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(57)【要約】

（修正有）

【課題】種々構造式と特性を有する含フッ素のペンタセ
ン及びナフタロシアニンの新規化合物、及びこれらの容
易で高収率な製造方法、及びそれを用いる有機薄膜トラ
ンジスタ、太陽電池、電子写真感光体及び有機発光素子
の製造方法の提供。
【解決手段】３環以上の共役系多環芳香族基で両末端に
位置する芳香族基の少なくとも一つがパーフルオロアル
キル基核置換の含フッ素多環芳香族化合物、及び反応中
間体の下式化合物の使用を特徴とする製造方法。

［式中、Ｘ１−２、Ｙ１−２、Ｚ１−２は特定の基。］
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
３環以上の共役系多環芳香族基を有し、前記共役系多環芳香族基の両末端に位置する芳
香族基の少なくとも一つがパーフルオロアルキル基で核置換された含フッ素多環芳香族化
合物であって、
下記（１）式、下記（２）式、下記（３）式、及び下記（４）式のいずれかで表される
含フッ素多環芳香族化合物。
【化１】
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【化２】
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【化３】

10

【化４】

20
［式中、Ｍは２個の水素原子、２価の金属、又は３価若しくは４価の金属若しくは半金属
の誘導体を示し、Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立にパーフルオロアルキル基であり、Ｘ３
及びＸ４は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、フッ素化若しくはパーフ
ルオロ化されてもよいアルキル基、フッ素化されないアルキル基、又はフッ素化されない
フェニル基である。Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、
含フッ素アルキル基、下記（１ａ）式で表される置換基、下記（１ｂ）式で表されるフェ
ニル基、置換若しくは無置換の縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素
環基である。Ｚ１及びＺ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ
素アルキル基、下記（１ａ）式で表される置換基、下記（１ｂ）で表されるフェニル基、
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置換若しくは無置換の縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基であ
る。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、それぞれ独立に水素、フッ素、塩素、フッ素化されていない直
鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、フッ素化又はパーフルオロ化されてもよ
い直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、フッ素化又はパーフルオロ化されて
もよいアリール基である。］
【化５】

40
［式中、Ａ１、Ａ２及びＡ３は、アルキル基、フェニル基、又は含フッ素アルキル基であ
る。］
【化６】

［式中、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４及びＢ５は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩
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素原子、第３級アルキル基、含フッ素第３級アルキル基、パーフルオロアルキル基、アル
コキシ基、アシル基、エステル置換基、アミド置換基、又はフェニル基である。］
【請求項２】
請求項１に記載の含フッ素多環芳香族化合物が、前記一般式（１）又は前記一般式（２
）で表される化合物であり、且つ、前記Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立に、−ＣＦ３、−
Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１の群から選ばれるいずれか
１つのパーフルオロアルキル基であることを特徴とする含フッ素多環芳香族化合物。
【請求項３】
請求項１に記載の含フッ素多環芳香族化合物が、前記一般式（３）又は前記一般式（４
）で表される化合物であり、且つ、前記Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立に、−ＣＦ３、−
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Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロ
アルキル基であり、前記Ｘ３及びＸ４が、それぞれ独立に水素原子又は−ＣＦ３、−Ｃ４
Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１の群から選ばれるいずれか１つ
のパーフルオロアルキル基であることを特徴とする含フッ素多環芳香族化合物。
【請求項４】
含フッ素ペンタセン化合物及び含フッ素ナフタロシアニン化合物の合成において、反応
中間体として下記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物を使用することを特徴と
する含フッ素多環芳香族化合物の製造方法。
【化７】
20

［式中、Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立にフッ素原子又は含フッ素アルキル基であり、Ｙ
１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素アルキル基、
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下記（５ａ）式で表される置換基、下記（５ｂ）式で示すフェニル基、置換若しくは無置
換の縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。Ｚ１及びＺ２
は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素アルキル基、下記（１ａ
）式で表される置換基、下記（５ｂ）で表されるフェニル基、置換若しくは無置換の縮合
多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。］
【化８】

40
［式中、Ａ１、Ａ２及びＡ３は、それぞれ独立にアルキル基、フェニル基、又は含フッ素
アルキル基である。］
【化９】
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［式中、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４及びＢ５は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩
素原子、第３級アルキル基、含フッ素第３級アルキル基、パーフルオロアルキル基、アル
コキシ基、アシル基、エステル置換基、アミド置換基、又はフェニル基である。］
【請求項５】
前記Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立にフッ素原子又は含フッ素アルキル基であり、
前記Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、パーフルオロ
アルキル基、前記Ａ１、Ａ２及びＡ３がそれぞれ独立にアルキル基若しくはパーフルオロ
アルキルアルキル基である前記（５ａ）で示す置換基、又は前記Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４
、及びＢ５がそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、若しくはパーフルオロア
ルキル基である前記（５ｂ）で示すフェニル基であり、
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前記Ｚ１及びＺ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、第３級アルキ
ル基、パーフルオロアルキル基、前記Ａ１、Ａ２及びＡ３がそれぞれ独立にアルキル基、
若しくはパーフルオロアルキルアルキル基である前記（５ａ）式で示す置換基、又は前記
Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、及びＢ５がそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、
若しくはパーフルオロアルキル基である前記（５ｂ）式で示すフェニル基であることを特
徴とする請求項４に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法。
【請求項６】
前記含フッ素単環芳香族化合物が、下記（６）式又は式（７）で表される化合物を用い
て、臭素（Ｂｒ）又はヨウ素（Ｉ）が核置換された位置に前記Ｘ１及びＸ２の置換基を導
入することにより下記（８）式で表される化合物を合成する工程、及び下記（８）式で表
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される化合物のＷ１及びＷ２の置換基において単環芳香環と化学結合する炭素に結合する
２つの水素原子を臭素化する工程、を有する合成方法によって製造されることを特徴する
請求項４又は５に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法。
【化１０】

30

【化１１】

40
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【化１２】

10
［式中、Ｙ１、Ｙ２、Ｘ１及びＸ２は、前記と同じ置換基であり、Ｗ１、Ｗ２は、それぞ
れ独立にメチル基、又はメチル基の１つの水素原子が前記Ｚ１，Ｚ２で置換される基であ
る。］
【請求項７】
前記含フッ素単環芳香族化合物が、前記（６）式で表される化合物を用いて、臭素（Ｂ
ｒ）が核置換された位置に前記Ｘ１及びＸ２の置換基を導入することにより前記（８）式
で表される化合物を合成する工程、及び前記（８）式で表される化合物のＷ１及びＷ２の
置換基において単環芳香環と化学結合する炭素に結合する２つの水素原子を臭素化する工
程、を有する合成方法によって製造されることを特徴する請求項６に記載の含フッ素多環
芳香族化合物の製造方法。
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【請求項８】
前記Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立にフッ素原子又はパーフルオロアルキル基であるこ
とを特徴とする請求項４〜７のいずれか一項に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方
法。
【請求項９】
前記Ｙ１及びＹ２が、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子又はパーフルオロアルキル
基であることを特徴とする請求項８に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法。
【請求項１０】
前記Ｚ１及びＺ２が、水素原子であることを特徴とする請求項９に記載の含フッ素多環
芳香族化合物の製造方法。
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【請求項１１】
前記含フッ素単環芳香族化合物と、フマロニトリルまたはマレオニトリルとのディール
ス・アルダー環化付加反応を行い、引き続いて環化四量化又は環化三量化の反応を行うこ
とで含フッ素ナフタロシアニン化合物を製造することを特徴とする請求項４〜１０のいず
れか一項に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法。
【請求項１２】
前記含フッ素単環芳香族化合物と、パラ−ベンゾキノンとのディールス・アルダー環化
付加反応によって酸素原子が含まれる含フッ素多環芳香族化合物を合成する工程、及び前
記酸素原子が含まれる含フッ素多環芳香族化合物をシリルエチニル化した後、還元するこ
とによって含フッ素シリルエチニルペンタセン化合物を合成する工程、を有することを特
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徴とする請求項４〜１０のいずれか一項に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法。
【請求項１３】
前記含フッ素単環芳香族化合物と、パラ−ベンゾキノンとのディールス・アルダー環化
付加反応によって酸素原子が含まれる含フッ素多環芳香族化合物を合成する工程、及び前
記酸素原子が含まれる含フッ素多環芳香族化合物を還元することによって含フッ素ペンタ
セン化合物を合成する工程、を有することを特徴とする請求項４〜１０のいずれか一項に
記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法。
【請求項１４】
請求項１１〜１３のいずれか一項に記載の製造方法によって製造される含フッ素多環芳
香族化合物を、有機半導体材料として用いることを特徴とする有機薄膜トランジスタの製
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造方法。
【請求項１５】
請求項１１〜１３のいずれか一項に記載の製造方法によって製造される含フッ素多環芳
香族化合物を、電子輸送層、陰極側バッファ層、又は中間電極に接するバッファ層に含ま
れる電子移動材料として用いることを特徴とする太陽電池の製造方法。
【請求項１６】
請求項１１に記載の製造方法によって製造される含フッ素多環芳香族化合物を、電荷発
生層に含まれる電荷発生材料として用いることを特徴とする電子写真感光体の製造方法。
【請求項１７】
請求項１１に記載の製造方法によって製造される含フッ素多環芳香族化合物を、発光層
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に含まれる発光材料として用いることを特徴とする有機発光素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、含フッ素ペンタセン化合物及び含フッ素ナフタロシアニン化合物として新規
な化学構造を有し、様々な物性と特性を向上することができる含フッ素多環芳香族化合物
、及び少ない工数で容易に合成することができる含フッ素多環芳香族化合物の製造方法、
並びに該含フッ素多環芳香族化合物を用いる有機薄膜トランジスタ、太陽電池、電子写真
感光体及び有機発光素子の製造方法に関する。
【背景技術】

20

【０００２】
ナフタセン及びペンタセン等のアセン化合物、フタロシアニン化合物、ナフタロシアン
化合物等の芳香族多環化合物は、有機薄膜トランジスタ、有機エレクトロルミネッセンス
素子、有機太陽電池等の有機エレクトロニクス材料、電子写真感光体等の表示材料、又は
高分子機能材料といった広い分野に使用することができ、これらの分野において様々な素
子又はデバイスへの適用が検討されている。
【０００３】
これら多環芳香族化合物は、分子内にフッ素元素を導入することにより新たな機能や特
性を付与することができる。例えば、特許文献１及び２には、ｎ型の有機半導体材料とし
て高い電子移動度を有するフッ素化アセン化合物（テトラデカフルオロペンタセン、テト
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ラデカフルオロナフタセン、又は分子骨格内に導入するフッ素原子の数がテトラデカフル
オロペンタセンよりも少ない各種のペンタセン）が提案されている。
【０００４】
また、特許文献３には、溶媒への溶解性の向上を図るため、パーフルオロアルキル基を
分子骨格内に導入したペンタセンが提案されている。パーフルオロアルキル基含有ペンタ
センの製造方法については非特許文献１にも開示されている。また、ペンタセン化合物は
シリルエチニル置換することにより有機溶媒への溶解性の向上を図ることができるため、
その例としてフッ素化シリルエチニルペンタセン化合物が開示されている（例えば、特許
文献４を参照）。
【０００５】
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一方、フタロシアニン化合物又はナフタロシアン化合物は、それぞれ近赤外線領域に最
大吸光度を有することから、電子写真感光体の電荷発生層、色素増感型太陽電池、光吸収
フィルタ又は熱線遮蔽中間膜等に適用されている。それらの中で、有機溶媒中での調整が
容易であるフッ素化フタロシアニン化合物、又は有機溶媒や樹脂に対する溶解性が良好な
フッ素化ナフタロシアン化合物が、それぞれ特許文献５又は６に提案されている。前記特
許文献６には、フッ素化ナフタロシアン化合物を合成するときに使用する反応中間体とし
て、フッ素原子、又はフッ素原子若しくはフッ素原子を含むアルキル基で核置換されたア
リール基を有するナフタレン−２，３−ジカルボニトリル化合物を使用することが記載さ
れている。
【０００６】
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また、非特許文献２には、複数のトリフルオロメチル基を骨格内に導入した含フッ素フ
タロシアンの製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５−２３５９２３号公報
【特許文献２】国際公開第２００５／０４２４４５号
【特許文献３】国際公開第２０１４／１１５８２３号
【特許文献４】特開２０１５−７０４９号公報
10

【特許文献５】特表２０１２−５０７７４３号公報
【特許文献６】国際公開第２０１４／２０８４８４号
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｏｇｉｎｏ

ｅｔ ａｌ．、Ｂｕｌｌ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｊ．、２０

０８年、第８１巻、ｐ．５３０−５３５
【非特許文献２】Ｈａｎａｃｋ

ｅｔ

ａｌ．、Ｓｙｎｔｈ．Ｃｏｍｍｕｎ．、１９８１

年、第１１巻、ｐ．３５１−３６３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
20

【０００９】
含フッ素ペンタセン化合物及び含フッ素フタロシアニン化合物や含フッ素ナフタロシア
ニン化合物等の含フッ素多環芳香族化合物は、上述したように、フッ素を含有しない多環
芳香族化合物に比べて優れた機能や特性を有するが、合成や製造が困難であり、原料とな
る材料コストも高価である。これまでも数種類の含フッ素多環芳香族化合物が提案されて
いるが、導入される含フッ素置換基の種類と数が少なく、加えて、含フッ素置換基の結合
位置が骨格構造の特定の箇所に限られるため、材料の選択幅が非常に狭い。そのため、含
フッ素多環芳香族化合物が本来有する特徴と利点を、有機エレクトロニクス材料、電子写
真感光体等の表示材料、又は高分子機能材料の分野において十分に活かしきれていないの
が現状である。
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【００１０】
したがって、含フッ素ペンタセン化合物及び含フッ素フタロシアニン化合物や含フッ素
ナフタロシアニン化合物等として、新規な含フッ素多環芳香族化合物を提案することによ
って材料の選択幅を広げるとともに、新規な含フッ素多環芳香族化合物の製造において合
成が容易で、製造工程の簡略化と合わせて材料のコスト低減を同時に図ることができれば
、有機エレクトロニクス分野を含めて様々な分野への適用が拡大すると期待される。
【００１１】
しかしながら、前記特許文献１〜６及び非特許文献１〜２に開示される含フッ素ペンタ
セン化合物及び含フッ素のフタロシアニン化合物や含フッ素のナフタロシアニン化合物は
、（ｉ）特殊な原料を使用する必要があり、場合によっては原料が市販されていない場合
があること、（ｉｉ）合成が複雑で多段階で行うこと、等の理由により容易に製造するこ

40

とができず、入手や利用がしづらく、合成できる化合物の種類が限られるという問題があ
った。加えて、多段階で合成を行うため反応副生成物や不純物の除去が困難であり、合成
物の収率が大幅に低下することが避けられなかった。
【００１２】
例えば、前記特許文献６に開示される含フッ素ナフタロシアニン化合物の合成方法では
、フッ素原子又はフッ素原子を含む置換基を有するナフタレン−２，３−ジカルボニトリ
ル化合物を合成原料として使用しているが、実際に開示されているのはナフタレン骨格を
形成する炭素原子と結合する置換基がフッ素原子である化合物だけである。これは、フッ
素を含むナフタレン−２，３−ジカルボニトリル化合物の合成が、例えば、Ｒｕｓｓｉａ
ｎ

