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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で表される化合物。
【化１】

10

式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ
１２

、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ

２２

、Ｒ２３及びＲ２４はそれぞれ独立に、水素原子、重水素原子、アルキル基、アルコ
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キシ基、アミノ基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、又はヘテロアリール基を
示す。
【請求項２】
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、
Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ２２、
Ｒ２３及びＲ２４が水素原子である、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の化合物を含む化学センサー。
【請求項４】
溶媒をセンシングするために用いられる、請求項３に記載のセンサー。
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【請求項５】
前記溶媒が有機溶媒である、請求項４に記載のセンサー。
【請求項６】
前記有機溶媒が、ヘキサン、トルエン、クロロホルム、ジクロロメタン及びＮ，Ｎ−ジ
メチルホルムアミドからなる群から選ばれる１種以上である、請求項５に記載のセンサー
。
【請求項７】
請求項１又は２に記載の化合物を含む検出部を備える、センシング装置。
【請求項８】
請求項１又は２に記載の化合物によって対象物をセンシングすることを含む、センシン
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グ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、新規化合物、化学センサー、センシング装置及びセンシング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
有機分子は光機能性分子として注目を集めている。中でも電荷移動（ＣＴ）性の発光を
示す有機分子は、熱活性遅延蛍光を利用した有機ＥＬ等の発光材料として注目されている
30

。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１３−５３３８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来のＣＴ性遷移を示す発光性有機分子は、小さい放射速度及び大きな熱失活速度に起
因して発光強度が低いという問題がある。
【０００５】
本発明は、新規な発光性有機化合物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】
【０００６】
本発明は、下記一般式（１）で表される化合物を提供する。
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【化１】

10

【０００７】
式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ
１２

、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ

２２

、Ｒ２３及びＲ２４はそれぞれ独立に、水素原子、重水素原子、アルキル基、アルコ

キシ基、アミノ基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、又はヘテロアリール基を
示す。
【０００８】

20

上記化合物は、優れた発光強度を有する。また、上記化合物は、周囲の環境、例えば周
囲に存在する分子の極性、溶媒の種類、濃度等に応じて異なる、複数の発光帯を含む発光
スペクトルを有する。
【０００９】
上記化合物はＲ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１
１

、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２０、Ｒ２

１

、Ｒ２２、Ｒ２３及びＲ２４が水素原子であることが好ましい。

【００１０】
また、本発明は、上記化合物を含む化学センサーを提供する。該化学センサーは、上記
化合物を含むため、周囲の環境、例えば周囲に存在するプロトン性化合物、プロトン受容
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性化合物、溶媒等の種類、濃度などのセンシングに用いることができる。
【００１１】
上記センサーは、溶媒をセンシングするために用いられることが好ましい。溶媒は有機
溶媒であってよい。有機溶媒は、ヘキサン、トルエン、クロロホルム、ジクロロメタン及
びＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミドからなる群から選ばれる１種以上であってよい。
【００１２】
本発明はまた、上記化合物を含む検出部を備えるセンシング装置を提供する。該センシ
ング装置は上記化合物を検出部に含むため、上記化合物の周囲の環境、例えば上記化合物
の周囲に存在するプロトン性化合物、プロトン受容性化合物、溶媒等の種類、濃度などを
センシングすることができる。
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【００１３】
本発明はまた、上記化合物によって対象物をセンシングすることを含む、センシング方
法を提供する。上記方法は、上記化合物の光物理的性質を利用して、周囲の環境、例えば
上記化合物の周囲に存在するプロトン性化合物、プロトン受容性化合物、溶媒等の種類、
濃度などをセンシングすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明により、新規な発光性有機化合物が提供される。本発明に係る化合物は、発光強
度に優れ、該化合物の周囲の環境、例えば周囲に存在する分子の極性、溶媒の種類、濃度
等によって異なる、複数の発光帯を含む発光スペクトルを有するという性質を有する。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態に係る化合物の５種の溶媒における発光スペクトルを示すグラフであ
る。
【図２】本実施形態に係る化合物の２つの励起波長における発光スペクトルを示すグラフ
である。
【図３】本実施形態に係る化合物の、クロロホルム混合割合の異なる溶液における発光ス
ペクトルを示すグラフである。
【図４】本実施形態に係る化合物の、クロロホルム混合割合と発光強度との関係を示すグ
10

ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。なお、本発明は、以下の
実施形態に限定されるものではない。
【００１７】
本発明は、下記一般式（１）で表される化合物を提供する。
【化２】
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【００１８】
１

式中、Ｒ

２

、Ｒ

１２

１３

２２

２３

３

、Ｒ

、Ｒ

、Ｒ

、Ｒ

１４

、Ｒ

４

、Ｒ

１５

、Ｒ

５

６

、Ｒ

、Ｒ

１６

７

、Ｒ

、Ｒ

１７

８

、Ｒ

１０

１１

１９

２０

２１

、Ｒ

１８

、Ｒ

９

、Ｒ

、Ｒ

、Ｒ

、Ｒ

、Ｒ

、Ｒ
、Ｒ

及びＲ

２４

はそれぞれ独立に、水素原子、重水素原子、アルキル基、アルコ

キシ基、アミノ基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、又はヘテロアリール基を
示す。
【００１９】
アルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、アルキニル基は、例えば炭素数１〜２０で
あってよく、置換基を有していてもよい。アリール基は例えば炭素数６〜２０であってよ
く、置換基を有していてもよい。ヘテロアリール基は、例えば炭素数４〜２０であってよ
く、置換基を有していてもよい。
【００２０】
上記一般式（１）で表される化合物は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、
Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ１
８

、Ｒ１９、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ２３及びＲ２４が全て水素原子、すなわち下記

式（２）で表される化合物であることが好ましい。
【００２１】
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【化３】

10

【００２２】
一般式（１）で表される化合物は、公知の方法で製造することができる。例えば式（２
）で表される化合物は、下記反応式に示す方法によって簡便に製造することができる。下
記反応式に示す方法は、生成物が分離しやすいため好ましい。
【００２３】
【化４】
20

