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(57)【要約】
　本発明は、有機電子素子の寿命、効率、電気化学的安
定性および熱的安定性を大きく向上させられる新規な化
合物、および前記化合物を含む有機物層を含む有機電子
素子を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記化学式１で示される化合物。
【化１】

［前記化学式１において、
　Ｒ１とＲ２が互いに結合して芳香族環を形成するか、Ｒ３とＲ４が互いに結合して芳香
族環を形成するか、またはＲ１とＲ２が互いに結合して芳香族環を形成すると同時にＲ３

とＲ４が互いに結合して芳香族環を形成し、
　Ｒ５～Ｒ８、Ｒ１～Ｒ４のうちの芳香族環を形成しない基、Ｒ１とＲ２が互いに結合し
て形成された芳香族環に置換された置換基、およびＲ３とＲ４が互いに結合して形成され
た芳香族環に置換された置換基のうちの少なくとも１つは－（Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであ
り、ここで、ｐは０～１０の整数であり、ｑは１～１０の整数であり、
　残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、ここで、ｒは０～１０の整数であ
り、ｓは１～１０の整数であり、
　Ｘは－（Ａ）ｍ－（Ｂ）ｎであり、ここで、ｍは０～１０の整数であり、ｎは独立に１
～１０の整数であり、
　Ａは置換もしくは非置換のアリーレン基；置換もしくは非置換のアルケニレン基；置換
もしくは非置換のフルオレニレン基；またはＮ、ＯおよびＳ原子のうちの１個以上を含む
置換もしくは非置換のヘテロアリーレン基であり、
　Ｂは、ｍが０である場合、水素；重水素；置換もしくは非置換のアルキル基；置換もし
くは非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ
素基；置換もしくは非置換の炭素数６～３０のアリール基；置換もしくは非置換のフルオ
レニル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子を１個以上含む置換もしくは非置換の複素環基であり；
ｍが０ではない場合、水素；重水素；ハロゲン基；ニトリル基；ニトロ基；ヒドロキシ基
；置換もしくは非置換のアルキル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基；置換もし
くは非置換のアルコキシ基；置換もしくは非置換のアリールオキシ基；置換もしくは非置
換のアルキルチオキシ基；置換もしくは非置換のアリールチオキシ基；置換もしくは非置
換のアルキルスルホキシ基；置換もしくは非置換のアリールスルホキシ基；置換もしくは
非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ素基
；置換もしくは非置換の炭素数６～３０のアリール基；置換もしくは非置換のフルオレニ
ル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上を含む置換もしくは非置換の複素環基であ
り、
　Ｌ１およびＬ２は互いに同じであるか異なり、各々独立に、置換もしくは非置換のアリ
ーレン基；置換もしくは非置換のアルケニレン基；置換もしくは非置換のフルオレニレン
基；置換もしくは非置換のカルバゾリレン基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上を
含む置換もしくは非置換のヘテロアリーレン基であり、
　Ｙ１は－Ｎ（Ｚ１）（Ｚ２）、置換もしくは非置換のカルバゾール基、または置換もし
くは非置換のベンゾカルバゾール基であり、
　Ｚ１およびＺ２は互いに同じであるか異なり、各々独立に、置換もしくは非置換のアル
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キル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基；置
換もしくは非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のフルオレニル基；置換もしくは
非置換のカルバゾリル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上を含む置換もしくは非
置換の複素環基であり、
　Ｙ２は水素；重水素；ハロゲン基；ニトリル基；ニトロ基；ヒドロキシ基；置換もしく
は非置換のアルキル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基；置換もしくは非置換の
アルコキシ基；置換もしくは非置換のアリールオキシ基；置換もしくは非置換のアルキル
チオキシ基；置換もしくは非置換のアリールチオキシ基；置換もしくは非置換のアルキル
スルホキシ基；置換もしくは非置換のアリールスルホキシ基；置換もしくは非置換のアル
ケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ素基；置換もしく
は非置換のアルキルアミン基；置換もしくは非置換のアラルキルアミン基；置換もしくは
非置換のアリールアミン基；置換もしくは非置換のアリール基；置換もしくは非置換のフ
ルオレニル基；置換もしくは非置換のカルバゾール基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１
個以上を含む置換もしくは非置換の複素環基であり；
　前記Ａ、Ｂ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１またはＹ２が２以上存在する場合、これらは互いに同じ
であるか異なり、前述した置換基は互いに隣接する基と脂肪族またはヘテロの縮合環を形
成することができる。］
【請求項２】
　前記化学式１は下記化学式２を含むものである、請求項１に記載の化合物。
【化２】

［前記化学式２において、Ｒ５～Ｒ８、Ｒ’およびＲ’’のうちの少なくとも１つは－（
Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであり、残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、ここ
で、Ｘ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１、Ｙ２、ｐ、ｑ、ｒおよびｓは前記化学式１で定義した通りで
ある。］
【請求項３】
　前記化学式１は下記化学式３を含むものである、請求項１に記載の化合物。
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【化３】

［前記化学式３において、Ｒ５～Ｒ８、Ｒ’およびＲ’’のうちの少なくとも１つは－（
Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであり、残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、ここ
で、Ｘ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１、Ｙ２、ｐ、ｑ、ｒおよびｓは前記化学式１で定義した通りで
ある。］
【請求項４】
　前記化学式１は下記化学式４を含むものである、請求項１に記載の化合物：
【化４】

［前記化学式４において、Ｒ５～Ｒ８、Ｒ’ およびＲ’’のうちの少なくとも１つは－
（Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであり、残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、こ
こで、Ｘ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１、Ｙ２、ｐ、ｑ、ｒおよびｓは前記化学式１で定義した通り
である。］
【請求項５】
　前記化学式１のＸは下記［表Ａ－１］に記載された置換基から選択される、請求項１に
記載の化合物。
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【表１】

【請求項６】
　前記化学式１のＹ１は下記［表Ｙ－１］に記載された置換基から選択される、請求項１
に記載の化合物。
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【表２】
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【請求項７】
　第１電極、第２電極、および前記第１電極と第２電極との間に配置された１層以上の有
機物層を含む有機電子素子であって、前記有機物層のうちの１層以上は請求項１～６のう
ちのいずれか１項の化合物を含むことを特徴とする有機電子素子。
【請求項８】
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　前記有機物層は正孔注入層および正孔輸送層のうちの少なくとも１層を含み、前記正孔
注入層および正孔輸送層のうちの少なくとも１層が化学式１の化合物を含むことを特徴と
する、請求項７に記載の有機電子素子。
【請求項９】
　前記有機物層は発光層を含み、該発光層が化学式１の化合物を含むことを特徴とする、
請求項７に記載の有機電子素子。
【請求項１０】
　前記有機物層は電子輸送層を含み、該電子輸送層が化学式１の化合物を含むことを特徴
とする、請求項７に記載の有機電子素子。
【請求項１１】
　前記有機電子素子は、有機発光素子、有機燐光素子、有機太陽電池、有機感光体（ＯＰ
Ｃ）および有機トランジスタからなる群から選択されることを特徴とする、請求項７に記
載の有機電子素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電子素子の寿命、効率、電気化学的安定性、および熱的安定性を大きく
向上させられる新規な化合物、ならびにこれを用いた有機電子素子に関する。本出願は、
２００８年８月２２日に韓国特許庁に提出された韓国特許出願第１０－２００８－００８
２４７７号の出願日の利益を主張し、その内容の全ては本明細書に含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光現象は特定有機分子の内部プロセスによって電流が可視光に転換される例の１
つである。有機発光現象の原理は次の通りである。正極と負極との間に有機物層を位置さ
せた時、２つの電極の間に電圧を印加すれば、負極と正極とから各々電子と正孔とが有機
物層に注入される。有機物層に注入された電子および正孔は再結合してエキシトン（ｅｘ
ｃｉｔｏｎ）を形成し、このエキシトンが再び基底状態に落ちて光が出る。このような原
理を利用した有機発光素子は、一般的に、負極と正極、およびその間に位置した有機物層
、例えば、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層を含む有機物層で構成される。
【０００３】
　有機発光素子に用いられる物質としては純粋有機物質または有機物質と金属が錯体をな
す錯化合物が大部分を占めており、用途により、正孔注入物質、正孔輸送物質、発光物質
、電子輸送物質、電子注入物質などに区分することができる。ここで、正孔注入物質や正
孔輸送物質としては、ｐ－タイプの性質を有する有機物質、すなわち、容易に酸化し、酸
化時に電気化学的に安定した状態を有する有機物が主に用いられている。一方、電子注入
物質や電子輸送物質としてはｎ－タイプ性質を有する有機物質、すなわち、容易に還元し
、還元時に電気化学的に安定した状態を有する有機物が主に用いられている。発光層物質
としてはｐ－タイプの性質とｎ－タイプの性質を同時に有した物質、すなわち、酸化と還
元状態の全てに安定した形態を有する物質が好ましく、エキシトンが形成された時にこれ
を光に転換する発光効率の高い物質が好ましい。
【０００４】
　上記で言及したことの他に、有機発光素子に用いられる物質は次のような性質をさらに
有することが好ましい。
【０００５】
　第１に、有機発光素子に用いられる物質は熱的安定性に優れることが好ましい。有機発
光素子内においては、電荷の移動によるジュール熱（ｊｏｕｌｅ　ｈｅａｔｉｎｇ）が発
生するためである。現在、正孔輸送層物質として主に用いられるＮＰＢは、ガラス転移温
度が１００℃以下の値を有するため、高い電流を必要とする有機発光素子においては用い
難いという問題がある。
【０００６】
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　第２に、低電圧駆動が可能な高効率の有機発光素子を得るためには、有機発光素子内に
注入された正孔または電子が円滑に発光層に伝達されると同時に、注入された正孔と電子
が発光層の外に抜け出ないようにしなければならない。このために、有機発光素子に用い
られる物質は、適切なバンドギャップ（ｂａｎｄｇａｐ）とＨＯＭＯまたはＬＵＭＯエネ
ルギー準位を有しなければならない。現在、溶液塗布法により製造される有機発光素子に
おいて、正孔輸送物質として用いられるＰＥＤＯＴ：ＰＳＳの場合、発光層物質として用
いられる有機物のＬＵＭＯエネルギー準位に比べてＬＵＭＯエネルギー準位が低いため、
高効率および長寿命の特性を有する有機発光素子の製造に困難がある。
【０００７】
　この他にも、有機発光素子に用いられる物質は、化学的安定性、電荷移動度、電極や隣
接した層との界面特性などに優れなければならない。すなわち、有機発光素子に用いられ
る物質は水分や酸素による物質の変形が少なければならない。また、適切な正孔または電
子移動度を有することにより、有機発光素子の発光層において正孔と電子の密度が均衡を
なすようにしてエキシトンの形成を極大化するべきである。また、素子の安定性のために
金属または金属酸化物を含む電極や隣接した層との界面特性に優れることが好ましい。
【０００８】
　したがって、当技術分野においては上記のような要件を備えた有機物の開発が求められ
ている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明者らは、有機発光素子をはじめとする有機電子素子において使用可能な
物質に要求される条件、例えば、適切なエネルギー準位、電気化学的安定性および熱的安
定性などを満足させ、有機電子素子の寿命および効率を大きく向上させられる新規な化合
物、ならびにこれを用いた有機電子素子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、下記化学式１の化合物を提供する。

【化１】

　前記化学式１において、
　Ｒ１とＲ２とが互いに結合して芳香族環を形成するか、Ｒ３とＲ４とが互いに結合して
芳香族環を形成するか、またはＲ１とＲ２とが互いに結合して芳香族環を形成すると同時
にＲ３とＲ４とが互いに結合して芳香族環を形成し、
　Ｒ５～Ｒ８、Ｒ１～Ｒ４のうちの芳香族環を形成しない基、Ｒ１とＲ２とが互いに結合
して形成された芳香族環に置換された置換基、およびＲ３とＲ４とが互いに結合して形成
された芳香族環に置換された置換基のうちの少なくとも１つは－（Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑ
であり、ここで、ｐは０～１０の整数であり、ｑは１～１０の整数であり、
　残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、ここで、ｒは０～１０の整数であ
り、ｓは１～１０の整数であり、
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　Ｘは－（Ａ）ｍ－（Ｂ）ｎであり、ここで、ｍは０～１０の整数であり、ｎは独立に１
～１０の整数であり、
　Ａは、置換もしくは非置換のアリーレン基；置換もしくは非置換のアルケニレン基；置
換もしくは非置換のフルオレニレン基；またはＮ、ＯおよびＳ原子のうちの１個以上を含
む置換もしくは非置換のヘテロアリーレン基であり、
　Ｂは、ｍが０である場合、水素；重水素；置換もしくは非置換のアルキル基；置換もし
くは非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ
素基；置換もしくは非置換の炭素数６～３０のアリール基；置換もしくは非置換のフルオ
レニル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子を１個以上含む置換もしくは非置換の複素環基であり；
ｍが０ではない場合、水素；重水素；ハロゲン基；ニトリル基；ニトロ基；ヒドロキシ基
；置換もしくは非置換のアルキル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基；置換もし
くは非置換のアルコキシ基；置換もしくは非置換のアリールオキシ基；置換もしくは非置
換のアルキルチオキシ基；置換もしくは非置換のアリールチオキシ基；置換もしくは非置
換のアルキルスルホキシ基；置換もしくは非置換のアリールスルホキシ基；置換もしくは
非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ素基
；置換もしくは非置換の炭素数６～３０のアリール基；置換もしくは非置換のフルオレニ
ル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上を含む置換もしくは非置換の複素環基であ
り、
　Ｌ１およびＬ２は、互いに同じであるか異なり、各々独立に、置換もしくは非置換のア
リーレン基；置換もしくは非置換のアルケニレン基；置換もしくは非置換のフルオレニレ
ン基；置換もしくは非置換のカルバゾリレン基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上
を含む置換もしくは非置換のヘテロアリーレン基であり、
　Ｙ１は、－Ｎ（Ｚ１）（Ｚ２）、置換もしくは非置換のカルバゾール基、または置換も
しくは非置換のベンゾカルバゾール基であり、
　Ｚ１およびＺ２は、互いに同じであるか異なり、各々独立に、置換もしくは非置換のア
ルキル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基；
置換もしくは非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のフルオレニル基；置換もしく
は非置換のカルバゾリル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上を含む置換もしくは
非置換の複素環基であり、
　Ｙ２は、水素；重水素；ハロゲン基；ニトリル基；ニトロ基；ヒドロキシ基；置換もし
くは非置換のアルキル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基；置換もしくは非置換
のアルコキシ基；置換もしくは非置換のアリールオキシ基；置換もしくは非置換のアルキ
ルチオキシ基；置換もしくは非置換のアリールチオキシ基；置換もしくは非置換のアルキ
ルスルホキシ基；置換もしくは非置換のアリールスルホキシ基；置換もしくは非置換のア
ルケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ素基；置換もし
くは非置換のアルキルアミン基；置換もしくは非置換のアラルキルアミン基；置換もしく
は非置換のアリールアミン基；置換もしくは非置換のアリール基；置換もしくは非置換の
フルオレニル基；置換もしくは非置換のカルバゾール基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの
１個以上を含む置換もしくは非置換の複素環基であり；
　前記Ａ、Ｂ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１またはＹ２が２以上存在する場合、これらは互いに同じ
であるか異なり、前述した置換基は互いに隣接する基と脂肪族またはヘテロの縮合環を形
成することができる。
【００１１】
　本発明において、前記化学式１は下記化学式２～４で示すことができる。
【００１２】
　Ｒ１とＲ２が互いに結合して芳香族環を形成する場合は下記化学式２で示すことができ
る。
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【化２】