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ７５，

Ｎｏ
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２００５、ｐ７９５−７９９を参考にして、原料として２−メチルベンゾフェノ

ンを用いてハロゲン化剤及びラジカル発生剤によって３つの化合物を経由することによっ
て行われるため、目的とする合成物の単離が面倒であり、結果的に合成できるナフタレン
−２，３−ジカルボニトリル化合物の種類が限定されるためと考えられる。このように、
前記特許文献６に開示される合成方法では、得られる含フッ素ナフタロシアニン化合物の
種類が限られていた。
【００１３】
したがって、含フッ素ペンタセン化合物及び含フッ素ナフタロシアニン化合物の利用価
値を高め、その適用範囲の拡大を図るためには、前記特許文献１〜６及び非特許文献１〜
２に開示された化合物に限定されないで、含フッ素多環芳香族化合物の分子骨格内の所望

10

の結合位置に、フッ素原子及び様々な含フッ素置換基を導入した新規な含フッ素多環芳香
族化合物が望まれており、これら含フッ素多環芳香族化合物を容易に、且つ、低コストで
合成するための製造方法も求められている。
【００１４】
本発明は、上記した従来の問題点に鑑みてなされたものであって、含フッ素ペンタセン
化合物及び含フッ素ナフタロシアニン化合物の合成において、特殊な原料を使用しないで
も、周知又は公知である汎用の合成方法を利用することにより、様々な化学構造式と特性
を有する新規な含フッ素多環芳香族化合物、及びこれら含フッ素化合物を少ない工数で容
易に合成することができる含フッ素多環芳香族化合物の製造方法、並びに該含フッ素多環
芳香族化合物を用いる有機薄膜トランジスタ、太陽電池、電子写真感光体及び有機発光素

20

子の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明は、含フッ素ペンタセン及び含フッ素ナフタロシアニンの製造において、従来の
合成方法では検討されることがなかった特殊な含フッ素単環芳香族化合物を反応中間体と
して使用することにより、上記の課題を解決できることを見出して本発明に到った。
【００１６】
すなわち、本発明の構成は以下の通りである。
［１］本発明は、３環以上の共役系多環芳香族基を有し、前記共役系多環芳香族基の両末
端に位置する芳香族基の少なくとも一つがパーフルオロアルキル基で核置換された含フッ

30

素多環芳香族化合物であって、
下記（１）式、下記（２）式、下記（３）式、及び下記（４）式のいずれかで表される
含フッ素多環芳香族化合物を提供する。
【化１３】

40
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【化１４】

10

【化１５】

20

【化１６】

30

［式中、Ｍは２個の水素原子、２価の金属、又は３価若しくは４価の金属若しくは半金属
の誘導体を示し、Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立にパーフルオロアルキル基であり、Ｘ３
及びＸ４は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、フッ素化若しくはパーフ

40

ルオロ化されてもよいアルキル基、フッ素化されないアルキル基、又はフッ素化されない
フェニル基である。Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、
含フッ素アルキル基、下記（１ａ）式で表される置換基、下記（１ｂ）式で表されるフェ
ニル基、置換若しくは無置換の縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素
環基である。Ｚ１及びＺ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ
素アルキル基、下記（１ａ）式で表される置換基、下記（１ｂ）で表されるフェニル基、
置換若しくは無置換の縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基であ
る。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、それぞれ独立に、水素、フッ素、塩素、フッ素化されていない
直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、フッ素化又はパーフルオロ化されても
よい直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、フッ素化又はパーフルオロ化され
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てもよいアリール基である。］
【化１７】

［式中、Ａ１、Ａ２及びＡ３は、アルキル基、フェニル基、又は含フッ素アルキル基であ
る。］
【化１８】
10

［式中、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４及びＢ５は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩
素原子、第３級アルキル基、含フッ素第３級アルキル基、パーフルオロアルキル基、アル
コキシ基、アシル基、エステル置換基、アミド置換基、又はフェニル基である。］
［２］本発明は、前記［１］に記載の含フッ素多環芳香族化合物が、前記一般式（１）又
は前記一般式（２）で表される化合物であり、且つ、前記Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立

20

に、−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１の群から
選ばれるいずれか１つのパーフルオロアルキル基であることを特徴とする含フッ素多環芳
香族化合物を提供する。
［３］本発明は、前記［１］に記載の含フッ素多環芳香族化合物が、前記一般式（３）又
は前記一般式（４）で表される化合物であり、且つ、前記Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立
に、−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれ
かのパーフルオロアルキル基であり、前記Ｘ３及びＸ４が、それぞれ独立に、水素原子又
は−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１の群から選
ばれるいずれか１つのパーフルオロアルキル基であることを特徴とする含フッ素多環芳香
族化合物を提供する。

30

［４］本発明は、含フッ素ペンタセン化合物及び含フッ素ナフタロシアニン化合物の合成
において、反応中間体として下記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物を使用す
ることを特徴とする含フッ素多環芳香族化合物の製造方法を提供する。
【化１９】

40

［式中、Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立にフッ素原子又は含フッ素アルキル基であり、Ｙ
１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素アルキル基、

下記（１ａ）式で表される置換基、下記（１ｂ）式で表されるフェニル基、置換若しくは
無置換の縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。Ｚ１及び
Ｚ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素アルキル基、下記（
１ａ）式で表される置換基、下記（１ｂ）で表されるフェニル基、置換若しくは無置換の
縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。］

50

(12)

JP 2020‑70289 A 2020.5.7

【化２０】

［式中、Ａ１、Ａ２及びＡ３は、アルキル基、フェニル基、又は含フッ素アルキル基であ
る。］
【化２１】
10

［式中、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４及びＢ５は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩
素原子、第３級アルキル基、含フッ素第３級アルキル基、パーフルオロアルキル基、アル
コキシ基、アシル基、エステル置換基、アミド置換基、又はフェニル基である。］
［５］本発明は、前記Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立にフッ素原子又は含フッ素アルキル
基であり、

20

前記Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、パーフルオロ
アルキル基、前記Ａ１、Ａ２及びＡ３がそれぞれ独立にアルキル基若しくはパーフルオロ
アルキルアルキル基である前記（５ａ）で表される置換基、又は前記Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、
Ｂ４、及びＢ５がそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、若しくはパーフルオ
ロアルキル基である前記（５ｂ）で表されるフェニル基であり、
前記Ｚ１及びＺ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、パーフルオロ
アルキル基、前記Ａ１、Ａ２及びＡ３がそれぞれ独立にアルキル基、若しくはパーフルオ
ロアルキルアルキル基である前記（５ａ）式で表される置換基、又は前記Ｂ１、Ｂ２、Ｂ
３、Ｂ４、及びＢ５がそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、若しくはパーフ

ルオロアルキル基である前記（５ｂ）式で表されるフェニル基であることを特徴とする前

30

記［４］に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法を提供する。
［６］本発明は、前記含フッ素単環芳香族化合物が、下記（６）式又は式（７）で表され
る化合物を用いて、臭素（Ｂｒ）又はヨウ素（Ｉ）が核置換された位置に前記Ｘ１及びＸ
２の置換基を導入することにより下記（８）式で表される化合物を合成する工程、及び下

記（８）式で表される化合物のＷ１及びＷ２の置換基において単環芳香環と化学結合する
炭素に結合する２つの水素原子を臭素化する工程、を有する合成方法によって製造される
ことを特徴する前記［４］又は［５］に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法を提
供する。
【化２２】
40
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【化２３】

10
【化２４】

20
［式中、Ｙ１、Ｙ２、Ｘ１及びＸ２は、前記と同じ置換基であり、Ｗ１、Ｗ２は、それぞ
れ独立にメチル基、又はメチル基の１つの水素原子が前記Ｚ１，Ｚ２で置換される基であ
る。］
［７］本発明は、前記含フッ素単環芳香族化合物が、前記（６）式で示す化合物を用いて
、臭素（Ｂｒ）が核置換された位置に前記Ｘ１及びＸ２の置換基を導入することにより前
記（８）式に示す化合物を合成する工程、及び前記（８）式に示す化合物のＷ１及びＷ２
の置換基において単環芳香環と化学結合する炭素に結合する２つの水素原子を臭素化する
工程、を有する合成方法によって製造されることを特徴する前記［６］に記載の含フッ素
多環芳香族化合物の製造方法を提供する。
［８］本発明は、前記Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立にフッ素原子又はパーフルオロアル

30

キル基であることを特徴とする前記［４］〜［７］のいずれか一項に記載の含フッ素多環
芳香族化合物の製造方法を提供する。
［９］本発明は、前記Ｙ１及びＹ２が、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子又はパーフ
ルオロアルキル基であることを特徴とする請求項８に記載の含フッ素多環芳香族化合物の
製造方法を提供する。
［１０］本発明は、前記Ｚ１及びＺ２が、水素原子であることを特徴とする前記［９］に
記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法を提供する。
［１１］本発明は、前記含フッ素単環芳香族化合物と、フマロニトリル又はマレオニトリ
ルとのディールス・アルダー環化付加反応を行い、引き続いて環化四量化又は環化三量化
の反応を行うことで含フッ素ナフタロシアニン化合物を製造することを特徴とする前記［

40

４］〜［１０］のいずれか一項に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法を提供する
。
［１２］本発明は、前記含フッ素単環芳香族化合物と、パラ−ベンゾキノンとのディール
ス・アルダー環化付加反応によって酸素原子が含まれる含フッ素多環芳香族化合物を合成
する工程、及び前記酸素原子が含まれる含フッ素多環芳香族化合物をシリルエチニル化し
た後、還元することによって含フッ素シリルエチニルペンタセン化合物を合成する工程、
を有することを特徴とする前記［４］〜［１０］のいずれか一項に記載の含フッ素多環芳
香族化合物の製造方法を提供する。
［１３］本発明は、前記含フッ素単環芳香族化合物と、パラ−ベンゾキノンとのディール
ス・アルダー環化付加反応によって酸素原子が含まれる含フッ素多環芳香族化合物を合成
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する工程、及び前記酸素原子が含まれる含フッ素多環芳香族化合物を還元することによっ
て含フッ素ペンタセン化合物を合成する工程、を有することを特徴とする前記［４］〜［
１０］のいずれか一項に記載の含フッ素多環芳香族化合物の製造方法を提供する。
［１４］本発明は、前記［１１］〜［１３］のいずれか一項に記載の製造方法によって製
造される含フッ素多環芳香族化合物を、有機半導体材料として用いることを特徴とする有
機薄膜トランジスタの製造方法を提供する。
［１５］本発明は、前記［１１］〜［１３］のいずれか一項に記載の製造方法によって製
造される含フッ素多環芳香族化合物を、電子輸送層、陰極側バッファ層、又は中間電極に
接するバッファ層に含まれる電子移動材料として用いることを特徴とする太陽電池の製造
方法を提供する。

10

［１６］本発明は、前記［１１］に記載の製造方法によって製造される含フッ素多環芳香
族化合物を、電荷発生層に含まれる電荷発生材料として用いることを特徴とする電子写真
感光体の製造方法を提供する。
［１７］本発明は、前記［１１］に記載の製造方法によって製造される含フッ素多環芳香
族化合物を、発光層に含まれる発光材料として用いることを特徴とする有機発光素子の製
造方法を提供する。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、含フッ素ペンタセン及び含フッ素ナフタロシアニンの含フッ素多環芳
香族化合物として、従来の含フッ素多環芳香族化合物では得られかった機能の付与、又は
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電子移動度の向上若しくは耐熱性及び耐久性の向上、等の物性若しくは特性の改良を図っ
た新規の含フッ素多環芳香族化合物を提供することができる。また、本発明の製造方法に
よれば、少ない工数で本発明の含フッ素多環芳香族化合物を容易に合成することができる
だけでなく、分子骨格内の所望の結合位置に、フッ素原子及び様々な含フッ素置換基を導
入できるため、従来のフッ素多環芳香族化合物の製造方法では合成することが困難であっ
た化合物の合成が可能になる。
【００１８】
本発明の製造方法において反応中間体として使用する含フッ素単環芳香族化合物は、特
注品として入手して使用できるだけでなく、市販の原料からも容易に合成できることから
、汎用性と利用性が高い原料である。そのため、本発明による含フッ素多環芳香族化合物

30

の製造方法において低コストで高純度の原料として使用することができ、結果的に、含フ
ッ素多環芳香族化合物のコスト低減に貢献する。
【００１９】
また、本発明の製造方法によって得られる含フッ素多環芳香族化合物は、通常の有機溶
媒だけでなく、フッ素系（フルオラス）溶媒に対しても溶解性が高くなるため、有機エレ
クトロニクス材料、表示材料及び高分子機能材料の分野において素子又はデバイスを形成
するときに必要な製膜を塗布、噴霧及び接触等によるウェットプロセスで行うことができ
るようになる。また、ウェットプロセスだけでなく、従来から行われている真空蒸着法、
ＭＢＥ法又は気相輸送成長法等のドライプロセスによっても製膜が可能であるため、素子
化又はデバイス化において適用範囲の拡大を図ることができる。

40

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明によって製造される有機薄膜トランジスタの基本的な層構成を示す断面図
である。
【図２】本発明によって製造される積層機能分離型電子写真感光体の基本的な層構成を示
す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
本明細書において、ペンタセン化合物とは、炭素６員環が５以上縮合した骨格をいい、
シリルエチニル化されたペンタセン化合物も含まれる。含フッ素ペンタセン化合物とは、
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ペンタセン骨格を形成する炭素原子の少なくとも１つがフッ素原子、フッ素原子を含むア
ルキル基、又はパーフルオロアルキル基と結合している化合物をいう。
【００２２】
また、ナフタロシアニン化合物とは、トリフェニルナフタロシアニン化合物及びテトラ
フェニルナフタロシアニン化合物をいい、含フッ素ナフタロシアニン化合物とは、ナフタ
レン骨格を形成する炭素原子の少なくとも１つがフッ素原子、フッ素原子を含むアルキル
基、パーフルオロアルキル基又は置換若しくは無置換のアリール基と結合している化合物
をいう。
【００２３】
本発明の含フッ素多環芳香族化合物は、３環以上の共役系多環芳香族基を有する含フッ

10

素ペンタセン化合物及び含フッ素ナフタロシアニン化合物において、前記共役系多環芳香
族基の両末端に位置する芳香族基の少なくとも一つがパーフルオロアルキル基で核置換さ
れた含フッ素多環芳香族化合物である。さらに、下記の（１）式、（２）式、（３）式及
び（４）式のいずれかに表されるように、前記共役系多環芳香族基の両末端に位置する芳
香族基の少なくとも一つが、２以上のパーフルオロアルキル基で核置換され、且つ、少な
くとも前記芳香族基のオルト位に２つのパーフルオロアルキル基が結合する。
【００２４】
含フッ素ペンタセン化合物及び含フッ素ナフタロシアニン化合物として、前記共役系多
環芳香族基の少なくとも一つが１又は２以上のフッ素原子又はパーフルオロアルキル基で
置換されたものは、すでに周知又は公知である。また、前記共役系多環芳香族基の両末端