30

40

【００２４】
式（２）で表される化合物はまた、例えば、１−（ｐ−ブロモフェニル）エタノン等の
１−（ｐ−ハロゲノフェニル）エタノンと、エチル−ｐ−ブロモベンゾエート等のエチル
−ｐ−ハロゲノベンゾエートとを予め縮合させておき、その後、縮合物に２つのカルバゾ
ールをカップリングさせることによって製造してもよい。
【００２５】
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上記一般式（１）で表される化合物は、電子ドナーである２つのカルバゾール骨格が１
つの電子アクセプターを挟む構造を有する。一般に、ＣＴ遷移性発光を示す有機化合物は
、遷移双極子モーメントが小さいことに由来して、放射速度が小さく、熱失活速度が大き
いため、量子収率が低い傾向にある。一方、本実施形態に係る化合物は、高い光吸収能力
及び放射速度を有し、熱失活速度が抑制されており、高い量子収率を示す。これは、分子
内において２つの遷移双極子モーメントが近接しており、分子内のＪ型の励起子相互作用
によって励起状態が非局在化するためと考えられる。電荷移動性発光を示す分子の励起状
態における励起子相互作用を利用することで、励起一重項状態と励起三重項状態のエネル
ギー準位が反転し得る。反転した状態では、光励起に伴い励起三重項状態が形成しないと
考えられるため、上記一般式（１）で表される化合物は高い光安定性を有し得る。
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【００２６】
後述の実施例において詳細に示すように、本実施形態に係る化合物は、当該化合物の周
囲の環境条件、例えば化合物の周囲に存在する分子の極性、溶媒の種類、濃度等に応じて
異なる、複数の発光帯（発光ピーク波長）を含む発光スペクトルを有する。従来、周囲環
境に依存して複数の発光帯が同時に変化する発光性有機分子は知られていなかった。発光
スペクトルは、例えば上記化合物に励起光を照射して生じる発光波長を測定することによ
って調べることができる。上記化合物の量子収率は３０％を超え得る。また、本実施形態
に係る化合物は、励起状態において２つ以上の発光準位を有するため、寿命がより長い複
数色の遅延蛍光を生じ得る。また、発光スペクトルにおける発光帯の波長は時間依存し得
る。
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【００２７】
上記化合物の周囲に複数種の溶媒を含む混合溶媒が存在している場合には、発光スペク
トルは混合溶媒の組成を反映したものとなり得る。したがって、混合溶媒中での上記化合
物の発光スペクトルを観測することにより、混合溶媒の組成の特定、混合溶媒中の任意の
溶媒の濃度検出等を行うことが可能である。混合溶媒を構成する各溶媒同士の極性により
差があるほど、より高感度で各種溶媒の検出を行うことができる傾向がある。
【００２８】
本実施形態に係る化合物は、周囲が同一環境であっても、励起波長によって異なる発光
スペクトルを示し得る。励起波長が長波長側であると、生じる発光スペクトルにおいて短
波長側の発光が抑制又は消失し、発光帯が長波長側にシフトする傾向がある。したがって
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、励起波長を制御することにより、生じる発光スペクトルを変化させ、対象物の検出等に
おいて所望の発光スペクトルに設定することが可能である。
【００２９】
本実施形態に係る化合物は、上述の光物理的性質を利用して、高度な環境応答型の化学
センサーとして好適に用いることができる。本実施形態に係る化学センサーは、上記化合
物のみからなるものであってもよく、上記化合物を含むものであってもよい。本実施形態
に係る化学センサーは、上記化合物を含むため、例えば、プロトン性化合物、プロトン受
容性化合物、溶媒の種類、濃度等をセンシングするために用いることができる。したがっ
て、上記化学センサーは、例えば、溶媒センサー（溶媒検出剤）、バイオセンサー等に利
用することができる。また、上記化学センサーは、１種の対象物に対しても２つ以上の発
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光帯を含む発光スペクトルを有し、各発光帯は時間依存を示し得る。したがって、上記化
学センサーは、複雑で偽造しにくい高度なセキュリティ用材料等としても有用である。
【００３０】
本実施形態に係る化合物は、センシング装置に利用することができる。本実施形態に係
るセンシング装置は、上記一般式（１）で表される化合物を含む検出部を備える。検出部
は、上記化合物を化学センサーとして含むものであってもよい。センシング装置は、検出
部が上記化合物を含む他は、公知の構成を採用することができる。上記装置は、例えば、
励起光照射部、発光分析部等を備えていてもよい。本実施形態に係るセンシング装置は、
上記一般式（１）で表される化合物を含む検出部を備えるため、例えば、プロトン性化合
物、プロトン受容性化合物、溶媒の種類、濃度等の検出などに用いることができ、水質管
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理システム等に好適に利用することができる。
【００３１】
本発明はまた、上記一般式（１）で表される化合物を利用するセンシング方法を提供す
る。本実施形態に係るセンシング方法は、上記化合物を化学センサーとして用いるもので
あってよい。上記センシング方法は、上記化合物の光物理的性質を利用することにより、
様々な対象物をセンシングすることができる。センシングの対象物は、例えば、プロトン
性化合物、プロトン受容性化合物、溶媒等であってよい。上記方法により、例えば、プロ
トン性化合物又はプロトン受容性化合物の検出、溶媒の種類の検出、溶液濃度の検出等を
行うことができる。本実施形態に係るセンシング方法は、例えば、対象物が近接した状態
の上記化合物に励起光を照射する工程と、生じた発光を測定する工程とを含む。上記セン
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シング方法は、対象物を含む試料に上記化合物を添加する工程を含んでいてもよく、また
は、上記化合物を備える検出デバイスに対象物を近接させる工程を含んでいてもよい。上
記センシング方法は、上述のセンシング装置を用いるものであってもよい。得られた発光
スペクトル又は発光強度等に基づいて、例えば、プロトン性化合物、プロトン受容性化合
物の検出、溶媒の種類の特定、任意の溶媒の濃度の検出等を行うことが可能である。
【００３２】
センシングの対象である溶媒は、例えば、水、有機溶媒であってよい。有機溶媒として
は特に制限がなく、例えば、ヘキサン、トルエン等の炭化水素、クロロホルム、ブロモホ
ルム、ジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン等のハロゲン化炭
化水素、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド等が挙げられる。
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【００３３】
上述のとおり、本実施形態に係る化合物は励起波長によって発光スペクトルが変化する
ため、上記センシング方法において、励起波長を制御することによって、検出能を制御す
ることが可能である。励起波長は、例えば２００〜４５０ｎｍであってよく、２００〜４
００ｎｍであってよく、２５０〜４００ｎｍであってよい。励起波長は例えば２８０〜３
００ｎｍであってもよく、３６０〜４００ｎｍであってもよい。上記一般式（１）で表さ
れる化合物は、励起波長によって異なる発光スペクトルを示す。
【００３４】
上記センシング方法においては、例えば、溶媒の種類を識別しようとする場合、既知の
溶媒の発光スペクトルと、試料溶媒の発光スペクトルとを比較することにより、試料溶媒
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の種類を識別することが可能である。また、例えば混合溶媒において特定の溶媒成分の濃
度を求める場合、混合比の異なる既知の組成を有する混合溶媒の発光スペクトルを測定し
て、任意の発光波長における発光強度の検量線を作成し、該検量線に基づいて、任意の溶
媒成分の濃度を求めることが可能である。
【実施例】
【００３５】
以下、実施例に基づいて本発明をより具体的に説明する。ただし、本発明は、以下の実
施例により限定されるものではない。
【００３６】
［４−（９−カルバゾリル）フェニルエタノンの合成］
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フレームドライした３００ｍｌの三口フラスコに、１−（ｐ−ブロモフェニル）エタノ
ン（１．５２ｇ、７．６７ｍｍｏｌ）とカルバゾール（１．１２ｇ、６．７０ｍｍｏｌ）
、無水炭酸カリウム（２．９６ｇ、２１．４ｍｍｏｌ）及び酢酸パラジウム（スパチュラ
一杯分）を加え、脱気し、系内をアルゴン置換した。得られた溶液に、トリ−ｔ−ブチル
ホスフィン（スパチュラ三杯分）を脱水キシレン（２０ｍｌ）に溶かしたものを、シリン
ジを用いて加え、１２０℃で４０時間加熱還流した。得られた溶液に水を加えて簡易ろ過
した後、ジクロロメタンと水で抽出した。得られた有機層に硫酸マグネシウムを加え、更
にろ過した後、エバポレーター（オイルバス）で溶媒を除去した。得られた化合物をシリ
カゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：ジクロロメタン＝１：１、Ｒｆ＝０．４５
）を用いて精製し、黄色い粉体を得た。収率は０．７８ｇ（３５．６％）であった。
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1

