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(57)【要約】
ポリマー等に相溶性を示すことに加えて、ガラス転移温度を有する新規な希土類錯体を提
供する。前記希土類錯体を形成するための配位子、希土類錯体の製造方法、前記希土類錯
体の用途も提供する。
下記一般式（１）で示される化合物が配位子である。
Ｘ1−Ｌ1−Ａｒ−Ｌ2−Ｘ2

（１）

一般式（１）中、
Ａｒは、芳香族ヘテロ炭化水素基又は芳香族炭化水素基を示し、Ａｒに結合するＬ1及び
Ｌ2は、Ａｒを中心に分子内で屈曲するように結合しており、
Ｌ1及びＬ2は、独立に、リンカーを示す
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2
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Ｘ 及びＸ は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ

11

Ａｒ

12

）−でホスホリル基（但し、Ａｒ

11

及びＡ

ｒ12は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテロアリール基
、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す。前記化合物と希土類元素を含む
クラスター構造を有する錯体を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で示される化合物。
Ｘ1−Ｌ1−Ａｒ−Ｌ2−Ｘ2

（１）

一般式（１）中、
Ａｒは、芳香族ヘテロ炭化水素基又は芳香族炭化水素基を示し、Ａｒに結合するＬ1及び
Ｌ2は、Ａｒを中心に分子内で屈曲するように結合しており、
Ｌ1及びＬ2は、独立に、リンカーを示す。
Ｘ1及びＸ2は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ11Ａｒ12）−でホスホリル基（但し、Ａｒ11及びＡ
ｒ12は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテロアリール基

10

、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す。
【請求項２】
前記芳香族ヘテロ炭化水素基は、硫黄原子、酸素原子及び窒素原子からなる群から選ばれ
る原子を１〜３個含み、縮環していてもよい５〜１４員芳香族ヘテロ炭化水素基である請
求項１に記載の化合物。
【請求項３】
前記芳香族炭化水素基は、炭素原子を６〜１４個含み、縮環していてもよい芳香族炭化水
素基である請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
リンカーは、−Ｃ≡Ｃ−、−ＣＨ＝ＣＨ−、芳香族炭化水素基又は芳香族ヘテロ炭化水素
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基である請求項１〜３のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項５】
Ｘ1及びＸ2は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ11Ａｒ12）−で示される修飾ホスホリル基を示し、
Ａｒ11及びＡｒ12は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテ
ロアリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す請求項１〜４のいず
れか１項に記載の化合物。
【請求項６】
請求項１〜５のいずれか１項に記載の化合物と希土類元素を含む錯体。
【請求項７】
請求項１〜５のいずれか１項に記載の化合物と希土類元素との含有量が等モル量である、
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請求項６に記載の錯体。
【請求項８】
希土類元素を介して、請求項１〜５のいずれか１項に記載の化合物が２〜６量体化した、
好ましくは３量体化したクラスター構造を有する錯体である、請求項６又は７に記載の錯
体。
【請求項９】
配位化合物をさらに含み、前記配位化合物は、希土類元素イオンに配位する請求項６〜８
のいずれか１項に記載の錯体。
【請求項１０】
ガラス転移温度を有する請求項６〜９のいずれか１項に記載の錯体。
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【請求項１１】
希土類元素が、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄ
ｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ及びＬｕから成る群から選ばれる1種又は２種
以上の元素である請求項６〜１０のいずれか１項に記載の錯体。
【請求項１２】
請求項１〜５のいずれか１項に記載の化合物と希土類元素含有化合物とを溶媒中で混合し
て、前記化合物と前記希土類元素との錯体を得ることを含む、錯体の製造方法。
【請求項１３】
請求項１〜５のいずれか１項に記載の化合物と希土類元素含有化合物の混合比（請求項１
〜５のいずれか１項に記載の化合物のモル数／希土類元素のモル数）を０．２〜５の範囲
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とする、請求項１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
請求項６〜１１のいずれか１項に記載の錯体を発光材料として用いた発光素子。
【請求項１５】
請求項６〜１１のいずれか１項に記載の錯体の薄膜を有する請求項１４に記載の発光素子
。
【請求項１６】
請求項６〜１１のいずれか１項に記載の錯体を含有する、発光性インキ組成物又は発光性
プラスチック組成物。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、配位子及び希土類錯体に関する。
[関連出願の相互参照]
本出願は、２０１３年７月５日出願の日本特願２０１３−１４１９９４号の優先権を主
張し、その全記載は、ここに特に開示として援用される。
【背景技術】
【０００２】
希土類錯体は、蛍光またはリン光などの発光を示すものが多く、かつ錯体を構成する配
位子が有機物である場合にはポリマー等に相溶性を示すことからポリマー材料に混合して
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発光素子や蛍光インクなどに用いることが提案されている（特許文献１、２、非特許文献
１）。
【０００３】
特許文献１

ＷＯ２０１２／１５０７２

特許文献２

日本特開２０１０−９５５１４号公報

【０００４】
非特許文献１

Ｋ．Ｍｉｙａｍａ，Ｙ．Ｈａｓｅｇａｗａ

ｅｔ

ａｌ，

Ｃｈｅｍ．Ｅ

ｕｒ．Ｊ．，２０１１，１７，５２１−５２８
特許文献１、２及び非特許文献１の全記載は、ここに特に開示として援用される。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
従来の希土類錯体は、上述のようにポリマー等に相溶性を示す発光体であることに主眼
が置かれて開発されたものである。それに対して本発明は、ポリマー等に相溶性を示すこ
とに加えて、希土類錯体において従来にない新たな物性、即ち、ガラス転移温度を有する
新規な希土類錯体を提供することを目的とする。さらに、本発明は、上記希土類錯体を形
成するための配位子、上記希土類錯体の製造方法、さらには、上記希土類錯体の用途も提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
本発明は以下のとおりである。
［１］
下記一般式（１）で示される化合物。
Ｘ1−Ｌ1−Ａｒ−Ｌ2−Ｘ2

（１）

一般式（１）中、
Ａｒは、芳香族ヘテロ炭化水素基又は芳香族炭化水素基を示し、Ａｒに結合するＬ1及び
Ｌ2は、Ａｒを中心に分子内で屈曲するように結合しており、
Ｌ1及びＬ2は、独立に、リンカーを示す。
Ｘ1及びＸ2は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ11Ａｒ12）−でホスホリル基（但し、Ａｒ11及びＡ
ｒ12は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテロアリール基
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、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す。
［２］
前記芳香族ヘテロ炭化水素基は、硫黄原子、酸素原子及び窒素原子からなる群から選ばれ
る原子を１〜３個含み、縮環していてもよい５〜１４員芳香族ヘテロ炭化水素基である［
１］に記載の化合物。
［３］
前記芳香族炭化水素基は、炭素原子を６〜１４個含み、縮環していてもよい芳香族炭化水
素基である［１］に記載の化合物。
［４］
リンカーは、−Ｃ≡Ｃ−、−ＣＨ＝ＣＨ−、芳香族炭化水素基又は芳香族ヘテロ炭化水素
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基である［１］〜［３］のいずれか１項に記載の化合物。
［５］
Ｘ1及びＸ2は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ11Ａｒ12）−で示される修飾ホスホリル基を示し、
Ａｒ11及びＡｒ12は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテ
ロアリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す［１］〜［４］のい
ずれか１項に記載の化合物。
［６］
［１］〜［５］のいずれか１項に記載の化合物と希土類元素を含む錯体。
［７］
［１］〜［５］のいずれか１項に記載の化合物と希土類元素との含有量が等モル量である
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、［６］に記載の錯体。
［８］
希土類元素を介して、［１］〜［５］のいずれか１項に記載の化合物が２〜６量体化した
クラスター構造を有する錯体である、［６］又は［７］に記載の錯体。
［９］
希土類元素を介して、［１］〜［５］のいずれか１項に記載の化合物が３量体化した錯体
である、［６］又は［７］に記載の錯体。
［１０］
配位化合物をさらに含み、前記配位化合物は、希土類元素イオンに配位する［６］〜［９
］のいずれか１項に記載の錯体。
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［１１］
ガラス転移を示す［６］〜［１０］のいずれか１項に記載の錯体。
［１２］
希土類元素が、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄ
ｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ及びＬｕから成る群から選ばれる1種又は２種
以上の元素である［６］〜［１１］のいずれか１項に記載の錯体。
［１３］
［１］〜［５］のいずれか１項に記載の化合物と希土類元素含有化合物とを溶媒中で混合
して、前記化合物と前記希土類元素との錯体を得ることを含む、錯体の製造方法。
［１４］
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［１］〜［５］のいずれか１項に記載の化合物と希土類元素含有化合物の混合比（［１］
〜［５］のいずれか１項に記載の化合物のモル数／希土類元素のモル数）を０．２〜５の
範囲とする、［１３］に記載の製造方法。
［１５］
［６］〜［１２］のいずれか１項に記載の錯体を発光材料として用いた発光素子。
［１６］
［６］〜［１２］のいずれか１項に記載の錯体の薄膜を有する［１５］に記載の発光素子
。
［１７］
［６］〜［１２］のいずれか１項に記載の錯体を含有する、発光性インキ組成物。
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［１８］
［６］〜［１２］のいずれか１項に記載の錯体を含有する、発光性プラスチック組成物。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、希土類錯体においては従来知られていない新たな物性であるガラス転
移温度を有する希土類錯体を提供できる。ガラス転移温度を有する本発明の希土類錯体は
、ガラス転移温度を超える温度に加熱した後急冷することで、透明なガラス状の希土類錯
体を得ることができる。従って、本発明の希土類錯体を用いることで、従来、構造体や成
形体の形成において必要とされていたポリマーに分散すること無しに、構造体や成形体を
形成することができる。本発明の化合物を配位子とする本発明の希土類錯体は、２〜６個
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の本発明の化合物を含む多量体の錯体であって、クラスター構造を形成し、ポリマーのよ
うな繰り返し構造ではなく、有限の大きさをもつ超分子である。さらに本発明によれば、
上記超分子型の錯体を用いることで、発光素子や発光性インキ、発光性プラスチック組成
物などを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図1はdpetの1H‑NMRスペクトルを示す。
【図２】図2はdpebの1H‑NMRスペクトルを示す。
【図３】図3はdpenの1H‑NMRスペクトルを示す。
【図４】図4は錯体11 : Eu3(hfa)3(dpeb)3のESI‑MSスペクトルを示す。
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【図５】図5は錯体12 : Eu3(hfa)9(dpet)3の質量分析の結果を示す。
【図６】図6は錯体13 : Yb3(hfa)9(dpet)3の質量分析の結果を示す。
【図７】図7はacetone‑d6中におけるEu3(hfa)9(dpeb)3 (5.0×10‑3 M, ライン1)とEu(hfa
)3(biphepo) (2.5×10‑3 M, ライン2)の発光スペクトル(465 nm励起) を示す。
【図８】図8はEu3(hfa)9(dpeb)3 : 11の発光寿命(in acetone‑d6, 5.0 ×10‑3 M) を示す
。
【図９】図9はEu(hfa)3(biphepo) (ライン1)、Eu3(hfa)9(dpeb)3 (ライン2)の熱重量減少
曲線を示す。
【図１０】図10はEu(hfa)3(biphepo) (ライン1)、Eu3(hfa)9(dpeb)3 (ライン2)のDSC曲線
30