20

に位置する芳香族基の少なくとも一つに、パーフルオロアルキル基の一つが核置換した化
合物についても公知である（例えば、前記非特許文献１を参照）。
【００２５】
それに対して、本発明の含フッ素多環芳香族化合物は、２以上のパーフルオロアルキル
基によって、前記前記共役系多環芳香族基の両末端に位置する芳香族基の少なくとも一つ
がオルト位で核置換される構造を有する。その構造により従来の含フッ素多環芳香族化合
物では得られかった機能の付与、又は電子移動度、耐熱性及び耐久性の向上を図ることが
できる。また、フッ素系（フルオラス）溶媒に対しても溶解性が高くなるため、有機エレ
クトロニクス材料、表示材料及び高分子機能材料の分野において素子又はデバイスを形成
するときに必要な製膜をウェットプロセスで行うことができるようになる。さらに、パー
フルオロアルキル基の種類、置換数及び置換位置は、原料となる材料（含フッ素単環芳香
族化合物）を、物性や特性に応じて、適宜、選択することにより容易に変更することがで
きるため、有機エレクトロニクス材料等の用途に対して材料の選択幅が広がるという利点
を有する。
【００２６】
以下、本発明の含フッ素多環芳香族化合物を詳細に説明する。本発明の含フッ素多環芳
香族化合物は、具体的に、下記の（１）式、（２）式、（３）式及び（４）式のいずれか
で表される含フッ素多環芳香族化合物である。
【００２７】
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【化２５】

10

【化２６】
20

30

【化２７】
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【化２８】

【００２８】
前記の（１）式、（２）式、（３）式、及び（４）式において、Ｍは２個の水素原子、

10

２価の金属、又は３価若しくは４価の金属若しくは半金属の誘導体を示し、Ｘ１及びＸ２
は、それぞれ独立にパーフルオロアルキル基であり、Ｘ３及びＸ４は、それぞれ独立に水
素原子、フッ素原子、塩素原子、フッ素化若しくはパーフルオロ化されてもよいアルキル
基、フッ素化されないアルキル基、又はフッ素化されないフェニル基である。Ｙ１及びＹ
２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素アルキル基、下記（１

ａ）式で表される置換基、下記（１ｂ）式で表されるフェニル基、置換若しくは無置換の
縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。Ｚ１及びＺ２は、
それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素アルキル基、下記（１ａ）式
で表される置換基、下記（１ｂ）で表されるフェニル基、置換若しくは無置換の縮合多環
芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、それ

20

ぞれ独立に水素、フッ素、塩素、フッ素化されていない直鎖状又は分岐状のアルキル基又
はアルコキシ基、フッ素化又はパーフルオロ化されてもよい直鎖状又は分岐状のアルキル
基又はアルコキシ基、フッ素化又はパーフルオロ化されてもよいアリール基である。
【００２９】
【化２９】

前記（１ａ）式中、Ａ１、Ａ２及びＡ３は、アルキル基、フェニル基、又は含フッ素ア

30

ルキル基である。
【００３０】
【化３０】

前記（１ｂ）式中、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４及びＢ５は、それぞれ独立に水素原子、フ

40

ッ素原子、塩素原子、第３級アルキル基、含フッ素第３級アルキル基、パーフルオロアル
キル基、アルコキシ基、アシル基、エステル置換基、アミド置換基、又はフェニル基であ
る。
【００３１】
本発明の含フッ素多環芳香族化合物が、前記一般式（１）で表されるトリフェニルナフ
タロシアニンの環化３量体、又は前記一般式（２）で表されるテトラフェニルナフタロシ
アニンの環化４量体から構成される含フッ素ナフタロシアニン化合物である場合は、前記
Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立に、−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７
、及び−Ｃ１０Ｆ２１の群から選ばれるいずれか１つのパーフルオロアルキル基である。
それにより、有機半導体材料、電子移動材料、電荷発生材料及び発光材料のいずれかにお
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いて、電子移動度、耐熱性及び耐久性の向上、並びに溶媒に対する高い溶解性によってウ
ェットプロセスを行うときに製膜性の向上が図れる。
【００３２】
また、本発明の含フッ素多環芳香族化合物が、前記一般式（３）である含フッ素シリル
エチニルペンタセン化合物、又は前記一般式（４）で表される含フッ素ペンタセン化合物
である場合は、前記Ｘ１及びＸ２が、それぞれ独立に、−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ
１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキル基であり、

前記Ｘ３及びＸ４が、それぞれ独立に、水素原子又は−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１
３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１の群から選ばれるいずれか１つのパーフルオロア

ルキル基である。それにより、有機半導体材料又は電子移動材料において、電子移動度、

10

耐熱性及び耐久性の向上、並びに溶媒に対する高い溶解性によってウェットプロセスを行
うときに製膜性の向上が図れる。
【００３３】
＜含フッ素多環芳香族化合物の製造方法＞
本発明による含フッ素多環芳香族化合物の製造方法を、次に説明する。
【００３４】
本発明の製造方法においては、含フッ素多環芳香族化合物として含フッ素ペンタセン化
合物及び含フッ素ナフタロシアニン化合物を製造するとき、下記（５）式で表される含フ
ッ素単環芳香族化合物を反応中間体として使用する。
【００３５】
【化３１】

20

30
［式中、Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立にフッ素原子又は含フッ素アルキル基であり、Ｙ
１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素アルキル基、

下記（５ａ）式で表される置換基、下記（５ｂ）式で表されるフェニル基、置換若しくは
無置換の縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。Ｚ１及び
Ｚ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素アルキル基、下記（
５ａ）式で表される置換基、下記（５ｂ）で表されるフェニル基、置換若しくは無置換の
縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。］
【化３２】
40

［式中、Ａ１、Ａ２及びＡ３は、アルキル基、フェニル基、又は含フッ素アルキル基であ
る。］
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【化３３】

［式中、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４及びＢ５は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩
素原子、第３級アルキル基、含フッ素第３級アルキル基、パーフルオロアルキル基、アル

10

コキシ基、アシル基、エステル置換基、アミド置換基、又はフェニル基である。］
【００３６】
上記（５）式で示す含フッ素単環芳香族化合物は、単環芳香環に２つのジブロモアルキ
ル基がオルト位で結合している。この化合物の脱ブロム化によってオルトキノジメタン中
間体を発生させ、引き続きアルケンとのディールス・アルダー付加反応を行い、同時に脱
臭化水素によって芳香環を形成することで、本発明による含フッ素ペンタセン化合物及び
含フッ素ナフタロシアニン化合物の製造を行うことができる。
【００３７】
＜含フッ素ナフタロシアニン化合物の製造方法＞
含フッ素ナフタロシアニン化合物は、上記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物
とフマロニトリル又はマレオニトリルとを用いて、基本的に下記の合成スキーム１に従っ
て製造される。下記の合成スキーム１は、上記（１）式で表される含フッ素ナフタロシア
ニン化合物の中で、Ｍが２個の水素原子であって、環化四量化反応によって合成される含
フッ素のテトラフェニルナフタロシアニン化合物、又は上記（２）式で表される含フッ素
ナフタロシアニン化合物の中で、Ｍが金属又はホウ素（Ｂ）であって、環化三量化反応に
よって合成されるトリフェニルナフタロシアニン化合物、のそれぞれの合成例である。
＜スキーム１＞
【００３８】
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【化３４】

10
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【００３９】
上記スキーム１において、ディールス・アルダー付加反応を、例えば、ジメチルホルム

40

アミド（ＤＭＦ）、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）又はジメチルスルフォキシド（ＤＭ
ＳＯ）等の極性非プロトン溶媒中でヨウ化ナトリウム（ＮａＩ）等の還元剤を用いて５０
℃以上の温度で所定時間加熱して行うことにより、上記スキーム１の式（９）で表される
ナフタレン−２，３−ジカルボニトリル（又は２，３−ジシアノナフタレン）を合成する
ことができる。得られたナフタレン−２，３−ジカルボニトリルを用いて、例えば、環化
四量化反応を行う場合は、ＤＭＦ、ＤＭＡ又はＤＭＳＯ等の極性非プロトン溶媒中で、硫
酸ナトリウムと（ＣＨ３）３ＳｉＮＨＳｉ（ＣＨ３）３等のシリル化合物とを添加し、１
００℃以上の温度で所定時間加熱反応させることにより、含フッ素ナフタロシアニン化合
物（上記スキーム１において（１０）式で表される化合物）を製造することができる。
【００４０】
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上記（１）式で表される含フッ素ナフタロシアニン化合物において、Ｍが２個の水原子
を含む化合物（上記（１０）式で表される化合物）に代えて、Ｍが２個の金属又は３価若
しくは４価の金属の誘導体である場合でも、公知の合成方法で製造することができる（前
記特許文献６又は日本結晶学会誌、Ｖｏｌ５４、２０１２、ｐ３４５−３５１を参照）。
例えば、上記スキーム１において（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物を用いて
合成される含フッ素のナフタレン−２，３−ジカルボニトリル（スキーム３の（９）式で
表される化合物）を、金属又は金属誘導体と反応させて環化四量化反応を行うことによっ
て製造することができる。金属又は金属誘導体としては、例えば、Ａｌ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ
、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｄ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｐｔ、
Ｐｂ等の金属及びこれらのハロゲン化合物、カルボン酸化合物、硫酸塩、硝酸塩、カルボ

10

ニル化合物、酸化物、錯体等が挙げられる。
【００４１】
また、上記スキーム１の（９）で表される含フッ素のナフタレン−２，３−ジカルボニ
トリルを用いることにより、前記特許文献６で開示される合成方法に従って下記（１２）
式で表される含フッ素の１，３−ジイミノベンゾインドリドン化合物を合成してもよい。
このようにして合成される含フッ素の１，３−ジイミノベンゾインドリドン化合物を、含
フッ素のナフタレン−２，３−ジカルボニトリルの場合と同じように金属又は金属誘導体
と反応させて環化四量化反応を行うことによって、上記（１）式で表される、Ｍが２個の
金属又は３価若しくは４価の金属の誘導体である含フッ素ナフタロシアニン化合物を製造
することができる。ここで、前記Ｍとしては、例えば、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｔｉ、

20

Ｖ等が挙げられる。
【００４２】
【化３５】

【００４３】

30

また、上記スキーム１において、Ｍとして、例えば、ホウ素（Ｂ）を含有する化合物を
環化三量化反応によって合成を行う場合は、ジクロロベンゼン等の溶媒中で、三塩化ホウ
素を含む非極性の炭化水素溶液（例えばヘプタン溶液）を添加し、１００℃以上の温度で
所定時間加熱反応させることにより、ホウ素を含む含フッ素トリフェニルナフタロシアニ
ン化合物（上記スキーム１において（１１）式で表される化合物）を製造することができ
る。
【００４４】
上記スキーム１に示すように、反応中間体として上記（５）式で表される含フッ素単環
芳香族化合物を使用することにより、基本的にディールス・アルダー付加反応と環化四量
化又は環化三量化の反応による２段階という少ない合成スキームで含フッ素ナフタロシア
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ニン化合物を製造することができる。また、前記特許文献６に開示されているフッ素を含
むテトラフェニルナフタロシアニンとは異なり、ナフタレン骨格を形成する炭素原子の少
なくとも１つがフッ素原子だけでなく、フッ素原子を含むアルキル基、パーフルオロアル
キル基と結合する化合物を製造することができる。特に、オルト位置で２つのパーフルオ
ロアルキル基と核置換する化合物を容易に、且つ、低コストで得るためには、上記スキー
ム１に従って合成を行うのが好適である。それにより、耐熱性及び有機溶剤やフッ素系（
フルオラス）溶媒又は樹脂に対する溶解性の向上だけでなく、電子移動度等の特性向上や
新しい機能の付与を行うときに好適な化合物を提供することができる。
【００４５】
＜含フッ素シリルエチルペンタセン化合物の製造方法＞
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含フッ素シリルエチルペンタセン化合物は、上記（５）式で表される含フッ素単環芳香
族化合物とパラ−ベンゾキノンとを用いて、基本的に下記の合成スキーム２に従って製造
される。
＜スキーム２＞
【００４６】
【化３６】

10

20

30

［式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、それぞれ独立に水素、フッ素、塩素、フッ素化されていな
い直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、フッ素化又はパーフルオロ化されて

40

もよい直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、フッ素化又はパーフルオロ化さ
れてもよいアリール基である。］
【００４７】
上記スキーム２において、シリルエチニル化反応は、例えば、前記特許文献４及び特表
２０１０−５２０２４１号公報に開示された方法に従って行うことができる。具体的には
、シリルアセチレン化合物から調製したアルキニルリチウムを対応するペンタセンキノン
（スキーム２において（１３）式で表される化合物）に付加してシリルエチニル化反応を
行い、続いてヨウ化水素（ＨＩ）及び塩化スズ（ＩＩ）等の還元剤による還元反応によっ
て含フッ素シリルエチニルペンタセン化合物（スキーム２において（３）式で表される化
合物）を合成することができる。
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【００４８】
上記スキーム２に示すように、反応中間体として上記（５）式で表される含フッ素単環
芳香族化合物を使用することにより、基本的にディールス・アルダー付加反応、シリルエ
チニル化反応及び還元反応の３段階という少ない合成スキームで含フッ素シリルエチニル
ペンタセン化合物を製造することができる。また、上記のスキーム２に従って合成される
含フッ素シリルエチルペンタセン化合物は、前記特許文献１に記載される四フッ化硫黄及
び／又はフッ化水素等のフッ素化剤を、合成途中で使用する必要がないため、安全性の点
でも利便性の高い製造方法である。
【００４９】
さらに、本発明の製造方法は、上記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物の化

10

学構造を変更するだけで、同じ合成スキームに従い、ペンタセン骨格を形成する炭素原子
の少なくとも１つがフッ素原子、フッ素原子を含むアルキル基、又はパーフルオロアルキ
ル基と結合する含フッ素ペンタセン化合物を容易に製造することができる。一方、前記特
許文献１〜２又は特許文献３に開示された合成方法では、使用する原料及び合成方法に制
約があるため、ペンタセン骨格を形成する炭素原子と結合する置換基がフッ素原子及びパ
ーフルオロアルキル基のどちらかに制約される。このように、本願発明の製造方法は、様
々な化学構造を有する含フッ素ペンタセン化合物を提供することができるため、従来の含
フッ素多環芳香族化合物では得られかった機能の付与、又は電子移動度の向上や耐熱性及
び耐久性の向上等の物性若しくは特性の改良を図ることが可能になる。
【００５０】

20

＜含フッ素ペンタセン化合物の製造方法＞
含フッ素ペンタセン化合物は、上記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物とパ
ラーベンゾキノン（１，４−ベンゾキノン）とを用いて、基本的に下記の合成スキーム３
に従って製造される。
＜スキーム３＞
【００５１】
【化３７】

