アザカルバゾール
、アザ－ジベンゾチオフェン、及びアザ－ジベンゾフランからなる群から選択される少な
くとも１つの基を含むホストを含む請求項３４に記載のデバイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物は、三重項励起状態を
有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物、前記化合物が
三重項励起状態にあるとき、連結基Ａは、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化さ
せる。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物は、５００ｎｍ未
満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される
化合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構
造式（１ａ）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有
する。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
それぞれ、２個～３個の連結原子を有する。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの
実施形態においては、第１の連結基Ａは、それぞれ、２個～３個の連結原子を有し、前記
連結原子は、それぞれ独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからな
る群から選択される。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
Ｌ２及びＬ３は、独立して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ
、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択される。構造式（
３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ～Ｒ３

ｆ、Ｒ、及びＲ’は、それぞれ独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、ア
ラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、Ｏ
Ｒ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたア
リール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基からなる群から選択される。構造式（
３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ

、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、共に結合して、縮合環を形成してもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、２
個～３個の連結原子を含む。構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態において
は、第１の連結基Ａは、２個～３個の連結原子を含み、前記連結原子は、それぞれ独立し
て、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。構造式
（３）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＬ３は、独立して、単
結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ
’、及びＧｅＲＲ’から選択される。構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態
においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及びＲ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ及びＲ’は、それぞれ独立して、水
素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ
）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ
、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複
素環基からなる群から選択される。構造式（３）で表される化合物の幾つかの実施形態に
おいては、２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、共に結合
して、縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ１ｆ、Ｌ２及
びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ１ｆとＲ３ａとの両方は、結合して、１つ以上の縮合環を形成
してもよい。幾つかの他の実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又は
Ｌ３及びＲ３ｃとＲ３ｄとの両方は、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよい。幾
つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ１ｆは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の
縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ３ａは、結合して、
１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ
２及びＲ３ａとＲ１ｆの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成し
てもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｄは、結合して、１つ、２つ、又
はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃは
、結合して、１つ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及
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びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成しても
よい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　本明細書において、「アルキニル」という用語は、少なくとも１つの炭素－炭素三重結
合を有する、非環式の分岐鎖又は非分岐炭化水素を意味する。例示的なアルキレン基とし
ては、炭素数１～２０のアルキニル基、炭素数２～１８のアルキニル基、炭素数２～１６
のアルキニル基、炭素数２～１４のアルキニル基、炭素数２～１２のアルキニル基、炭素
数２～１０のアルキニル基、炭素数２～８のアルキニル基、炭素数２～６のアルキニル基
、炭素数２～４のアルキニル基、炭素数２～３のアルキニル基、及び炭素数２のアルキニ
ル基が挙げられるが、これらに限定されない。アルキニルの具体的な例としては、プロパ
ギル、及び３－ペンチニル、アセチレニル、プロピニル、１－ブチニル、２－ブチニル、
１－ペンチニル、２－ペンチニル、及び３－メチル－１－ブチニルが挙げられるが、これ
らに限定されない。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　本明細書において、「アリール」という用語は、置換されていてもよい単環又は多環芳
香族炭化水素を意味する。アリールの具体的な例としては、フェニル、４－メチルフェニ
ル、２，６－ジメチルフェニル、ナフチル、アントラニル、及びフェナントレニルが挙げ
られるが、これらに限定されない。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物は、三重項励起状態を
有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物、前記化合物が
三重項励起状態にあるとき、連結基Ａは、Ｎ２とＣ１ｂとの間の結合を開裂から安定化さ
せる。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される化合物は、５００ｎｍ未
満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構造式（１ａ）で表される
化合物は、４８０ｎｍ未満のピーク発光波長を有する。幾つかの実施形態においては、構
造式（１ａ）で表される化合物は、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲のピーク発光波長を有
する。式（１ａ）の構造で表される化合物の具体例としては、下記に示される化合物（１
－１）～化合物（１－１８１）が挙げられるが、これらに限定されない。
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【化１０】
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【化１１】
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【化１２】
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【化１３】
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【化１４】



(190) JP 2017-515823 A 2017.6.15

【化１５】
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【化１６】
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【化１７】
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【化１８】
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【化１９】
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【化２０】
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【化２１】
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【化２２】
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【化２３】
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【化２４】
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【化２５】
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【化２６】
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【化２７】
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【化２８】
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【化２９】