を示す。
【図１１】図11は錯体11のガラス転移前(左)とガラス転移後(右)の様子を示す。
【図１２】図12はガラスに塗布したガラス転移後の錯体11 : 室内光下(左)と紫外線照射
下(右)を示す。
【図１３】図13はガラス化した錯体11をラミネートした積層体のUV照射した状態及びUV照
射なしの状態の写真を示す。
【図１４】図14は「錯体の入っていない積層フィルム」をベースラインとしてガラス化し
た錯体11をラミネートした積層体の透過率の測定結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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＜化合物＞
本発明は、下記一般式（１）で示される化合物を包含する。
Ｘ1−Ｌ1−Ａｒ−Ｌ2−Ｘ2

（１）

一般式（１）中、Ａｒは、
芳香族ヘテロ炭化水素基、
芳香族炭化水素基
を示し、Ａｒに結合するＬ1及びＬ2は、Ａｒを中心に分子内で屈曲している。Ｌ1及びＬ2
にさらに結合するＸ1及びＸ2は修飾ホスホリル基であり、陽イオンに対して配位結合し得
る。本発明の化合物は後述するように、Ａｒに結合するＬ1及びＬ2は、Ａｒを中心に分子
内で屈曲するように結合しており、かつ陽イオンに対して配位結合し得る修飾ホスホリル
基を有することから、本発明の化合物と陽イオンが交互に配置された多量体の錯体を形成
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することができ、かつ多量体の錯体はクラスター構造を有する錯体となり得る。Ａｒを中
心に分子内でＬ1及びＬ2によって形成される屈曲の角度が１２０°前後（例えば、９０〜
１５０°の範囲）であることで、多量体の錯体は、２〜６個の化合物を含むクラスター構
造を形成し得る。ここで、クラスター構造とは、本発明の化合物が希土類元素イオンを介
して、２〜６量体化して、安定化した分子構造（錯体）を形成したものである。クラスタ
ー構造には環状構造も含む。クラスター構造を形成しても錯体は溶媒に溶解させることが
できる。また、その分子量はＭＳスペクトルより容易に測定できる。
【００１０】
芳香族ヘテロ炭化水素基としては、例えば、硫黄原子、酸素原子及び窒素原子からなる
群から選ばれる原子を１〜３個含み、縮環していてもよい５〜１４員芳香族ヘテロ炭化水
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素基が挙げられる。
【００１１】
単環の芳香族ヘテロ炭化水素基としては、例えば、置換又は無置換のアゾール基、オキ
ソール基、チオール基、ピリジン基、ピリリウムイオン基、チオピリリウムイオン基、ア
ゼピン基、オキセピン基、チエピン基、イミダゾール基、ピラゾール基、オキサゾール基
、チアゾール基、イミダゾリン基、ピラジン基、及びチアジン基を挙げることができる。
これらの基をＡｒとして有する化合物においては、Ｌ1及びＬ2は、アゾール基、オキソー
ル基、チオール基、イミダゾール基、オキサゾール基、又はチアゾール基については、例
えば、２、５位（又は２、５位とほぼ等価な位置）にそれぞれ結合し、ピラゾール基につ
いては、例えば、３、５位（又は３、５位とほぼ等価な位置）にそれぞれ結合し、ピリジ
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ン基、ピリリウムイオン基、チオピリリウムイオン基、ピラジン基、又はチアジン基につ
いては、例えば、２、６位（又は２、６位とほぼ等価な位置）にそれぞれ結合し、又はア
ゼピン基、オキセピン基、チエピン基については、例えば、２、７位（又は２、７位とほ
ぼ等価な位置）にそれぞれ結合したものであることができる。これらの位置においてＬ1
及びＬ2がそれぞれ結合することで、上記のように、Ａｒを中心に分子内でＬ1及びＬ2に
よって形成される屈曲の角度が１２０°前後（例えば、９０〜１５０°の範囲）である化
合物とすることができる。
【００１２】
多環の（縮環した）芳香族ヘテロ炭化水素基としては、例えば、置換又は無置換のイン
ドール基、イソインドール基、ベンゾイミダゾール基、キノリン基、イソキノリン基、キ
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ナゾリン基、フタラジン基、プテリジン基、クマリン基、クロモン基、１，４−ベンゾジ
アゼピン、ベンゾフラン基、アクリジン基、フェノキサジン基、フェノチアジン基等を挙
げることができる。これらの基を有する化合物においては、Ｌ1及びＬ2は、インドール基
、イソインドール基、ベンゾイミダゾール基、ベンゾフラン基、イソキノリン基、フタラ
ジン基については４、６位にそれぞれ結合することができる。キノリン基、キナゾリン基
、クマリン基、クロモン基については、例えば、５、７位（又は５、７位とほぼ等価な位
置）にそれぞれ結合することができる。プテリジン基については、例えば、２、４位（又
は２、４位とほぼ等価な位置）にそれぞれ結合することができる。１，４−ベンゾジアゼ
ピンについては、例えば、１、９位（又は１、９位とほぼ等価な位置）にそれぞれ結合す
ることができる。アクリジン基、フェノキサジン基、フェノチアジン基については、例え
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ば、１、３位、２、４位、５、７位、又は６、８位（又はそれらとほぼ等価な位置）にそ
れぞれ結合することができる。これらの位置においてＬ1及びＬ2が結合することで、上記
のように、Ａｒを中心に分子内でＬ1及びＬ2によって形成される屈曲の角度が１２０°前
後（例えば、９０〜１５０°の範囲）である化合物とすることができる。
【００１３】
芳香族炭化水素基としては、例えば、炭素原子を６〜１４個含み、縮環していてもよい
芳香族炭化水素基が挙げられる。
【００１４】
単環の芳香族炭化水素基は、例えば、置換又は無置換のフェニレン基であり、Ｌ1及び
Ｌ2は、フェニレン基のｍ位（１，３位）に結合する化合物を挙げることができる。フェ
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ニレン基のｍ位（１，３位）にＬ1及びＬ2が結合することで、上記のように、Ａｒ（フェ
ニレン基）を中心に分子内でＬ1及びＬ2によって形成される屈曲の角度が１２０°前後で
ある化合物とすることができる。
【００１５】
多環の芳香族炭化水素基は、例えば、置換又は無置換のナフタレン基であり、Ｌ1及び
Ｌ2は、ナフタレン基のｍ位（１，３位）又は２，７位に結合する化合物を挙げることが
できる。その他の多環式の芳香族炭化水素基は、例えば、置換若しくは無置換のアントラ
セン基又は置換若しくは無置換のフェナントロレン基であり、Ｌ1及びＬ2は、アントラセ
ン基の１，３位又は２，７位に結合するか、フェナントロレン基の１，３位又は３，６位
に結合する化合物を挙げることができる。これらの位置においてＬ1及びＬ2が結合するこ
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とで、上記のように、Ａｒを中心に分子内でＬ1及びＬ2によって形成される屈曲の角度が
１２０°前後（例えば、９０〜１５０°の範囲）である化合物とすることができる。
【００１６】
芳香族ヘテロ炭化水素基及び芳香族炭化水素基が有しもよい置換基としては、特に限定
されず、例えばＣ１−６アルキル基、Ｃ１−６ぺルフルオロアルキル基、アルコキシ基、
シロキシ基、ジアルキルアミノ基等が挙げられる。Ｃ１−６アルキル基としては、例えば
、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｓｅｃ−ブチル、ｔ
ｅｒｔ−ブチル、ペンチル、ヘキシル等が挙げられる。Ｃ１−６ぺルフルオロアルキル基
としては、例えば、トリフルオロメチル、ペンタフルオロエチル、ヘプタフルオロプロピ
ル、トリデカフルオロヘキシル等が挙げられる。シロキシ基としては、トリメチルシロキ
シ、トリエチルシロキシ、トリイソプロピルシロキシ、ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシロキ
シ等を例示できる。アルコキシ基としては、例えば、Ｃ１−６アルコキシ基が挙げられる
。Ｃ１−６アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヘキシルオキシ基等を例示
できる。ジアルキルアミノ基としては、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ等を例示できる
。置換基の置換位置及び置換基の数は、特に限定されない。
【００１７】
一般式（１）で示される化合物の実施例で用いた３つの例を以下に示す。さらに各化合
物におけるＡｒを中心に分子内でＬ1及びＬ2によって形成される屈曲の角度を示す。化合
物４は１４４°であり、化合物６及び化合物１０は、上記屈曲の角度は１２０°である。
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【化１】
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【００１８】
Ｌ1及びＬ2は、独立に、リンカーを示し、リンカーは、例えば、−Ｃ≡Ｃ−、−ＣＨ＝
ＣＨ−、芳香族炭化水素基又は芳香族ヘテロ炭化水素基であることができる。芳香族炭化
水素基及び芳香族ヘテロ炭化水素基は前述の基と同様である。
【００１９】
Ｘ1及びＸ2は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ11Ａｒ12）−で示される修飾ホスホリル基を示す
。Ａｒ11及びＡｒ12は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘ
テロアリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す。
【００２０】
置換されていてもよいアリール基のアリール基としては、特に限定されず、例えば、Ｃ