30

40

【００５２】
上記スキーム３においてディールス・アルダー付加反応は、例えば、ジメチルホルムア
ミド（ＤＭＦ）、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）又はジメチルスルフォキシド（ＤＭＳ
Ｏ）等の極性非プロトン溶媒中で、ヨウ化カリウム（ＫＩ）等の還元剤を用いて行うこと
ができる。このディールス・アルダー付加反応においては、上記（５）式で表される含フ
ッ素単環芳香族化合物の脱臭化水素反応による芳香環の形成が同時に進行する。また、還
元反応は、水素化ホウ素ナトリウム（ＮａＢＨ４）または水素化リチウムアルミニウム（
ＬｉＡｌＨ４）を作用させた後、引き続いて塩化錫（II）（ＳｎＣｌ２）又はその水和物
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、ヨウ化水素（ＨＩ）、及び有機金属錯体等の還元剤を使用して行うことができる。
【００５３】
上記スキーム３に示すように、反応中間体として上記（５）式で表される含フッ素単環
芳香族化合物を使用することにより、基本的にディールス・アルダー付加反応と還元反応
の２段階という少ない合成スキームで含フッ素ペンタセン化合物（上記スキーム３におい
て（４）式で表される化合物）を製造することができる。また、上記スキーム３に従って
合成される含フッ素ペンタセンは、上記のスキーム２に従って合成される含フッ素シリル
エチニルペンタセン化合物の場合と同様に、合成途中でフッ素化剤として四フッ化硫黄及
び／又はフッ化水素等を使用する必要がないため、安全性の点でも利便性の高い製造方法
である。

10

【００５４】
＜含フッ素単環芳香族化合物及びその合成方法＞
次に、上記（５）式で示す含フッ素単環芳香族化合物について具体例を挙げて説明する
。
【００５５】
本発明は、上記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物において、Ｘ１及びＸ２
は独立にフッ素原子又は含フッ素アルキル基であり、含フッ素アルキル基としては、フッ
素原子を少なくとも１つ以上含む炭素１〜１２のアルキル基が挙げられる。前記含フッ素
アルキル基には、パーフルオロアルキル基が含まれる。
【００５６】

20

本発明においては、有機溶媒やフッ素系（フルオラス）溶媒又は樹脂への溶解性の付与
だけでなく、電子移動度の向上や耐熱性及び耐久性の向上等の物性若しくは特性の改良を
図った新規のフッ素多環芳香族化合物を提供するという本願発明の効果を奏するため、Ｘ
１及びＸ２がフッ素又はパーフルオロアルキル基であることが好ましい。さらに、パーフ

ルオロアルキル基としては、炭素数１〜１２の直鎖状パーフルオロアルキル基が好ましく
、立体障害による分子間相互作用の低下を抑制するため炭素数１〜１０の直鎖状パーフル
オロアルキル基がより好ましい。炭素数１〜１０の直鎖状パーフルオロアルキル基の具体
例としては、材料の合成及び入手が比較的容易である点から、例えば、−ＣＦ３、−Ｃ４
Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、−Ｃ１０Ｆ２１等が挙げられる。本発明において上
記（１）式〜（４）式で表される化合物のいずれかを合成するときは、少なくともＸ１及

30

びＸ２が、それぞれ独立に、炭素数１〜１２、好ましくは炭素数１〜１０の直鎖状パーフ
ルオロアルキル基である含フッ素単環芳香族化合物を用いる。
【００５７】
また、Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、含フッ素ア
ルキル基、上記（５ａ）式で表される置換基、上記（５ｂ）式で示すフェニル基、置換若
しくは無置換の縮合多環芳香族基、又は置換若しくは無置換の芳香族複素環基である。な
お、Ｙ１及びＹ２として、−ＣＨ３、−ＣＨ２−及び−ＣＨ＜のように、ベンゼン環に結
合する炭素に水素原子の少なくとも１個以上が結合する直鎖状又は分岐状の置換基は好ま
しくない。これらの置換基によって前記の化合物（５）の合成段階を阻害するのみならず
、その脱ブロム化によるオルトキノジメタン中間体の生成が阻害されるためである。

40

【００５８】
上記（５ａ）式で表される置換基において、Ａ１、Ａ２、Ａ３は、独立に、それぞれア
ルキル基、フェニル基、又は含フッ素アルキル基である。また、置換若しくは無置換の縮
合多環芳香族基とは、例えば、ナフチル基、アントラセニル基、ピレニル基等の骨格を形
成する環構造の少なくとも１つ以上の環員に１個以上の原子を有する１価の置換基（例え
ば、ハロゲン、アルキル基、パーフルオロアルキル基を含むフッ素含有アルキル基等）で
核置換されたものをいう。置換若しくは無置換の芳香族複素環基とは、環構造内にＯ、Ｎ
、Ｓ及びＳｅの少なくとも１つを有する環構造（例えば、チオフェン、ピリジン等）の少
なくとも１つ以上の環員に１個以上の原子を有する１価の置換基（例えば、ハロゲン、ア
ルキル基、パーフルオロアルキル基を含むフッ素含有アルキル基等）で核置換されたもの
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をいう。
【００５９】
本発明においては、有機溶媒やフッ素系（フルオラス）溶媒又は樹脂への溶解性の付与
だけでなく、電子移動度の向上や耐熱性及び耐久性の向上等の物性若しくは特性の改良を
図った新規のフッ素多環芳香族化合物を提供することができること、及び材料の合成や入
手が比較的容易であること等の点から、上記Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、
フッ素原子、塩素原子、パーフルオロアルキル基、前記Ａ１、Ａ２及びＡ３がそれぞれ独
立にアルキル基若しくはパーフルオロアルキルアルキル基である前記（５ａ）で表される
置換基、又は前記Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、及びＢ５がそれぞれ独立に水素原子、フッ素
原子、塩素原子、若しくはパーフルオロアルキル基である前記（５ｂ）で表されるフェニ

10

ル基であることが好ましい。
【００６０】
さらに、上記Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子又はパーフルオロ
アルキル基であることがより好ましい。上記Ｙ１及びＹ２がこれらの置換基を有する含フ
ッ素単環芳香族化合物は、材料の合成や入手が容易であるため、他の化合物に比べて原料
コストの低減を図ることができるだけでなく、高純度のものが得られやすい。原料入手が
より容易であることから、上記Ｙ１及びＹ２は同じ置換基であることが特に好ましい。
【００６１】
また、上記Ｚ１及びＺ２も、同じ理由により、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、
塩素原子、パーフルオロアルキル基、前記Ａ１、Ａ２及びＡ３がそれぞれ独立にアルキル

20

基若しくはパーフルオロアルキルアルキル基である前記（５ａ）で表される置換基、又は
前記Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、及びＢ５がそれぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原
子、若しくはパーフルオロアルキル基である前記（５ｂ）で表されるフェニル基であるこ
とが好ましく、原料入手の容易さの点から同じ置換基であることが特に好ましい。
【００６２】
さらに、上記Ｚ１及びＺ２は、水素原子であることがより好ましい。上記Ｚ１及びＺ２
が水素である含フッ素単環芳香族化合物は、材料の合成や入手が容易であるため、高純度
のものが得られやすく、他の化合物に比べて原料コストの低減を図ることができる。
【００６３】
＜含フッ素単環芳香族化合物の合成方法＞
上記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物は、上記スキーム１〜３の合成工程
において基本の原料として使用されるが、本発明においては市販の別の原料から合成した
ものを使用してもよい。例えば、市販の原料として下記（６）式又は（７）式で表される
単環状芳香族化合物を使用して下記の合成スキーム４によって合成することができる。下
記（６）式又は（７）式で表される単環状芳香族化合物は、オルト位で２つの臭素（Ｂｒ
）又は２つのヨウ素（Ｉ）が核置換した化学構造を有する化合物である。
＜スキーム４＞
【００６４】
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【化３８】

10

【００６５】
合成スキーム４に示すように、上記（１）式で表される含フッ素単環状芳香族化合物は
、上記（６）式又は（７）式で表される単環状芳香族化合物において、それぞれ臭素（Ｂ
ｒ）又はヨウ素（Ｉ）が核置換された位置に前記Ｘ１及びＸ２の置換基を導入することに

20

より、上記（８）式で表される化合物を合成する工程、及び上記（８）式で表される化合
物のＷ１及びＷ２の置換基において単環芳香環と化学結合する炭素に結合する２つの水素
原子を臭素化する工程、を有する合成方法によって製造される。
【００６６】
上記スキーム４において前記Ｘ１及びＸ２としてパーフルオロ基（以下、Ｒｆ−と略す
。）を導入する場合は、例えば、極性非プロトン溶媒中で銅粉の存在下に、上記（６）式
又は（７）式で表される化合物と、Ｒｆ−Ｉ又はＲｆ−Ｂｒ等の化合物とを反応させるこ
とにより導入することができる。また、前記Ｘ１及びＸ２としてフッ素原子を導入する場
合は、四フッ化硫黄及び／又はフッ化水素等のフッ素化剤を用いて上記（６）式又は（７
）式で表される化合物をフッ素化してもよい。

30

【００６７】
上記（６）式及び（７）式で表される化合物の中で、本発明においては、上記（８）で
表される化合物の合成が容易で、高純度の原料が入手しやすいという点から、上記（６）
式で表される化合物を使用することが好ましい。
【００６８】
上記スキーム４において上記Ｗ１及びＷ２の臭素化は、例えば、ラジカル置換、求電子
付加反応において臭素源として一般的に使用されるＮ−ブロモスクシンイミド（ＮＢＳ）
等の化合物と、ベンゾイルパーオキシド（ＢＰＯ）等の過酸化物とを反応させることによ
りラジカル反応機構を利用して行うことができる。ここで、臭素化反応によって生成する
反応副生成物だけが溶解しない溶媒、例えば、四塩化炭素等を共存させて反応を行った後
、濾過分別法等により上記（５）式で表される化合物の単離が容易になる。
【００６９】
上記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物の代表例を下記に示すが、本発明は
これらの化合物に限定されるものではない。下記の（５−１）〜（５−１２）で示す化合
物において、（Ｆ）Ｒｆは、フッ素原子、又は−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−
Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキル基を示し、Ｃ１〜Ｃ
５は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子、塩素原子、又はアルキル基を示す。

【００７０】
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【化３９】
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【００７１】
また、上記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物を合成するための原料として
使用する上記（６）式、（７）式、及び（８）式でそれぞれ表される化合物の代表例は、
上記［５−１］〜［５−１２］に示す化合物に対応して、置換基として表されるＷ１及び
Ｗ２が、−ＣＨ３、−Ｃ（Ｆ）Ｈ２、−Ｃ（Ｒｆ）Ｈ２、Ｃ１〜Ｃ５に置換基を有するア

40

リール基、−Ｃ[Ｃ（ＣＨ３）３]Ｈ２、−Ｃ（Ｃｌ）Ｈ２である。ここで、Ｒｆは−ＣＦ
３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、−Ｃ１０Ｆ２１のパーフルオロアルキル

基である。
【００７２】
＜含フッ素多環芳香族化合物の代表例＞
次に、上記（５）式で表される含フッ素単環芳香族化合物を用いて製造される含フッ素
多環芳香族化合物の代表例を下記に示すが、本発明はこれらの化合物に限定されるもので
はない。
【００７３】
まず、上記スキーム１に従って製造される上記（１）式で表される含フッ素のテトラフ
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ェニルナフタロシアニン化合物の代表例を下記に示す。下記の［１−１］〜［１−９］で
示す化合物において、（Ｆ）Ｒｆは、フッ素原子、又は−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ
１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキル基を示し、

Ｃ１〜Ｃ５は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子、塩素原子、又はアルキル基を示
す。
【００７４】
【化４０】
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20

【００７５】
さらに、上記（１）式で表される含フッ素のテトラフェニルナフタロシアニン化合物の
構造において、窒素と結合する水素原子（Ｈ）に変えて、Ｍとして２価、３価又は４価の
金属が結合する化合物の代表例を下記に示す。下記の［１−１０］〜［１−１８］で示す
化合物において、（Ｆ）Ｒｆは、それぞれ独立に、フッ素原子、又は−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ
９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキ

30

ル基を示し、Ｃ１〜Ｃ５は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子、又はアル
キル基を示す。
【００７６】
【化４１】
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【００７７】
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さらに、上記（２）式で表される含フッ素のトリフェニルナフタロシアニン化合物の代
表例を下記に示す。下記の［２−１］〜［２−９］で示す化合物において、（Ｆ）Ｒｆは
、それぞれ独立に、フッ素原子、又は−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１
７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキル基を示し、Ｃ１〜Ｃ５は、そ

れぞれ独立に、水素原子、フッ素原子、塩素原子、又はアルキル基を示す。
【００７８】
【化４２】
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【００７９】
さらに、上記（２）式で表される含フッ素のトリフェニルナフタロシアニン化合物の構
造において、窒素と結合する水素原子（Ｈ）に変えて、Ｍとして２価、３価又は４価の金
属、又は４価のホウ素等が結合する化合物の代表例を下記に示す。なお、４価の元素の場
合は前記トリフェニルナフタロシアニン化合物に含まれる３つの窒素以外にも別の配位子
（例えば、ハロゲン等）と結合するが、下記の代表例では別の配位子の記載を省略してい
る。
【００８０】
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【化４３】
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【００８１】
次に、上記スキーム２に従って製造される上記（３）式で表される含フッ素シリルエチ
ニルペンタセン化合物の代表例を下記に示す。下記の［３−１］〜［３−１１］で示す化
合物において、（Ｆ）Ｒｆは、それぞれ独立に、フッ素原子又は−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、
−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキル基
を示し、Ｒｆ（Ｈ，Ｆ）は、それぞれ独立に、−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−

30

Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキル基、又は水原子若し
くはフッ素原子を示す。また、Ｃ１〜Ｃ５は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩
素原子、又はアルキル基を示す。また、Ｓｉと結合するＲは、炭素数が１〜１０のアルキ
ル基を示す。
【００８２】
【化４４】
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【００８３】
次に、上記スキーム３に従って製造される上記（４）式で表される含フッ素ペンタセン
化合物の代表例を下記に示す。下記の［４−１］〜［４−１２］で示す化合物において、
Ｒｆ（Ｆ）は、それぞれ独立に、フッ素原子又は−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、
−Ｃ８Ｆ１７、及び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキル基を示し、Ｒｆ（
Ｈ，Ｆ）は、それぞれ独立に、−ＣＦ３、−Ｃ４Ｆ９、−Ｃ６Ｆ１３、−Ｃ８Ｆ１７、及
び−Ｃ１０Ｆ２１のいずれかのパーフルオロアルキル基、又は水原子若しくはフッ素原子
を示す。。また、Ｃ１〜Ｃ５は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、塩素原子又はア
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ルキル基を示す。
【００８４】
【化４５】
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【００８５】
＜有機薄膜トランジスタの製造方法＞
本発明によって製造される上記の（１）式、（２）式、（３）式、及び（４）式で表さ
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れる含フッ素多環芳香族化合物は、有機薄膜トランジスタを構成する有機半導体層に含ま
れる有機半導体材料として使用することができる。そこで、本発明による有機薄膜トラン
ジスタの製造方法について説明する。
【００８６】
本発明によって製造される有機薄膜トランジスタの基本的な層構成を示す断面図を図１
に示す。図１（ａ）はトップコンタクト型の有機薄膜トランジスタであり、基板１、ゲー
ト電極２、ゲート絶縁膜３、ソース電極４、ドレイン電極５、及び有機半導体層６を有し
、有機半導体層６の上にソース電極４及びドレイン電極５が配置される構造である。図１
（ｂ）はボトムコンタクト型の有機薄膜トランジスタであり、トップコンタクト型と同じ
層構成を有するが、有機半導体層６の下にソース電極４及びドレイン電極５が配置される