【００１３】
　Ｒ３とＲ４が互いに結合して芳香族環を形成する場合は下記化学式３で示すことができ
る。

【化３】

【００１４】
　Ｒ１とＲ２が互いに結合して芳香族環を形成すると同時にＲ３とＲ４が互いに結合して
芳香族環を形成する場合は下記化学式４で示すことができる。
【化４】

【００１５】
　前記化学式２～４において、ＸおよびＲ５～Ｒ８は、前記化学式１で定義した通りであ
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り、Ｒ’およびＲ’’のうちの少なくとも１つは、－（Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであり、残
りは、各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、ここで、Ｘ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１、Ｙ
２、ｐ、ｑ、ｒおよびｓは、前記化学式１で定義した通りである。
【００１６】
　また、本発明は、第１電極、第２電極、および前記第１電極と第２電極との間に配置さ
れた１層以上の有機物層を含む有機電子素子であって、前記有機物層のうちの１層以上は
前記化学式１の化合物を含むことを特徴とする有機電子素子を提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の化合物は、有機電子素子において、有機物層物質、例えば、正孔注入物質、正
孔輸送物質、発光物質、電子輸送物質、電子注入物質などに用いられ得るし、特に正孔注
入物質および／または正孔輸送物質として用いられ得る。本発明の化合物は、有機発光素
子をはじめとする有機電子素子に用いる場合、素子の駆動電圧を下げ、光効率を向上させ
、化合物の熱的安定性によって素子の寿命特性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】基板１、正極２、発光層３、および負極４からなる有機発光素子の例を示すもの
である。
【図２】基板１、正極２、正孔注入層５、正孔輸送層６、発光層７、電子輸送層８、およ
び負極４からなる有機発光素子の例を示すものである。
【図３】化学式１－１－１で示される化合物の質量スペクトルである。
【図４】化学式３－１－１で示される化合物の質量スペクトルである。
【図５】化学式１－２１－１で示される化合物の質量スペクトルである。
【図６】化学式３－２１－１で示される化合物の質量スペクトルである。
【図７】化学式１－１０１－１で示される化合物の質量スペクトルである。
【図８】化学式３－１０１－１で示される化合物の質量スペクトルである。
【図９】中間体化合物４Ｂ－２の１Ｈ－ＮＭＲスペクトルである。
【図１０】中間体化合物２Ｃ－２の１Ｈ－ＮＭＲスペクトルである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明についてより詳細に説明する。
【００２０】
　本発明に係る化合物は前記化学式１で示されることを特徴とする。
【００２１】
　前記化学式１において、アルキル基、アルコキシ基、アルケニル基は直鎖もしくは分枝
鎖であってもよい。アルキル基、アルコキシ基、アルケニル基の炭素数は特に限定されな
いが、立体障害を与えない範囲である１～３０個であることが好ましい。例えば、前記化
学式１のＬ１またはＬ２がアルキル基である場合、化合物の有機電子素子への適用方法、
例えば、真空蒸着法または溶液塗布法の適用に影響を及ぼすだけであるので、アルキル基
の炭素数は特に限定されない。
【００２２】
　前記化学式１において、シクロアルキル基は特に限定されないが、炭素数３～６０であ
ることが好ましく、特にシクロペンチル基、シクロヘキシル基が好ましい。
【００２３】
　本発明において、アルケニル基としては炭素数２～４０のアルケニル基が好ましく、具
体的には、スチルベニル基（ｓｔｙｌｂｅｎｙｌ）、スチレニル基（ｓｔｙｒｅｎｙｌ）
などのアリール基が置換されたアルケニル基が好ましいが、これらに限定されない。
【００２４】
　前記化学式１において、アリール基は単環式もしくは多環式であってもよく、炭素数は
特に限定されないが、６～３０であることが好ましい。単環式アリール基の例としてはフ
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基の例としてはナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、ピレニル基、ペリレニル
基、クリセニル基などが挙げられるが、本発明の範囲がこれらの例だけに限定されるもの
ではない。
【００２５】
　前記化学式１において、複素環基は異種原子としてＯ、ＮまたはＳを含む環状基であり
、炭素数は特に限定されないが、炭素数３～６０であることが好ましい。複素環基の例と
してはチオフェン基、フラン基、ピロール基、イミダゾール基、チアゾール基、オキサゾ
ール基、オキサジアゾール基、トリアゾール基、ピリジル基、ピラダジン基、キノリニル
基、イソキノリン基、アクリジル基などが挙げられ、下記構造式のような化合物が好まし
いが、これらだけに限定されるものではない。
【００２６】
【化５】

【００２７】
　前記化学式１において、シクロアルキル基は特に限定されないが、炭素数３～６０であ
ることが好ましい。シクロアルキル基の例としてはシクロペンチル基、シクロヘキシル基
などが挙げられるが、これらだけに限定されない。
【００２８】
　本発明において、ハロゲン基の例としてはフッ素、塩素、臭素、またはヨウ素が挙げら
れる。
【００２９】
　前記化学式１において、フルオレニル基としては下記構造式の化合物が好ましいが、こ
れらだけに限定されるものではない。
【００３０】
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【化６】

【００３１】
　前記化学式１において、「置換もしくは非置換」は、重水素、ハロゲン基、ニトリル基
、ニトロ基、ヒドロキシ基、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルコキシ
基、アリールオキシ基、チオキシ基、アルキルチオキシ基、アリールチオキシ基、スルホ
キシ基、アルキルスルホキシ基、アリールスルホキシ基、シリル基、ホウ素基、アリール
アミン基、アラルキルアミン基、アルキルアミン基、アリール基、フルオレニル基、カル
バゾール基、アリールアルキル基、アリールアルケニル基、複素環基およびアセチレン基
からなる群から選択された１つ以上の置換基で置換されるか、いかなる置換基も有しない
ことを意味する。
【００３２】
　前記化学式１において、Ｘは、ｍが０ではない場合、Ａはアリーレン基、フルオレニレ
ン基またはヘテロアリーレン基であり、Ｂは水素、重水素、フッ素、アルキル基、シクロ
アルキル基、シリル基、アリール基、フルオレニル基または複素環基であることが好まし
い。
【００３３】
　前記化学式１において、Ｒ５は水素が好ましい。
【００３４】
　前記化学式２～４において、Ｒ６～Ｒ８またはＲ’～Ｒ’’のうちの少なくとも１つは
－（Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであり、ここで、ｐとｑは０ではなく、Ｌ１はアリーレン基、
フルオレニレン基、カルバゾリレン基またはヘテロアリーレン基であり、Ｙ１は－Ｎ（Ｚ
１）（Ｚ２）、置換もしくは非置換のカルバゾール基、または置換もしくは非置換のベン
ゾカルバゾール基であることが好ましい。
【００３５】
　前記化学式１～化学式４において、ＸのＡがアリーレン基である場合、フェニレン基、
ビフェニレン基、ナフタレニレン基、ビナフタレン基、アントラセニレン基、フルオレニ
レン基、クリセニレン基、フェナントレニレン基が好ましい。
【００３６】
　前記化学式１～化学式４において、ＸのＡがアリーレン基である場合、Ｃ６～Ｃ３０の
アリーレン基が好ましい。
【００３７】
　前記化学式１～化学式４において、ＸのＡがヘテロアリレン基である場合、イミダゾリ
レン基、オキサゾリレン基、チアゾリレン基、トリアジレン基、ピリジレン基、ピリミジ
レン基、キノリレン基、カルバゾリレン基、インドリジレン基が好ましい。
【００３８】
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　前記化学式１～化学式４において、ＸのＢがアルキル基およびシクロアルキル基である
場合、Ｂはメチル基、プロピル基、ブチル、シクロヘキシル基が好ましい。
【００３９】
　前記化学式１～化学式４において、ＸのＢが複素環基である場合、Ｂはチオフェニル基
、イミダゾール基、オキサゾール基、ピリジル基、トリアジニル基、キノリニル基、イソ
キノリニル基、カルバゾリル基が好ましい。
【００４０】
　前記化学式１～化学式４において、正孔注入層として好ましい化合物は、正孔輸送層と
して用いられるものよりＨＯＭＯ値が小さい置換体を有する物質が好ましい。すなわち、
キャリア（ｃａｒｒｉｅｒ）がＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）から正孔輸
送層に容易に越えてくるようにするためであり、このような置換体としてはアリールアミ
ノ基、アリールアミノアリール基、またはチオフェニル基などを含む物質が好ましい。ま
た、これらがＸとＲ１～Ｒ８の置換される位置のうちのＲ１～Ｒ８が好ましい。
【００４１】
　前記化学式１～化学式４において、置換基Ｘは下記［表Ａ－１］に記載された置換基か
ら選択されることが好ましいが、これらだけに限定されるものではない。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　前記化学式１～化学式４において、置換基Ｙ１は下記［表Ｙ－１］に記載された置換基
から選択されることが好ましいが、これらだけに限定されるものではない。
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【表２】
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【００４５】
　下記［図Ａ－１］～［図Ａ－６］の構造式は、前記［表Ａ－１］の置換基および［表Ｙ
－１］の置換基で置換可能である。
【００４６】
　図Ａ－１～図Ａ－６から分かるように、化学式１～化学式３のＬ１～Ｌ２はアリール基
、ヘテロアリール基、アリールアミノ基などで置換可能であり、Ｙ１～Ｙ２はアリールア
ミノ基、ヘテロアリールアミノ基、アラルキルアミノ基またはカルバゾリル基が好ましい
。
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【化７】
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【化９】
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【化１２】

【００４９】
　また、本発明は、前記化学式１で示される誘導体の製造方法を提供する。本発明に係る
化合物の製造方法は、論文［Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　２００５
，６１，１６８１－１６９１］に記載された方法の通り、化合物Ａおよび化合物Ｂを次の
反応式１の通りに製造したが、前記化学式１で示される誘導体の製造方法が下記反応式１
だけに限定されるものではない。
【００５０】
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【化１３】