40

６〜２０アリール基が挙げられる。Ｃ６〜２０アリール基としては、フェニル、１−ナフ
チル、２−ナフチル、ビフェニリル、アンスリル等を例示できる。
【００２１】
置換されていてもよいアリール基の置換基としては、特に限定されず、例えばＣ１−６
アルキル基、Ｃ１−６ぺルフルオロアルキル基、Ｃ６−１４アリール基、５〜１０員芳香
族複素環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、シロキシ基、ジアルキルアミノ基等が挙
げられる。
【００２２】
Ｃ１−６アルキル基、Ｃ１−６ぺルフルオロアルキル基、アルコキシ基、シロキシ基及
びジアルキルアミノ基については、前記芳香族ヘテロ炭化水素基及び芳香族炭化水素基が
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有しもよい置換基で説明した基と同じである。
【００２３】
Ｃ６−１４アリール基としては、例えば、フェニル、１−ナフチル、２−ナフチル、ビ
フェニリル、２−アンスリル等が挙げられる。５〜１０員芳香族複素環基としては、例え
ば、２−又は３−チエニル、２−，３−又は４−ピリジル、２−，３−，４−，５−又は
８−キノリル、１−，３−，４−又は５−イソキノリル、１−，２−又は３−インドリル
、２−ベンゾチアゾリル、２−ベンゾ［ｂ］チエニル、ベンゾ［ｂ］フラニル等が挙げら
れる。
【００２４】
アリールオキシ基としては、例えば、Ｃ６−１２アリールオキシ基が挙げられる。Ｃ６
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−１２アリールオキシ基としては、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等を例示できる。
【００２５】
置換されていてもよいアリール基の置換基の置換位置及び置換基の数は、特に限定され
ない。
【００２６】
置換されていてもよいヘテロアリール基のヘテロアリール基としては、特に限定されず
、例えば、硫黄原子、酸素原子及び窒素原子からなる群から選ばれる原子を１〜３個含む
、縮環していてもよい５〜１４員芳香族複素環基が挙げられる。
【００２７】
前記芳香族複素環基としては、フリル、チエニル、ピロリル、ピラゾリル、イミダゾリ
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ル、オキサゾリル、イソキサゾリル、イソチアゾリル、チアゾリル、１，２，３−オキサ
ジアゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアジアゾリル、ピリジル、ピリダジニル、
ピリミジニル、ピラジニル、インドリル、インダゾリル、プリニル、キノリル、イソキノ
リル、フタラジニル、ナフチリジニル、キノキサリニル、キナゾリニル、シノリニル、プ
テリジニル、カルバゾリル、カリボリニル、フェナンスリジニル、アクリジニル等を例示
できる。
【００２８】
置換されていてもよいヘテロアリール基の置換基としては、前記置換されていてもよい
アリール基で述べた置換基と同じである。
【００２９】
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前記置換されていてもよいヘテロアリール基の置換基の位置及び置換基の数は、特に限
定されない。
【００３０】
置換されていてもよいアラルキル基のアラルキル基としては、例えばベンジル基、フェ
ネチル基、フェニルプロピル基等が挙げられる。
【００３１】
置換されていてもよいアラルキル基の置換基としては、前記置換されていてもよいアリ
ール基で述べた置換基と同じである。
【００３２】
前記置換されていてもよいアラルキル基の置換基の位置及び置換基の数は、特に限定さ
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れない。
【００３３】
Ｘ1及びＸ2は、例えば、Ａｒ11及びＡｒ12がフェニル基であるジフェニルホスホリル基で
あることができる。
【００３４】
＜化合物の製造方法＞
一般式（１）で示される化合物は、実施例に例示されているように、Ｘ−Ａｒ−Ｘ（Ｘ
はハロゲン）を原料化合物として用い、トリアルキルシリルアセチレンを触媒（例えば、
ＣｕＩ及びＰｄ（ＰＰｈ3）Ｃｌ2、ＰＰｈ3）の存在下に反応させ、得られた生成物をア
ルカリ処理して、ジアセチルＡｒを得る。得られたジアセチルＡｒと修飾ホスフィンクロ
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ライド、例えば、ジフェニルホスフィンクロライドを反応させ、その後例えば、過酸化水
素を用いて酸化することで、修飾ホスフィン基を修飾ホスホリル基（例えば、ジフェニル
ホスホリル基）に変換して一般式（１）で示される化合物を得ることができる。各反応は
適当な有機溶媒(例えば、ジエチルエーテル、THF（テトラヒドロフラン）、トルエン)中
で実施できる。リンカーがエチレン基の場合には、上記トリアルキルシリルアセチレンに
替えてトリアルキルシリルエチレンをもちいることで、同様の反応を経て、一般式（１）
で示される化合物を得ることができる。
【００３５】
Ｘ−Ａｒ−Ｘ（Ｘはハロゲン）で示される原料化合物は、市販品として入手できる化合
物がある他、Ｘが水素原子であるＨ−Ａｒ−Ｈで示される化合物を公知の方法でハロゲン
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化することでも入手できる。トリアルキルシリルアセチレンは、例えば、トリメチルシリ
ルアセチレンは、市販品として入手できる。修飾ホスフィンクロライドも、例えば、ジフ
ェニルホスフィンクロライドであれば市販品として入手できる。その他の修飾ホスフィン
クロライドも、常法に従って適宜合成できる。合成した化合物は公知の方法で適宜精製す
ることができる。
【００３６】
＜錯体＞
本発明は、上記本発明の化合物と希土類元素を含む錯体を包含する。本発明の錯体にお
いて、希土類元素は、希土類元素イオンとして含有されているものと推察される。希土類
元素は、例えば、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、
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Ｄｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ及びＬｕから成る群から選ばれる1種又は２
種以上の元素であることかできる。希土類元素イオンは、各元素に固有の価数のイオンで
あり、例えば、＋２価又は＋３価である陽イオンが挙げられる。希土類金属イオンとして
は、発光体を得るという観点からは、例えば、Ｅｕ3+、Ｔｂ3+、Ｇｄ3+、Ｔｍ3+又はＥｒ
3+

が好ましく、例えば、前記希土類元素がＥｕ3+の場合、赤色発光を示し、前記希土類元

素がＴｂ3+の場合、緑色発光示す。本発明の錯体において、希土類元素は、単独で存在す
るもの、または２種以上が存在する錯体も包含する。
【００３７】
本発明の錯体において、本発明の化合物と希土類元素との含有量は、例えば、等モル量
であることができる。本発明の化合物は配位座としてＸ1及びＸ2の２箇所を有する。一方
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、１個の希土類元素イオンは、これらの配位座の２個が配位することができる。従って、
理想的な錯体は、本発明の化合物と希土類元素との含有量が、等モル量で存在する。
【００３８】
本発明の錯体は、希土類元素イオンを介して、本発明の化合物が２〜６量体化、好まし
くは３〜５量体化、より好ましくは３〜４量体化、さらに好ましくは３量体化したクラス
ターを形成した錯体であることができる。１つの錯体においては、前述のように本発明の
化合物と等モル量の希土類元素イオンが存在する。前述のように、本発明の化合物はＡｒ
に結合するＬ1及びＬ2は、Ａｒを中心に分子内で屈曲するように結合しており、かつ希土
類元素イオンに対して配位結合し得る修飾ホスホリル基を有することから、本発明の化合
物と希土類元素イオンが交互に配置された多量体の錯体を形成することができ、かつ多量
1
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2

体の錯体はクラスター構造を有する錯体となり得る。Ａｒを中心に分子内でＬ 及びＬ に
よって形成される屈曲の角度が１２０°前後（例えば、９０〜１５０°の範囲）であるこ
とで、多量体の錯体は、２〜５個の化合物を含むクラスター構造を形成し得る。Ｌ1及び
Ｌ2によって形成される屈曲の角度によって、２量体〜６量体のいずれかの多量体からな
る錯体が形成される。
【００３９】
本発明の錯体は、本発明の化合物と希土類元素イオンが交互に配置された多量体の錯体
であり、かつ希土類元素イオンには、本発明の化合物に加えて、本発明の化合物以外の配
位化合物をさらに含み、前記配位化合物は、希土類元素イオンに配位する。希土類元素イ
オンの内、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ
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、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ及びＬｕは、４ｆ電子を有し、そのため、配位数が８〜１０配位を取
り得る。配位数は、希土類元素イオンの種類及び価数によって決定される。また、Ｓｃ、
Ｙ、Ｌイオンは４ｆ電子を有さず、ｄ及びｓ電子のみが配位結合に関与し、そのため２〜
４配位である。本発明の錯体における希土類元素イオンの配位数が３以上の場合には、本
発明の化合物に加えて、本発明の化合物以外の配位化合物をさらに含む。
【００４０】
本発明の化合物以外の配位化合物は、好ましくは多座配位化合物である。多座配位化合
物は、例えば、２座配位化合物、３座配位化合物、又は４座配位化合物であることができ
る。多座配位化合物の中でも２座配位化合物の例としては、ジケト化合物を挙げることが
でき、ジケト化合物としては一般式（２）で示される化合物を例示できる。一般式（２）
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中、Ａは、独立に、水素原子、炭素数１〜６のアルキル基又はハロゲン原子を示し、Ｚは
水素原子又は重水素原子を示す。炭素数１〜６のアルキル基は、例えば、メチル基、エチ
ル基、プロピル基（ｎ−及びｉｓｏ）、ブチル基（ｎ−及びｔｅｒｔ−）、ペンチル基、
ヘキシル基である。
【００４１】
【化２】
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【００４２】
一般式（２）で示されるジケト化合物は、より具体的には、例えば、アセチルアセトン
（ａｃａｃ）、２，２，６，６−テトラメチルヘプタン−３，５−ジオン（ＴＭＨＤ）、
１，１，１−トリフルオロアセチルアセトン（ＴＦＡ）、及び１，１，１，５，５，５−
ヘキサフルオロアセチルアセトン（ＨＦＡ）から成る群から選ばれる少なくとも1種の化
合物である。これらの化合物は公知化合物である。
【００４３】
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本発明の上記多量体からなるクラスター構造を有する錯体は、有機化合物を配位子とし
て有する錯体であるにも関わらず、ガラス転移温度を有する。ガラス転移温度は、配位子
である本発明の化合物の種類と希土類元素の種類に応じて変化し、配位子である本発明の
化合物の種類と希土類元素の種類を適宜変化させることで、所望のガラス転移温度を有す
る錯体を得ることもできる。
【００４４】
＜錯体の製造方法＞
錯体は、上記本発明の化合物と希土類元素含有化合物とを溶媒中で混合して、前記化合
物と前記希土類元素との錯体を得ることを含む方法で製造することができる。本発明の化
合物と希土類元素含有化合物の混合比（本発明の化合物のモル数／希土類元素のモル数）