10

点で異なる。いずれも、金属基板−絶縁体―半導体の構造となっており、有機半導体層６
に当接するソース電極４及びドレイン電極５の間における空隙の広さによって、有機半導
体のチャネル長及びチャネル幅が決められる。
【００８７】
図１に示す有機薄膜トランジスタにおいては、ソース電極４及びドレイン電極５の間に
形成される有機半導体層６におけるチャネルを通じてキャリアが移動する。 ここで、ゲ
ート電極２に印加する電圧を調整することによって、有機半導体層６に形成されたチャネ
ルを通じたキャリアの移動を制御することができる。本発明による有機薄膜トランジスタ
においては、有機半導体層が、上記の（１）式、（２）式、（３）式、及び（４）式で表
される含フッ素多環芳香族化合物のいずれかを含むので、有機半導体層６を移動するキャ

20

リアは電子であり、ゲート電極に正の電圧を印加することで、有機半導体層６を移動する
電子の流れ（電流）を制御する。すなわち、本発明による有機薄膜トランジスタは、ｎ型
の有機薄膜トランジスタである。
【００８８】
図１（ａ）に示すトップコンタクト型有機薄膜トランジスタの一般的な製造方法は、基
板１ に ゲート電極２、ゲート絶縁膜３、上記の（１）式、（２）式、（３）式、及び（
４）式で表される含フッ素多環芳香族化合物のいずれかを含む有機半導体層６、 並びに
ソース電極４及びドレイン電極５の薄膜を、順次積層することで行われる。一方、図１（
ｂ）に示すボトムコンタクト型有機薄膜トランジスタの一般的な製造方法では、基板上１
にゲート電極２及びゲート絶縁膜３を積層し、次いでフォトプロセスによりソース電極４

30

及びドレイン電極５の薄膜を精密に加工して形成した後、上記（１）式、（２）式、（３
）式、及び（４）式で表される含フッ素多環芳香族化合物のいずれかを含む有機半導体層
６の薄膜を積層することで、有機薄膜トランジスタを得ることができる。
【００８９】
基板１の材料としては、ガラス、石英、シリコン、金属及びセラミック等のような無機
材料、並びにプラスチックのような有機材料を用いることができる。ここで、基板１の材
料として、金属のような導電性物質を使用した場合には、基板１がゲート電極としての機
能も果たすので、ゲート電極２としての機能を有する基板１に別のゲート電極の製作を省
略することができる。本発明による有機薄膜トランジスタは 、 ゲート電極２、ゲート絶
縁膜３、ソース電極４、ドレイン電極５、及び上記の（１）式、（２）式、（３）式、及

40

び（４）式で表される含フッ素多環芳香族化合物のいずれかを含む有機半導体層６からな
るＭＩＳ（ｍｅｔａｌ−ｉｎｓｕｌａｔｏｒ−ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型薄膜トラ
ンジスタである。このようなＭＩＳ型薄膜トランジスタは、良好なｎ型の有機薄膜トラン
ジスタの特性を示し、別の基板を必要としないので、低コストで容易に製造することがで
きる。また、基板１の材料としてプラスチック基板を使用した場合には、プラスチック基
板を含む有機薄膜トランジスタの全体が、柔軟性を有するため、本発明による有機薄膜ト
ランジスタを、フレキシブルディスプレイの駆動回路、クレジットカードなどのＩＣカー
ド、及び商品に貼り付けて使用するＩＤタグなどのような様々な有機薄膜デバイスに用い
ることができる。ただし、プラスチック基板に用いられるプラスチック材料は、耐熱性、
寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁性、加工性、低通気性及び低吸湿性に優れていることが
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必要である。このようなプラスチック材料としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
エチレンナフタレート、ポ スチレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、及びポリイ
ミド等が挙げられる。
【００９０】
ゲート電極２の材料としては、金、白金、クロム、タングステン、タンタル、ニッケル
、銅、アルミニウム、銀、マグネシウム、及びカルシウム等の金属並びにそれら金属の合
金、並びにポリシリコン、アモルファスシリコン、グラファイト、酸化スズインジウム（
ＩＴＯ）、酸化亜鉛、及び導電性ポリマーが挙げられる。ゲート電極２は、ゲート電極２
の材料を用いて、真空蒸着法、電子ビーム蒸着法、ＲＦスパッタ法、及び印刷法等の周知
10

の成膜方法により形成される。
【００９１】
ゲート絶縁膜３の材料としては、ＳｉＯ２、 Ｓｉ３Ｎ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、 Ｔａ
２Ｏ５、アモルファスシリコン、ポリイミド樹脂、ポリビニルフェノール樹脂、

ポリパ

ラキシリレン樹脂、及びポリメチルメタクリレート樹脂等の材料が挙げられる。ゲート絶
縁膜３は、上記の材料から選択される一種類の材料を用いて、ゲート電極２と同様の周知
の成膜方法により形成されるか、又は上記の材料から選択される二種類以上の材料を混合
し、ゲート電極２と同様の周知の成膜方法により形成される。
【００９２】
ソース電極４及びドレイン電極５の材料としては、金、白金、クロム、タングステン、
タンタル、ニッケル、銅、アルミニウム、銀、マグネシウム、及びカルシウムなどの金属

20

並びにそれら金属の合金、並びにポリシリコン、アモルファスシリコン、グラファイト、
酸化スズインジウム、酸化亜鉛、及び導電性ポリマー等の材料が挙げられる。ソース電極
４及びドレイン電極５は、ソース電極４及びドレイン電極５の材料を用いて、ゲート電極
２と同様の周知の成膜方法により（好ましくは同時に）形成される 。
【００９３】
有機半導体層（有機活性層）６は、上記の（１）式、（２）式、（３）式、及び（４）
式で表される含フッ素多環芳香族化合物のいずれかを用いて、真空蒸着法やＭＢＥ法など
のドライプロセス、又は有機溶媒やフッ素系溶剤に溶解して溶液を用いて印刷法等のウェ
ットプロセスによる周知又は公知の膜作製方法により形成される。本発明においては、ウ
ェットプロセスを採用できるため、有機薄膜トランジスタの製造コストの低減を図ること

30

ができる。
【００９４】
さらに、有機薄膜トランジスタの信頼性及び耐久性を向上させるため、基板１における
ゲート電極２と同じ側の面、基板１におけるゲート電極２と反対側の面、又はその両方に
、透湿防止層（ガスバリア層）を設けることが好ましい。また、基板１に透湿防止層を設
けることによって、有機半導体層に空気中の水分及び／又は酸素が進入することを防止す
ることができる。その結果、有機半導体層の寿命が急激に減少することを防止することが
できる。このような透湿防止層用の材料としては、材質として無機又は有機の材料が使用
できるが、信頼性及び耐久性を向上させる点から、窒化ケイ素及び酸化ケイ素等のような
無機物を用いることが好ましい。また、透湿防止層は、高周波スパッタリング法等の周知

40

の方法により成膜される。
【００９５】
また、本発明による有機薄膜トランジスタにおいては、必要に応じて、基板１に有機又
は無機によるハードコート層及びアンダーコート層のような保護層を設けてもよい。
【００９６】
＜太陽電池の製造方法＞
本発明によって製造される上記（１）式及び（２）式で表される含フッ素ナフタロシア
ニン化合物、及び記（３）式及び（４）式で表される含ペンタセン化合物は、太陽電池を
構成する層に使用する材料として適用することができる。そこで、本発明による太陽電池
の製造方法について説明する。
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【００９７】
本発明の太陽電池は、有機薄膜を積層した構造を有するものであり、一対の電極の間に
各機能に応じた有機層を含む構造であれば特に限定されない。具体的には、安定な絶縁性
基板上に下記の素子構成を有する構造が挙げられる。
（１−１）下部電極／活性層（ｐ層）／活性層（ｎ層）／上部電極
（１−２）下部電極／バッファ層／活性層（ｐ層）／活性層（ｎ層）／上部電極
（１−３）下部電極／活性層（ｐ層）／活性層（ｎ層）／バッファ層／上部電極
（１−４）下部電極／バッファ層／活性層（ｐ層）／活性層（ｎ層）／バッファ層／上部
電極
（１−５）下部電極／バッファ層／活性層（ｐ層）／活性層（ｉ層又はｐ材料とｎ材料の

10

混合槽）／活性層（ｎ層）／バッファ層／上部電極
（１−６）下部電極／活性層（ｐ層）／活性層（ｎ層）／バッファ層／中間電極／バッフ
ァ層／活性層（ｐ層）／活性層（ｎ層）／バッファ層／上部電極
（１−７）下部電極／バッファ層／活性層（ｐ層）／活性層（ｎ層）／バッファ層／中間
電極／バッファ層／活性層（ｐ層）／活性層（ｎ層）／バッファ層／上部電極
（１−８）下部電極／バッファ層／活性層（ｐ層）／活性層（ｉ層、ｐ材料とｎ材料の混
合槽）／活性層（ｎ層）／バッファ層／中間電極／バッファ層／活性層（ｐ層）／活性層
（ｉ層又はｐ材料とｎ材料の混合槽）／活性層（ｎ層）／バッファ層／上部電極
【００９８】
前記素子構成の中で、素子構成（１−２）〜（１−８）のバッファ層、特に陰極側バッ

20

ファ層及び／又は中間電極に接するバッファ層に本発明によって製造される上記の（１）
式、（２）式、（３）式、及び（４）式で表される含フッ素多環芳香族化合物のいずれか
を用いることが好ましく、素子構成（１−３）〜（１−８）のバッファ層、特に陰極側バ
ッファ層及び／又は中間電極に接するバッファ層に本発明による含フッ素多環芳香族化合
物を用いることがより好ましい。以下、各構成部材について簡単に説明する。
【００９９】
前記下部電極及び上部電極の材料は特に制限はなく、公知の導電性材料を使用すること
ができる。例えば、活性層（ｐ層）と接続する電極としては、錫ドープ酸化インジウム（
ＩＴＯ）や金（Ａｕ）、オスニウム（Ｏｓ）、パラジウム（Ｐｄ）等の金属が使用でき、
活性層（ｎ層）と接続する電極としては、銀（Ａｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、インジウ
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ム（Ｉｎ）、カルシウム（Ｃａ）、白金（Ｐｔ）、リチウム（Ｌｉ）等の金属やそれらの
金属からなる二成分金属系が使用できる。ｐ層に接続する電極としては仕事関数の大きい
金属が、また、ｎ層に接続する電極としては仕事関数の小さい金属又は金属系が好ましい
。有機太陽電池の少なくとも一方の面は十分に透明であることが望ましく、透明な面に形
成する電極は、蒸着やスパッタリング等の方法で所望の透明性が確保できるような透明電
極を形成する。
【０１００】
上記活性層においてｎ層として使用される材料は特に限定されないが、電子受容体とし
ての機能を有する化合物が好ましく、例えば、Ｃ６０等のフラーレン化合物、カーボンナ
ノチューブ、ペリレン化合物、多環キノン及びキナクリドン等、高分子系ではＣ−ポリ（

40

フェニレンービニレン）、ＭＥＨ−ＣＮ−ＰＰＶ、シアノ基又はパーフルオロメチル基含
有のポリマー及びポリ（フルロレン）化合物が挙げられる。また、無機化合物の場合は、
ｎ型特性の無機半導体化合物を使用することができる。例えば、ｎ−Ｓｉ、ＧａＡｓ、Ｃ
ｄＳ、ＰｂＳ、ＣＤＳｅ、ＩｎＰ、Ｎｂ２Ｏ５、ＷＯ３及びＦｅ２Ｏ３等のドーピング半
導体及び化合物半導体、また、二酸化チタン（ＴｉＯ２）、一酸化チタン（ＴｉＯ）、三
酸化ニチタン（Ｔｉ２Ｏ３）等の酸化チタン、酸化亜鉛（ＺｎＯ）及び酸化スズ（ＳｎＯ
２）等の導電性酸化物が挙げられ、これらのうちの１種又は２種以上を組み合わせて使用

できる。
【０１０１】
上記活性層のｐ層として使用される電子供与性材料は特に限定されないが、電子供与性

50

(41)

JP 2020‑70289 A 2020.5.7

を示すことが必要であり、正孔受容体としての機能を有する化合物が好ましい。例えば、
Ｎ，Ｎ

−ビス（３−トリル）−Ｎ，Ｎ

−ジナフチル−Ｎ，Ｎ

−ジフェニルベンジジン（ｍＴＰＤ）、Ｎ，Ｎ

−ジフェニルベンジジン（ＮＰＤ）及び４，４

，４

−ト

リス（フェニル−３−トリルアミノ）トリファニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）等の代表され
るアミン化合物、フタロシアニン（Ｐｃ）、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）、亜鉛フタロ
シアニン（ＺｎＰｃ）及びチタニルフタロシアニン（ＴｉＯＰｃ）等のフタロシアニン類
、オクタエチルポリフィリン（ＯＥＰ）、白金オクタエチルポリフィリン（ＰｔＯＥＰ）
及び亜鉛テトラフェニルポリフィリン（ＺｎＴＰＰ）等に代表されるポリフィリン類、ポ
リヘキシルチオフェン（Ｐ３Ｈ）及びメトキシエチルヘキシロキシフェニレンビニレン（
ＭＥＨＰＰＶ）等の主鎖型共役高分子類、並びにポリビニルカルバゾール等に代表される

10

側鎖型高分子類等が挙げられる。
【０１０２】
上記活性層のｉ層は、電子受容性材料（ｎ材料）と電子供与性材料（ｐ材料）の中間の
特性を有する材料を含有してもよいし、電子受容性材料と電子供与性材料とを混合して含
有する混合層であってもよい。
【０１０３】
上記バッファ層は、有機薄膜太陽電池の上部電極と下部電極が短絡し、セル作製の歩留
りの低下を防止するために積層して使用されており、有機薄膜太陽電池は総膜厚が薄いた
め、特に有用な層構成である。本発明によって製造される上記の（１）式及び（２）式で
表される含フッ素ナフタロシアニン化合物、及び上記の（３）式及び（４）式で表される

