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＜研究内容・成果等の要約＞
本研究では、
「塗って作ることができる有機薄膜太陽電池」の実現を目指し、ポルフィリン・フタロ
シアニン系顔料に脱離可能な可溶化置換基を導入した塗布変換型材料の開発と、有機薄膜太陽電池の
作製と性能評価を行った。
1. 可溶性前駆体の合成
熱分解反応（逆 Diels-Alder 反応）によりエチレン架橋部分が脱離し、ベンゼン環を構築する骨
格となるビシクロ[2.2.2]オクタジエンを周辺部に縮環させたポルフィリン類の合成を行った。脱
離するエチレン部分にアルキル基および小員環をつけることで、高溶解性および耐熱性の高いテ
トラベンゾポルフィリン類の合成に成功した。同様のビシクロピロールを用いて、テトラベンゾ
ジアザポルフィリン前駆体の合成にも成功した。
フタロシアニン前駆体としてビシクロテトラアザポルフィリンの合成にも成功した。従来よりも
穏やかな反応条件を用いることで、加熱することなく骨格形成反応を行い、最高 20%程度の収率
で前駆体を合成した。
2. 有機薄膜太陽電池の作製と性能評価
合成した前駆体分子を用い、p 層を塗布変換法で製膜した有機薄膜太陽電池を作製した。p 層に
は、テトラベンゾポルフィリンおよびフタロシアニンを用い、n 層には可溶性フラーレン PCBM
を用いた。
素子構造は pn および pin を作製し、
性能を評価した。
今回、
本研究の目標とする 5-10%
の光電変換効率には届かなかったものの、太陽電池として動作させることには成功した。また、
素子作製にいくつかの課題を見いだすことができた。
今後は、製膜条件の最適化による太陽電池の高性能化、および前駆体の再設計と収率向上を目指し、
研究を進めていく予定である。
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＜研究の目的、経過、結果、考察（5000 字程度、中間報告は 2000 字程度）＞
研究目的
現在、直面しているエネルギー問題を解決し、低炭素社会を実現するという社会要請に応える
ためには、電気エネルギーの高効率な創製が必要である。そのために、革新的な電池材料と技術
の開発が強く求められている。
ポルフィリン類などの半導体特性を示す有機分子は無機半導体と比較して、デバイス作製技術
が未成熟であること・性能面でやや劣ることなど、解決すべき課題は残されているものの、軽い・
薄い・フレキシブル・安価・大面積化可能と次世代のエレクトロニクスの担い手となるのに十分な魅
力を有している。色素増感や有機薄膜などの有機太陽電池は、最近では 5－10%程度の変換効率が
報告されており実用化が期待されているが、現行のシリコン太陽電池には性能面で及ばないこと
がネックとなっている。しかしながら、塗布法による製膜はシリコンにはない利点で、有機半導
体材料にも低コスト化や大面積化などに可能性があり、塗布可能で高純度かつ高性能な材料が求
められている。本研究では、共役 π 電子系材料をデザインし、合成を行い、デバイス作製の検
討、および光・電気化学的物性を明らかにする。塗布による製膜で、高効率な有機光電変換材料
を合成する。
一方、フタロシアニンは堅牢で耐光性に優れた顔料として広く利用されているだけでなく、有機
EL, 有機電界効果トランジスタ、感光ドラム等の有機半導体材料用としても高く評価され、実用
化されている。有機薄膜太陽電池の分野では、初期の頃から p 型材料として研究されてきた。し
かしその優れた耐久性・耐光性と高い導電性は、溶媒に全く解けない結晶性であることに大きく
起因していが、同時に溶液法による製膜が困難な原因にもなっている。フタロシアニンの有機半
導体材料としての潜在的な能力を考えると、溶液プロセスでデバイス化することができれば有機
エレクトロニクス分野に大きな変革が期待できる。本研究では申請者らが発展させてきた可溶性
前駆体を用いた熱変換法よる製膜が可能な構造を有するフタロシアニン前駆体を合成する。
無機材料を用いた太陽電池は既に実用化され、メガソーラーなどに用いられている一方、軽量、フ
レキシブルでデザインの自由度が高い有機太陽電池は性能の向上と低コスト化を実現できれば今後
の実用化が期待されている。
本研究の目的である
「塗って作ることができる高効率有機薄膜太陽電池」
を実現することで、携帯型充電機器、屋内インテリア、植物プラントや自動車の壁や表面に用いるこ
とができる機能実用化する。
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研究成果
可溶性前駆体の合成
テトラベンゾポルフィリン(MTBP)の可溶性前駆体 3–6 を合成した。可溶化基部分の置換基を適
切に設計することで、前駆体の溶解度と変換温度を制御することに成功した。既知の前駆体 1 の
熱変換温度が約 200℃であるのに対し、前駆体 3–6 は 180～330℃で熱変換して、定量的に MTBP
を生成することを明らかにした。変換温度が 330℃と熱耐久性の高い 5 を用いることで高純度の
PtTBP を得ることに成功した。

これらの前駆体を用いて、塗布変換法により有機電界効果トランジスタ(OFET)を作製し、半導
体特性を評価したところ、10−6–100 cm2 V−1 s−1 の移動度を示した。最も溶解度の高い 4 を用いた
TBP-OFET の電荷移動度は 0.12 cm2 V−1 s−1 であった。現在、これらの材料を用いた有機薄膜太
陽電池の作製を進めている。
R1, R2 = H, Me, Et
n = 1, 2
M = 2H, Cu

Spin-coating

Thermal conversion

Source

Drain

Gate

TBP-based Bottom-Gate/Contact OFETs by Solution Process
フタロシアニンはきわめて安定な有機顔料であり、半導体材料としての応用も期待されている。
低コストでフタロシアニンを用いたデバイスを作製するために、塗布法により製膜する技術が望
まれている。しかしながら、通常のポルフィラジン形成反応では加熱が必要となるため、熱変換
可溶性前駆体の報告例は非常に少なかった。既に報告した前駆体 7 は、最終段階での環化反応の
収率が 2%ときわめて低いため反応条件を検討しなおし、亜鉛存在下で反応させることで 20%程
度の収率で亜鉛錯体を得ることに成功した。
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同様の方法でフタロシアニン前駆体 8 をシクロオクタトリエンから４反応で合成した。一方、フ
タロシアニン前駆体 9a の合成においては、この反応条件においてもジシアノビシクロオクタジエ
ンの逆 Diel-Alder 反応が先に起こるために、9a の収率は 0.6%となった。そこで、より穏やかな
アート錯体を用いたポルフィラジン形成反応を行ったところ 9a を 17％、9b を 8％の収率で得る
ことができた。

より幅広い吸収波長域で可視光を吸収する材料として、テトラベンゾジアザポルフィリン前駆体
10 を合成した。このときビシクロ環の構造により、アザコロール 11 を選択的に合成できること
を見いだした。

有機薄膜太陽電池の作製と性能評価
合成した前駆体分子を用い、p 層を塗
布変換法により製膜した。前駆体分子
をスピンコートしたのち、200 °C に加
熱し、フタロシアニン薄膜へ変換した。
PCBM を塗布、アニールし、電極を蒸
着し、太陽電池を作製した（右図）
。こ
のとき光電変換効率は 1.04%となっ
た。

今後は素子作製法および素子構造の最
適化を進め、光電変換効率 5-10％をま
ず達成することを目指す。また、製膜しやすいフタロシアニン前駆体のほか、新規材料の開発も同時
に進めていく予定である。