【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
２個～３個の連結原子を有する。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態に
おいては、第１の連結基Ａは、２個～３個の連結原子を有し、前記連結原子は、それぞれ
独立して、Ｃ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、Ｂ、又はこれらの組合せからなる群から選択される。
構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＬ３は、独立
して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、
ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群から選択され、Ｒ又はＲ’は、それぞれ、任意の
好適な置換基である。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ、及びＲ’は、それぞれ独立して、水素、アルキル
、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、ＣＦ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ
）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、
ヘテロアリール、置換されたアリール、置換されたヘテロアリール、又は複素環基からな
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る群から選択される。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、
２つの隣接するＲ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ、Ｒ、及びＲ’は、共に結合して、縮合
環を形成してもよい。Ｌ２及びＲ１ｆ、又はＬ２及びＲ３ａ、又はＬ２及びＲ３ａとＲ１

ｆの両方は、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。Ｌ３及び
Ｒ３ｃ、Ｌ３及びＲ３ｄ、又はＬ３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１つ、２つ
、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ１

ｆは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形
態においては、Ｌ２及びＲ３ａは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成
してもよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＲ３ａとＲ１ｆの両方は、結合して
、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾つかの実施形態においては、
Ｌ３及びＲ３ｄは、結合して、１つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。幾
つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃは、結合して、１つ以上の縮合環を形成して
もよい。幾つかの実施形態においては、Ｌ３及びＲ３ｃとＲ３ｄの両方は、結合して、１
つ、２つ、又はそれ以上の縮合環を形成してもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、第１の連結基Ａは、
－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨＲ’－ＣＨＲ’’－、－ＣＲ
’Ｒ’’－ＣＨ２－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、
－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、及び－ＳｉＲ’Ｒ’’－Ｏ
－から選択され、Ｒ’及びＲ’’は、独立して、メチル又はフェニルである。構造式（３
ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｌ２及びＬ３は、独立して、ＢＲ
、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧ
ｅＲＲ’からなる群から選択される。構造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形
態においては、Ｒ１ｆ又はＲ３ａ及びＲ又はＲ’は、共に結合して縮合環を形成する。構
造式（３ａ）で表される化合物の幾つかの実施形態においては、Ｒ３ｃ又はＲ３ｄ及びＲ
又はＲ’は、共に結合して縮合環を形成する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　本明細書中において特段の記載がない限り、又は文脈から明らかでなければ、Ｍは、構
造式（１）中のＭと同じ意味を有する。構造式（２）で表される化合物の幾つかの好まし
い実施形態においては、Ｍは、白金（Ｐｔ）である。構造式（３）で表される化合物の幾
つかの好ましい実施形態においては、Ｒ１ａ～Ｒ１ｆ及びＲ３ａ～Ｒ３ｆ、Ｒ及びＲ’は
、それぞれ独立して、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、ＣＮ、Ｃ
Ｆ３、ＣＯ２Ｒ、Ｃ（Ｏ）Ｒ、Ｃ（Ｏ）ＮＲ２、ＮＲ２、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲ、ＳＯ２、
ＳＯＲ、ＳＯ３Ｒ、ハロ、アリール、ヘテロアリール、置換されたアリール、置換された
ヘテロアリール、又は複素環基から選択される。構造式（３）で表される化合物の幾つか
の好ましい実施形態においては、隣接する２つの置換基Ｒ１ｆ、Ｒ３ａ、Ｒ３ｃ、Ｒ３ｄ