20

含フッ素ペンタセン化合物は、電子輸送性が高く、電極とのエネルギー障壁が小さいため
、バッファ層、特に陰極側のバッファ層に用いることが好ましい。それ以外にも、中間電
極に接するバッファ層に使用することも可能である。本発明による含フッ素ナフタロシア
ニン化合物又は含フッ素ペンタセン化合物は、これらのバッファ層として単独で使用して
も、又は公知の化合物と混合して使用しても良い。また、本発明によって製造される含フ
ッ素ナフタロシアニン化合物又は含フッ素ペンタセン化合物を含有するバッファ層と公知
の化合物を含有するバッファ層とを併用して同じ有機太陽電池の層構成とすることもでき
る。公知の化合物としては、低分子の芳香族環状酸無水物、導電性高分子であるポリ（３
，４−エチレンジオキシ）チオフェン：ポリスチレンスルホネート及びポリアニリン：カ
ンファースルホン酸等、無機半導体化合物であるＣｄＴｅ、ｐ−Ｓｉ、ＳｉＣ、ＧａＡｓ

30

、ＮｉＯ２、ＷＯ３及びＶ２Ｏ５等が挙げられる。
【０１０４】
上記中間電極は、電子−正孔再結合ゾーンを形成することにより積層型素子の個々の光
電変換ユニットを分離するために採用される層構成の一つである。この層は、前方の光電
変換ユニット（フロントセル）のｎ層と後方の光電変換ユニット（バックセル）のｐ層と
の間の逆ヘテロ接合の形成を防ぐ役目をする。上記中間電極を形成する層は、Ａｇ、Ｌｉ
、ＬｉＦ、Ａｌ、Ｔｉ及びＳｎから選択される何れかの金属で、通常、厚さ２０Å以下で
形成される。
【０１０５】
本発明の太陽電池を構成する各層は、一般的に基板上に積層して形成される。本発明の

40

太陽電池で使用する基板は、機械的強度が高く、耐熱性を有し、さらに透明性を有するも
のが好ましい。前記基板としては、ガラス基板や透明樹脂フィルムが挙げられる。
【０１０６】
本発明の太陽電池を構成する各層の形成は、公知の有機太陽電池の作製で採用される公
知の方法で行うことができ、例えば、真空蒸着、スパッタリング、プラズマ及びイオンプ
レーティング等の乾式成膜法やスピンコーティング、ディップコート、キャスティング、
ロールコート、フローコーティング及びインクジェット等の湿式成膜法を適用することが
できる。本発明によって製造される上記の（１）式及び（２）式で表される含フッ素ナフ
タロシアニン化合物、及び上記の（３）式及び（４）式で表される含フッ素ペンタセン化
合物は、溶液塗布による湿式成膜法を採用してバッファ層等を形成する場合に従来よりも
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良好な成膜性が得られるため、特に、高精細及び大面積化の素子を作製するときに作業性
の向上及び製造コスト低減を図る上で大きな効果を奏する。
【０１０７】
各層の膜厚は特に限定されないが、適切な膜厚に調整して各層の形成が行われる。膜厚
が厚すぎると光電変換効率が低下し、また、薄すぎるとピンホール等の発生がみられ所望
の機能を発揮することができない。通常の膜厚は１ｎｍ〜１０μｍの範囲で調整するが、
５ｎｍ〜１μｍの範囲が特に好ましい。
【０１０８】
本発明の製造方法によって得られる太陽電池は、有機薄膜層において成膜性の向上、膜
のピンホール発生の防止等だけでなく耐熱性及び耐久性をあげるために、必要に応じて樹

10

脂や酸化防止剤、紫外線吸収剤及び可塑剤等の添加剤を使用してもよい。
【０１０９】
＜電子写真感光体の製造方法＞
上記（１）式又は（２）式で表される含フッ素ナフタロシアニン化合物は、電子写真感
光体の電荷発生層に含まれる電荷発生材料として使用することができる。そこで、本発明
による電子写真感光体の製造方法を以下に説明する。
【０１１０】
電子写真感光体としては、毒性の低さ、波長域の選択の広さ、コスト低減の点から有機
系の光導電性物質を用いた有機感光体（ＯＰＣ）が数多く検討されており、近年は耐刷性
、高速応答性、高諧調性、耐環境性等の高機能化及び高信頼性化がより一層進展している

20

。ＯＰＣは、負帯電性の積層機能分離型と正帯電性の単層分離型に大きく分けられるが、
汎用性が高く一般的に使用されている負帯電性の積層機能分離型ＯＰＣの基本的な層構成
を図２に示す。
【０１１１】
図２に示すように、積層機能分離型ＯＰＣは、基本の層構成として、導電性基体７、下
引き層８、電荷発生層９、及び電荷輸送層１０を有する。また、下引き層８を形成しない
で、導電性基体７の上に直接、電荷発生層９を設けたＰＣＴが製造される場合がある。負
帯電の積層機能分離型ＯＰＣの機能は次に説明する通りである。
【０１１２】
暗所で負帯電した積層型感光体は、光を電荷発生層９内に含まれる電荷発生材料が吸収
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し正孔（ｈｏｌｅ）と電子の電荷キャリアが生成する。生成した電子は電極である導電性
基体７の電極に、正孔は電荷輸送層１０にそれぞれ注入される。正孔は電荷輸送層１０内
を移動し、負帯電した感光体において表面電荷を一部中和するため、それ以外の部分は負
帯電した状態で残る。この中和部分に、例えば、負帯電トナーを付着させるか、又は負帯
電した部分に正帯電トナーを付着させて画像の印刷を行い、さらに定着を加熱や光等によ
って行うことにより所望の画像が形成される。本発明による電子写真感光体は、電荷発生
層９に含まれる電荷発生材料として、上記（１）式又は（２）式で表される含フッ素ナフ
タロシアニン化合物を用いることにより製造することができる。
【０１１３】
本発明で製造される上記（１）式又は（２）式で表される含フッ素ナフタロシアニン化
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合物を電荷発生層９として形成する方法としては、（ｉ）前記含フッ素ナフタロシアニン
化合物を有機溶媒に溶解又は分散した後、導電性基体７又は下引き層８の上に塗布乾燥し
成膜する方法、（ｉｉ）前記含フッ素ナフタロシアニン化合物と樹脂バインダーとを有機
溶媒に分散又は溶解した後、導電性基体７又は下引き層８の上に塗布乾燥し成膜する方法
、又は（ｉｉｉ）前記含フッ素ナフタロシアニン化合物と、樹脂バインダーと、他の有機
光導電性物質を少量成分として添加し有機溶媒に分散又は溶解した後、導電性基体７又は
下引き層８の上に塗布乾燥する方法等が挙げられる。前記含フッ素ナフタロシアニン化合
物は、アゾ顔料、ペリレン顔料、アントアントロン顔料、無金属フタロシアニン顔料、及
びＡｌ、Ｉｎ、Ｖ、Ｍｇ、Ｔｉ等の金属を含有するフタロシアニン顔料等の別の電荷発生
材料と組わせて使用してもよい。
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【０１１４】
このとき用いる樹脂バインダーとしては、ポリビニルアルコール、ポリアリレート、ポ
リカーボネート、ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステル、ポリ酢酸ビニル、エチルセ
ルロース等が挙げられ、これらの一種又は２種以上が使用できる。
【０１１５】
本発明における導電性基体７としては、アルミニウムをベースした基体が一般的に使用
される。アルミニウムをベースした基体としては、例えば、アルミニウム板、アルミニウ
ム円筒、アルミニウム箔、プレスチックフィルムの表面にアルミニウム等の導電性金属の
薄膜又は箔を設けたものが挙げられる。
【０１１６】

10

下引き層８は、ＯＰＣのブロッキング性の向上と環境安定性の高度化が要求されるとき
に設けられるものであり、例えば、上記樹脂バインダーとして例示した樹脂を特性に応じ
て下引き層として用いることができる。
【０１１７】
電荷輸送層１０を形成するために使用する電荷輸送材料としては、ポリーＮ−ビニルカ
ルバゾール、ポリビニルアントラセン、カルバゾール類、フルオレン類、ヒドラゾン類、
トリアゾール類、アリールアミン類、キノン類、オキサゾール類、ポリシラン類等の化合
物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。これら化合物は、１種又は２種以
上を混合して使用することができる。本発明において電荷輸送層１０の形成は、上記の電
荷発生層９の形成方法と同じ方法で行うことができ、樹脂バインダー及び有機溶媒等も適
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宜、選択して使用することができる。
【０１１８】
＜有機発光素子の製造方法＞
また、上記の（１）式又は（２）式で表される含フッ素ナフタロシアニン化合物は、有
機発光素子の発光層に含まれる発光材料として適用することができる。そこで、本発明に
よる有機発光素子の製造方法を以下に説明する。
【０１１９】
有機発光素子は、陽極と陰極との間に一層若しくは多層の有機薄膜を積層した素子であ
る。有機発光素子が一層の場合、陽極と陰極との間に発光層が設けられ、該発光層は発光
材料を含有し、さらに発光材料、陽極から注入した正孔若しくは陰極から注入した電子を
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発光材料まで輸送する目的で、正孔輸送材料又は電子輸送材料を含有する。ここで使用す
る発光素子は、発光性能に加えて、正孔輸送能及び電子輸送能の少なくとも何れかの性能
を単一の材料で有する場合や、それぞれの特性を有する化合物の混合で使用する場合に有
用である。本発明によって製造される上記の（１）式又は（２）式で表される含フッ素ナ
フタロシアニン化合物は、電子輸送性を兼ね備える発光材料、若しくは発光層において発
光材料とともに含有される電子輸送材料として使用される。
【０１２０】
多層型の有機発光素子は、例えば、基板の上に下記の多層構成で積層した構造が挙げら
れる。
（２−１）陽極／正孔輸送層／発光層／陰極
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（２−２）陽極／発光層／電子輸送層／陰極
（２−３）陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
（２−４）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
（２−５）陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
（２−６）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
【０１２１】
また、上記の構成に限らず、必要に応じて、正孔輸送層成分と発光層成分、又は電子輸
送層成分と発光層成分を混合した層を設けても良い。さらに、電子輸送層と発光層との間
には、正孔あるいは励起子（エキシントン）が陰極側に抜けることを阻害する層（ホール
ブロッキング層）又は励起状態の発光層へ、あるいは励起状態の発光層から隣接する層へ
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エネルギー遷移と電子移動の両者を防止、又は抑制するための層（アンチクエンチング層
）を挿入することもある。
【０１２２】
これら多層型の有機発光素子の構成において、発光層に含まれる発光材料として、本発
明によって製造される上記の（１）式又は（２）式で表される含フッ素ナフタロシアニン
化合物を使用する。
【０１２３】
本発明の有機発光素子は、上記の構成の他に、外部環境からの影響をできるだけ受けな
いように酸素及び水分等との接触を遮断するための保護層（封止層）を設けることができ
る。保護層は、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂

10

、フッ素樹脂等の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂及び光硬化性樹脂の何れかを用いて形成す
ることができる。その他にも、本発明の有機発光素子をパラフィン、シリコーンオイル、
フルオロカーボン等の不活性物質中に素子を封入することによって、外部環境から保護す
ることができる。
【０１２４】
以下、本発明の有機発光素子の構成に関し、基板の上に、前記の（２−３）陽極、正孔
輸送層、発光層、電子輸送層及び陰極を順次設けた構成を例として詳細に説明する。
【０１２５】
前記基板としては、従来の有機発光素子に使用されているものであれば特に限定されな
いが、例えば、石英ガラス等のガラス、透明プラスチック等の素材からなる基板が挙げら
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れる。また、金属製基板、セラミックス製基板等の不透明基板を用いても良い。
【０１２６】
前記陽極としては、仕事関数が大きなものが好適であり、例えば、金、白金、ニッケル
、パラジウム、コバルト、セレン、バナジウム等の金属単体又はそれらの合金、酸化物、
酸化亜鉛、酸化錫インジウム（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム等の金属酸化物が挙げられ
る。また、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン等の導電性高分子材料を使用す
ることもできる。前記陽極は、これらの材料を、例えば、蒸着、スパッタリング、塗布等
の方法により基板上に形成することができる。陽極の膜厚は、一般に５〜１０００ｎｍ、
好ましくは１０〜５００ｎｍで調整される。
30

【０１２７】
前記正孔輸送層に用いられる正孔輸送材料としては、従来から光導電材料において正孔
の電荷注入輸送材料として使用されているものや有機発光素子の正孔輸送層に使用されて
いる公知の材料から任意に選択して用いることができる。前記正孔郵送材料の例としては
、銅フタロシアニン等のフタロシアニン誘導体、Ｎ，Ｎ，Ｎ
１，４−フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ
，４

−テトラフェニル−

−ジ（ｍ−トリル）−Ｎ，Ｎ

−ジアミノビフェニル（ＴＰＤ）、Ｎ，Ｎ

フェニルー４，４

，Ｎ

−ジフェニルー４

―ジ（１−ナフチル）―Ｎ，Ｎ

−ジ

―ジアミノビフェニル（α−ＮＰＤ）等のトリアリールアミン誘導体

、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体等が挙げられる。また、ポリビ
ニルカルバゾール、（ファニルメチル）ポリシラン、ポリアニリン等の正孔輸送性ポリマ
ーも使用するこができる。正孔輸送性ポリマーとしては、前記の低分子量正孔輸送材料を
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ポリスチレンやポリカーボネート等のポリマーにドープしたものを使用しても良い。
【０１２８】
前記発光層に用いられる発光材料としては、少なくとも本発明によって製造される上記
の（１）式又は（２）式で表される含フッ素ナフタロシアニン化合物が使用されるが、該
含フッ素ナフタロシアニン化合物を、公知の発光材材料と組み合わせて使用してもよい。
前記公知の発光材料としては、アクリドン誘導体、キナクリドン誘導体、クマリン誘導体
、ピラン誘導体、オキザゾン誘導体、ベンゾオキサゾン誘導体、ベンゾチアゾール誘導体
、ベンズイミダゾール誘導体、縮合多環式芳香族炭化水素及びその誘導体、トリアリール
アミン誘導体、有機金属誘導体（例えば、アルミニウム又はイリジウムの有機金属錯体）
等が挙げられ、単独又は複数の混合物で使用される。また、前記発光材料としては、ホス

50

(45)

JP 2020‑70289 A 2020.5.7

ト材料にドーパント材料が含まれた材料、例えば、イリジウム金属錯体でドープされたポ
リカルバゾールや燐光白金錯体を含む電荷輸送ホスト材料等を使用することもできる。
【０１２９】
前記電子輸送層に用いられる電子輸送材料としては、従来から公知の化合物を使用する
ことができる。前記公知の化合物としては、例えば、トリス（８−ヒドロキシキノラート
）アルミニウム（Ａｌｑ３）等の金属キレート化オキシノイド化合物、２−（４−ビフェ
ニルイル）−５−（４−ｔ−ブチルフェニル）−１，３，４−オキサジアゾール（ＰＢＤ
）、３−（４−ビフェニルイル）−４−フェニル−５−（４−ｔ−ブチルフェニル）−１
，２，４−トリアゾール（ＴＡＺ）等のアゾール化合物、フェナントロリン誘導体が挙げ
られる。また、本発明によって製造される上記（３）式及び（４）式で表される含フッ素