【００５１】
　前記反応式１において、Ｘ、Ｒ１～Ｒ８は前記化学式１で定義したＲ１～Ｒ８と同様で
ある。
【００５２】
　本発明による化学式１の化合物の製造方法は、前記式で作られた化学式ＡにＰｄ触媒下
でＸを導入した後、ＮＢＳまたはＢｒ２でブロモ（Ｂｒｏｍｏ）基を導入した後、Ｐｄ触
媒下で置換基Ｒ３を導入して化学式１を製造することができる。
【００５３】
　前記化学式１の化合物は、カルバゾール構造に少なくとも１つのベンゼン環が縮合され
たコア構造を有することを特徴とする。
【００５４】
　化合物の共役長とエネルギバンドギャップは密接な関わりがある。具体的には、化合物
の共役長が長いほどエネルギバンドギャップが小さくなる。前述したように、前記化学式
１の化合物のコアは制限されたコンジュゲーションを含んでいるため、エネルギバンドギ
ャップが大きい性質を有する。
【００５５】
　本発明においては、上記のようにエネルギバンドギャップが大きいコア構造のＬ１、Ｌ
２、Ｘ、Ｙ１、またはＹ２位置に様々な置換基を導入することにより、様々なエネルギバ
ンドギャップを有する化合物を合成することができる。通常、エネルギバンドギャップが
大きいコア構造に置換基を導入してエネルギバンドギャップを調節することは容易である
が、コア構造のエネルギバンドギャップが小さい場合には置換基を導入してエネルギバン
ドギャップを大きく調節することが難しい。また、本発明においては、前記のような構造
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のコア構造のＬ、ＸまたはＹ位置に様々な置換基を導入することにより、化合物のＨＯＭ
ＯおよびＬＵＭＯエネルギー準位も調節することができる。
【００５６】
　また、前記のような構造のコア構造に様々な置換基を導入することにより、導入された
置換基の固有特性を有する化合物を合成することができる。例えば、有機発光素子をはじ
めとする有機電子素子の製造時に用いられる正孔注入層物質、正孔輸送層物質、発光層物
質、および電子輸送層物質に用いられる置換基を前記コア構造に導入することにより、各
有機物層に求められる条件を充足させる物質を合成することができる。例えば、アリール
アミノ基、チオフェニル基またはこれらで置換されたアリール基を導入することができる
。アリールアミノ基やチオフェニル基が導入された化学式１はＨＯＭＯが５．６～５．１
ｅＶの特性を示し、正孔注入および正孔輸送層として用いるのに非常に有用である。
【００５７】
　また、前記コア構造に様々な置換基を導入することによってエネルギバンドギャップを
微細に調節することができ、一方では、有機物層の間の界面特性を向上させ、物質の用途
を多様にすることができる。
【００５８】
　また、置換基Ｂに含まれたアミン数を調節することによってＨＯＭＯ、ＬＵＭＯエネル
ギー準位およびエネルギバンドギャップを微細に調節することができ、一方では、有機物
の間の界面特性を向上させ、物質の用途を多様にすることができる。
【００５９】
　また、本化学式１の構造は、適当な置換体を導入すれば、三重項状態（ｔｒｉｐｌｅｔ
　ｓｔａｔｅ）におけるエネルギバンドギャップおよび安定性を確保することができる。
このような結果から、赤色から青色までの様々な燐光ドーパントを用いて、蛍光だけでな
く、燐光素子の発光層にまで適用することができる。
【００６０】
　また、前記化学式１の化合物はガラス転移温度（Ｔｇ）が高いので熱的安定性に優れる
。このような熱的安定性の増加は素子に駆動安定性を提供する重要な要因となる。
【００６１】
　また、前記化学式１の化合物は、有機電子素子の製造時、真空蒸着法だけでなく、溶液
塗布法によって有機物層として形成される。ここで、溶液塗布法とはスピンコーティング
、ディップコーティング、インクジェット印刷、スクリーン印刷、スプレー法、ロールコ
ーティングなどを意味するが、これらだけに限定されるものではない。
【００６２】
　本発明の有機電子素子は、有機物層のうちの１層以上が本発明の化合物、すなわち前記
化学式１の化合物を含むことを除いては、当技術分野に知られている材料と方法により製
造される。本発明による有機電子素子において、本発明による化合物は正孔注入物質、正
孔輸送物質、発光物質、電子輸送物質、電子注入物質などとして用いることができ、正孔
注入および正孔輸送物質として用いることがより好ましい。また、本発明による化合物を
有機発光素子に適用することに基づき、当業者は本発明による化合物を他の有機電子素子
に用いることができる。本発明による有機電子素子は、有機発光素子の以外に有機燐光素
子、有機太陽電池、有機感光体（ＯＰＣ）および有機トランジスタを含む。
【００６３】
　本発明の有機電子素子の有機物層は単層構造であってもよいが、２層以上の有機物層が
積層された多層構造であってもよい。例えば、本発明の有機発光素子は、有機物層として
正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層などを含む構造を有してもよ
い。しかし、有機発光素子の構造はこれに限定されず、より少ない数の有機物層を含んで
もよい。本発明の有機発光素子の構造を図１および図２に例示したが、これらの構造だけ
に限定されものではない。
【００６４】
　本発明の有機発光素子は、例えば、基板上に第１電極、有機物層および第２電極を順次
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積層させることによって製造することができる。この時、スパッタリング法（ｓｐｕｔｔ
ｅｒｉｎｇ）や電子ビーム蒸着法（ｅ－ｂｅａｍ　ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）のようなＰ
ＶＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）方法などを利用すること
ができるが、これらの方法だけに限定されるものではない。
【００６５】
［実施例］
　前記化学式１の化合物の製造方法およびこれらを用いた有機発光素子の製造は以下の製
造例および実施例で具体的に説明する。但し、下記製造例および実施例は本発明を例示す
るためのものであって、本発明の範囲がこれらによって限定されるものではない。
【００６６】
　本発明による化学式１の化合物は多段階の化学反応によって製造することができる。前
記化合物の製造は下記合成例および製造例によって記述される。下記合成例に示すように
一部の中間体化合物が先に製造され、製造例に示すようにその中間体化合物から化学式１
の化合物が製造される。
【００６７】
　化学式１の化合物は下記反応式１－１、反応式１－２、そして反応式１－３のような方
法および順序で製造することができ、このような反応だけに限定されるのではないが、理
解を助けるために簡略に反応式を記述した。反応式１－１に示すように様々なテトラロン
（ｔｅｔｒａｌｏｎｅ）化合物が本化学式の中心コアに変形されることができる。これら
の反応は前記反応式１の知られた製造法によって容易に製造可能である。
【００６８】

【化１４】
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【００６９】
　反応式１－１で作られた中心コアは、次の反応式１－２および反応式１－３のように鈴
木カップリング（ｓｕｚｕｋｉ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ）または臭素化（ｂｒｏｍｉｎａｔｉ
ｏｎ）によって様々な置換体を導入することができ、Ｐｄ触媒下でアリール基、ヘテロア
リール基、アリールアミノ基などの置換基を導入することができる。
【００７０】
【化１５】

【化１６】
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【００７１】
　前記化学式１の化合物を製造するためには表１－１に提示した試薬および中間体が必要
であるが、これらは商業的に容易に購入可能であり、あるいは既存の知られた方法の通り
に製造した。
【００７２】
　下記合成例は前記化学式１の化合物を製造するために進行された具体的な中間化合物で
ある。
【００７３】
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　前記化学式１の化合物は下記例の通りに製造したが、これらだけに限定されるものでは
ない。下記合成例は前記一般式１の化合物を製造するための中間化合物の合成例である。
【００７５】
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【化１７】

【００７６】
【表４】

【００７７】
　＜１－１－１。化合物１－Ａの製造＞
　α－テトラロン（α－Ｔｅｔｒａｌｏｎｅ、２１．６ｇ、１４８ｍｍｏｌ）、４－ブロ
モフェニルヒドラジンクロライド（４－ｂｒｏｍｏｐｈｅｎｙｌｈｙｄｒａｚｉｎｅ　ｃ
ｈｌｏｒｉｄｅ、２０．４ｇ、９１ｍｍｏｌ）を、少量の酢酸（ａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ
）を入れ、エタノール３００ｍＬに２時間窒素気流下で還流した。常温に冷却した後、形
成された生成物を濾過し乾燥して、化合物１－Ａ（１９．６ｇ、収率８６％）を製造した
。
　ＭＳ：［Ｍ］＋＝２９８
【００７８】
　＜１－１－２。化合物１－Ｂの製造＞
　化合物１－Ａ（２４．１ｇ、８０．５ｍｍｏｌ）、テトラクロロ－１，４－ベンゾキノ
ン（ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏ－１，４－ｂｅｎｚｏｑｕｉｎｏｎｅ、２７．４５ｇ、１１
１．７ｍｍｏｌ）を窒素雰囲気下でキシレン（ｘｙｌｅｎｅ）３００ｍｌにおいて２時間
還流した。反応溶液にＮａＯＨ（１０％）と水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反
応液を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物１－Ｂ（２２．９ｇ、収率９６％）を製造
した。
　ＭＳ：［Ｍ］＋＝２９６
【００７９】

【化１８】
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【表５】

【００８１】
　＜合成例１－Ｂ－Ｎｏ＞化学式１－Ｂ－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記化合物１－Ｂと過量のヨードで置換されたアリール化合物、１～２当量のＣｕパウ
ダー（ｐｏｗｄｅｒ）と３～６当量のＫ２ＣＯ３を加えた後に加熱攪拌した。反応物を常
温に冷ました後、有機溶媒で抽出、蒸留、精製および乾燥して前記１－Ｂ－Ｎｏ化合物を
製造し、具体的な化合物は１－Ｂ－１を合成し、その結果を表１－Ｂ－Ｎｏに提示する。
【００８２】
　＜合成例１－Ｂ－１。化学式１－Ｂ－１で示される化合物の製造＞
　前記化合物１－Ｂ（１０．０ｇ、３３．８ｍｍｏｌ）とヨードベンゼンを、１２０ｍＬ
、２当量のＣｕパウダー（４．３ｇ、６７．６ｍｍｏｌ）と３当量のＫ２ＣＯ３を（１４
．０ｇ、１０１．４ｍｍｏｌ）加えた後、１２時間加熱攪拌した。反応物を常温に冷まし
た後、有機溶媒で抽出および蒸留した後、ｎ－ヘキサン（ｎ－ｈｅｘａｎｅ）を展開溶媒
にしてカラムクロマトグラフィー（Ｃｏｌｕｍｎ　ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ）精製
した後に乾燥して、前記１－Ｂ－１化合物（２２．９ｇ、収率７６％）を製造した。
【００８３】
【化１９】

【００８４】
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【００８５】
　＜合成例１－１－Ｎｏ＞化合物１Ｂ－Ｎｏの合成
　化合物１－Ｂと置換もしくは非置換のアリールボロン酸（またはアリールボロンエステ
ル）または置換もしくは非置換のヘテロアリールボロン酸（またはアリールボロンエステ
ル）１～１．５当量を入れ、ＴＨＦに溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３）０．０２当量と２Ｍ
　Ｋ２ＣＯ３／Ｈ２Ｏ水溶液を２当量以上加えた後、３時間～１６時間加熱攪拌した。反
応混合物を常温に冷ました後、濾過または有機溶媒で抽出し、分離、精製した後に乾燥し
て前記１Ｂ－Ｎｏ化合物を製造し、その結果を表３－１に示す。
【００８６】
　＜１－１－３。化合物１Ｂ－１の製造＞
　化合物１－Ｂ（４．４８ｇ、１５．１３ｍｍｏｌ）と４－クロロフェニルボロン酸（２
．８４ｇ、１８．１５ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（１５０ｍＬ）に溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３

）４（０．５２ｇ、０．４５ｍｍｏｌ）と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３／Ｈ２Ｏ水溶液７０ｍｌを入
れ、３時間還流した。反応溶液に蒸留水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反応液を
濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物１Ｂ－１（２．８８ｇ、収率５８％）を製造した
。
【００８７】
　＜１－１－４。化学式１Ｂ－２の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、４－クロロフェニルボロン酸
の代わりに４－（４－クロロフェニル）フェニルボロン酸（４．２２ｇ、１８．１５ｍｍ
ｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｂ－２（３．７９ｇ
、収率６２％）を製造した。
【００８８】
　＜１－１－５。化合物１Ｂ－３の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、４－クロロフェニルボロン酸
の代わりに５－（４－クロロフェニル）チオフェニル－２－ボロン酸（４．３３ｇ、１８
．１５ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｂ－３（
４．７１ｇ、収率７６％）を製造した。
【００８９】
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【表７】
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【００９１】
　＜合成例１－２－Ｎｏ＞化合物１Ｃ－Ｎｏの合成
　化合物１Ｂ－Ｎｏと置換もしくは非置換のアリールハライドまたは置換もしくは非置換
のヘテロハライド１～１．４当量を入れ、キシレンやトルエンに溶かした後、ナトリウム
－Ｔｅｒｔ－ブトキシド１．４～２当量とＰｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０１～０．
０６当量を加えた後、５時間～１２時間加熱攪拌した。反応物を常温に冷ました後、濾過
または有機溶媒で抽出し、分離、精製した後に乾燥して、前記１Ｂ－Ｎｏ化合物を製造し
た。
【００９２】
　＜１－２－１。化合物１Ｃ－１の製造＞
　化合物１Ｂ－１（１２．６５ｇ、３８．６ｍｍｏｌ）、ブロモベンゼン（７．３ｇ、４
６．３ｍｍｏｌ）をキシレン２００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド
５．６ｇ（５７．９ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．１９ｇ（０．３８６
ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて反応
を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝１０／１溶媒
でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化合物１Ｃ－１（１０
．１９ｇ、収率６５％）を製造した。
【００９３】
　＜１－２－２。化合物１Ｃ－２の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１の代わりに化
合物１Ｂ－２（１５．５９ｇ、３８．６ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法に
より合成して、化合物１Ｃ－２（１２．７８ｇ、収率６９％）を製造した。
【００９４】
　＜１－２－３。化合物１Ｃ－３の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１の代わりに化
合物１Ｂ－３（１５．８２ｇ、３８．６ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法に
より合成して、化合物１Ｃ－３（１０．８８ｇ、収率５８％）を製造した。
【００９５】
　＜１－２－４。化合物１Ｃ－４の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１（６．５５ｇ
、２０．０ｍｍｏｌ）とブロモベンゼンの代わりに化合物Ｓ－２１（６．９８ｇ、２０．
０ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｃ－５（３．
６６ｇ、収率３１％）を製造した。
【００９６】
　＜１－２－５。化合物１Ｃ－５の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１（１２．６５
ｇ、３８．６ｍｍｏｌ）とブロモベンゼンの代わりにヨードビフェニル（１２．９６ｇ、
４６．３ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｃ－５
（７．９７ｇ、収率４３％）を製造した。
【００９７】
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　＜１－２－６。化合物１Ｃ－６の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１の代わりに化
合物１Ｂ－２（１５．５９ｇ、３８．６ｍｍｏｌ）を、ブロモベンゼンの代わりにヨード
ビフェニル（１２．９６ｇ、４６．３ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法によ
り合成して、化合物１Ｃ－６（１２．４５ｇ、収率５８％）を製造した。
【００９８】
　＜１－２－７。化合物１Ｃ－７の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１の代わりに化
合物１Ｂ－３（１５．８２ｇ、３８．６ｍｍｏｌ）を、ブロモベンゼンの代わりにヨード
ビフェニル（１２．９６ｇ、４６．３ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法によ
り合成して、化合物１Ｃ－７（７．６ｇ、収率４８％）を製造した。
【００９９】
　＜１－２－８。化合物１Ｃ－８の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１（１２．６５
ｇ、３８．６ｍｍｏｌ）とブロモベンゼンの代わりに化合物Ｓ－１４（１２．９６ｇ、４
６．３ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｃ－８（
１３．２３ｇ、収率６１％）を製造した。
【０１００】
　＜１－２－９。化合物１Ｃ－９の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１（１２．６５
ｇ、３８．６ｍｍｏｌ）とブロモベンゼンの代わりに化合物Ｓ－１５（１２．９６ｇ、４
６．３ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｃ－９（
１６．４９ｇ、収率７６％）を製造した。
【０１０１】
　＜１－２－１０。化合物１Ｃ－１０の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１（４．９２ｇ
、１５．０ｍｍｏｌ）とブロモベンゼンの代わりに化合物Ｓ－２０（２．７５ｇ、１７．
０ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｃ－１０（５
．４６ｇ、収率８９％）を製造した。
【０１０２】
　＜１－２－１１。化合物１Ｃ－１１の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１（４．９２ｇ
、１５．０ｍｍｏｌ）とブロモベンゼンの代わりに化合物Ｓ－２２（２．９８ｇ、１７．
０ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｃ－１０（４
．８７ｇ、収率７７％）を製造した。
【０１０３】
　＜１－２－１２。化合物１Ｃ－１２の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１（９．８３ｇ
、３０．０ｍｍｏｌ）とブロモベンゼンの代わりに化合物Ｓ－１８（８．０１ｇ、３２．
０ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｃ－１２（１
０．４ｇ、収率６２％）を製造した。
【０１０４】
　＜１－２－１３。化合物１Ｃ－１３の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１（６．５５ｇ
、２０．０ｍｍｏｌ）とブロモベンゼンの代わりに化合物Ｓ－２３（７．５６ｇ、２２．
０ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物１Ｃ－１２（１
１．０５ｇ、収率８７％）を製造した。
【０１０５】
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【化２１】