40

は、例えば、０．２〜５の範囲とすることができ、好ましくは０．５〜３の範囲とするこ
とができ、より好ましくは０．８〜２の範囲とすることができる。前記混合比は等モル量
とすることもできる。但し、どちらかを過剰量とすることもできる。本発明の化合物は、
Ａｒを中心に分子内でＬ1及びＬ2によって形成される屈曲の角度が１２０°前後（例えば
、９０〜１５０°の範囲）であること及び末端には配位性の官能基であるＬ1及びＬ2を有
することから、溶媒中で希土類元素含有化合物と混合することで、自己組織化の機能によ
り、本発明の化合物と希土類元素とからなる多量体のクラスターが得られる。溶媒として
は、本発明の化合物及び希土類元素含有化合物の両者を溶解する溶媒を用いる。例えば、
限定する意図ではないが、メタノール、エタノール、メタノール、エタノール、アセトン
、トルエン、クロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、ピリジン、DMSO（ジメチ
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ルスルホキシド）、DMF（ジメチルホルムアミド）等を用いることができる。溶媒中での
混合は、例えば、室温（例えば、２０℃）〜１２０℃の範囲で、使用する溶媒の沸点も考
慮して適宜選択できる。]
【００４５】
上記反応に用いる希土類元素含有化合物は、希土類元素を含有する化合物であれば、特
に限定はない。希土類元素含有化合物は、例えば、配位化合物及び希土類イオン含有化合
物であることができ、配位化合物及び希土類イオン含有化合物は、例えば、配位化合物を
配位子の少なくとも一部として有する希土類イオン錯体化合物であることができる。好ま
しくは、配位化合物を配位子の一部として有し、かつ残りの配位子が、本発明の化合物の
希土類イオンに対する配位力より弱い配位力を有する配位子である希土類イオン錯体化合
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物であることが、本発明の希土類錯体の合成を容易にするという観点から好ましい。本発
明の化合物の希土類イオンに対する配位力より弱い配位力を有する配位子の例としては、
例えば、水（Ｈ2０）、メタノール、エタノール等を挙げることができる。生成した本発
明の錯体は、常法により精製することができる。
【００４６】
＜発光素子＞
本発明は、上記本発明の錯体を発光材料として用いた発光素子を包含する。本発明の発
光素子は本発明の錯体の薄膜を有するものであることができる。より具体的には、本発明
の希土類錯体は、例えば、白色ＬＥＤ素子の発光層（発光媒体）及び有機エレクトロルミ
ネッセンス素子の発光層に用いることができる。本発明の発光素子はディスプレイまたは
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照明であることもできる。さらに、本発明の希土類錯体は、例えば、発光性インキ組成物
に用いることもできる。
【００４７】
前記希土類錯体をこれらの用途に用いる場合、前記希土類錯体を一種単独で又は二種以
上を組み合わせて用いることができる。
【００４８】
また、前記希土類錯体を必須成分として含有し、さらに該錯体以外のイオン、化合物等
をさらに含有する混合物として用いることもできる。前記混合物には、前記希土類錯体が
含まれていればよく、本発明の効果を阻害しない範囲内で、希土類金属イオン、前記本発
明の化合物が配位していない希土類錯体等をさらに含んでいてもよい。
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【００４９】
（１）白色ＬＥＤ素子
本発明の白色ＬＥＤ素子は、発光層を構成する発光媒体（例えば、蛍光体）中に前記希
土類錯体を含有させる以外は、公知のＬＥＤ素子と同様の構成を採用できる。例えば、Ｌ
ＥＤチップと発光媒体とからなる発光層を有するＬＥＤ素子が挙げられる。
【００５０】
ＬＥＤチップは、電極より電気エネルギーを受けて、発光し光を放射する。ＬＥＤチッ
プから放射される光を吸収した発光媒体は、吸収した光とは異なる波長の光を放射する。
この時、ＬＥＤチップから放射される光と発光体から放射される光とが組み合わさること
により、新たな光の色が形成される。本発明では、発光体中に前記希土類錯体を含有させ
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ることにより、白色の光を発することができる。また、前記希土類錯体は、有機媒体に好
適に溶解し、有機媒体中で析出することが基本的にないため、効率よく（高い光取り出し
効率で）、白色光を放射できる。
【００５１】
ＬＥＤチップとしては、紫外〜近紫外〜可視〜近赤外領域の光を放出する素子であれば
よく特に限定されない。例えば、青色ＬＥＤ、近紫外ＬＥＤ等が挙げられる。
【００５２】
発光媒体は、前記希土類錯体が有機媒体に溶解してなるものである。本発明では、前記
希土類錯体中の希土類元素イオン（中心元素イオン）を適宜選択することにより、発光媒
体から放射される光の色を制御できる。例えば、中心元素イオンが全てＥｕ3+である希土
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類錯体を含む発光媒体は、赤色の光を放射できる。また、中心元素イオンが全てＴｂ3+で
ある希土類錯体を含む発光媒体は、緑色の光を放射できる。さらに、中心元素イオンがＥ
ｕ3+及びＴｂ3+以外の希土類元素イオン（例えば中心元素イオンが全てＴｍ3+）である希
土類錯体を含む発光媒体は、青色の光を放射できる。
【００５３】
発光媒体には、２種類以上の前記希土類錯体を含有させてもよい。発光媒体には、光取
り出し効率が低下する等の観点から、公知の発光性無機化合物粒子を含有させないほうが
よいが、本発明の効果を妨げない範囲であれば、必要に応じて前記粒子を含有させてもよ
い。
【００５４】
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前記粒子としては、Ｙ3Ａｌ5Ｏ１2（ＹＡＧ）にＣｅを付活してなる粒子等の黄色光を
放射する無機化合物粒子；Ｓｒ10（ＰＯ4）6Ｃｌ2にＥｕを付活してなる粒子、Ｃａ10（
ＰＯ4）6Ｃl2にＥｕを付活してなる粒子、Ｂａ10（ＰＯ4）6Ｃl2にＥｕを付活してなる粒
子、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17にＥｕを付活してなる粒子、Ｂａ3ＭｇＳｉ2Ｏ8にＥｕを付活し
てなる粒子等の青色光を放射する無機化合物粒子；ＳｒＧａ2Ｓ4にＥｕを付活してなる粒
子、ＣａＡｌ2Ｏ4にＥｕを付活してなる粒子、ＢａＡｌ2Ｏ4にＥｕを付活してなる粒子、
ＳｒＡｌ2Ｏ4にＥｕを付活してなる粒子等の緑色光を放射する無機化合物粒子；ＳｒＳに
Ｅｕを付活してなる粒子、ＣａＳにＥｕを付活してなる粒子、ＣａＡｌＳｉＮ3にＥｕを
付活してなる粒子、Ｂａ3ＭｇＳｉ2Ｏ8にＥｕ、Ｍｎを付活してなる粒子等の赤色光を放
射する無機化合物粒子等が挙げられる。これらの粒子は、一種単独で又は二種以上を組み
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合わせて使用できる。
【００５５】
例えば、下記ＬＥＤチップと発光媒体との組み合わせの場合、好適に白色光を得ること
ができる。
（１）ＬＥＤチップ：青色ＬＥＤ（例えばＩｎＧａＮ）、発光媒体：赤色光を放射する希
土類錯体＋黄色光を放射する無機化合物粒子（例えば、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２（ＹＡＧ）結晶
にＣｅを付活してなる粒子）
（２）ＬＥＤチップ：青色ＬＥＤ（例えばＩｎＧａＮ）、発光媒体：赤色光を放射する希
土類錯体＋緑色光を放射する希土類錯体
（３）ＬＥＤチップ：近紫外ＬＥＤ（例えばＩｎＧａＮ）、発光媒体：青色光を放射する
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無機化合物粒子（例えば、Ｓｒ10（ＰＯ4）6Ｃｌ2にＥｕを付活してなる粒子、Ｃａ10（
ＰＯ4）6Ｃｌ2にＥｕを付活してなる粒子、Ｂａ10（ＰＯ4）6Ｃl2にＥｕを付活してなる
粒子等）＋赤色光を放射する希土類錯体＋緑色光を放射する希土類錯体
（４）ＬＥＤチップ：近紫外ＬＥＤ（例えばＩｎＧａＮ）、発光媒体：赤色光を放射する
希土類錯体＋緑色光を放射する希土類錯体＋青色光を放射する希土類錯体
前記有機媒体としては、例えば、有機溶媒、液状ポリマー等が挙げられる。
【００５６】
前記有機溶媒としては、例えばフッ素系溶媒等が挙げられる。これら有機溶媒は、一種
単独で又は二種以上からなる混合溶媒として使用できる。
【００５７】
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前記液状ポリマーとしては、例えばフッ素系樹脂、シリコーン系樹脂等が挙げられる。
前記フッ素系樹脂、前記シリコーン系樹脂等としては、市販品を好適に用いることができ
る。フッ素系樹脂の市販品としては、例えば、テフロン（登録商標）ＡＦ（デュポン社製
）、サイトップ（旭ガラス製）等が挙げられる。シリコーン樹脂の市販品としては、例え
ば、ポリジメチルシロキサン、ポリメチルフェニルシロキサン、ポリジフェニルシロキサ
ン等が挙げられる。
【００５８】
特に、前記有機媒体としては、液状ポリマーが好ましく、フッ素系樹脂がより好ましい
。フッ素系樹脂は、高ガラス転移点、高防湿性、低気体透過性等の特性を有するため、前
記有機媒体としてフッ素系樹脂を用いることにより、発光媒体３の発光特性、発光寿命、
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耐久性等を向上させることができる。
【００５９】
発光媒体中における前記希土類錯体の含有量は、特に限定されないが、５〜９０質量％
程度が好ましい。
【００６０】
発光媒体中における前記発光性無機化合物粒子の含有量は、本発明を妨げない範囲であ
る限り特に限定されない。
【００６１】
本発明の白色ＬＥＤ素子は、砲弾型ＬＥＤ、表面実装型ＬＥＤ等の種々のＬＥＤに用い
ることができる。前記ＬＥＤの具体的構成は、前記白色ＬＥＤ素子が配置される以外は公
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知のＬＥＤと同様の構成を採用できる。
【００６２】
（２）有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子
本発明の有機ＥＬ素子は、前記希土類錯体を含む発光層を有する。
【００６３】
有機エレクトロルミネッセンス素子は、通常、基板、陽極、電荷（正孔）輸送層、前記
発光層、電荷（電子）輸送層及び陰極が順に積層された構造を有する。前記発光層中にお
ける前記希土類錯体の含有量は、例えば、５〜１００質量％程度であることができる。
【００６４】
前記発光層は本発明の希土類錯体単独で形成されていてもよいし、本発明の希土類錯体
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以外の化合物をさらに含有していてもよい。例えば下記に示す電荷（正孔）輸送層の材料
もしくは電荷（電子）輸送層の材料等をホスト化合物として含有していても良い。
【００６５】
前記発光層の膜厚は、少なくともピンホールが発生しないような厚みが必要であるが、
厚すぎると素子の抵抗が増し、高い駆動電圧が必要となるためあまり好ましくない。従っ
て前記発光層の膜厚は、０．０００５〜１０μｍ程度、好ましくは０．００１〜１μｍ程
度、より好ましくは、０．００５〜０．２μｍ程度である。
【００６６】
前記発光層の形成方法は、特に限定されないが、例えば、前記希土類錯体を正孔輸送層
上に蒸着する方法、或いは、後述する発光性インキ組成物をスピンコート法、インクジェ
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ット法等の印刷方法により塗布する方法が挙げられる。
【００６７】
前記基板は、透明のものであればよく、例えば、ガラス、石英、光透過性プラスチック
フィルム（ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ
）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエーテルイミド、ポリカーボネート（ＰＣ）
等）等が挙げられる。前記基板の厚みは、本発明の効果を妨げない範囲であればよく特に
限定されない。
【００６８】
前記陽極の材料として、例えば、仕事関数の大きな導電性材料であるＩＴＯ（インジウ
ム錫酸化物）等を用いることができる。前記陽極の厚みは、０．１〜０．３μｍ程度とす

40

ることができる。
【００６９】
前記電荷（正孔）輸送層の材料としては、例えば、トリアリールアミン等のアリールア
ミン系化合物等が用いられる。前記材料は一種単独で又は二種以上を組み合わせて使用で
きる。
【００７０】
前記電荷（電子）輸送層の材料としては、例えば、トリス（８−ヒドロキシキノリノー
ル）アルミニウム、トリアゾール類、フェナントロリン類、オキサジアゾール類等が用い
られる。前記材料は一種単独で又は二種以上を組み合わせて使用できる。
【００７１】
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これら電荷輸送層の厚みは、それぞれ通常０．０００５μｍ〜１０μｍ程度であり、好
ましくは０．００１〜１μｍ程度である。
【００７２】
前記陰極の材料としては、仕事関数が小さな金属であるアルミニウム、マグネシウム、
インジウム、アルミ−リチウム合金、マグネシウム−銀合金等が使用される。前記陰極の
厚みは、０．０１〜０．５μｍ程度が好ましい。
【００７３】
前記陽極、前記正孔輸送層、前記電子輸送層及び前記陰極は、前記各種材料を用いて抵
抗加熱蒸着、真空蒸着、スパッタリング法等の公知の方法に従って形成できる。
【００７４】
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本発明の有機ＥＬ素子は、カラー液晶表示器のバックライト等の照明器、ディスプレイ
等に用いることができる。
【００７５】
（３）発光性インキ組成物
本発明の発光性インキ組成物は、前記希土類錯体を含有する。前記希土類錯体は、天然
光の下では放射する光の色は実質的に無色である。
【００７６】
一方、前記希土類錯体に紫外光を照射する場合、該錯体は有色の光を放射するので、そ
の放射光を観察することができる。従って、前記希土類錯体を溶解させたインキ組成物を
種々の基材上に印刷することにより、ブラックライト等を使用した紫外線照射下でのみ印
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刷内容の視認が可能になる。例えば、紙幣、文書、書類、カード等の基材に前記インキ組
成物を印刷することにより、偽造、不正複写等を防止できるセキュリティー機能を持たせ
ることができる。
【００７７】
前記放射光の色は、前記希土類錯体の中心元素イオンの種類に応じて異なる。例えば、
中心元素イオンがＥｕ3+の場合、前記錯体は強い赤色の光を放射し、中心元素イオンがＴ
ｂ3+の場合、前記錯体は強い緑色の光を放射する。なお、前記希土類錯体が中心元素イオ
ンを複数個有する場合、複数の希土類元素イオンは全て同一であることが好ましい。
【００７８】
前記インキ組成物中には２種類以上の前記希土類錯体組成物を含有させてもよい。
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【００７９】
例えば、第１の発光体に、波長３６５ｎｍ及び２５４ｎｍの紫外線を放射するブラック
ライトランプ照射で強い緑色発光を示す中心元素イオンがＴｂ3+からなる本発明の希土類
錯体を、第２の発光体に波長３６５ｎｍの紫外線を放射するブラックライトランプ照射で
強い赤色発光を示し、波長２５４ｎｍの紫外線を放射するブラックライトランプ照射では
ほとんど赤色発光を示さない中心元素イオンがＥｕ3+からなる本発明の希土類錯体を混ぜ
合わせた、２色混合型のインキを作成することができる。
【００８０】
前記インキ組成物は、波長３６５ｎｍの紫外線を放射するブラックライトランプを照射
した場合、第１の発光体と第２の発光体が、それぞれ緑と赤の混色である黄色に近い色を