H‑NMR(400 MHz, CDCl3, TMS): δ/ppm= 2.70(3H, s),7.30‑7.35 (2H, m), 7.41‑7.52 (4

H, m), 7.70‑7.74 (2H, d), 8.14‑8.16 (2H, d),8.20‑8.23 (2H, d).
【００３７】
［エチル−４−(９Ｈ−カルバゾール−９−イル)ベンゾエートの合成］
フレームドライした３００ｍｌの三口フラスコに、エチル−ｐ−ブロモベンゾエート（
３．０２ｇ、１３．６ｍｍｏｌ）とカルバゾール（２．２０ｇ、１２．５ｍｍｏｌ）、無
水炭酸カリウム（５．０７ｇ、３６．７ｍｍｏｌ）、酢酸パラジウム（スパチュラ二杯分
）を加え、脱気し、系内をアルゴン置換した。得られた溶液に、トリ−ｔ−ブチルホスフ
ィン１０ｗｔ％ヘキサン溶液（１ｍｌ）と脱水キシレン（４０ｍｌ）を、シリンジを用い
て加え、１２０℃で４８時間加熱還流した。得られた溶液に水を加えて簡易ろ過した後、

10

ジクロロメタンと水で抽出した。得られた有機層に硫酸マグネシウムを加え、更にろ過し
た後、エバポレーター（オイルバス）で溶媒を除去した。得られた化合物に少量のエタノ
ールを加えると白濁した。これを吸引ろ過することにより、白色の粉体が得られた。収率
は０．７６ｇ（１７．６％）であった。
1

H‑NMR(400 MHz, CDCl3, TMS):δ/ppm= 1.44‑1.47 (3H,t), 4.43‑4.48 (2H, q), 7.30‑7.