【０１０６】
【表８】

【０１０７】
　＜２－１－１。化合物２－Ａの製造＞
　前記合成例１－１－１において、４－ブロモフェニルヒドラジンクロライド（４－ｂｒ
ｏｍｏｐｈｅｎｙｌｈｙｄｒａｚｉｎｅ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ）の代わりにフェニルヒドラ
ジンクロライド（ｐｈｅｎｙｌｈｙｄｒａｚｉｎｅ　ｃｈｏｒｉｄｅ）を用いたことを除
いては、同じ方法により合成して、化合物２－Ａを製造した。
【０１０８】
　＜２－１－２。化合物２Ｂ－１の製造＞
　前記合成例１－１－２において、前記化合物１Ａ－１の代わりに合成例２－１－１で製
造された化合物２－Ａを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２－Ｂ
を製造した。
【０１０９】
【化２２】

【０１１０】
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【表９】

【０１１１】
　＜合成例２－１－Ｎｏ＞化合物２Ｂ－Ｎｏの合成
　化合物２－Ｂと置換もしくは非置換のアリールハライドまたは置換もしくは非置換のヘ
テロハライド１～１．４当量を入れ、キシレンやトルエンに溶かした後、ナトリウム－Ｔ
ｅｒｔ－ブトキシド１．４～２当量とＰｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０１当量を加え
た後、５時間～１２時間加熱攪拌した。反応物を常温に冷ました後、濾過または有機溶媒
で抽出し、分離、精製した後に乾燥して、前記２Ｂ－Ｎｏ化合物を製造した。
【０１１２】
　＜２－１－３。化合物２Ｂ－１の製造＞
　前記合成例１－２－１の化合物１Ｃ－１の製造において、化合物１Ｂ－１の代わりに化
合物２－Ｂを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｂ－１を製造し
た。
【０１１３】
　＜２－１－４。化合物２Ｂ－２の製造＞
　前記合成例１－２－４の化合物１Ｃ－５の製造において、化合物１Ｂ－１の代わりに化
合物２－Ｂを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｂ－２を製造し
た。
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【０１１４】
　＜２－１－５。化合物２Ｂ－３の製造＞
　前記合成例１－２－９の化合物１Ｃ－８の製造において、化合物１Ｂ－１の代わりに化
合物２－Ｂを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｂ－３を製造し
た。
【０１１５】
　＜２－１－６。化合物２Ｂ－４の製造＞
　前記合成例１－２－１０の化合物１Ｃ－１０の製造において、化合物１Ｂ－１の代わり
に化合物２－Ｂを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｂ－４を製
造した。
【０１１６】
　＜２－１－７。化合物２Ｂ－５の製造＞
　前記合成例１－２－１１の化合物１Ｃ－１１の製造において、化合物１Ｂ－１の代わり
に化合物２－Ｂを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｂ－５を製
造した。
【０１１７】
　＜２－１－８。化合物２Ｂ－６の製造＞
　前記合成例１－２－１３の化合物１Ｃ－１３の製造において、化合物１Ｂ－１の代わり
に化合物２－Ｂを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｂ－６を製
造した。
【０１１８】

【化２３】

【０１１９】
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【表１０】

【０１２０】
　＜合成例２－２－Ｎｏ＞化合物２Ｃ－Ｎｏの合成
　化合物２Ｂ－Ｎｏをクロロホルムに溶かし、Ｎ－ブロモスクシンイミド１当量を添加し
た後、３～８時間常温で攪拌した。反応溶液に蒸留水を加えて反応を終了させ、有機層を
抽出した。反応液を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物２Ｃ－Ｎｏを製造した。
【０１２１】
　＜２－２－１。化合物２Ｃ－１の製造＞
　化合物２Ｂ－１（３．５７ｇ、１２．１８ｍｍｏｌ）をクロロホルム（１２０ｍＬ）に
溶かし、Ｎ－ブロモスクシンイミド（２．１７ｇ、１２．１８ｍｍｏｌ）を添加した後、
５時間常温で攪拌した。反応溶液に蒸留水を加えて反応を終了させ、有機層を抽出した。
反応液を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物２Ｃ－１（４．１２ｇ、収率９１％）を
製造した。
【０１２２】
　＜２－２－２。化合物２Ｃ－２の製造＞
　前記合成例２－２－１の化合物２Ｃ－１の製造において、化合物２Ｂ－１の代わりに化
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した。
【０１２３】
　＜２－２－３。化合物２Ｃ－３の製造＞
　前記合成例２－２－１の化合物２Ｃ－１の製造において、化合物２Ｂ－１の代わりに化
合物２Ｂ－３を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｃ－３を製造
した。
【０１２４】
　＜２－２－４。化合物２Ｃ－４の製造＞
　前記合成例２－２－１の化合物２Ｃ－１の製造において、化合物２Ｂ－１の代わりに化
合物２Ｂ－４を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｃ－４を製造
した。
【０１２５】
　＜２－２－５。化合物２Ｃ－５の製造＞
　前記合成例２－２－１の化合物２Ｃ－１の製造において、化合物２Ｂ－１の代わりに化
合物２Ｂ－５を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｃ－５を製造
した。
【０１２６】
　＜２－２－６。化合物２Ｃ－６の製造＞
　前記合成例２－２－１の化合物２Ｃ－１の製造において、化合物２Ｂ－１の代わりに化
合物２Ｂ－６を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｃ－６を製造
した。
【０１２７】
【化２４】

【０１２８】
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【０１２９】
　＜合成例２－３－Ｎｏ＞化合物２Ｄ－Ｎｏの合成
　化合物２Ｃ－Ｎｏとアリールボロン酸（またはボロンエステル）または置換もしくは非
置換のヘテロアリールボロン酸（またはボロンエステル）１～１．５当量を入れ、ＴＨＦ
に溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３）０．０２当量と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３／Ｈ２Ｏ水溶液を２当
量以上加えた後、３時間～１６時間加熱攪拌した。反応混合物を常温に冷ました後、濾過
または有機溶媒で抽出し、分離、精製した後に乾燥して、前記２Ｄ－Ｎｏ化合物を製造し
た。
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【０１３０】
　＜２－３－１。化合物２Ｄ－１の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－１を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－１を製
造した。
【０１３１】
　＜２－３－２。化合物２Ｄ－２の製造＞
　前記合成例１－１－４の化合物１Ｂ－２の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－１を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－２を製
造した。
【０１３２】
　＜２－３－３。化合物２Ｄ－３の製造＞
　前記合成例１－１－５の化合物１Ｂ－３の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－１を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－３を製
造した。
【０１３３】
　＜２－３－４。化合物２Ｄ－４の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－１を、４－クロロフェニルボロン酸の代わりにフェニルボロン酸を用いたこ
とを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－４を製造した。
【０１３４】
　＜２－３－５。化合物２Ｄ－５の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－２を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－５を製
造した。
【０１３５】
　＜２－３－６。化合物２Ｄ－６の製造＞
　前記合成例１－１－４の化合物１Ｂ－２の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－２を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－６を製
造した。
【０１３６】
　＜２－３－７。化合物２Ｄ－７の製造＞
　前記合成例１－１－５の化合物１Ｂ－３の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－２を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－７を製
造した。
【０１３７】
　＜２－３－８。化合物２Ｄ－８の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－３を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－８を製
造した。
【０１３８】
　＜２－３－９。化合物２Ｄ－９の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－４を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－９を製
造した。
【０１３９】
　＜２－３－１０。化合物２Ｄ－１０の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－５を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－１０を
製造した。
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【０１４０】
　＜２－３－１１。化合物２Ｄ－１１の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－６を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－１１を
製造した。
【０１４１】
　＜２－３－１２。化合物２Ｄ－１２の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｃ－２を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｄ－１２を
製造した。
【０１４２】
【化２５】

【０１４３】
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【表１２】

【０１４４】
　＜合成例２－４－Ｎｏ＞化合物２Ｅ－Ｎｏの製造
　前記合成例２－２－１の化合物２Ｃ－１の製造において、化合物２Ｂ－１の代わりに、
化合物２Ｄ－１、化合物２Ｄ－５、化合物２Ｄ－４、化合物２Ｄ－８、化合物２Ｄ－９、
化合物２Ｄ－１０、化合物２Ｄ－１１、化合物２Ｄ－１２を用いたことを除いては、同じ
方法により合成して、化合物２Ｅ－１、化合物２Ｅ－２、化合物２Ｅ－３、化合物２Ｅ－
４、化合物２Ｅ－５、化合物２Ｅ－６、化合物２Ｅ－７、化合物２Ｅ－８を製造した。



(59) JP 2012-500789 A 2012.1.12

10

【０１４５】
【化２６】

【０１４６】
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【０１４７】
　＜合成例２－５－Ｎｏ＞化合物２Ｆ－Ｎｏの合成
　化合物２Ｅ－Ｎｏと置換もしくは非置換のアリールボロン酸（またはボロンエステル）
または置換もしくは非置換のヘテロアリールボロン酸（またはボロンエステル）１～１．
５当量を入れ、ＴＨＦに溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３）０．０２当量と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３

／Ｈ２Ｏ水溶液を２当量以上加えた後、３時間～１６時間加熱攪拌した。反応混合物を常
温に冷ました後、濾過または有機溶媒で抽出し、分離、精製した後に乾燥して、前記２Ｆ
－Ｎｏ化合物を製造した。
【０１４８】
　＜２－５－１。化合物２Ｆ－１の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－１を、４－クロロフェニルボロン酸の代わりにフェニルボロン酸を用いたこ
とを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－１を製造した。
【０１４９】
　＜２－５－２。化合物２Ｆ－２の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－２を、４－クロロフェニルボロン酸の代わりにビフェニルボロン酸を用いた
ことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－２を製造した。
【０１５０】
　＜２－５－３。化合物２Ｆ－３の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－３を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－３を製
造した。
【０１５１】
　＜２－５－４。化合物２Ｆ－４の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－４を、４－クロロフェニルボロン酸の代わりに化合物Ｓ－１０を用いたこと
を除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－４を製造した。
【０１５２】
　＜２－５－５。化合物２Ｆ－５の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
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造した。
【０１５３】
　＜２－５－６。化合物２Ｆ－６の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－５を、４－クロロフェニルボロン酸の代わりにフェニルボロン酸を用いたこ
とを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－６を製造した。
【０１５４】
　＜２－５－７。化合物２Ｆ－７の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－６を、４－クロロフェニルボロン酸の代わりに化合物Ｓ－８を用いたことを
除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－７を製造した。
【０１５５】
　＜２－５－８。化合物２Ｆ－８の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－７を、４－クロロフェニルボロン酸の代わりにフェニルボロン酸を用いたこ
とを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－８を製造した。
【０１５６】
　＜２－５－９。化合物２Ｆ－９の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－１を、４－クロロフェニルボロン酸の代わりに化合物Ｓ－１９を用いたこと
を除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－９を製造した。
【０１５７】
　＜２－５－１０。化合物２Ｆ－１０の製造＞
　前記合成例１－１－３の化合物１Ｂ－１の製造において、化合物１－Ｂの代わりに前記
化合物２Ｅ－８を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物２Ｆ－１０を
製造した。
【０１５８】