40

発光する。一方、波長２５４ｎｍの紫外線を放射するブラックライトランプを照射した場
合、第２の発光体はほとんど発光せず、第１の発光体の緑色のみが発光する。
【００８１】
この様に、前記２つの波長領域を使用して異なる色相を判別することになるため、真偽
判別性をより高めることができる。
【００８２】
本発明の発光性インキ組成物中における前記希土類錯体の含有量は、前記基材の種類等
に応じて適宜設定すればよいが、０．００１〜３０質量％程度が好ましく、０．０５〜３
質量％程度がより好ましい。
【００８３】
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本発明の発光性インキ組成物には、必要に応じて、溶媒、樹脂（バインダー）、浸透剤
、消泡剤、分散剤、着色剤等の添加物を含有させてもよい。特に、本発明のインキ組成物
は、前記希土類錯体が溶媒中に溶解したものが好ましい。
【００８４】
前記溶媒としては、前記希土類錯体を溶解することができるものであればよく、例えば
、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒；ｎ−ヘキサン、
シクロヘキサン、ｎ−ペンタン、ｎ−ヘプタン等の脂肪族炭化水素系溶媒；トルエン、キ
シレン等の芳香族炭化水素系溶媒；テトラヒドロフラン、１，４−ジオキサン、メチルセ
ロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、ジエチレングリコールモノブチルエー
テル、エチレングリコールモノブチルエーテル等のエーテル系溶媒；メタノール、エタノ

10

ール、プロパノール、イソプロパノール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、
プロピレングリコール、グリセリン等のアルコール系溶媒；酢酸エチル、酢酸ブチル等の
エステル系溶媒、２−ピロリドン、Ｎ−メチル−２−ピロリドン等が挙げられる。これら
の溶媒は発光性インキ組成物の用途等に応じて適宜選択すればよく、一種単独で又は二種
以上の混合溶媒として使用できる。
【００８５】
前記樹脂（バインダー）は、前記希土類錯体を前記基材上に良好に定着でき、且つ、上
記溶媒に良好に溶解するものが好ましい。前記樹脂は、光学的に透明であってもよいし、
不透明であってもよい。例えば、ポリビニル系樹脂、フェノール樹脂、アミノ樹脂、ポリ
アミド樹脂、ナイロン樹脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタ
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ン樹脂、セルロース系樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂等が挙げ
られる。これらの樹脂は発光性インキ組成物の用途等に応じて適宜選択すればよく、一種
単独で用いてもよく二種以上を併用してもよい。
【００８６】
浸透剤は、紙等へのインク組成物の浸透を早め、見かけの乾燥性を早くする目的で加え
る。前記浸透剤としては、例えば、グリコールエーテル、アルキレングリコール、ラウリ
ル硫酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ジ
オクチルスルホコハク酸ナトリウム等が挙げられる。これらの浸透剤は、一種単独で又は
二種以上を組み合わせて使用できる。
【００８７】

30

消泡剤は、インク組成物の移動やインク組成物製造時の泡の発生を防止する目的で添加
する。前記消泡剤としては、アニオン性、非イオン性、カチオン性及び両イオン性界面活
性剤を使用できる。アニオン性界面活性剤としては、例えば、脂肪酸塩、アルキル硫酸エ
ステル塩、アルキルリン酸塩、アルキルエーテルリン酸エステル塩等が挙げられる。非イ
オン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシ
エチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキシエチレンオキシプロピレンブロックコポ
リマー、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂
肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルアミン、フッ素系、シリコン系等が挙げられ
る。カチオン性界面活性剤としては、例えば、４級アンモニウム塩、アルキルピリジニウ
ム塩等が挙げられる。両イオン性界面活性剤としては、例えば、アルキルベタイン、アル
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キルアミンオキシド、ホスファチジルコリン等が挙げられる。これらの界面活性剤は、一
種単独で又は二種以上を組み合わせて使用できる。
【００８８】
前記分散剤としては、例えば、ステアリン酸石鹸、オレイン酸石鹸、ロジン酸石鹸、Ｎ
ａ−ジ−β−ナフチルメタンジサルフェート、Ｎａ−ラウリルサルフェート、Ｎａ−ジエ
チルヘキシルスルホサクシネート、Ｎａ−ジオクチルスルホサクシネート等の界面活性剤
が挙げられる。これらの界面活性剤は、一種単独で又は二種以上を組み合わせて使用でき
る。
【００８９】
前記着色剤としては、公知の顔料や染料を使用できる。例えば、アゾ系、アゾメチン系
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、キナクドリン系、アントラキノン系、ジオキサジン系、キノリン系、ペリレン系、イソ
インドリノン系、キノフタロン系等の有機染顔料を使用できる。これらの着色剤は、一種
単独で又は二種以上を組み合わせて使用できる。
【００９０】
本発明の発光性インキ組成物中における上記各種添加剤の含有量は特に限定されず、前
記基材の種類、用途等に応じて適宜設定すればよいが、本発明の発光性インキ組成物中に
おける前記樹脂（バインダー）の含有量は０．５〜３０質量％程度が好ましく、１〜１０
質量％程度がより好ましい。前記樹脂の含有量が０．５質量％未満の場合、非浸透性の基
材に対して前記希土類錯体を十分に定着できない。また前記樹脂の含有量が３０質量％を
超える場合、発光性インキ組成物中において前記希土類錯体の周囲を前記樹脂（バインダ
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ー）が厚く覆うこととなるため前記希土類錯体の発光の低下を招く恐れがある。
【００９１】
＜希土類錯体含有プラスチック＞
本発明は、本発明の希土類錯体を含有する発光性のプラスチック組成物を包含する。発
光性のプラスチック組成物に用いるプラスチック材料としては、特に制限されず、種々の
材料を適用することができる。プラスチック材料としては、例えば、ポリエチレン樹脂、
ポリプロピレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、尿素樹脂、フッ素樹脂、ポリエステル樹脂、
ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアリレート樹脂、ポ
リスルフォン樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリア
リルスルホン樹脂、ポリテトラフルオロエチレン樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエス
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テル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂等が挙げられる。希土
類錯体を配合して成形加工する方法としては、特に限定されないが、射出成形、ブロー成
形、圧縮成形、押出成形、反応成形、中空成形、熱成形、ＦＲＰ成形等が挙げられる。
【実施例】
【００９２】
以下本発明を実施例によりさらに説明する。但し、本発明は実施例により限定される意
図ではない。
【００９３】
本発明の超分子型Eu(III)錯体を構成する有機配位子を以下のスキームに従い合成した
。原料、触媒および溶媒は市販品（関東化学、東京化成工業、和光純薬工業）を用いた。
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1

各化合物は既報の文献に従って合成し、構造決定は H‑NMR、EI‑MS、元素分析により行っ
た。
【００９４】
実施例1

配位子合成

1.1 2,5‑bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thiophene : 2の合成10)
【化３】

40

【００９５】
500 ml容三つ口フラスコをフレイムドライした後、触媒としてCuI (0.35 g, 1.84 mmol
)、Pd(PPh3)Cl2 (1.00 g, 1.43 mmol)、PPh3 (0.95 g, 3.62 mmol)を加えた。フラスコ内
をAr置換し、ここにTHF (80.0 ml)、diisopropylamine (80.0 ml)を加えた。固形化したP
Ph3を撹拌しながら溶かした後、2,5‑dibromothiophene (3.00 ml, 26.6 mmol)、trimethy
lsilylacetylene (9.50 ml, 68.6 mmol)を順次加えた。室温で3時間撹拌した後、オイル
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バスで50℃に加熱してさらに20時間撹拌を続けた。撹拌終了後、methanolとhexane、飽和
食塩水を用いて溶液の抽出を4回行い、有機層に硫酸マグネシウムを加えて乾燥させてか
らエバポレーターで溶媒を留去した。得られた残渣を適当な展開溶媒 (dichloromethane
: hexane = 3：7)を用いてシリカゲルクロマトグラフィーで精製すると、茶色い油状の液
体が得られ、これを放置したら茶色い針状結晶が得られた。
Yield : 6.53 g (88.7 %)
10) P. Lu et al, Macromolecules, 2011, 44, 5977‑5986.
【００９６】
1

H‑NMR (270 MHz, CDCl3, TMS) :

TM

0.25 (s, 9H, ‑CH3),

TM

7.04 (s, 1H, ‑CH3)ppm.

【００９７】
実施例1.2
【化４】

10

2,5‑diethynylthiophene : 3の合成11)

【００９８】
300 ml容三つ口フラスコをフレイムドライ後、2,5‑bis((trimethylsilyl)ethynyl)thio
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pheneを加え、フラスコ内をAr置換した。methanol (100 ml)を加えて、Arガスでバブリン
グしながら撹拌し、2,5‑bis((trimethylsilyl)ethynyl)thiophene (2.00g, 7.24 mmol)を
溶かした。さらに1M KOH aq (18.0 ml, 18.0 mmol)を加えて室温で40分間撹拌した。撹拌
終了後、methanolとhexane、飽和食塩水を用いて溶液の抽出を3回行い、有機層に硫酸マ
グネシウムを加えて乾燥させてからエバポレーターで溶媒を留去した。得られた残渣を適
当な展開溶媒 (dichloromethane : hexane = 1 : 10)を用いてシリカゲルクロマトグラフ
ィーで精製すると、茶色い油状の液体が得られた。
Yield : 0.65 g (68.0 %)
11) D. G. Whitten et al, J. Phys. Chem., 2008, 112, 14492‑14499.
【００９９】
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1

H‑NMR (270 MHz, CDCl3, TMS) : δ 3.35 (s, 1H, ‑CH), δ7.09 (s, 1H, ‑CH)ppm.