10

ペンタセン化合物を使用してもよい。これらの電子輸送材料は、有機発光素子の特性に応
じて単独又は複数の混合物で使用される。
【０１３０】
前記陰極としては、仕事関数の小さなものが好適であり、例えば、リチウム、ナトリウ
ム、カリウム、セシウム、カルシウム、マグネシウム、アルミニウム、インジウム、銀、
鉛、錫、クロム等の金属単体又は複数の合金が挙げられる。また、酸化錫インジウム（Ｉ
ＴＯ）等の金属酸化物を使用しても良い。前記陰極は、これらの材料を、例えば、蒸着、
スパッタリング等の方法により薄膜を形成することにより、作製することができる。陰極
の膜厚は、一般に５〜１０００ｎｍ、好ましくは１０〜５００ｎｍで調整される。
【０１３１】

20

本発明による有機発光素子において、上記の（１）式又は（２）式で表される含フッ素
ナフタロシアニン化合物を含有する発光層及び他の有機化合物を含有する層は、一般的に
真空蒸着法、又は適用な有機溶媒に溶解させて溶液とし、該溶液をスピンコーティング、
ディップコーティング、ロールツートール法等の塗布法により薄膜を形成する。上記の（
１）式又は（２）式で表される含フッ素ナフタロシアニン化合物は、溶液塗布法による成
膜において良好な成膜性が得られるため、特に、高精細及び大面積化の素子を作製すると
きに作業性の向上及び製造コスト低減を図る上で大きな効果を奏することができる。使用
する有機溶媒としては、炭化水素系溶媒、ケトン系溶媒、ハロゲン系溶媒、エステル系溶
媒、アルコール系溶媒、エーテル系溶媒、非プロトン系溶媒、パーフルオロ系溶媒、水等
が挙げられる。これらの有機溶媒は単独で使用しても、複数の混合溶媒として使用しても

30

良い。
【０１３２】
前記の正孔輸送層、発光層、電子輸送層等の各層の膜厚は、従来の有機発光素子におい
て一般的に採用されている膜厚であれば特に限定されないが、通常、１〜１０００ｎｍに
なるように調整される。
【実施例】
【０１３３】
以下、含フッ素多環芳香族化合物の製造方法を具体的な実施例によって説明するが、本
発明はこれらの実施例によって何ら限定されるものではない。
【０１３４】
[実施例１]
4,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑o‑キシレンの合成
【０１３５】
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【化４６】

【０１３６】

10

１５０℃、0.1 mmHgで３０分間乾燥させた銅粉（10.8 g, 170 mmol）を100mL三ツ口フ
ラスコに入れ、4,5‑ジブロモ‑o‑キシレン(4.50 g, 17.0 mmol) 、C6F13I (22.7 g, 17.0
mmol)、無水DMSO (45 mL) を加え、アルゴン雰囲気下110 ℃で22時間攪拌した。反応混合
物に水を加えた後、クロロホルムを用いてセライトろ過を行った。ろ液の水層をクロロホ
ルムで３回抽出し、有機層を水で５回洗浄することでDMSOを除去し、有機層を無水硫酸ナ
トリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムをろ別した後、ロータリーエバポレーターで濃縮し
、4,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑o‑キシレンを黄色液体として12.2 g（16.5 mmol、収
率97％）得た。得られた生成物のNMR測定を行ったところ、結果は以下の通りであった。
【０１３７】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 7.50 (s, 2H), 2.39 (s, 6H).

20

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ = ‑81.02 (t, J = 9.68, 6F), ‑103.31 (s, 4F), ‑118.3

4 (s, 4F), ‑122.12 (s, 4F), 122.91 (s, 4F), 126.23 (s, 4F).
【０１３８】
[実施例２]
4 ,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑1,2‑ビス(ジブロモメチル)ベンゼンの合成
【０１３９】
【化４７】

30

【０１４０】
100 mL三ツ口フラスコに、4,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑o‑キシレン (6.0 g, 8.1
mmol)、 N‑ブロモスクシンイミド（NBS） (5.8 g, 3.2 mmol)、 ベンゾイルパーオキシド

40

（BPO） (0.20 g, 0.081 mmol)、および乾燥四塩化炭素 (45 mL)を加え、24時間還流した
。反応溶液を室温まで冷却し、NBS (1.5 g, 2.0 mmol), BPO (0.049 g, 0.020 mmol) を
加え、再び24時間還流した。反応溶液を室温まで冷却し、NBS (1.5 g, 2.0 mmol), BPO (
0.049 g, 0.020 mmol) を 加え24時間還流した。反応溶液を室温まで冷却し、NBS (1.5 g
, 2.0 mmol), BPO (0.049 g, 0.020 mmol) を加え24時間還流した。反応溶液を室温まで
冷却し、NBS (1.5 g, 2.02 mmol), BPO (0.049 g, 0.020 mmol) を加え4時間還流した。
この時点で、シリカゲル薄層クロマトグラフィー（TLC）によって原料の消失と目的物の
生成を確認した。反応溶液を0 ℃に冷却し、生じたスクシンイミドをろ別した後、ロータ
リーエバポレーターで濃縮し、黄色固体を7.1 g得た。この固体の1Hおよび19F NMR分析か
ら、4 ,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑1,2‑ビス(ジブロモメチル)ベンゼンと4 ,5‑ビス(
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パーフルオロヘキシル)‑1‑ジブロモメチル‑2‑ブロモメチルベンゼンの混合物であり、モ
ル比は8 : 1であることを確認した。4 ,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑1,2‑ビス(ジブロ
モメチル)ベンゼンの19F NMR収率は88%と見積もられた。反応生成物のNMR測定を行ったと
ころ、結果は以下の通りであった。
【０１４１】
4,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑1,2‑ビス(ジブロモメチル)ベンゼン
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ= 8.08 (s, 2H), 7.10 (s, 2H).

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ= ‑81.02 (t, J = 9.51, 6F), ‑103.93 (s, 4F), ‑118.11

(s, 4F), ‑122.03 (s, 4F), ‑122.87 (s, 4F), ‑126.28 (s, 4F).
【０１４２】

10

4 ,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑1‑ジブロモメチル‑2‑ブロモメチルベンゼン
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ= 8.31 (s, 1H), 7.70 (s, 1H), 7.03 (s, 1H), 4.60 (s,

2H)
19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ= ‑81.02 (t, J = 9.51, 6F), ‑103.93 (s, 4F), ‑118.11

(s, 4F), ‑122.03 (s, 4F), ‑122.87 (s, 4F), ‑126.28 (s, 4F).
【０１４３】
[実施例３]
2,3,9,10‑テトラキス(パーフルオロヘキシル)ペンタセン‑6,13‑ジオンの合成
【０１４４】
【化４８】

20

【０１４５】
100mL三ツ口フラスコに、4,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑1,2‑ビス(ジブロモメチル)
ベンゼンと4,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑1‑ジブロモメチル‑2‑ブロモメチルベンゼン
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の混合物 (2.0 g、モル比8:1)、1,4‑ベンゾキノン(0.082 g, 0.76 mmol)、ヨウ化カリウ
ム (3.1 g, 19 mmol)および無水DMF (45 mL)を加え、アルゴン雰囲気下110 ℃で20時間攪
拌した。反応混合物を室温まで冷却し、亜硫酸水素ナトリウムの飽和水溶液を150 mL加え
、沈殿した固体を吸引ろ過した。得られた固体を水 (100 mL×2), アセトン (50 mL×2)
で洗浄し、1H,1H‑デカフルオロペンタンに溶解し、水で3回洗浄することでDMFを取り除き
、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムをろ別した後、ロータリーエ
バポレーターで濃縮し、2,3,9,10‑テトラキス(パーフルオロヘキシル)ペンタセン‑6,13‑
ジオンを褐色固体として 1.0 g (0.67 mmol、収率73%) 得た。生成物のNMR測定を行った
ところ、結果は以下の通りであった。
【０１４６】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ= 9.18 (s, 4H), 8.63 (s, 4H).

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ= ‑80.78 (t, J = 9.16, 6F), ‑103.17 (s, 4F), ‑118.12

(s, 4F), ‑121.93 (s, 4F), ‑122.70 (s, 4F), ‑126.08 (s, 4F).
【０１４７】
[実施例４]
6,13‑ビス(トリイソプロピルシリルエチニル)‑2,3,9,10‑テトラキス(パ―フルオロヘキ
シル)ペンタセンの合成
【０１４８】
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【化４９】

10

【０１４９】

20

トリイソプロピルシリルアセチレン (0.12 mL, 0.55 mmol) のTHF 溶液(15 mL) に対し
、0 ℃アルゴン雰囲気下、n‑ブチルリチウムヘキサン溶液 (1.6 M、0.29 mL, 0.46 mmol)
を加え、0 ℃で30分間攪拌した。6,13‑ビス(トリイソプロピルシリルエチニル)‑2,3,9,1
0‑テトラキス(パーフルオロヘキシル)ペンタセン (0.16 g, 0.10 mmol) を加え、室温で1
6時間攪拌した。反応溶液をロータリーエバポレーターで濃縮し、カラムクロマトグラフ
ィー（シリカゲル、ヘキサン）により過剰のトリイソプロピルシリルアセチレンを除去し
た後、酢酸エチルで溶出した溶液をロータリーエバポレーターで濃縮し中間体であるジオ
ールを含む混合物を得た。これを脱気したTHF (10 mL)と塩酸 (6 M、10 mL) に溶解し、
塩化スズ（II）二水和物（0.45g, 2.0 mmol）を加え遮光下3時間還流した。反応混合物を
ヘキサン (100 mL) で抽出し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。硫酸マグネシ
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ウムをろ別した後、カラムクロマトグラフィー（シリカゲル、ヘキサン）により精製し、
ロータリーエバポレーターで濃縮することで、目的のペンタセン誘導体を青色固体として
0.026 g (0.014 mmol、収率13%) 得た。生成物のNMR測定を行ったところ、結果は以下の
通りであった。
【０１５０】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ= 9.52 (s, 4H), 8.41 (s, 4H), 1.05‑1.48 (m, 42 H).

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ= ‑80.74 (t, J = 9.51, 6F), ‑103.14 (s, 4F), ‑118.09

(s, 4F), ‑121.89 (s, 4F), ‑122.62 (s, 4F), ‑126.03 (s, 4F).
【０１５１】
［実施例５］

40

6,7‑ビス(トリデカフルオロヘキシル)‑2,3‑ジシアノナフタレンの合成
【０１５２】
【化５０】
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【０１５３】
アルゴン雰囲気下、4,5‑ビス(トリデカフルオロヘキシル)‑1,2‑ビス(ジブロモメチル)
ベンゼン (9.0 g、 8.5 mmol) の無水DMA (140 mL) 溶液に対し、フマロニトリル (1.1 g
、15 mmol) とヨウ化ナトリウム (3.6 g、24 mmol) を加え、75 ℃で20時間撹拌した。飽
和亜硫酸水素ナトリウム水溶液 (100 mL) を加えて反応を停止し、ろ別した固体を3M
Ｍ

ＴＭ

Novec

Ｔ

7100に溶解させ、蒸留水（50 mL）で5回洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリ

ウムで乾燥した後、硫酸ナトリウムをろ別し、ロータリーエバポレーターで濃縮して得た
粗生成物をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル、ヘキサン : ジクロロメタン = 1 :
1)により精製し、橙色の固体として目的物を得た（3.0 g, 3.7 mmol, 43%）。
【０１５４】

10

［実施例６］
ヘキサキス（パーフルオロアルキル）ナフタロシアニンの合成
【０１５５】
【化５１】

20

【０１５６】
アルゴン雰囲気下、6,7‑ビス(トリデカフルオロヘキシル)‑2,3‑ジシアノナフタレン (0
.33 g、 0.41 mmol) と乾燥DMF (0.03 mL、 0.33 mmol) の混合物に対し、硫酸アンモニ

30

ウム (5 mg、 0.04 mmol)と1,1,1,3,3,3‑ヘキサメチルジシラザン (0.18 mL、 0.85 mmol
) を加え、150 ℃で24時間加熱した。室温まで冷却した後、生成した固体をろ過し、メタ
ノールと水で1回ずつ洗浄することで黒色固体として目的物を得た（0.26 g、0.08 mmol、
収率 20%）。
【０１５７】
MS (MALDI‑FT‑ICR): m/z 3259 (M+).
UV‑vis: λmax = 762 nm (ε 9.5×103)
【０１５８】
［実施例７］
4 ,5‑ビス(パーフルオロブチル)‑o‑キシレンの合成

40

【０１５９】
【化５２】

80℃、0.1 mmHgで３０分間乾燥させた銅粉（43 g, 0.68 mol）を300mL三ツ口フラスコ
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に入れ、4,5‑ジブロモ‑o‑キシレン(18 g, 68 mmol) 、C4F9I (34 g, 0.20 mol)、無水DMS
O (180 mL) を加え、アルゴン雰囲気下80 ℃で22時間攪拌した。反応混合物に水を加えた
後、クロロホルムを用いてセライトろ過を行った。ろ液の水層をクロロホルムで３回抽出
し、有機層を水で５回洗浄することでDMSOを除去し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥
した。硫酸ナトリウムをろ別した後、ロータリーエバポレーターで濃縮し、4,5‑ビス(パ
ーフルオロブチル)‑o‑キシレンを黄色液体として35 g（65 mmol、収率95％）得た。得ら
れた生成物のNMR測定を行ったところ、結果は以下の通りであった。
【０１６０】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 7.50 (s, 2H), 2.39 (s, 6H).

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ ‑81.06 (t, J = 9.7 Hz, 6F), ‑103.36 (s, 4F), ‑119.2

10

0 (s, 4F), ‑126.16 (s, 4F).
【０１６１】
［実施例８］
4 ,5‑ビス(パーフルオロブチル)‑1,2‑ビス(ジブロモメチル)ベンゼンの合成
【０１６２】
【化５３】

20

【０１６３】
500 mL三ツ口フラスコに、実施例７で得られた4,5‑ビス(パーフルオロブチル)‑o‑キシ
レン (35 g, 65 mmol)、 N‑ブロモスクシンイミド（NBS） (46 g, 0.26 mol)、 ベンゾイ
ルパーオキシド（BPO） (3.1 g, 13 mmol)、および乾燥四塩化炭素 (360 mL)を加え、24
時間還流した。反応溶液を室温まで冷却し、NBS (12 g, 65 mmol), BPO (0.78 g, 3.3 mm
ol) を加え、再び24時間還流した。反応溶液を室温まで冷却し、NBS (12 g, 65 mmol), B

30

PO (0.78 g, 3.3 mmol) を 加え24時間還流した。この時点で、シリカゲル薄層クロマト
グラフィー（TLC）によって原料の消失と目的物の生成を確認した。反応溶液を0 ℃に冷
却し、生じたスクシンイミドをろ別した後、ロータリーエバポレーターで濃縮し、黄色固
体を59 g得た。この固体の1Hおよび19F NMR分析から、4 ,5‑ビス(パーフルオロブチル)‑1
,2‑ビス(ジブロモメチル)ベンゼンと4 ,5‑ビス(パーフルオロブチル)‑1‑ジブロモメチル‑
2‑ブロモメチルベンゼンの混合物であり、モル比は33 : 1であることを確認した。4 ,5‑
ビス(パーフルオロブチル)‑1,2‑ビス(ジブロモメチル)ベンゼンの19F NMR収率は97%と見
積もられた。反応生成物のNMR測定を行ったところ、結果は以下の通りであった。
【０１６４】
4,5‑ビス(パーフルオロブチル)‑1,2‑ビス(ジブロモメチル)ベンゼン

40

1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 8.09 (s, 2H), 7.07 (s, 2H).