【化２７】

【０１５９】
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【表１４】

【０１６０】
　＜３－１－１。化合物３－Ａの製造＞
　６－メトキシ－１－テトラロン（６－Ｍｅｔｈｏｘｙ－１－ｔｅｔｒａｌｏｎｅ、１７
．６ｇ、１００ｍｍｏｌ）、フェニルヒドラジンハイドロクロライド（ｐｈｅｎｙｌｈｙ
ｄｒａｚｉｎｅ　ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ、１１ｇ、７６ｍｍｏｌ）を、少量の酢酸
（ａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ）とエタノール１５０ｍｌを加え、２時間窒素気流下で還流し
た。常温に冷却した後、生成された生成物を濾過し乾燥して、化合物３－Ａ（１５．８８
ｇ、収率６４％）を製造した。
【０１６１】
　＜３－１－２。化合物３－Ｂ－１の製造＞
　化合物３－Ａ（１５．８８ｇ、６３．６９ｍｍｏｌ）、テトラクロロ－１，４－ベンゾ
キノン（ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏ－１，４－ｂｅｎｚｏｑｕｉｎｏｎｅ、２１．９２ｇ、
８９．１７ｍｍｏｌ）を窒素雰囲気下でキシレン（ｘｙｌｅｎｅ）３００ｍｌにおいて２
時間還流した。反応溶液にＮａＯＨ（１０％）と水を入れて終了させ、有機層を抽出した
。反応液を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物３－Ｂ－１（１０．５ｇ、収率６７％
）を製造した。
【０１６２】
　＜３－１－３。化合物３－Ｂ－２の製造＞
　化合物３－Ｂ－１（５ｇ、２０．２２ｍｍｏｌ）、ブロモベンゼン（３．８ｇ、２４．
２６ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド２
．９ｇ（３０．３３ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２（０．１０ｇ、０．２０ｍ
ｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて反応を
終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝１０／１溶媒で
カラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化合物３－Ｂ－２（５．
８８ｇ、収率９０％）を製造した。
【０１６３】
　＜３－１－４。化合物３－Ｂ－３の製造＞
　化合物３－Ｂ－２（５．１ｇ、１５．７７ｍｍｏｌ）とピリジンハイドロクロライド（
Ｐｙｒｉｄｉｎｅ　ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ、１０．９３ｇ、９４．６２ｍｍｏｌ）
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を４０分間加熱しながら攪拌した。反応が終わった後、常温に冷却し、水３００ｍｌを入
れ、生成された沈殿物を濾過し乾燥して、化合物３－Ｂ－３（４．５ｇ、収率９２％）を
製造した。
【０１６４】
　＜３－１－５。化合物３－Ｂの製造＞
　化合物３－Ｂ－３（４．５ｇ、１４．５４ｍｍｏｌ）、ピリジン（ｐｙｒｉｄｉｎｅ、
１２ｍｌ、２９．０８ｍｍｏｌ）を塩化メチレン（ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｃｈｌｏｒｉｄ
ｅ）１５０ｍｌにおいて攪拌し、０℃でトリフルオロメタンスルホン酸無水物（ｔｒｉｆ
ｌｕｏｒｏｍｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｎｈｙｄｒｉｄｅ、１８ｍｌ、２１．８
１ｍｍｏｌ）を徐々に入れた。常温に反応温度を上げ、２４時間攪拌した。反応が終わっ
た後、水２００ｍｌを入れ、生成された沈殿物を濾過し乾燥して、化合物３－Ｂ（５．１
ｇ、収率８２％）を製造した。
【０１６５】
　＜３－１－６。化合物４－Ｂ－２の製造＞
　化合物３－Ｂ－１（５ｇ、２０．２２ｍｍｏｌ）、ブロモビフェニル（５．６５ｇ、２
４．２６ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシ
ド２．９ｇ（３０．３３ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．１０ｇ（０．２
０ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて反
応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝１０／１溶
媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化合物４－Ｂ－２（
６．３ｇ、収率７８％）を製造した。
【０１６６】
　＜３－１－７。化合物４－Ｂ－３の製造＞
　化合物４－Ｂ－２（６．３ｇ、１５．７７ｍｍｏｌ）とピリジンハイドロクロライド（
Ｐｙｒｉｄｉｎｅ　ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ、１０．９３ｇ、９４．６２ｍｍｏｌ）
を４０分間加熱しながら攪拌した。反応が終わった後、常温に冷却し、水３００ｍｌを入
れ、生成された沈殿物を濾過し乾燥して、化合物４－Ｂ－３（５．６ｇ、収率９２％）を
製造した。
【０１６７】
　＜３－１－８。化合物４－Ｂの製造＞
　化合物４－Ｂ－３（５．６ｇ、１４．５４ｍｍｏｌ）、ピリジン（ｐｙｒｉｄｉｎｅ、
１２ｍｌ、２９．０８ｍｍｏｌ）を塩化メチレン（ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｃｈｌｏｒｉｄ
ｅ）１５０ｍｌにおいて攪拌し、０℃でトリフルオロメタンスルホン酸無水物（ｔｒｉｆ
ｌｕｏｒｏｍｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｎｈｙｄｒｉｄｅ、１８ｍｌ、２１．８
１ｍｍｏｌ）を徐々に入れた。常温に反応温度を上げ、２４時間攪拌した。反応が終わっ
た後、水２００ｍｌを入れ、生成された沈殿物を濾過し乾燥して、化合物４－Ｂ（６．１
ｇ、収率８３．６％）を製造した。
【０１６８】
【化２８】

【０１６９】
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【表１５】

【０１７０】
　＜合成例３－２－Ｎｏ＞化合物３Ｂ－Ｎｏの合成
　化合物Ｎｏ－Ｂと置換もしくは非置換のアリールボロン酸（またはボロンエステル）ま
たは置換もしくは非置換のヘテロアリールボロン酸（またはボロンエステル）１～１．５
当量を入れ、ＴＨＦに溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３）０．０２当量と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３／
Ｈ２Ｏ水溶液を２当量以上加えた後、３時間～１６時間加熱攪拌した。反応混合物を常温
に冷ました後、濾過または有機溶媒で抽出し、分離、精製した後に乾燥して、前記３Ｂ－
Ｎｏ化合物を製造した。
【０１７１】
　＜３－２－１。化合物３Ｂ－１の製造＞
　化合物３－Ｂ（５．１ｇ、１１．９９ｍｍｏｌ）とフェニルボロン酸（１．７６ｇ、１
４．４７ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（１５０ｍＬ）に溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３）４（０．４
６ｇ、０．３９ｍｍｏｌ）と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３／Ｈ２Ｏ水溶液７０ｍｌを入れ、３時間還
流した。反応溶液に蒸留水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反応液を濃縮し、Ｅｔ
ＯＨで再結晶して、化合物３Ｂ－１（４．１ｇ、収率９３％）を製造した。
【０１７２】
　＜３－２－２。化合物３Ｂ－２の製造＞
　化合物３－Ｂ（５．６ｇ、１３．１６ｍｍｏｌ）と４－クロロフェニルボロン酸（２．
２７ｇ、１４．４７ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（１５０ｍＬ）に溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３）
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、３時間還流した。反応溶液に蒸留水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反応液を濃
縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物３Ｂ－２（４．６８ｇ、収率８８％）を製造した。
【０１７３】
　＜３－２－３。化合物３Ｂ－３の製造＞
　前記合成例３－２－１の化合物３Ｂ－１の製造において、フェニルボロン酸の代わりに
化合物ビフェニルボロン酸を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物３
Ｂ－３を製造した。
【０１７４】
　＜３－２－４。化合物３Ｂ－４の製造＞
　前記合成例３－２－１の化合物３Ｂ－１の製造において、化合物３－Ｂの代わりに化合
物４－Ｂを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物３Ｂ－４を製造した
。
【０１７５】
　＜３－２－５。化合物３Ｂ－５の製造＞
　前記合成例３－２－１の化合物３Ｂ－１の製造において、化合物３－Ｂの代わりに化合
物４－Ｂを、フェニルボロン酸の代わりに４－クロロフェニルボロン酸を用いたことを除
いては、同じ方法により合成して、化合物３Ｂ－５を製造した。
【０１７６】
【化２９】

【０１７７】
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【表１６】

【０１７８】
　＜合成例３－３－Ｎｏ＞化合物３Ｃ－Ｎｏの合成
　化合物３Ｂ－Ｎｏをクロロホルムに溶かし、Ｎ－ブロモスクシンイミド１当量を添加し
た後、３～８時間常温で攪拌した。反応溶液に蒸留水を加えて反応を終了させ、有機層を
抽出した。反応液を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物３Ｃ－Ｎｏを製造した。
【０１７９】
　＜３－３－１。化合物３Ｃ－１の製造＞
　化合物３Ｂ－１（４．５ｇ、１２．１８ｍｍｏｌ）をクロロホルム（２００ｍＬ）に溶
かし、Ｎ－ブロモスクシンイミド（２．１７ｇ、１２．１８ｍｍｏｌ）を添加した後、５
時間常温で攪拌した。反応溶液に蒸留水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反応液を
濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物３Ｃ－１（４．７ｇ、収率８６％）を製造した。
【０１８０】
　＜３－３－２。化合物３Ｃ－２の製造＞
　化合物３Ｂ－２（４．９０ｇ、１２．１２ｍｍｏｌ）をクロロホルム（２００ｍＬ）に
溶かし、Ｎ－ブロモスクシンイミド（２．１７ｇ、１２．１８ｍｍｏｌ）を添加した後、
５時間常温で攪拌した。反応溶液に蒸留水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反応液
を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物３Ｃ－２（５．５ｇ、収率８６％）を製造した
。
【０１８１】
　＜合成例３－３－Ｎｏ＞化合物３Ｃ－Ｎｏの製造
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　前記合成例３－２－１の化合物３Ｃ－１の製造において、化合物３Ｂ－１の代わりに、
化合物３Ｂ－３、化合物３Ｂ－４、化合物３Ｂ－５を用いたことを除いては、同じ方法に
より合成して、化合物３Ｃ－３、化合物３Ｃ－４、化合物３Ｃ－５を製造した。
【０１８２】
【化３０】

【０１８３】
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【表１７】

【０１８４】
　＜合成例３－４－Ｎｏ＞化合物３Ｄ－Ｎｏの合成
　化合物３Ｃ－１と置換もしくは非置換のアリールボロン酸（またはボロンエステル）ま
たは置換もしくは非置換のヘテロアリールボロン酸（またはボロンエステル）１～１．５
当量を入れ、ＴＨＦに溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３）０．０２当量と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３／
Ｈ２Ｏ水溶液を２当量以上加えた後、３時間～１６時間加熱攪拌した。反応混合物を常温
に冷ました後、濾過または有機溶媒で抽出し、分離、精製した後に乾燥して、前記３Ｄ－
Ｎｏ化合物を製造した。
【０１８５】
　＜３－４－１。化合物３Ｄ－１の製造＞
　化合物３Ｃ－１（４．５２ｇ、１０．４８ｍｍｏｌ）と４－クロロフェニルボロン酸（
１．９７ｇ、１２．５７ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（１５０ｍＬ）に溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ

３）４（０．３６ｇ、０．３１ｍｍｏｌ）と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３／Ｈ２Ｏ水溶液７０ｍｌを
入れ、８時間還流した。反応溶液に蒸留水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反応液
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。
【０１８６】
　＜合成例３－４－Ｎｏ＞化合物３Ｄ－Ｎｏの製造
　前記合成例３－４－１において、化合物３Ｃ－１の代わりに、化合物３Ｃ－２、または
化合物３Ｃ－３、または化合物４Ｃ－１、または化合物４Ｃ－２を用いたことを除いては
、同じ方法により合成して、化合物３Ｄ－２、または化合物３Ｄ－３、または化合物３Ｄ
－４、または化合物３Ｄ－５を製造した。
【０１８７】
【化３１】

【０１８８】
【表１８】

【０１８９】
　＜４－１－１。化合物４－Ａの製造＞
　β－テトラロン（β－Ｔｅｔｒａｌｏｎｅ、１８ｇ、１２３ｍｍｏｌ）、フェニルヒド
ラジンハイドロクロライド（ｐｈｅｎｙｌｈｙｄｒａｚｉｎｅ　ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉ
ｄｅ、１１ｇ、７６ｍｍｏｌ）を、少量の酢酸（ａｃｅｔｉｃ　ａｃｉｄ）を入れ、エタ
ノール１５０ｍｌに２時間窒素気流下で還流した。常温に冷却した後、生成された生成物
を濾過し乾燥して、化合物４－Ａ（１６．５ｇ、収率６１％）を製造した。
【０１９０】
　＜４－１－２。化合物４－Ｂの製造＞
　化合物４－Ａ（１６．５ｇ、７５．３４ｍｍｏｌ）、テトラクロロ－１，４－ベンゾキ
ノン（ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏ－１，４－ｂｅｎｚｏｑｕｉｎｏｎｅ、２５．９３ｇ、１
０５．５ｍｍｏｌ）を窒素雰囲気下でキシレン（ｘｙｌｅｎｅ）３００ｍｌにおいて２時
間還流した。反応溶液にＮａＯＨ（１０％）と水を入れて終了させ、有機層を抽出した。
反応液を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物４－Ｂ（１５．７ｇ、収率９６％）を製
造した。
【０１９１】
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【化３２】

【０１９２】

【表１９】

【０１９３】
　＜合成例４－１－Ｎｏ。化合物４Ｂ－Ｎｏの合成＞
　化合物４－１－Ｎｏと置換もしくは非置換のアリールハライドまたは置換もしくは非置
換のヘテロハライド１～１．４当量を入れ、キシレンやトルエンに溶かした後、ナトリウ
ム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド１．４～２当量とＰｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０１当量
を加えた後、５時間～１２時間加熱攪拌した。反応物を常温に冷ました後、濾過または有
機溶媒で抽出し、分離、精製した後に乾燥して、前記４Ｂ－Ｎｏ化合物を製造した。
【０１９４】
　＜４－１－３。化合物４Ｂ－１の製造＞
　化合物４Ｂ（１０．１ｇ、４６．３ｍｍｏｌ）、ブロモベンゼン（８．７７ｇ、５５．
６ｍｍｏｌ）をキシレン２００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド６．
７ｇ（７１．６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．２３ｇ（０．４６３ｍｍ
ｏｌ）を添加した後、７時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて反応を終
了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝７／１溶媒でカラ
ム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化合物４Ｂ－１（１０．１ｇ
、収率７４％）を製造した。
【０１９５】
　＜４－１－４。化合物４Ｂ－２の製造＞
　前記合成例４－１－３の化合物４Ｂ－１の製造において、ブロモベンゼンの代わりに化
合物４－ブロモヨードビフェニルを用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化
合物４Ｂ－２を製造した。
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【０１９６】
　＜４－１－５。化合物４Ｂ－３の製造＞
　前記合成例４－１－３の化合物４Ｂ－１の製造において、ブロモベンゼンの代わりに化
合物Ｓ－１４を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物４Ｂ－３を製造
した。
【０１９７】
【化３３】