【０１００】
実施例1.3

2,5‑bis[(diphenylphosphoryl)ethynyl]thiophene (dpet) : 4の合成

【化５】

40
【０１０１】
100 ml容三つ口フラスコをフレイムドライした後、フラスコ内をAr置換した。2,5‑diet
hynylthiophene (0.35 g, 2.65 mmol)、diethylether (30.0 ml)を順次加え、溶液が均一
になるまで撹拌した。methanol bathに液体窒素を加えて、系を‑80℃まで冷却してから1.
6 M n‑BuLi (3.50 ml, 5.60 mmol)を滴下しながら加えた。3時間かけて‑20℃まで温度を
上昇させてから、再び液体窒素を加えて‑80℃まで冷却し、PPh2Cl (1.20 ml, 6.64 mmol)
を加えた。4時間かけて系の温度を室温まで上昇させ、15時間撹拌を続けた。撹拌終了後
、dichloromethaneと飽和食塩水を用いて溶液の抽出を3回行い、有機層に硫酸マグネシウ
ムを加えて乾燥させてからエバポレーターで溶媒を留去した。得られた茶色い油状の液体
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を300 ml容のナスフラスコに加え、dichloromethaneによって溶かした。ここにH2O2 (1.2
0 ml)を加え、氷浴下で2時間撹拌した。撹拌終了後、エバポレーターにより溶媒を留去し
た。得られた残渣を適当な展開溶媒 (dichloromethane : ethyl acetate = 1 : 1)を用い
てシリカゲルクロマトグラフィーで精製すると、黄緑色の油状の液体が得られた。これを
放置したら15分ほどで黄色い結晶が析出した。
【０１０２】
Yield : 0.60 g (42.5 %)
1

H‑NMR (270 MHz, CDCl3, TMS) : δ 7.47‑7.62 (m, 6H, ‑CH), δ 7.82‑7.91 (m, 4H, ‑

CH),δ 7.35 (s, 1H, ‑CH)ppm. EI‑MS(m/z) [M]+ = 533.09.
図1にdpetの1H‑NMRスペクトルを示す。

10

【０１０３】
実施例1.4
【化６】

1,3‑bis[(diphenylphosphoryl)ethynyl]benzene (dpeb) : 6の合成

【０１０４】

20

300 ml容三つ口フラスコをフレイムドライした後、フラスコ内をAr置換した。1,3‑diet
hynylbenzene (1.80 g, 14.2 mmol)、diethylether (70.0 ml)を順次加え、溶液が均一に
なるまで撹拌した。methanol bathに液体窒素を加えて、系を‑80℃まで冷却してから1.6
M n‑BuLi (19.6 ml, 31.4 mmol)を滴下しながら加えた。2.5時間かけて‑20℃まで温度を
上昇させてから、再び液体窒素を加えて‑80℃まで冷却し、PPh2Cl (5.80 ml, 31.4 mmol)
を加えた。4時間かけて系の温度を室温まで上昇させ、15時間撹拌を続けた。撹拌終了後
、dichloromethaneと飽和食塩水を用いて溶液の抽出を4回行い、有機層の溶媒をエバポレ
ーターにより留去した。得られた橙色の油状の液体を300 ml容ナスフラスコ中でdichloro
methaneを加えて溶かした。ここにH2O2 (5.00 ml)を加え、氷浴下で2時間撹拌した。撹拌
終了後、dichloromethaneと飽和食塩水を用いて溶液の抽出を4回行い、得られた有機層に
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硫酸マグネシウムを加えて乾燥させてからエバポレーターで溶媒を留去した。得られた残
渣を適当な展開溶媒 (dichloromethane : ethyl acetate = 1 : 1)を用いてシリカゲルク
ロマトグラフィーで精製すると、濃黄色の油状の液体が得られた。これを放置したら黄色
い結晶が析出した。これをchloroformとhexaneによって再結晶し、さらにethyl acetate
で十分に洗浄して白色針状結晶を得た。
Yield : 2.06 g (27.6 %)
【０１０５】
1

H‑NMR (270 MHz, CDCl3, TMS) : δ 7.84‑7.95 (m, 8H, ‑CH), δ 7.82 (s, 1H, ‑CH),

δ 7.67‑7.70 (d, 1H, ‑CH),δ 7.64‑7.66 (d, 1H, ‑CH), δ 7.47‑7.62 (m, 12H, ‑CH),
δ 7.38‑7.46 (t, 1H, ‑CH)ppm. EI‑MS(m/z) [M]+ = 526.10. Anal. calcd for C34H24O
2P2 : C, 72.17; H, 4.16 %. found : C, 72.31; H, 4.37 %.

図2にdpebの1H‑NMRスペクトルを示す。
【０１０６】
実施例1.5

2,7‑bis[(trimethylsilyl)ethynyl]naphthalene : 8の合成
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【化７】

【０１０７】
300 ml容三つ口フラスコをフレイムドライした後、原料として2,7‑dibromonaphthalene
(2.20 g, 7.80 mmol)、触媒としてCuI (0.09 g, 0.45 mmol)、Pd(PPh3)Cl2 (0.25 g, 0.
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35 mmol)、PPh3 (0.24 g, 0.90 mmol)を加えた。フラスコ内をAr置換し、ここにTHF (40.
0 ml)、diisopropylamine (20.0 ml)を加えた。Arガスでバブリングしながら原料および
触媒を撹拌して溶かした後、trimethylsilylacetylene (2.40 ml, 17.5 mmol)を加えた。
室温で2時間撹拌した後、オイルバスで50℃に加熱してさらに20時間撹拌を続けた。撹拌
終了後、ethyl acetateと飽和食塩水を用いて溶液の抽出を4回行い、有機層に硫酸マグネ
シウムを加えて乾燥させてからエバポレーターで溶媒を留去した。得られた残渣をhexane
を用いてシリカゲルクロマトグラフィーで精製すると、淡黄色の油状の液体が得られ、こ
れを放置したら淡黄色結晶が得られた。
Yield : 0.42 g (16.8 %)
20

【０１０８】
1

H‑NMR (270 MHz, CDCl3, TMS) :

TM

TM

7.91 (s, 1H, ‑CH)ppm.

7.68‑7.77 (d, 1H, ‑CH),

TM

0.29 (s, 9H, ‑CH3),

TM

7.44‑7.56 (m, 1H, ‑CH),

【０１０９】
実施例1.6
【化８】

2,7‑diethynylnaphthalene : 9の合成12)
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【０１１０】
100 ml容三つ口フラスコをフレイムドライ後、2,7‑bis((trimethylsilyl)ethynyl)naph
thaleneを加え、フラスコ内をAr置換した。methanol (100 ml)を加えて、Arガスでバブリ
ングしながら撹拌し、2,7‑bis((trimethylsilyl)ethynyl)napphthalene (0.32g, 1.00 mm
ol)を溶かした。さらに1M KOH aq (2.50 ml, 2.50 mmol)を加えて室温で2時間撹拌した。
撹拌終了後、methanolとhexane、飽和食塩水を用いて溶液の抽出を3回行った。有機層に
硫酸マグネシウムを加えて乾燥させてからエバポレーターで溶媒を留去すると、薄茶色の
粉体が得られた。
Yield : このまま次の反応に用いたため未測定
12) G. M. Whitesides et al, J. Org. Chem., 1988, 53, 2489‑2496.
【０１１１】
1

H‑NMR (270 MHz, CDCl3, TMS) : δ 3.17 (s, 1H, ‑CH), δ 7.51‑7.57 (m, 1H, ‑CH),

δ 7.74‑7.80 (d, 1H, ‑CH), δ 7.97 (s, 1H, ‑CH)ppm.
【０１１２】
実施例1.7

2,7bis[(diphenylphosphoryl)ethynyl]naphthalene (dpen) : 10の合成
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【化９】

【０１１３】
100 ml容三つ口フラスコをフレイムドライした後、フラスコ内をAr置換した。2,7‑diet
hynylnaphthalene (実験2.3.2. 生成物全量)、diethylether (20.0 ml)を順次加え、溶液

10

が均一になるまで撹拌した。methanol bathに液体窒素を加えて、系を‑80℃まで冷却して
から1.6 M n‑BuLi (0.60 ml, 0.96 mmol)を滴下しながら加えた。3時間かけて‑20℃まで
温度を上昇させてから、再び液体窒素を加えて‑80℃まで冷却し、PPh2Cl (0.17 ml, 0.94
mmol)を加えた。4時間かけて系の温度を室温まで上昇させ、20時間撹拌を続けた。撹拌
終了後、dichloromethaneと飽和食塩水を用いて溶液の抽出を4回行い、有機層の溶媒をエ
バポレーターにより留去した。得られた薄黄色の油状の液体を300 ml容のナスフラスコに
加えてからdichloromethaneで溶かした。ここにH2O2 (1.00 ml)を加え、氷浴下で2時間撹
拌した。撹拌終了後、dichloromethaneと飽和食塩水を用いて溶液の抽出を4回行い、得ら
れた有機層に硫酸マグネシウムを加えて乾燥させてからエバポレーターで溶媒を留去した
。得られた残渣を適当な展開溶媒 (hexane : ethyl acetate = 1 : 1)を用いてシリカゲ
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ルクロマトグラフィーで精製すると、黄緑色の油状の液体が得られた。
Yield : 微量のため測定不可
【０１１４】
1

H‑NMR (270 MHz, CDCl3, TMS) : δ 7.19 (s, 1H, ‑CH), δ 7.43‑7.63 (m, 15H, ‑CH),
δ 7.65‑7.80 (m, 10H, ‑CH)ppm.

図3にdpenの1H‑NMRスペクトルを示す。
【０１１５】
実施例2

錯体合成

本発明の超分子型Ln(III)錯体(※Ln = Eu, Yb)を以下のスキームにより合成した。原料
、触媒および溶媒は市販品（関東化学、シグマアルドリッチ、東京化成工業、和光純薬工
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業）を用いた。各化合物は既報の文献に従って合成し、ESI‑MSとFT‑IRにより錯形成を確
認した。
【０１１６】
実施例2.1 Eu3(hfa)9(dpeb)3 : 11の合成
【化１０】

40

【０１１７】
Eu(hfa)3(H2O)2 (0.32 g, 0.40 mmol)と配位子6 (0.21 g, 0.40 mmol)を別々にmethano
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l (35 mL)でよく溶かし、100 mL容三つ口フラスコ内で撹拌しながら混合した。オイルバ
スを用いて系を60℃に保ちながら還流した。3時間後エバポレーターで溶媒を留去し、chl
oroformを加えてろ過した。ろ液をエバポレーターで留去し、hexaneを加えて共沸させた
。これを十分に乾燥して錯体11を白色粉末として得た。
Yield : 0.31 g (19.9 %)
【０１１８】
FT‑IR(KBr) : 3300‑3600(w, br, O‑H), 3060(w, C‑H), 2177(m, C≡C), 1653(s, C=O), 1
440‑1555(m, br, C=C),. ESI‑MS(m/z) [M‑(hfa)]+ = 3691.08
【０１１９】
実施例2.2 Ln3(hfa)9(dpet)3 : 12, 13の合成(※Ln = Eu, Yb)
【化１１】

10

20

30
【０１２０】
Ln(hfa)3(H2O)2 (0.20 mmol)と配位子1 (0.11 g, 0.20 mmol)を別々にmethanol (30 mL
)でよく溶かし、100 mL容三つ口フラスコ内で撹拌しながら混合した。オイルバスを用い
て系を60℃に保ちながら還流した。3時間後エバポレーターで溶媒を留去し、chloroform
を加えてろ過した。ろ液をエバポレーターで留去し、hexaneを加えて共沸させた。これを
十分に乾燥して淡黄色粉末を得た。
12 : Yield : 0.15 g (20.2 %). ESI‑MS(m/z) [M‑(hfa)]+ = 3711.90
13 : Yield : 0.16 g (21.2 %). ESI‑MS(m/z) [M‑(hfa)]+ = 3771.94
【０１２１】
質量分析