、Ｒ、及びＲ’は、共に結合して、縮合環を形成してもよい。構造式（３）で表される化
合物の幾つかの好ましい実施形態においては、第１の連結基Ａは、独立して、－ＣＲ’Ｒ
’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－ＣＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ’Ｒ’
’－ＮＲ’’－、－ＣＲ’=ＣＲ’－ＣＲ’Ｒ’’－、－Ｏ－ＳｉＲ’Ｒ’’－、－ＣＲ
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’Ｒ’’－Ｓ－、－ＣＲ’Ｒ’’－Ｏ－、－Ｃ－ＳｉＲ’Ｒ’’－からなる群から選択さ
れ、Ｒ’及びＲ’は、独立して、Ｈ、１個～６個の炭素原子を有するアルキル、フェニル
、及び置換されたフェニルである、又はＲ’及びＲ’’は、共に結合し、飽和５員環、又
は飽和６員環、及びこれらの組合せを形成する。構造式（３）で表される化合物の幾つか
の実施形態においては、Ｌ２及びＬ３は、独立して、単結合、ＢＲ、ＮＲ、ＰＲ、Ｏ、Ｓ
、Ｓｅ、Ｃ＝Ｏ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、ＣＲＲ’、ＳｉＲＲ’、及びＧｅＲＲ’からなる群か
ら選択される。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８３】
　電子注入層及び電子輸送層は、上記で述べられた材料の１つ又は２つ以上を含む単層構
造、又は同種組成物、又は異種組成物の複数の層からなる多層構造からなることができる
。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９１】
　２－プロパノール（１０２ｍｌ）及び水（５．１１ｍｌ）中に、４－ブロモフェナント
リジン－６－アミン（５．８６ｇ、２１．４６ｍｍｏｌ）、２－ブロモ－４－クロロブタ
ナール（５．３６ｇ、２８．９ｍｍｏｌ）、及び重炭酸ナトリウム（３．６０ｇ、４２．
９ｍｍｏｌ）を合わせた。懸濁液を室温で４時間撹拌し、その後一晩還流した。真空下で
溶媒を除去し、セライト上に残渣を塗布した。カラムクロマトグラフィーによって、生成
物と出発物質であるアミジンとの混合物を得て、ＤＣＭ中で過剰なアセチルクロライド及
びトリエチルアミンで処理した。ワークアップ後、ヘプタンへ繰り返し抽出することによ
って所望の生成物をアセトアミドから抽出し、３．９３ｇの黄色の、粘性がある残渣を得
た（５１％）。
Ｅ．３，４－ジヒドロジベンゾ［ｂ，ｉｊ］イミダゾ［２，１，５－ｄｅ］キノリジンの
合成：
【化６２】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２９】
　（３－クロロプロピル）（メチル）スルファン及びマグネシウム（削り状）によって得
られたグリニャール試薬を、ＴＨＦ中でＩｒＣｌ３（ＴＨＴ）３と共に撹拌し、トリス－
［（３－メチルチオ）プロピル］イリジウム（ＩＩＩ）を合成し、カラムクロマトグラフ
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ィーによって、白色固体を得た（３２％）。
Ｎ．化合物３５の合成
【化９８】

【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４８】
実施例９：下記スキーム９に従って、化合物１０８の合成を行った。
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【化１１７】

Ａ．ｔｅｒｔ－ブチル（４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）フェニル）カルバメ
ートの合成：
【化１１８】



(209) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

40

【国際調査報告】



(210) JP 2017-515823 A 2017.6.15

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ０７Ｆ   7/18     (2006.01)           Ｃ０７Ｄ  471/16     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ０７Ｆ    7/18     　　　Ｖ        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ジェイソン・ブルックス
            アメリカ合衆国　ニュージャージー　０８６１８　ユーイング　フィリップス　ブールバード　３
            ７５　ユニバーサル　ディスプレイ　コーポレイション内
(72)発明者  ゲザ・シゲシー
            アメリカ合衆国　ニュージャージー　０８６１８　ユーイング　フィリップス　ブールバード　３
            ７５　ユニバーサル　ディスプレイ　コーポレイション内
(72)発明者  グレン・モレロ
            アメリカ合衆国　ニュージャージー　０８６１８　ユーイング　フィリップス　ブールバード　３
            ７５　ユニバーサル　ディスプレイ　コーポレイション内
(72)発明者  ジュン・デン
            アメリカ合衆国　ニュージャージー　０８６１８　ユーイング　フィリップス　ブールバード　３
            ７５　ユニバーサル　ディスプレイ　コーポレイション内
(72)発明者  ピーター・アイ・ジュロビッチ
            アメリカ合衆国　ニュージャージー　０８６１８　ユーイング　フィリップス　ブールバード　３
            ７５　ユニバーサル　ディスプレイ　コーポレイション内
Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  BB02  BB04  BB05  BB06  BB08  CC07  CC22  DD59 
　　　　 　　        DD64  DD67  DD68  DD69  FF13 
　　　　 　　  4C065 AA07  BB06  CC05  DD03  EE03  HH01  JJ01  KK01  LL01  PP12 
　　　　 　　  4H049 VN01  VP01  VQ67  VQ74  VR23  VR24  VR41  VU36 
　　　　 　　  4H050 AA01  AA03  AB92  WB11  WB14  WB21 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