【０１９８】
【表２０】

【０１９９】
　＜合成例４－２－Ｎｏ＞化合物４Ｃ－Ｎｏの合成
　化合物２Ｂ－Ｎｏをクロロホルムに溶かし、Ｎ－ブロモスクシンイミド１当量を添加し
た後、３～５時間常温で攪拌した。反応溶液に蒸留水を加えて反応を終了させ、有機層を
抽出した。反応液を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して化合物４Ｃ－Ｎｏを製造し、その結果
を表１７－１に示す。
【０２００】
　＜４－２－１。化合物４Ｃ－１の製造＞
　化合物４Ｂ－１（９．５ｇ、３２．４９ｍｍｏｌ）をクロロホルム（３００ｍＬ）に溶
かし、Ｎ－ブロモスクシンイミド（５．７８ｇ、３２．４９ｍｍｏｌ）を添加した後、５
時間常温で攪拌した。反応溶液に蒸留水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反応液を
濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物４Ｃ－１（６．１２ｇ、収率５０％）を製造した
。
【０２０１】
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【化３４】

【０２０２】

【表２１】

【０２０３】
　＜合成例４－３－Ｎｏ＞化合物４Ｄ－Ｎｏの合成
　化合物４Ｃ－１と置換もしくは非置換のアリールボロン酸（またはボロンエステル）ま
たは置換もしくは非置換のヘテロアリールボロン酸（またはボロンエステル）１～１．５
当量を入れ、ＴＨＦに溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ３）０．０２当量と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３／
Ｈ２Ｏ水溶液を２当量以上加えた後、３時間～１６時間加熱攪拌した。反応混合物を常温
に冷ました後、濾過または有機溶媒で抽出し、分離、精製した後に乾燥して前記４Ｄ－Ｎ
ｏ化合物を製造し、その結果を表１８－１に示す。
【０２０４】
　＜４－３－１。化合物４Ｄ－１の製造＞
　化合物４Ｃ－１（６．１２ｇ、１６．４５ｍｍｏｌ）と４－クロロフェニルボロン酸（
３．０８ｇ、１９．７４ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（１５０ｍＬ）に溶かした後、Ｐｄ（ＰＰｈ
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３）４（０．５７ｇ、０．４９ｍｍｏｌ）と２Ｍ　Ｋ２ＣＯ３／Ｈ２Ｏ水溶液７０ｍｌを
入れ、３時間還流した。反応溶液に蒸留水を入れて終了させ、有機層を抽出した。反応液
を濃縮し、ＥｔＯＨで再結晶して、化合物４Ｄ－１（４．１ｇ、収率６２％）を製造した
。
【０２０５】
　＜４－３－２。化合物４Ｄ－２の製造＞
　前記合成例４－３－１の化合物４Ｄ－１の製造において、４－クロロフェニルボロン酸
の代わりに４－（４－クロロフェニル）フェニルボロン酸（４．５９ｇ、１９．７４ｍｍ
ｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物４Ｄ－２（６．７３ｇ
、収率７１％）を製造した。
【０２０６】
　＜４－３－３。化合物４Ｄ－３の製造＞
　前記合成例４－３－１の化合物４Ｄ－１の製造において、４－クロロフェニルボロン酸
の代わりに５－（４－クロロフェニル）チオフェニル－２－ボロン酸（４．３２ｇ、１７
．７７ｍｍｏｌ）を用いたことを除いては、同じ方法により合成して、化合物４Ｄ－３（
６．０８ｇ、収率７６％）を製造した。
【０２０７】
　以下、前記合成例で製造した中間体化合物を用いて製造した化学式１の化合物の製造方
法に関するものであるが、これらだけに限定されるものではない。
【０２０８】
【化３５】

【０２０９】
　＜一般製造例１－Ｎｏ＞化合物１－Ｎｏの製造
　化合物１Ｃ－Ｎｏと置換もしくは非置換のアリールアミン、または置換もしくは非置換
のヘテロアリールアミン、または置換もしくは非置換のアラルキルアミン１．２～２．４
当量を入れ、キシレンやトルエンに溶かした後、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド１．
０～４．０当量とＰｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０１～０．０４当量を加えた後、５
時間～１２時間加熱攪拌した。反応物を常温に冷ました後、濾過または有機溶媒で抽出し
、分離、精製した後に乾燥して、前記１－Ｎｏ化合物を製造した。
【０２１０】
　＜製造例１－１－Ｎｏ＞化学式１－１－Ｎｏで示される化合物の製造＞
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－１を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアリールアミン化合物Ｓ－１、Ｓ－３
４、Ｓ－１６、Ｓ－２４、Ｓ－３０、Ｓ－２６、Ｓ－３３を用いて化合物１－１－Ｎｏを
製造し、その結果を表１－１－１に示す。
【０２１１】
　＜製造例１－１－１＞化学式１－１－１で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－１（３．５７ｇ、８．８４ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．１３ｇ、９、
７２ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
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て反応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝１０／
１溶媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化学式１－１－
１で示される化合物（３．４ｇ、収率５６％）を製造した。
【０２１２】
　＜製造例１－１－２＞化学式１－１－３で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－１（３．５７ｇ、８．８４ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－１（２．１３ｇ、９、
７２ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝１０／
１溶媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化学式１－１－
３で示される化合物（２．６ｇ、収率５０％）を製造した。
【０２１３】
【表２２】

【０２１４】
　＜製造例１－２－Ｎｏ＞化学式１－２－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－２を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアリールアミン化合物Ｓ－１、Ｓ－３
０を用いて化合物１－２－Ｎｏを製造し、その結果を表１－２－１に提示する。
【０２１５】
　＜製造例１－２－１＞化学式１－２－１で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－２（４．８ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．５４ｇ、１１．
０ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（１
．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．０
８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて
反応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝１０／１
溶媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化学式１－２－１
で示される化合物（６．３ｇ、収率８２％）を製造した。
【０２１６】
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【表２３】

【０２１７】
　＜製造例１－３－Ｎｏ。化学式１－３－Ｎｏで示される化合物の製造＞
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－３を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアリールアミン化合物Ｓ－５、Ｓ－１
７、Ｓ－３５を用いて化合物１－３－Ｎｏを製造し、その結果を表１－３－１に提示し、
具体的な合成例１－３－１を示す。
【０２１８】
　＜製造例１－３－１＞化学式１－３－１で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－３（４．３ｇ、８．８４ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．１３ｇ、９、７
２ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（１
．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．０
８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて
反応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝１０／１
溶媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化学式１－３－１
で示される化合物（４．２ｇ、収率６２％）を製造した。
【０２１９】
【表２４】

【０２２０】
　＜製造例１－４－Ｎｏ＞化学式４－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　＜製造例１－４－１＞化学式４－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－４を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアリールアミン化合物Ｓ－１７、Ｓ－
７を用いて化合物４－１－Ｎｏを製造し、その結果を表１－４－１に提示する。
【０２２１】
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【表２５】

【０２２２】
　＜製造例１－５－Ｎｏ＞化学式３－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－５を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアリールアミン化合物Ｓ－１、Ｓ－４
０、Ｓ－１６、Ｓ－２４、Ｓ－３０を用いて化合物３－１－Ｎｏを製造し、その結果を表
１－５－１に示す。
【０２２３】
　＜製造例１－５－１＞化学式３－１－１で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－５（５．３０ｇ、１１．０５ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．９１ｇ、１
１．５６ｍｍｏｌ）をキシレン１６０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシ
ド（１．５９ｇ、１６．５８ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０５６ｇ（
０．１１ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入
れて反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで
結晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式３－１－１で示される化合物（７．６ｇ、
収率９０％）を製造した。
【０２２４】
　＜製造例１－５－２＞化学式３－１－３で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－１（４．４５ｇ、８．６６ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－１（２．０９ｇ、９、
５２ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２４ｇ、１２．９９ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４４ｇ（０．
０８６ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／エチルアセテート＝６／１溶
媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化学式３－１－３で
示される化合物（２．９ｇ、収率５０％）を製造した。
【０２２５】
【表２６】

【０２２６】
　＜製造例１－６－Ｎｏ＞化学式３－２－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－６を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアリールアミンを用いて化合物３－２
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－Ｎｏを製造し、その結果を表１－６－１に示す。
【０２２７】
　＜製造例１－６－１＞化学式３－２－１で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－６（５．０７ｇ、９．１４ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．１９ｇ、１０
．０ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．３１ｇ、１３．６６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結
晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式３－２－１で示される化合物（５．２ｇ、収
率６７％）を製造した。
【０２２８】
【表２７】

【０２２９】
　＜製造例１－７－Ｎｏ＞化学式３－３－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－７を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアリールアミン化合物Ｓ－５、Ｓ－１
９を用いて化合物３－３－Ｎｏを製造し、その結果を表１－７－１に提示し、具体的な製
造例３－３－８５を示す。
【０２３０】
　＜製造例１－７－２＞化学式３－３－８５で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－７（４．９７ｇ、８．８４ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－５（１．６４ｇ、９、
７２ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結
晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式３－３－８５で示される化合物（２．８ｇ、
収率４６％）を製造した。
【０２３１】
【表２８】

【０２３２】
　＜製造例１－８－Ｎｏ＞化学式５－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－８を用い、化合物Ｓ－６をはじめとする置換もしくは非置換のアリールアミン
化合物Ｓ－３０、Ｓ－１を用いて化合物５－１－Ｎｏを製造し、その結果を表１－８－１
に提示し、具体的な製造例５－１－３を示す。
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【０２３３】
　＜製造例１－８－３＞化学式５－１－３で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－８（４．９７ｇ、８．８４ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－１（２．１３ｇ、９、
７２ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結
晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式５－１－３で示される化合物（３．６ｇ、収
率５５％）を製造した。
【０２３４】
【表２９】

【０２３５】
　＜製造例１－９－Ｎｏ＞化学式７－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－９を用い、化合物Ｓ－３をはじめとするアミン化合物Ｓ－３０、Ｓ－１を用い
て化合物７－１－Ｎｏを製造し、その結果を表１－９－１に提示し、具体的な製造例１－
９－１を示す。
【０２３６】
　＜製造例１－９－１＞化学式７－１－２７で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－９（．９８ｇ、７．０７ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－３（１．５４ｇ、７．７
８ｍｍｏｌ）をキシレン７０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（１．
０２ｇ、１０．６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．０８８
ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて反応
を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結晶化し
て濾過した後、真空乾燥して、化学式７－１－２７で示される化合物（３．０ｇ、収率５
９％）を製造した。
【０２３７】
【表３０】

【０２３８】
　＜製造例１－１０－Ｎｏ＞化学式９－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－１０を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアミン化合物Ｓ－１、Ｓ－６を用い
て化合物９－１－Ｎｏを製造し、その結果を表１－１０－１に提示し、具体的な製造例１
－１０－２を示す。
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【０２３９】
　＜製造例１－１０－２＞化学式９－１－３で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－１０（４．９７ｇ、１０．６１ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－１（３．２ｇ、１
４．５８ｍｍｏｌ）をキシレン１４０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシ
ド（１．９１ｇ、１９．８９ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０６８ｇ（
０．１３２ｍｍｏｌ）を添加した後、７時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を
入れて反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノール
で結晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式９－１－３で示される化合物（３．８ｇ
、収率６１％）を製造した。
【０２４０】
【表３１】

【０２４１】
　＜製造例１－１１－Ｎｏ＞化学式１４－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－１１を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアミン化合物Ｓ－１、Ｓ－１６を用
いて化合物１４－１－Ｎｏを製造し、その結果を表１－１１－１に提示し、具体的な製造
例１－１１－１を示す。
【０２４２】
　＜製造例１－１１－１＞化学式１４－１－１で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－１１（３．８０ｇ、９．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．１３ｇ、９、
７２ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結
晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式１４－１－１で示される化合物（４．６４ｇ
、収率７３％）を製造した。
【０２４３】
【表３２】

【０２４４】
　＜製造例１－１２－Ｎｏ＞化学式１１－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－１２を用い、化合物Ｓ－６をはじめとする置換もしくは非置換のアリールアミ
ン化合物Ｓ－１９、Ｓ－３５を用いて化合物１１－１－Ｎｏを製造し、その結果を表１－
１２－１に提示し、具体的な製造例１－１２－１を示す。
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【０２４５】
　＜製造例１－１２－１＞化学式１１－１－１で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－１２（４．８６ｇ、８．７０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．１３ｇ、９
、７２ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド
（１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０
．０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入
れて反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで
結晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式１１－１－１で示される化合物（４．６４
ｇ、収率７３％）を製造した。
【０２４６】
【表３３】

【０２４７】
　＜製造例１－１３－Ｎｏ＞化学式１２－１－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して１Ｃ－１３を用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアミン化合物Ｓ－５、Ｓ－２７を用
いて化合物１２－１－Ｎｏを製造し、その結果を表１－１３－１に提示し、具体的な製造
例１－１３－１を示す。
【０２４８】
　＜製造例１－１３－１＞化学式１２－１－８５で示される化合物の製造
　化合物１Ｃ－１３（５．７２ｇ、９．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－５（１．６９ｇ、１０
．０ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結
晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式１２－１－８５で示される化合物（４．７ｇ
、収率６８％）を製造した。
【０２４９】
【表３４】

【０２５０】
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【化３６】

【０２５１】
　＜一般製造例２－Ｎｏ＞化学式２－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して化合物２Ｄ－Ｎｏを代わりに用い、化合物Ｓ－６をはじめとする置換もしくは非置換
のアリールアミン化合物を用いて化合物２－Ｎｏを製造し、その結果を表２－１－１、表
２－２－１、表２－３－１、表２－５－１、表２－６－１、表２－７－１、表２－８－１
、表２－９－１、表２－１０－１、表２－１１－１に提示し、具体的な製造例２－１－１
および製造例２－５－１、製造例２－５－４を示す。
【０２５２】
　＜製造例２－１－１＞化学式１－２１－１で示される化合物の製造
　化合物２Ｄ－１（４．０４ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．８５ｇ、１２
．０ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．４４ｇ、１４．９８ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０５０ｇ（０．
０９９ｍｍｏｌ）を添加した後、７時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結
晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式１－２１－１で示される化合物（４．９６ｇ
、収率７２％）を製造した。
【０２５３】