40

錯体11〜13 : Ln3(hfa)9(dpeX)3の質量分析の結果を図4〜6に示す(Ln : Eu, Yb、X : b
, t)。質量分析の結果は、各錯体が三核錯体であると仮定した際の分子量の計算値と一致
したため、合成された錯体11〜13が三核錯体であることが分かった。
【０１２２】
実施例3
光物性測定
＜光物性測定方法＞
合成した錯体11 : Eu3(hfa)9(dpeb)3と従来型錯体[Eu(hfa)3(biphepo)](biphepo : 1,1
'‑biphenyl‑2,2'‑diylbis(diphenylphosphaneoxide))について解析を行った。
【０１２３】
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吸収スペクトル測定
Eu3(hfa)9(dpeb)3のacetone‑d6溶液(5.0 ×10‑3 M)及びEu(hfa)3(biphepo)のacetone‑d

6溶液(2.5

×10‑3 M)を調製した。測定にはJASCO V‑550(UV / VIS Spectrophotometer)及

び1 cm×1 cmの四面石英セルを使用し、測定範囲350‑500 nm、20 nm / minの走査速度で
測定した。
【０１２４】
2

発光スペクトル測定
Eu3(hfa)9(dpeb)3のacetone‑d6溶液(5.0 ×10‑3 M)及びEu(hfa)3(biphepo)のacetone‑d

6溶液(2.5

×10‑3 M)を調製し、30分間Arガスでバブリングを行った。測定にはJASCO FP‑

6600及び1 cm×1 cmの四面石英セルを使用し、測定範囲550‑730 nm、20 nm / minの走査

10

速度で測定した。
【０１２５】
3

発光寿命測定
Eu3(hfa)9(dpeb)3のacetone‑d6溶液(5.0×10‑3 M)及びEu(hfa)3(biphepo)のacetone‑d6

溶液(2.5×10‑3 M)を調製した。励起光源にはSpectra‑Physics YAGレーザーヘッド(H‑IND
I2‑LW)を用いた。YAGレーザーに対する応答は日本テクトロニクス‑デジタルオシロスコー
プ(TDS3052B)を用いた。求められる発光寿命は発光減衰プロファイルの縦軸の値を自然対
数でプロットし、得られた直線の傾きから算出した。
【０１２６】
4

20

相対発光量子収率計算
Eu3(hfa)9(dpeb)3とEu(hfa)3(biphepo)の発光スペクトル及び吸収スペクトルの面積を

それぞれ計算し、次式(1.1式)を用いて得られた錯体の相対発光量子収率を計算した。
【数１】

【０１２７】
上式においてФは発光量子収率、Aはスペクトル面積、下付のEm、Abはそれぞれ発光と
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吸収、またdpeb、biphepoはそれぞれEu3(hfa)9(dpeb)3とEu(hfa)3(biphepo)を表す。ここ
で既知の値としてФEm,

biphepo

= 60%を用いて計算した。

さらに、(1.1式)と(1.2式)、算出された相対発光量子収率Фと発光寿命τobsを用いて
放射速度定数kr[s‑1]及び無放射速度定数knr[s‑1]を算出した。
発光量子収率φEmは、分子が吸収した光子数NAb、発光として放出された光子数NEm、放射
速度定数kr、無放射速度定数knrを用いて下式で表される。
【数２】

40
発光寿命τは、発光に関わる励起状態の全ての失活過程の速度定数(k)の和の逆数で表
され、放射速度定数(kr)と無放射速度定数(knr)の和の逆数で表される。
【数３】

【０１２８】
＜光物性測定結果＞
1

発光スペクトル測定
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Eu3(hfa)9(dpeb)3とEu(hfa)3(biphepo)の465 nm励起(直接励起)による重アセトン溶液
中の発光スペクトルを図5に示す。ここで、磁気双極子遷移に帰属される592 nmにおける
発光強度はEu(III)イオン周りの配位環境からの影響をほとんど受けないことが知られて
いる。一方、電気双極子遷移に帰属される614 nmにおける発光強度は、Eu(III)イオン周
りの配位環境に対して敏感に応答することが報告されている。磁気双極子遷移の発光強度
で規格化した発光スペクトルにおいて、614 nmにおける相対発光強度を比較することで、
電気双極子遷移の遷移強度についての情報が得られるため、図5は592 nm(磁気双極子遷移
)の発光強度で規格化してある。Eu(III)錯体のf‑f遷移に基づく578 nm(5D0→7F0)、592 n
m(5D0→7F1)、613 nm(5D0→7F2)、650 nm(5D0→7F3)、698 nm(5D0→7F4)の発光が観測さ
10

れた。
図7にacetone‑d6中におけるEu3(hfa)9(dpeb)3 (5.0×10‑3 M, red line)とEu(hfa)3(bi
phepo) (2.5×10‑3 M, blue line)の発光スペクトル(465 nm励起)を示す。
【０１２９】
2

発光寿命測定
錯体11 : Eu3(hfa)9(dpeb)3の発光寿命の測定結果(in acetone‑d6, 5.0 ×10‑3 M)を図

8に示す。
【０１３０】
【表１】
20

合成された錯体11 : Eu3(hfa)9(dpeb)3の発光寿命は一次減衰により解析されたことか
ら、超分子型Eu(III)クラスターの発光成分は一種であることが明らかとなった。
【０１３１】
3

発光量子収率計算
錯体11 : Eu3(hfa)9(dpeb)3の発光量子収率の計算結果を表3.4として以下に示す。表2

には発光寿命τobsと発光量子収率Фから算出した放射速度定数krと無放射速度定数k

nr
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の値も記載する。
【０１３２】
【表２】

以上の結果から、合成された超分子型錯体Eu3(hfa)9(dpeb)3の発光特性は従来型錯体Eu
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(hfa)3(biphepo)と同程度であることが明らかとなった。
【０１３３】
実施例4
熱物性測定
＜熱物性測定方法＞
合成した錯体11 : Eu3(hfa)9(dpeb)3と従来型錯体Eu(hfa)3(biphepo)について解析を行
った。
【０１３４】
1

熱重量(TG)測定
サンプルとしてEu3(hfa)9(dpeb)3とEu(hfa)3(biphepo)、リファレンスとしてAl2O3を各
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15 mgずつ秤量し、Al製サンプルパンに入れたものを測定に用いた。測定装置にはEXSTAR
6000(TG DTA 6300)を使用し、測定範囲20‑500℃、1℃ / minの昇温速度で測定した。
【０１３５】
2

示差走査熱量(DSC)測定
サンプルとしてEu3(hfa)9(dpeb)3とEu(hfa)3(biphepo)をそれぞれ5 mgずつ秤量し、Al

製シールパン中にシールしたものを測定に用いた。測定にはBRUKER axs TARS 3000ST(DSC
3100 ST)を使用し、測定範囲20‑300℃、5℃ / minの昇温速度で測定した。
【０１３６】
＜熱物性測定結果＞
1

熱重量(TG)測定

10

Eu3(hfa)9(dpeb)3 (red line)とEu(hfa)3(biphepo) (blue line)のTG測定結果を図9に
示す。
図9に示すTGAから、単核錯体と超分子型錯体の熱分解開始温度は同程度であることがわ
かった。前者ではhfa配位子の分解に続くbiphepo配位子の分解により2段階の急激な重量
減少が観測された。一方後者では、hfa配位子の分解後になだらかな重量減少が観測され
た。これは超分子の形成によりdpeb配位子の脱離が抑制されたことに起因すると考えられ
る。
【０１３７】
2

DSC測定
Eu3(hfa)9(dpeb)3 (red line)とEu(hfa)3(biphepo) (blue line)のDSC測定結果を図10
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に示す。
DSCの測定結果から、Eu3(hfa)9(dpeb)3 は69℃においてガラス転移温度Tgをもつことが
分かった。また235℃に見られる吸熱のピークはhfa配位子の脱離によるものと考えられる
。一方、Eu(hfa)3(biphepo)の165℃と220℃における吸熱ピークはそれぞれhfa配位子とbi
phepo配位子の脱離によるものと考えられる。Eu3(hfa)9(dpeb)3 は三核構造を形成するこ
とで、hfa配位子の脱離後もdpeb配位子の脱離が抑制されたため、大きな吸熱のピークが
見られなかったと考えられる。
【０１３８】
また、室温から180℃まで昇温した後‑50℃まで冷却し、300℃まで昇温した際に、最初
の昇温過程で69℃においてガラス転移温度が観測され、次の降温過程では同温度でガラス
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転移温度を観測した後、17℃において結晶化ピークが見られた。そして最後の昇温過程で
再びガラス転移温度を観測した。このことから、合成された錯体は測定した温度範囲でア
モルファス化と結晶化を繰り返していることがわかった。
【０１３９】
規則的な繰り返し構造を持つ超構造体であるランタニドMOF : Metal Organic Framewor
kにおいては同様の相転移の繰り返しが観測されている13)が、超分子型Eu(III)クラスタ
ーについては未だ報告例がない。
【０１４０】
3

錯体11 : Eu3(hfa)9(dpeb)3 の加熱試験
DSC測定の結果、Eu3(hfa)9(dpeb)3 においてガラス転移温度が観測されたことから、ホ
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ットプレートにより同錯体粉末を加熱し、ガラス転移する様子を目視で観察した。白色の
粉体がガラス転移により透明化する様子を図11に示した。
【０１４１】
さらに、chloroformに溶解したガラス転移後の錯体11をスライドガラス上に塗布し、ch
loroformを揮発させた。その結果、室内光下では透明で視認性がないが、紫外線を照射す
ることで赤色発光するガラスの作成に成功し、その様子を図12に示した。
これにより、ポリマーのような媒体を必要としない透明発光材料としての応用の可能性
が示唆された。
【０１４２】
上記実施例で合成された錯体11〜13 : Ln3(hfa)9(dpeX)3 (Ln : Eu, Yb、X : b, t)は
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、質量分析の結果から、全て三核錯体であることが分かった。本発明の化合物を配位子と
する錯体は、ポリマーのような繰り返し構造ではなく、有限の大きさをもつ超分子である
ことが分かった。
【０１４３】
発光特性においては、合成された錯体11 : Eu3(hfa)9(dpeb)3 は465 nm光の直接励起に
より、赤色強発光を示した。また発光寿命・発光量子収率は従来型錯体Eu(hfa)3(biphepo
)と同程度であることが分かった。合成された錯体11の発光寿命は一次減衰により解析さ
れたことから、超分子型Eu(III)クラスターの発光成分はそれぞれ一種であることが明ら
かとなった。
【０１４４】