34 (2H, m), 7.40‑7.49 (4H, m), 7.67‑7.70 (2H, d),8.14‑8.16 (2H, d), 8.28‑8.31 (2
H, d).
【００３８】
［ＤＣＢＭの合成］
フレームドライした３００ｍｌの三口フラスコに、エチル−４−（９Ｈ−カルバゾール−

20

９−イル）ベンゾエート（０．７６ｇ、１．９０ｍｍｏｌ）及び水素化ナトリウム（０．
４０ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）を加え、脱気し、系内をアルゴン置換した。得られた溶液に
脱水ＴＨＦ（４０ｍｌ）を加え、室温で３０分攪拌させた。得られた溶液に、４−（９−
カルバゾリル）フェニルエタノン（０．５４ｇ、１．９０ｍｍｏｌ）を脱水ＴＨＦ（２０
ｍｌ）に溶かしたものを加え、６５℃で２４時間加熱還流した。溶液に水を加え、約２
ｍｏｌ／Ｌ塩酸を加え中和した後、ジクロロメタンと水で抽出した。得られた有機層に硫
酸マグネシウムを加え、ろ過した後、エバポレーターで溶媒を除去した。得られた化合物
をジクロロメタンとヘキサンで再沈殿した後、ジクロロメタン及びヘキサンで再結晶し、
茶色い粉体を得た。収率は０．４７ｇ（４４．８％）であった。得られた化合物は、ＮＭ
Ｒ及び質量分析によってジ（４−カルバゾール−ベンゾイル）メタン（ＤＣＢＭ）と同定
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された。
1

H‑NMR(400 MHz, CD2Cl2): δ/ppm= 7.08(1H, s), 7.30‑7.35 (4H, d,d), 7.43‑7.48 (4H

, d,d), 7.52‑7.56 (4H, d), 7.77‑7.80(4H, d), 8.15‑8.18 (4H, d), 8.29‑8.31 (4H, d
), 17.1 (1H, s), HRMS(ESI): found :m / z =555.20, calcd for C39H26O2N2: [M+H]+ =
555.20.
【００３９】
ＤＣＢＭを、ヘキサン、トルエン、クロロホルム、ジクロロメタン又はＮ，Ｎ−ジメチ
ルホルムアミド（ＤＭＦ）に溶解して２．５×１０−４Ｍ溶液を調製した。各溶液の、励
起波長２９０ｎｍの発光スペクトルを測定した。結果を図１に示す。各溶媒における発光
帯（ピーク）波長を表１に示す。
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【００４０】
【表１】
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【００４１】
ヘキサン、トルエン、クロロホルム及びジクロロメタンでは２つの発光帯が観測され、
ＤＭＦでは３つの発光帯が観測された。発光準位は、非プロトン性又は非プロトン受容性
溶媒の極性が上がるとともに長波長へシフトする傾向が観察された。発光は電荷移動遷移
に基づくものであることが示唆された。上記発光帯１での量子収率は、トルエン中で１０
％、クロロホルム中で３０％、ジクロロメタン中で４９％であった。
【００４２】
同じ溶媒を用いて、励起波長を３６０ｎｍ超に変更した以外は同条件で発光スペクトル
を測定した。結果を図２に示す。励起波長によって、発光色が変化することが観察された
10

。
【００４３】
溶媒として、トルエン１００％、又はクロロホルム−トルエン混合液（クロロホルム：
トルエン＝９０：１０、クロロホルム：トルエン＝５０：５０（質量比））を用いた場合
の、励起波長４００ｎｍでの発光スペクトルをそれぞれ測定した。結果を図３に示す。溶
液中のクロロホルムの濃度に応じて発光スペクトルは変化した。クロロホルム濃度が１０
％の場合でも発光スペクトルはトルエン１００％の場合と比べて大きくシフトしていた。
得られた発光スペクトルから、上記溶液における波長５００ｎｍでの発光強度比を求め、
更に各溶媒における量子収率を加味して予測した、各溶液における発光強度を図４に示す
。本実施形態に係る化合物を用いて、所定の波長における発光強度に基づいて溶液中のク
ロロホルムの濃度を予測できることが示された。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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