【表３５】

【０２５４】
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【表３６】

【０２５５】
【表３７】

【０２５６】
　＜製造例２－５－１＞化学式３－２１－１で示される化合物の製造
　化合物２Ｄ－５（４．８０ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（４．０２ｇ、１２
．５ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．４４ｇ、１４．９８ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０５０ｇ（０．
０９９ｍｍｏｌ）を添加した後、７時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結
晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式３－２１－１で示される化合物（５．０５ｇ
、収率６６％）を製造した。
【０２５７】
　＜製造例２－５－４＞化学式３－２１－２１で示される化合物の製造
　化合物２Ｄ－５（４．８０ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－１６（４．３４ｇ、１
２．０ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド
（１．４４ｇ、１４．９８ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０５０ｇ（０
．０９９ｍｍｏｌ）を添加した後、７時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入
れて反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで
結晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式３－２１－２１で示される化合物（４．３
０ｇ、収率５９％）を製造した。
【０２５８】
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【表３８】

【０２５９】
【表３９】

【０２６０】
【表４０】

【０２６１】
【表４１】

【０２６２】
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【表４２】

【０２６３】
【表４３】

【０２６４】
【表４４】

【０２６５】
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【化３７】

【０２６６】
　＜製造例３－Ｎｏ化学式３－Ｎｏで示される化合物の製造＞
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏの
代わりに２Ｆ－Ｎｏまたは３Ｄ－Ｎｏを用い、化合物Ｓ－６をはじめとするアミン化合物
を用いて化合物［１または３］－Ｎｏを製造し、その結果を表３－１－１に提示し、具体
的な製造例３－１－１、３－１－３を示す。
【０２６７】
　＜製造例３－１－１＞化学式１－２０１－１で示される化合物の製造
　化合物２Ｆ－１（４．１ｇ、９．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．４７ｇ、１０．８
ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（１．
３０ｇ、１３．４８ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．０８
１ｍｍｏｌ）を添加した後、７時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて反
応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結晶化
して濾過した後、真空乾燥して、化学式１－２０１－１で示される化合物（４．６１ｇ、
収率６７％）を製造した。
【０２６８】
　＜製造例３－１－３＞化学式１－３０１－１で示される化合物の製造
　化合物２Ｆ－３（４．８ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．８５ｇ、１２．
０ｍｍｏｌ）をキシレン１００ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（１
．４４ｇ、１４．９８ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０５０ｇ（０．０
９９ｍｍｏｌ）を添加した後、１２時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結
晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式１－３０１－１で示される化合物（４．２８
ｇ、収率５６％）を製造した。
【０２６９】



(87) JP 2012-500789 A 2012.1.12

10

20

30

40

【表４５】

【０２７０】
【化３８】

【０２７１】
　＜製造例４－Ｎｏ＞化学式４－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して化合物４Ｄ－Ｎｏを代わりに用い、化合物Ｓ－６をはじめとする置換もしくは非置換
のアリールアミン化合物を用いて化合物４－Ｎｏを製造し、その結果を表４－１－１、表
４－２－１、表４－３－１、表４－４－１、表４－５－１に提示し、具体的な製造例４－
１－１を示す。
【０２７２】
　＜製造例４－１－１＞化学式４－１－１で示される化合物の製造
　化合物４Ｄ－１（５．２５ｇ、１３．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（５．０１ｇ、１５
．６ｍｍｏｌ）をキシレン１２０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．８７ｇ、１９．４７ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０６５ｇ（０．
１３ｍｍｏｌ）を添加した後、７時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れて
反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノールで結晶
化して濾過した後、真空乾燥して、化学式４－１－１で示される化合物（６．０９ｇ、収
率６８％）を製造した。
【０２７３】
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【表４６】

【０２７４】
【表４７】

【０２７５】
【表４８】

【０２７６】
【表４９】

【０２７７】
【表５０】
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【０２７８】
【化３９】

【０２７９】
　＜製造例５－Ｎｏ＞化学式５－Ｎｏで示される化合物の製造
　前記製造例１－Ｎｏの化合物１－Ｎｏの一般的な製造法において、化合物１Ｃ－Ｎｏと
して化合物５Ｂ－Ｎｏを代わりに用い、化合物Ｓ－６をはじめとする置換もしくは非置換
のアリールアミン化合物を用いて化合物５－Ｎｏを製造し、その結果を表５－１－１、表
５－５－１に提示し、具体的な製造例５－１－１を示す。
【０２８０】
　＜製造例５－１－１＞化学式１－６１－１で示される化合物の製造
　化合物３Ｂ－２（３．５７ｇ、８．８４ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（３．２２ｇ、１０
．０ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝８／１
溶媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化学式１－６１－
１で示される化合物（３．２８ｇ、収率５４％）を製造した。
【０２８１】

【表５１】

【０２８２】
　＜製造例５－５－１＞化学式３－６１－１で示される化合物の製造
　化合物３Ｂ－５化合物（４．１６ｇ、８．６６ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－６（２．９３ｇ
、９、１２ｍｍｏｌ）をキシレン１５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキ
シド（１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ
（０．０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水
を入れて反応を終了させ、有機層を抽出した。エチルアセテートに溶かした後、エタノー
ルで結晶化して濾過した後、真空乾燥して、化学式３－６１－１で示される化合物（６．
４５ｇ、収率７２％）を製造した。
【０２８３】
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【表５２】

【０２８４】
【化４０】

【０２８５】
　＜一般製造例６－Ｎｏ＞化学式Ａ－１１－Ｎｏ、Ａ－３２－Ｎｏ、およびＡ－５１－Ｎ
ｏで示される化合物の製造
　化合物１－Ｂ－Ｎｏ、２Ｃ－Ｎｏ、または４Ｃ－Ｎｏと置換もしくは非置換のアリール
アミン、ヘテロアリールアミン、またはアラルキルジアミン約０．４５当量を用いるか、
化合物１－Ｂ－Ｎｏ、２Ｃ－Ｎｏ、または４Ｃ－Ｎｏとアリールアミノ基で置換されたア
リールアミン、ヘテロアリールアミン、アラルキルアミン１．２～２．０当量を用いて、
化合物Ａ－１１－Ｎｏ、Ａ－３２－Ｎｏ、Ａ－５１－Ｎｏ化合物を製造し、その結果を表
６－１－１に提示する。
【０２８６】
　＜製造例６－１－１＞化学式１－１１－３６で示される化合物の製造
　化合物１－Ｂ－１（３．７２ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－３７（１．５１ｇ、
４．５ｍｍｏｌ）をキシレン５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド（
１．２７ｇ、１３．２６ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
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０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝４／１
溶媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化学式１－１１－
３６で示される化合物（３．３１ｇ、収率３６％）を製造した。
【０２８７】
　＜製造例６－１－１＞化学式１－１１－４２で示される化合物の製造
　化合物１－Ｂ－１（３．７２ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）、化合物Ｓ－３８（６．１２ｇ、
１０．６ｍｍｏｌ）をキシレン５０ｍｌに溶解させ、ナトリウム－Ｔｅｒｔ－ブトキシド
（１．４４ｇ、１５．０ｍｍｏｌ）、Ｐｄ［Ｐ（ｔ－Ｂｕ）３］２　０．０４５ｇ（０．
０８８ｍｍｏｌ）を添加した後、５時間窒素気流下で還流した。反応溶液に蒸留水を入れ
て反応を終了させ、有機層を抽出した。ノルマルヘキサン／テトラヒドロフラン＝４／１
溶媒でカラム分離した後、石油エーテルに攪拌した後、真空乾燥して、化学式１－１１－
４２で示される化合物（５．１ｇ、収率５９％）を製造した。
【０２８８】

【表５３】

【０２８９】
　＜実施例１－１＞
　ＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）が１，０００Å厚さで薄膜コーティングされたガラス
基板（ｃｏｒｎｉｎｇ　７０５９ｇｌａｓｓ）を、分散剤を溶かした蒸留水に入れて超音
波で洗浄した。洗剤としてはＦｉｓｃｈｅｒ　Ｃｏ．の製品を使用し、蒸留水としてはＭ
ｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｃｏ．製品のフィルタ（Ｆｉｌｔｅｒ）で２次フィルタリングした蒸
留水を使用した。ＩＴＯを３０分間洗浄した後、蒸留水で２回繰り返して超音波洗浄を１
０分間進行した。蒸留水洗浄が終わった後、イソプロピルアルコール、アセトン、メタノ
ール溶剤の順で超音波洗浄をして乾燥した。
【０２９０】
　このように準備したＩＴＯ透明電極上に、ヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン（
ｈｅｘａｎｉｔｒｉｌｅ　ｈｅｘａａｚａｔｒｉｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）を５００Å厚さで
熱真空蒸着して、正孔注入層を形成した。その上に正孔を輸送する物質である上記製造例
１で合成した化学式１－１－１で示される化合物（４００Å）を真空蒸着した後、発光層
としてホストＨ１とドーパントＤ１化合物を３００Å厚さで真空蒸着した。その次、Ｅ１
化合物（３００Å）を電子注入および輸送層として順次熱真空蒸着した。前記電子輸送層
上に１２Å厚さのフッ化リチウム（ＬｉＦ）と２，０００Å厚さのアルミニウムを順次蒸
着して負極を形成し、有機発光素子を製造した。
【０２９１】
　前記過程において、有機物の蒸着速度は１Å／ｓｅｃを維持し、フッ化リチウムは０．
２Å／ｓｅｃ、アルミニウムは３～７Å／ｓｅｃの蒸着速度を維持した。
【０２９２】
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【化４１】

【０２９３】
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　＜実施例１－２～実施例１－２８＞
　前記実施例１－１において、化学式１－１－１で示される化合物の代わりに、前記製造
例で製造した化学式１－１－３、化学式１－１－１９、化学式１－１－２１、化学式４－
１－１、化学式３－１－１、化学式３－１－２１、化学式３－２－１、化学式９－１－１
、化学式９－１－２１、化学式１４－１－１、化学式１３－１－１、化学式３－２－１、
化学式３－２－３、化学式３－２－２１、化学式３－２２－１、化学式３－２２－２１、
化学式９－２１－３、化学式１４－２１－１、化学式１２－２１－６、化学式１－２０１
－１、化学式１－１０１－１、化学式１－３０１－１、化学式１－４１－１、化学式１－
４２－１、化学式３－４１－８４、化学式１－６１－１、化学式３－６１－１６、化学式
１－１１－３６、化学式１－１１－４２、化学式１－３２－４４、化学式１－３２－４２
、化学式１－３２－４０、化学式１－５１－３７で示される化合物を用い、化合物Ｅ１を
用いて、有機発光素子を製造した。
【０２９４】
　＜比較例１＞
　前記実施例１－１において、正孔輸送層として、製造例で合成した化学式１－１－１で
示される化合物の代わりにＮＰＢを用いたことを除いては、同一に実験した。
【０２９５】
　＜比較例２＞
　前記実施例１－１において、正孔輸送層として、製造例で合成した化学式１－１－１で
示される化合物の代わりにＨＴ１を用いたことを除いては、同一に実験した。
【０２９６】
　前記実施例１－１のように、それぞれの化合物を正孔輸送層物質として用いて製造した
有機発光素子を実験した結果を下記表１に示す。
【０２９７】
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【表５４】

【０２９８】
　本発明による化学式１で示される化合物は、有機発光素子をはじめとする有機電子素子
において正孔注入、正孔輸送の役割を果たすことができ、本発明による素子は、効率、駆
動電圧、安定性の面に優れた特性を示す。
【０２９９】
　＜実施例２－１＞
　ＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）が１，０００Å厚さで薄膜コーティングされたガラス
基板（ｃｏｒｎｉｎｇ　７０５９ｇｌａｓｓ）を、分散剤を溶かした蒸留水に入れて超音
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波で洗浄した。洗剤としてはＦｉｓｃｈｅｒ　Ｃｏ．の製品を使用し、蒸留水としてはＭ
ｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｃｏ．製品のフィルタ（Ｆｉｌｔｅｒ）で２次フィルタリングした蒸
留水を使用した。ＩＴＯを３０分間洗浄した後、蒸留水で２回繰り返して超音波洗浄を１
０分間進行した。蒸留水洗浄が終わった後、イソプロピルアルコール、アセトン、メタノ
ール溶剤の順で超音波洗浄をして乾燥した。
【０３００】
　このように準備したＩＴＯ透明電極上に、ヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン（
ｈｅｘａｎｉｔｒｉｌｅ　ｈｅｘａａｚａｔｒｉｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）を２００Å厚さで
熱真空蒸着して、正孔注入層を形成した。その上に正孔を注入する物質として上記製造例
１０で合成した化学式１－１－２５で示される化合物（３００Å）を真空蒸着した後、正
孔伝達層としてＮＰＢ（４００Å）で真空蒸着した。発光層としてホストＨ１とドーパン
トＤ１化合物を３００Å厚さで真空蒸着した。その次、Ｅ１化合物（３００Å）を電子注
入および輸送層として順次熱真空蒸着した。前記電子輸送層上に１２Å厚さのフッ化リチ
ウム（ＬｉＦ）と２，０００Å厚さのアルミニウムを順次蒸着して負極を形成し、有機発
光素子を製造した。
【０３０１】
　前記過程において、有機物の蒸着速度は１Å／ｓｅｃを維持し、フッ化リチウムは０．
２Å／ｓｅｃ、アルミニウムは３～７Å／ｓｅｃの蒸着速度を維持した。
【０３０２】
　＜実施例２－１～２－６＞
　前記実施例２－１において、化学式１－１－２５で示される化合物の代わりに、前記製
造例で製造した化学式５－１－１、化学式５－１－２１、化学式５－２１－２１、化学式
５－２１－３で示される化合物を用い、化合物Ｅ１を用いて、有機発光素子を製作し、実
験した結果を下記表２に示す。
【０３０３】
【表５５】