10

TGによる分析において、単核Eu(III)錯体と超分子型Eu(III)クラスターで分解開始温度
は同程度であるが、前者では2段階で急激な分解が起こるのに対し、後者では1段階で分解
した後、ゆるやかに分解することが明らかになった。またDSCによる分析では後者におい
てガラス転移温度を観測した。以上のことから、超分子の形成により単核とは異なる物性
を獲得したことが明らかとなった。
【０１４５】
本発明では超分子型Eu(III)クラスターの合成に初めて成功した。さらにこの超分子型E
u(III)クラスターにおいては、従来の単核Eu(III)錯体と同程度の発光特性を維持しなが
ら、ガラス転移という新機能の発現が観測された。これまでの発光材料は、主にポリマー
中に錯体を溶解させる手法で作り出されてきた。一方で、超分子型Eu(III)クラスターは
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アモルファス化することにより、ポリマーのような媒体を必要としない発光材料として応
用できる。
【０１４６】
実施例5
本発明の希土類錯体をラミネートフィルム（ポリマーフィルム）にはさみ、熱をかけて希
土類錯体をガラス状態（アモルファス状態）にして得られたフィルムの透過率を測定した
。方法は以下の通りである。
1. 上記実施例で合成された錯体11の粉体0.02 gを2枚のラミネートフィルム(12mm×32mm
、厚さ100μm、株式会社アスカ製BH907)に挟む。
2. ラミネーターに入れて加熱する(約120℃、1分間)。
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3. 加熱後、錯体11が2枚のフィルム間でガラス化して透明になったものを液体窒素で急冷
してガラス化した錯体11をラミネートした積層体を得た。UV照射した状態及びUV照射なし
の状態の写真を図13に示す。サンプル（ガラス状態の錯体11）を含む積層体は、通常で透
明、UV照射で赤く光っていることが目視で確認できる。
4.「錯体の入っていない積層フィルム」をベースラインとして「ガラス化した錯体11をラ
ミネートした積層体」の透過率を測定した。結果を図14に示す。
【０１４７】
図14に示す結果から、錯体11がガラス状態になっているため、400nmから800nmの波長領域
において６０％以上の透過率を示すことが分かる。ガラス状態にならず粉体のままであれ
ば、光散乱が起こり、この波長領域の透過率は１０％以下になる。
【産業上の利用可能性】
【０１４８】
本発明は、発光体や発光体に関連する分野に有用である。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月1日(2015.5.1)
【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】
下記一般式（１）で示される化合物と希土類元素と下記一般式（２）で示されるジケト
化合物を含む錯体。
Ｘ１−Ｌ１−Ａｒ−Ｌ２−Ｘ２

（１）

一般式（１）中、
Ａｒは、芳香族ヘテロ炭化水素基又は芳香族炭化水素基を示し、Ａｒに結合するＬ１及び
Ｌ２は、Ａｒを中心に分子内で屈曲するように結合しており、
Ｌ１及びＬ２は、独立に、リンカーを示す。
Ｘ１及びＸ２は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ１１Ａｒ１２）−でホスホリル基（但し、Ａｒ１
１

及びＡｒ１２は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテロ

アリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す。

(30)
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【化１】

一般式（２）中、
Ａは、独立に、水素原子、炭素数１〜６のアルキル基又はハロゲン原子を示し、Ｚは水素
原子又は重水素原子を示す。
【請求項２】
前記一般式（１）中の芳香族ヘテロ炭化水素基は、硫黄原子、酸素原子及び窒素原子か
らなる群から選ばれる原子を１〜３個含み、縮環していてもよい５〜１４員芳香族ヘテロ
炭化水素基である請求項１に記載の錯体。
【請求項３】
前記一般式（１）中の芳香族炭化水素基は、炭素原子を６〜１４個含み、縮環していて
もよい芳香族炭化水素基である請求項１に記載の錯体。
【請求項４】
前記一般式（１）中のリンカーは、−Ｃ≡Ｃ−、−ＣＨ＝ＣＨ−、芳香族炭化水素基又
は芳香族ヘテロ炭化水素基である請求項１〜３のいずれか１項に記載の錯体。
【請求項５】
前記一般式（１）中のＸ１及びＸ２は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ１１Ａｒ１２）−で示さ
れる修飾ホスホリル基を示し、Ａｒ１１及びＡｒ１２は、独立に、置換若しくは無置換ア
リール基、置換若しくは無置換ヘテロアリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基
を示す）を示す請求項１〜４のいずれか１項に記載の錯体。
【請求項６】
前記一般式（２）で示されるジケト化合物は、より具体的には、例えば、アセチルアセ
トン（ａｃａｃ）、２，２，６，６−テトラメチルヘプタン−３，５−ジオン（ＴＭＨＤ
）、１，１，１−トリフルオロアセチルアセトン（ＴＦＡ）、及び１，１，１，５，５，
５−ヘキサフルオロアセチルアセトン（ＨＦＡ）から成る群から選ばれる少なくとも１種
の化合物である請求項１〜５のいずれか１項に記載の錯体。
【請求項７】
前記一般式（１）で表される化合物と希土類元素との含有量が等モル量である、請求項
１〜６のいずれか１項に記載の錯体。
【請求項８】
希土類元素を介して、前記一般式（１）で表される化合物が２〜６量体化した、好まし
くは３量体化したクラスター構造を有する錯体である、請求項１〜７のいずれか１項に記
載の錯体。
【請求項９】
前記ジケト化合物は、希土類元素イオンに配位する請求項１〜８のいずれか１項に記載
の錯体。
【請求項１０】
ガラス転移温度を有する請求項１〜９のいずれか１項に記載の錯体。
【請求項１１】
希土類元素が、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、
Ｄｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ及びＬｕから成る群から選ばれる１種又は２
種以上の元素である請求項１〜１０のいずれか１項に記載の錯体。
【請求項１２】
前記一般式（１）で表される化合物と希土類元素含有化合物と前記一般式（２）で示さ
れるジケト化合物を溶媒中で混合して、前記一般式（１）で表される化合物と前記希土類
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元素と前記一般式（２）で示されるジケト化合物との錯体を得ることを含む、請求項１〜
１１のいずれか１項に記載の錯体の製造方法。
【請求項１３】
前記一般式（１）で表される化合物と希土類元素含有化合物の混合比（前記一般式（１
）で表される化合物のモル数／希土類元素のモル数）を０．２〜５の範囲とする、請求項
１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
下記一般式（１）で示される化合物と希土類元素を含む錯体を発光材料として用いた発
光素子。
Ｘ１−Ｌ１−Ａｒ−Ｌ２−Ｘ２

（１）

一般式（１）中、
Ａｒは、芳香族ヘテロ炭化水素基又は芳香族炭化水素基を示し、Ａｒに結合するＬ１及び
Ｌ２は、Ａｒを中心に分子内で屈曲するように結合しており、
Ｌ１及びＬ２は、独立に、リンカーを示す。
Ｘ１及びＸ２は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ１１Ａｒ１２）−でホスホリル基（但し、Ａｒ１
１

及びＡｒ１２は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテロ

アリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す。
【請求項１５】
前記一般式（１）で示される化合物と希土類元素を含む錯体の薄膜を有する請求項１４
に記載の発光素子。
【請求項１６】
下記一般式（１）で示される化合物と希土類元素を含む錯体を含有する、発光性インキ
組成物又は発光性プラスチック組成物。
Ｘ１−Ｌ１−Ａｒ−Ｌ２−Ｘ２

（１）

一般式（１）中、
Ａｒは、芳香族ヘテロ炭化水素基又は芳香族炭化水素基を示し、Ａｒに結合するＬ１及び
Ｌ２は、Ａｒを中心に分子内で屈曲するように結合しており、
Ｌ１及びＬ２は、独立に、リンカーを示す。
Ｘ１及びＸ２は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ１１Ａｒ１２）−でホスホリル基（但し、Ａｒ１
１

及びＡｒ１２は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテロ

アリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す。
【請求項１７】
前記化合物の前記芳香族ヘテロ炭化水素基は、硫黄原子、酸素原子及び窒素原子からな
る群から選ばれる原子を１〜３個含み、縮環していてもよい５〜１４員芳香族ヘテロ炭化
水素基である請求項１４に記載の発光素子又は請求項１６に記載の発光性インキ組成物又
は発光性プラスチック組成物。
【請求項１８】
前記化合物の前記芳香族炭化水素基は、炭素原子を６〜１４個含み、縮環していてもよ
い芳香族炭化水素基である請求項１４に記載の発光素子又は請求項１６に記載の発光性イ
ンキ組成物又は発光性プラスチック組成物。
【請求項１９】
前記化合物のリンカーは、−Ｃ≡Ｃ−、−ＣＨ＝ＣＨ−、芳香族炭化水素基又は芳香族
ヘテロ炭化水素基である請求項１４に記載の発光素子又は請求項１６に記載の発光性イン
キ組成物又は発光性プラスチック組成物。
【請求項２０】
Ｘ１及びＸ２は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ１１Ａｒ１２）−で示される修飾ホスホリル基
を示し、Ａｒ１１及びＡｒ１２は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しく
は無置換ヘテロアリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す請求項
１４に記載の発光素子又は請求項１６に記載の発光性インキ組成物又は発光性プラスチッ
ク組成物。
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【請求項２１】
前記錯体において前記化合物と前記希土類元素との含有量が等モル量である、請求項１
４に記載の発光素子又は請求項１６に記載の発光性インキ組成物又は発光性プラスチック
組成物。
【請求項２２】
前記錯体において希土類元素を介して、前記化合物が２〜６量体化した、好ましくは３
量体化したクラスター構造を有する錯体である、請求項１４に記載の発光素子又は請求項
１６に記載の発光性インキ組成物又は発光性プラスチック組成物。
【請求項２３】
前記錯体は、配位化合物をさらに含み、前記配位化合物は、希土類元素イオンに配位す
る請求項１４に記載の発光素子又は請求項１６に記載の発光性インキ組成物又は発光性プ
ラスチック組成物。
【請求項２４】
前記錯体は、ガラス転移温度を有する請求項１４に記載の発光素子又は請求項１６に記
載の発光性インキ組成物又は発光性プラスチック組成物。
【請求項２５】
前記希土類元素が、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔ
ｂ、Ｄｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ及びＬｕから成る群から選ばれる１種又
は２種以上の元素である請求項１４に記載の発光素子又は請求項１６に記載の発光性イン
キ組成物又は発光性プラスチック組成物。
【請求項２６】
下記一般式（１）で示される化合物。
Ｘ１−Ｌ１−Ａｒ−Ｌ２−Ｘ２

（１）

一般式（１）中、
Ａｒは、芳香族ヘテロ炭化水素基又は縮環している芳香族炭化水素基を示し、Ａｒに結合
するＬ１及びＬ２は、Ａｒを中心に分子内で屈曲するように結合しており、
Ｌ１及びＬ２は、独立に、−Ｃ≡Ｃ−で示されるリンカーを示す。
Ｘ１及びＸ２は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ１１Ａｒ１２）−でホスホリル基（但し、Ａｒ１
１

及びＡｒ１２は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若しくは無置換ヘテロ

アリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す。
【請求項２７】
前記芳香族ヘテロ炭化水素基は、硫黄原子、酸素原子及び窒素原子からなる群から選ば
れる原子を１〜３個含み、縮環していてもよい５〜１４員芳香族ヘテロ炭化水素基である
請求項２６に記載の化合物。
【請求項２８】
前記縮環している芳香族炭化水素基は、炭素原子を１０〜１４個含む、請求項２６又は
２７に記載の化合物。
【請求項２９】
前記Ｘ１及びＸ２は、独立に、Ｏ＝Ｐ（Ａｒ１１Ａｒ１２）−で示される修飾ホスホリ
ル基を示し、Ａｒ１１及びＡｒ１２は、独立に、置換若しくは無置換アリール基、置換若
しくは無置換ヘテロアリール基、又は置換若しくは無置換アラルキル基を示す）を示す請
求項２６〜２８のいずれか１項に記載の化合物。
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