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ ‑80.91 (t, J = 9.9 Hz, 6F), ‑103.94 (s, 4F), ‑118.9

0 (s, 4F), ‑125.99 (s, 4F).
【０１６５】
4 ,5‑ビス(パーフルオロブチル)‑1‑ジブロモメチル‑2‑ブロモメチルベンゼン
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 8.31 (s, 1H), 7.70 (s, 1H), 7.03 (s, 1H), 4.60 (s, 2

H)
19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ ‑80.91 (t, J = 9.9 Hz, 6F), ‑103.94 (s, 4F), ‑118.9

0 (s, 4F), ‑125.99 (s, 4F).
【０１６６】
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［実施例９］
6,7‑ビス (パーフルオロブチル) ‑2,3‑ジシアノナフタレンの合成
【０１６７】
【化５４】

10

【０１６８】
実施例８で得られた4,5‑ビス (パーフルオロブチル) ‑1,2‑ビス (ジブロモメチル) ベ
ンゼンと4,5‑ビス (パーフルオロブチル) ‑1‑ (ジブロモメチル) ‑2‑ブロモメチルベンゼ
ンの混合物 (2.5 g, 4,5‑ビス (パーフルオロブチル) ‑1,2‑ビス (ジブロモメチル) ベン
ゼン: 2.8 mmol, 4,5‑ビス (パーフルオロブチル) ‑1‑ (ジブロモメチル) ‑2‑ブロモメチ

20

ルベンゼン: 0.096 mmol) のジメチルホルムアミド (25 mL) 溶液に対し、フマロニトリ
ル (0.39 g, 5.0 mmol) とヨウ化ナトリウム (1.2 g, 8.2 mmol) を加え、アルゴン雰囲
気下75 ℃で20時間加熱した。室温まで冷却した後、飽和亜硫酸水素ナトリウム水溶液 (2
5 ml) を加えて反応を停止し、析出した固体をろ別した。この固体をHCFC‑225に溶解し、
蒸留水を用いて5回洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、ろ過し、ろ液
をロータリーエバポレーターで濃縮した。得られた粗生成物をカラムクロマトグラフィー
(シリカゲル、ヘキサン : 酢酸エチル = 8 : 2) により精製し、無色固体として標題化
合物を0.90 g (1.5 mmol, 50%) 得た。
【０１６９】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 8.58 (s, 2H), 8.46 (s, 2H).

30

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ ‑80.91 (t, J = 9.9 Hz, 6F), ‑103.94 (s, 4F), ‑118.9

0 (s, 4F), ‑125.99 (s, 4F).
【０１７０】
［実施例１０］
パーフルオロアルキル基(C4F9)を有するサブナフタロシアニンの合成
【０１７１】
【化５５】

40

【０１７２】
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20 mLシュレンク管に、実施例９で得られた6,7‑ビス (パーフルオロブチル) ‑2,3‑ジシ
アノナフタレン (0.14 g, 0.23 mmol)のo‑ジクロロベンゼン (6 mL) 溶液を入れ、三塩化
ホウ素 (1.0 Mヘプタン溶液, 0.15 mL, 0.15 mmol) を加え、アルゴン雰囲気下、150 ℃
で1時間加熱した後、180 ℃で23時間加熱した。室温まで冷却し、不溶物をろ別し、ろ液
を濃縮した。得られた粗生成物をカラムクロマトグラフィー（シリカゲル、ヘキサン :
酢酸エチル = 8 : 2）により精製し、黒紫色固体として標題化合物を0.12 g (0.064 mmol
, 85%) 得た。
【０１７３】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 9.64 (s, 6H), 8.83 (s, 6H).

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ ‑80.91 (t, J = 9.9 Hz, 18F), ‑103.94 (s, 12F), ‑118

10

.90 (s, 12F), ‑125.99 (s, 12F).
【０１７４】
本実施例で得られた含フッ素のサブナフタロシアニン（トリフェニルナフタロシアニン
）化合物の熱安定性を、先行技術（Ｋ．Ｓｈｉｒａｉ

ｅｔ

ａｌ．、Ｔｅｒｔａｈｅｄ

ｒｏｎ、２０１８年、第７４巻、ｐ．４２２０−４２２５）に開示された下記の含フッ素
のトリフェニルナフタロシアニン化合物と対比して評価した。
【０１７５】
【化５６】
20

【０１７６】
熱安定性は、熱重量測定装置（ＴＧＡ；（株）リガク製：Ｔｈｅｒｍｏ

Ｐｌｕｓ

Ｅ

30

ＶＯ示差走査熱量計）を用いて、室温から１０℃／分の昇温速度で約５００℃まで加熱し
、重量が初期に比べて５％減量するときの温度Ｔｄ（５％）で評価した。Ｔｄ（５％）が
高いほど、熱安定性に優れることを意味する。
【０１７７】
ＴＧＡによる測定の結果、本実施例はＴｄ（５％）が２７１℃であるのに対して、前記
先行技術による化合物はＴｄ（５％）が２２１℃であった。このように、含フッ素のトリ
フェニルナフタロシアニン化合物において、共役系多環芳香族基の末端に位置する芳香族
基に、フッ素原子に代えて、パーフルオロブチル基を導入することにより熱安定性を向上
できることが分かった。
【０１７８】

40

また、本実施例の化合物について、紫外可視分光光度計（島津製作所製：ＵＶ‑２５５
０）を用いて光吸収の波長依存性を測定した結果、最大吸収を示す波長は６４７ｎｍであ
った。この波長は、前記先行技術による化合物において最大吸収を示す波長（６４６ｎｍ
）とほとんど差がみられないことから、トリフェニルナフタロシアニン化合物の基本骨格
が有する光学特性に対して、共役系多環芳香族基の末端に位置する芳香族基で核置換され
る置換基は、その種類を変えても影響をほとんど与えないことが確認された。
【０１７９】
［実施例１１］
2,3‑ビス (パーフルオロヘキシル) ペンタセン‑6,13‑ジオン
【０１８０】
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【化５７】

10

【０１８１】
実施例７及び８の合成方法において、4,5‑ビス(パーフルオロブチル)‑o‑キシレンに
代えて、4,5‑ビス(パーフルオロヘキシル)‑o‑キシレンを用いて合成して得られた4,5‑ビ
ス (パーフルオロヘキシル) ‑1,2‑ビス (ジブロモメチル) ベンゼンと4,5‑ビス (パーフ
ルオロヘキシル) ‑1‑ (ジブロモメチル) ‑2‑ブロモメチルベンゼンの混合物 (2.0 g, 4,5
‑ビス (パーフルオロヘキシル) ‑1,2‑ビス (ジブロモメチル) ベンゼン: 1.7 mmol, 4,5‑
ビス (パーフルオロブチル) ‑1‑ (ジブロモメチル) ‑2‑ブロモメチルベンゼン: 0.2 mmol
) のジメチルホルムアミド (55 mL) 溶液に対し、アントラセン‑1,4‑オン (0.55 g, 2.7

20

mmol) とヨウ化カリウム (4.5 g, 27 mmol) を加え、アルゴン雰囲気下110 ℃で20時間加
熱した。室温まで冷却した後、飽和亜硫酸水素ナトリウム水溶液 (55 ml) を加えて反応
を停止させ、析出した固体をろ別した。この固体を、少量のジエチルエーテルとアセトン
で洗浄し、淡褐色固体として標題化合物を0.90 g (0.95 mmol, 50%) 得た。
【０１８２】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 9.14 (s, 4H), 9.00 (s, 4H), 8.59 (s, 4H), 8.16 (q, J
= 3.2 Hz, 4H). 7.77 (q, J = 3.1 Hz, 4H).

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ ‑80.72 (t, J = 10.2 Hz, 6F), ‑102.91 (s, 4F), ‑117.

77 (s, 4F), ‑121.86 (s, 4F), ‑122.66 (s, 4F), ‑126.03 (s, 4F).
13

C NMR and HRMS could not be recorded due to poor solubility.

30

【０１８３】
［実施例１２］
6,13‑ビス [ (トリイソプロピルシリル) エチニル] ‑2,3‑ビス (パーフルオロヘキシル
) ペンタセン
【０１８４】
【化５８】

40

【０１８５】
アルゴン雰囲気下、 (トリイソプロピルシリル) アセチレン (0.20 mL, 0.92 mmol)の
テトラヒドロフラン (30 mL) 溶液に対して、n‑ブチルリチウム (1.6 Mヘキサン溶液, 0.
50 mL, 0.80 mmol) を加え、0 ℃で0.5時間撹拌した後、実施例１１で得られた2,3‑ビス
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(パーフルオロヘキシル) ペンタセン‑6,13‑ジオン (0.16 g, 0.18 mmol) を加え、室温で
16時間撹拌した。混合物を濃縮して得られた残渣をカラムクロマトグラフィー (シリカゲ
ル、ヘキサンから酢酸エチル) によって分離し、中間体であるジオールを含む粗生成物を
得た。この粗生成物のテトラヒドロフラン (10 mL) 溶液に対して、塩酸 (6M, 10 mL) と
塩化スズ (II) 二水和物 (6.8 g, 36 mmol) を加え、アルゴン雰囲気下66 ℃で3時間加熱
した。室温まで冷却した後、不溶物をろ別し、ろ液を蒸留水で5回洗浄した。有機層を無
水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ろ過し、ろ液を濃縮して得られた粗生成物をカラムク
ロマトグラフィー (シリカゲル、ヘキサン) により精製して、標題化合物を青色固体とし
て0.084 g (0.070 mmol, 39%) 得た。
10

【０１８６】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 9.46 (s, 2H), 9.35 (s, 2H), 8.37 (s, 2H), 8.01 (q, J
= 3.2 Hz, 2H). 7.48 (q, J = 3.5 Hz, 2H), 1.35‑1.46 (m, 42 H).

19

F NMR (376 MHz, CDCl3): δ ‑80.74 (t, J = 10.2 Hz, 6F), ‑103.05 (s, 4F), ‑118.

14 (s, 4F), ‑121.93 (s, 4F), ‑122.64 (s, 4F), ‑126.05 (s, 4F).
13

C{1H} NMR (100 MHz, CDCl3): 134.2, 133.0, 131.6, 129.4, 129.3, 128.7, 126.8, 1

26.7, 119.6, 109.1, 103.8, 18.9, 11.6.
13

C NMR signals corresponding to the C6F13 groups could not be observed.

HRMS (MALDI+) m/z calcd for C56H52F26Si2 1274.3192, found: 1274.3173 ([M]+).
【０１８７】
本実施例で得られた含フッ素シリルエチニルペンタセン、前記実施例４で得られた含フ
ッ素シリルエチニルペンタセン、及び先行技術（Ｚ．Ｂａｏ

ｅｔ

20

ａｌ．、Ｍａｃｏｒ

ｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ、２００８年、第４１巻、ｐ．６９７７）に開示された、下記フッ
素を含まないトリフェニルナフタロシアニン化合物について、紫外可視分光光度計（島津
製作所製：ＵＶ‑２５５０）を用いて光吸収の波長依存性を測定した。
【０１８８】
【化５９】

30

【０１８９】
紫外可視分光光度計による測定の結果、最大吸収を示す波長は、実施例４の化合物、本
実施例の化合物、及び先行技術による化合物において、それぞれ６４８ｎｍ、６５６ｎｍ

40

、及び６６８ｎｍであった。このように、共役系多環芳香族基の末端に位置する芳香族基
の片末端及び両末端に核置換したパーフルオロヘキシル基を導入することにより、導入す
るパーフルオロヘキシル基の結合位置及び数に応じて、化合物の分光特性を所望の範囲に
変えることができる。本実施例及び実施例４では、パーフルオロアルキル基としてパーフ
ルオロヘキシル基を例示したが、パーフルオロアルキル基の種類を含めて、その置換数及
び置換位置をさらに検討し、化学構造を最適化することにより、含フッ素多環芳香族化合
物の分光特性だけでなく、電子移動度を所望の範囲に変えることができるため、有機エレ
クトロニクス材料等の用途に対して材料の選択幅を広げることができる。
【０１９０】
以上のように、本発明によれば、含フッ素ペンタセン及び含フッ素ナフタロシアニンの
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含フッ素多環芳香族化合物として、従来の含フッ素多環芳香族化合物では得られかった機
能の付与、又は溶媒に対する溶解性の向上、電子移動度の向上、若しくは耐熱性及び耐久
性の向上等の物性又は特性の改良を図った新規の含フッ素多環芳香族化合物を提供するこ
とができる。また、本発明の製造方法によって本発明の含フッ素多環芳香属化合物を少な
い工数で容易に合成することができる。本発明の含フッ素多環芳香族化合物は、耐熱性又
は耐溶剤性等の各種の特性が優れ、フッ素系溶剤への溶解性が高く、高温、非水又は特殊
溶媒の環境下でも使用することが可能であるため、有機薄膜トランジスタ、太陽電池、電
子写真感光体及び有機発光素子の適用する場合に、それらの適用範囲を従来よりも広げる
ことができる。また、含フッ素のペンタセン及びナフタロシアニンにおいて従来の方法で
は合成が困難であった様々な化学構造を有する化合物を容易に製造することができるため
、新たな機能を付与することにより様々な分野への適用が期待できることから、その有用
性は極めて高い。
【符号の説明】
【０１９１】
１・・・基板、２・・・ゲート電極、３・・・ゲート絶縁膜、４・・・ソース電極、５・
・・ドレイン電極、６・・・有機半導体層、７・・・導電性基体、８・・・下引き層、９
・・・電荷発生層、１０・・・電荷輸送層。

【図１】

【図２】

10

(56)

JP 2020‑70289 A 2020.5.7

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

テーマコード（参考）

Ｈ０１Ｌ 51/30

(2006.01)

Ｈ０１Ｌ

29/28

１００Ａ

Ｇ０３Ｇ

(2006.01)

Ｈ０１Ｌ

29/28

２５０Ｆ

Ｇ０３Ｇ

5/06

３７１

Ｇ０３Ｇ

5/06

３３０

5/06

(72)発明者 菅野 康徳
茨城県日立市中成沢町四丁目１２番１号

国立大学法人茨城大学 工学部内

10

(72)発明者 福元 博基
茨城県日立市中成沢町四丁目１２番１号

国立大学法人茨城大学 工学部内

(72)発明者 久保田 俊夫
茨城県日立市中成沢町四丁目１２番１号

国立大学法人茨城大学 工学部内

Ｆターム(参考) 2H068 AA19 BA38 BA39 BA55
4C050 PA13 PA14
4H048 AA01 AA03 AB92 VA11 VA32 VA77
4H049 VN01 VP02 VQ11 VR24 VU29 VW02
【要約の続き】
【選択図】図１

20