【０３０４】
　前記実施例から分かるように、製造された化合物を正孔輸送層（ＨＴＬ）として用いる
場合、化学式１において、Ｎ－カルバゾールの９－位置の置換体であるＸが置換もしくは
非置換のアリールアミノアリール基よりはＮ－カルバゾールの９－位置の置換体であるＸ
はフェニル基、ビフェニル基のようなアリール基が好ましく、Ｒ１～Ｒ８が置換もしくは
非置換のアリールアミノ基、またはアリールアミノアリーレン基が好ましい。
【０３０５】
　前記化学式１において、正孔注入層（ＨＩＬ）として好ましい化合物は、正孔輸送層（
ＨＴＬ）として用いられるものよりＨＯＭＯ値が小さくなり得るように置換体を有する物
質が好ましい。すなわち、キャリア（ｃａｒｒｉｅｒ）がＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ
　ｏｘｉｄｅ）のような正極から正孔輸送層（ＨＴＬ）に容易に越えてくるように、共役
長を伸ばすか、アリールアミノ基、アリールアミノアリール基、またはチオフェニル基な
どを含む物質を置換させてｐ－ｔｙｐｅ物質に特性を変化させることが好ましい。本発明
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の化合物は、特に正孔注入層として用いて優れた結果を得ることができた。
【０３０６】
　表１の比較例１において、Ｈ１の化合物はアリールアミノアリル基がｃａｒｂａｚｏｌ
ｅ－Ｎ－９位置に位置している。反面、表１、表２、および表３の実施例の化合物はＲ１
～Ｒ８が置換もしくは非置換のアリールアミノ基、アリールアミノアリール基、チオフェ
ニルで置換されたアリール基であり、ｃａｒｂａｚｏｌｅ－Ｎ－９のＸがアリール基であ
る化合物が大部分である。結果から分かるように、より性能に優れた結果を示した。
【０３０７】
　これは、電極から電子注入および電子輸送層（ＥＴＬ）を経て発光層（ＥＭＬ）にまで
越えてきた電子が正孔輸送層（ＨＴＬ）の界面に達する時、アリール基がアリールアミノ
基より安定するためである。アリールアミノ基は正孔に安定した反面、電子に弱いため、
有機電子素子の効率と寿命に悪い影響を及ぼす。
【０３０８】
　その反面、化合物Ｈ１は、電子分布がＮ－９－位置のアリールアミノ基フェニル基に位
置して、安定性が低下することが分かる。電子はアリールアミノ基に位置するよりはフェ
ニル基、ナフチル基およびビフェニル基のようなアリール基に電子分布があることが有機
電子素子に安定性を与えられると解釈することができるためである。したがって、正孔輸
送層（ＨＴＬ）として用いる前記化学式１のような化合物は、ｃａｒｂａｚｏｌｅ－Ｎ－
９－位置に置換体としてはアリール基やヘテロアリール基が好ましく、特にアリール基が
好ましい。前記化学式１のような化合物が正孔注入層（ＨＩＬ）として用いられる場合に
は、正孔注入層（ＨＩＬ）と発光層（ＥＭＬ）との間に正孔輸送層（ＨＴＬ）が置かれる
ため、ｃａｒｂａｚｏｌｅ－Ｎ－９－位置にアリールアミノ基が導入されたアリール基が
正孔注入層（ＨＩＬ）として用いられても正孔輸送層（ＨＴＬ）が電子を防ぐため、アリ
ールアミノ基およびチオフェニル基のような置換体が導入されても素子に大きな影響は及
ばない。特に、アリールアミノ基およびチオフェニル基のような置換体は正孔を円滑に生
成させることができるので正孔注入層（ＨＩＬ）として好ましい。
【０３０９】
　＜実施例３－１＞
　ＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）が１，０００Å厚さで薄膜コーティングされたガラス
基板（ｃｏｒｎｉｎｇ　７０５９ｇｌａｓｓ）を、分散剤を溶かした蒸留水に入れて超音
波で洗浄した。洗剤としてはＦｉｓｃｈｅｒ　Ｃｏ．の製品を使用し、蒸留水としてはＭ
ｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｃｏ．製品のフィルタ（Ｆｉｌｔｅｒ）で２次フィルタリングした蒸
留水を使用した。ＩＴＯを３０分間洗浄した後、蒸留水で２回繰り返して超音波洗浄を１
０分間進行した。蒸留水洗浄が終わった後、イソプロピルアルコール、アセトン、メタノ
ール溶剤の順で超音波洗浄をして乾燥した。
【０３１０】
　このように準備したＩＴＯ透明電極上にヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン（ｈ
ｅｘａｎｉｔｒｉｌｅ　ｈｅｘａａｚａｔｒｉｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）を５００Å厚さで熱
真空蒸着して、正孔注入層を形成した。その上に正孔を輸送する物質として上記製造例２
－１－１で合成した化学式１－２１－１で示される化合物（４００Å）を真空蒸着した。
発光層としてホストＨ２とドーパントＤ３（ドーピング濃度１４％）化合物を３００Å厚
さで真空蒸着した。その次、Ｅ１化合物（３００Å）を電子注入および輸送層として順次
熱真空蒸着した。前記電子輸送層上に１２Å厚さのフッ化リチウム（ＬｉＦ）と２，００
０Å厚さのアルミニウムを順次蒸着して負極を形成し、有機発光素子を製造した。
【０３１１】
　前記過程において、有機物の蒸着速度は１Å／ｓｅｃを維持し、フッ化リチウムは０．
２Å／ｓｅｃ、アルミニウムは３～７Å／ｓｅｃの蒸着速度を維持した。
【０３１２】
　＜実施例３－２～３－４＞
　前記実施例３－１において、化学式Ｈ３で示される化合物の代わりに、前記製造例で製
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造した化学式１１－１－１、化学式１１－１－８９、化学式１１－１－８６、化学式１２
－１－８５、化学式１２－１－８４、化学式１２－２１－１、化学式１２－２１－３、化
学式１２－２１－２１で示される化合物を用い、化合物Ｅ１を用いて、有機発光素子を製
作し、実験した結果を下記表３に示す。
【０３１３】
【表５６】

【０３１４】
　表３から分かるように、本発明による化学式の化合物誘導体は、有機発光素子をはじめ
とする有機電子素子において発光物質の役割を果たすことができ、本発明による素子は、
効率、駆動電圧、安定性の面に優れた特性を示す。特に効率の面で高い発光特性を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成23年4月26日(2011.4.26)
【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】
　下記化学式１で示される化合物。
【化１】

［前記化学式１において、
　Ｒ１とＲ２が互いに結合して芳香族環を形成するか、Ｒ３とＲ４が互いに結合して芳香
族環を形成するか、またはＲ１とＲ２が互いに結合して芳香族環を形成すると同時にＲ３
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とＲ４が互いに結合して芳香族環を形成し、
　Ｒ５～Ｒ８、Ｒ１～Ｒ４のうちの芳香族環を形成しない基、Ｒ１とＲ２が互いに結合し
て形成された芳香族環に置換された置換基、およびＲ３とＲ４が互いに結合して形成され
た芳香族環に置換された置換基のうちの少なくとも１つは－（Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであ
り、ここで、ｐは０～１０の整数であり、ｑは１～１０の整数であり、
　残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、ここで、ｒは０～１０の整数であ
り、ｓは１～１０の整数であり、
　Ｘは－（Ａ）ｍ－（Ｂ）ｎであり、ここで、ｍは０～１０の整数であり、ｎは独立に１
～１０の整数であり、
　Ａは置換もしくは非置換のアリーレン基；置換もしくは非置換のアルケニレン基；置換
もしくは非置換のフルオレニレン基；またはＮ、ＯおよびＳ原子のうちの１個以上を含む
置換もしくは非置換のヘテロアリーレン基であり、
　Ｂは、ｍが０である場合、水素；重水素；置換もしくは非置換のアルキル基；置換もし
くは非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ
素基；置換もしくは非置換の炭素数６～３０のアリール基；置換もしくは非置換のフルオ
レニル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子を１個以上含む置換もしくは非置換の複素環基であり；
ｍが０ではない場合、水素；重水素；ハロゲン基；ニトリル基；ニトロ基；ヒドロキシ基
；置換もしくは非置換のアルキル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基；置換もし
くは非置換のアルコキシ基；置換もしくは非置換のアリールオキシ基；置換もしくは非置
換のアルキルチオキシ基；置換もしくは非置換のアリールチオキシ基；置換もしくは非置
換のアルキルスルホキシ基；置換もしくは非置換のアリールスルホキシ基；置換もしくは
非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ素基
；置換もしくは非置換の炭素数６～３０のアリール基；置換もしくは非置換のフルオレニ
ル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上を含む置換もしくは非置換の複素環基であ
り、
　Ｌ１およびＬ２は互いに同じであるか異なり、各々独立に、置換もしくは非置換のアリ
ーレン基；置換もしくは非置換のアルケニレン基；置換もしくは非置換のフルオレニレン
基；置換もしくは非置換のカルバゾリレン基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上を
含む置換もしくは非置換のヘテロアリーレン基であり、
　Ｙ１は－Ｎ（Ｚ１）（Ｚ２）、置換もしくは非置換のカルバゾール基、または置換もし
くは非置換のベンゾカルバゾール基であり、
　Ｚ１およびＺ２は互いに同じであるか異なり、各々独立に、置換もしくは非置換のアル
キル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基；置
換もしくは非置換のアルケニル基；置換もしくは非置換のフルオレニル基；置換もしくは
非置換のカルバゾリル基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１個以上を含む置換もしくは非
置換の複素環基であり、
　Ｙ２は水素；重水素；ハロゲン基；ニトリル基；ニトロ基；ヒドロキシ基；置換もしく
は非置換のアルキル基；置換もしくは非置換のシクロアルキル基；置換もしくは非置換の
アルコキシ基；置換もしくは非置換のアリールオキシ基；置換もしくは非置換のアルキル
チオキシ基；置換もしくは非置換のアリールチオキシ基；置換もしくは非置換のアルキル
スルホキシ基；置換もしくは非置換のアリールスルホキシ基；置換もしくは非置換のアル
ケニル基；置換もしくは非置換のシリル基；置換もしくは非置換のホウ素基；置換もしく
は非置換のアルキルアミン基；置換もしくは非置換のアラルキルアミン基；置換もしくは
非置換のアリールアミン基；置換もしくは非置換のアリール基；置換もしくは非置換のフ
ルオレニル基；置換もしくは非置換のカルバゾール基；またはＮ、Ｏ、Ｓ原子のうちの１
個以上を含む置換もしくは非置換の複素環基であり；
　前記Ａ、Ｂ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１またはＹ２が２以上存在する場合、これらは互いに同じ
であるか異なり、前述した置換基は互いに隣接する基と脂肪族またはヘテロの縮合環を形
成することができる。］
【請求項２】
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　前記化学式１は下記化学式２を含むものである、請求項１に記載の化合物。
【化２】

［前記化学式２において、Ｒ５～Ｒ８、Ｒ’およびＲ’’のうちの少なくとも１つは－（
Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであり、残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、ここ
で、Ｘ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１、Ｙ２、ｐ、ｑ、ｒおよびｓは前記化学式１で定義した通りで
ある。］
【請求項３】
　前記化学式１は下記化学式３を含むものである、請求項１に記載の化合物。

【化３】

［前記化学式３において、Ｒ５～Ｒ８、およびＲ’’のうちの少なくとも１つは－（Ｌ１
）ｐ－（Ｙ１）ｑであり、残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、ここで、
Ｘ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１、Ｙ２、ｐ、ｑ、ｒおよびｓは前記化学式１で定義した通りである
。］
【請求項４】
　前記化学式１は下記化学式４を含むものである、請求項１に記載の化合物：
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【化４】

［前記化学式４において、Ｒ５～Ｒ８、Ｒ’ およびＲ’’のうちの少なくとも１つは－
（Ｌ１）ｐ－（Ｙ１）ｑであり、残りは各々独立に－（Ｌ２）ｒ－（Ｙ２）ｓであり、こ
こで、Ｘ、Ｌ１、Ｌ２、Ｙ１、Ｙ２、ｐ、ｑ、ｒおよびｓは前記化学式１で定義した通り
である。］
【請求項５】
　前記化学式１のＸは下記［表Ａ－１］に記載された置換基から選択される、請求項１に
記載の化合物。
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【表１】

【請求項６】
　前記化学式１のＹ１は下記［表Ｙ－１］に記載された置換基から選択される、請求項１
に記載の化合物。
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【表２】
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【請求項７】
　第１電極、第２電極、および前記第１電極と第２電極との間に配置された１層以上の有
機物層を含む有機電子素子であって、前記有機物層のうちの１層以上は請求項１～６のう
ちのいずれか１項の化合物を含むことを特徴とする有機電子素子。
【請求項８】
　前記有機物層は正孔注入層および正孔輸送層のうちの少なくとも１層を含み、前記正孔
注入層および正孔輸送層のうちの少なくとも１層が化学式１の化合物を含むことを特徴と
する、請求項７に記載の有機電子素子。
【請求項９】
　前記有機物層は発光層を含み、該発光層が化学式１の化合物を含むことを特徴とする、
請求項７に記載の有機電子素子。
【請求項１０】
　前記有機物層は電子輸送層を含み、該電子輸送層が化学式１の化合物を含むことを特徴
とする、請求項７に記載の有機電子素子。
【請求項１１】
　前記有機電子素子は、有機発光素子、有機燐光素子、有機太陽電池、有機感光体（ＯＰ
Ｃ）および有機トランジスタからなる群から選択されることを特徴とする、請求項７に記
載の有機電子素子。
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