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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（１）：
【化１】
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（式中、Ｔは
【化２】

（式中、ｎは１〜３の整数であり、環Ａｒ３は、芳香環である。Ｔ１は、カルボキシル基
を示す。「・」印は三重結合の炭素原子と結合する位置を示す。）
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で表される酸化物半導体に結合可能な１個以上の基を有する１価の基であり、
環Ａｒ１及び環Ａｒ２は、それぞれ独立して、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる
群より選ばれる少なくとも１個のヘテロ原子を含むヘテロ芳香環であり、当該ヘテロ芳香
環はアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、チエニル基、チアゾリル
基、フリル基、ピリジル基、オキサゾリル基、ポリエチレンジオキシ基、ペルフルオロア
ルキル基、シアノ基、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハロゲン、及びアシル基の少なく
とも１個の置換基を有していてもよく、
Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立して、炭素原子及び窒素原子からなる群より選ばれる１種
であり、Ｙ１及びＹ２の少なくとも一方は窒素原子であり、
Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン、アルキル基（ハロゲン原子、
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カルボキシ基、及び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよ
い）、アリール基（アルキル基、ペルフルオロアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基
、及び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、チエニ
ル基、チアゾリル基、フリル基、ピリジル基、オキサゾリル基（アルキル基、ペルフルオ
ロアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、及び保護されていてもよい水酸基の少なく
とも１個で置換されていてもよい）、アルケニル基（アルキル基、アリール基、シリル基
、シアノ基、ニトロ基、ペルフルオロアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、アシル
基、及び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、アル
キニル基（アルキル基、アリール基、シリル基、シアノ基、ニトロ基、ペルフルオロアル
キル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、アシル基、及び保護されていてもよい水酸基の少
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なくとも１個で置換されていてもよい）、アミノ基（アルキル基、アリール基、及びペル
フルオロアルキル基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、アルコキシ基、アリー
ルアルコキシ基（アリール基がアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、アシル基、及
び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、及び水酸基
からなる群より選ばれる１種であるか、Ｘ１及びＸ２が結合して１，１
、２，２

−ビフェニル基

−ビチエニル基、１，１，２，２−テトラメチルエチレン−１，２−ジオキシ

基、又は２，２−ジメチルプロパン−１，３−ジオキシ基からなる２価の基を形成しても
よく、
Ｅは、単結合、−ＣＲ＝ＣＲ−、＝ＣＲ−、＞Ｃ＝Ｏ、＝Ｎ−、−ＮＲ−、−Ｏ−、−Ｓ
−、−ＰＲ−、＝Ｐ−、−Ｐ（Ｏ）Ｒ−からなる群より選ばれる１種であり、ここで、Ｒ
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はそれぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール
基、チエニル基、チアゾリル基、フリル基、ピリジル基、オキサゾリル基、ポリエチレン
ジオキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハロ
ゲン、及びアシル基からなる群より選ばれる少なくとも１種であり、
Ｑは、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる少なくとも１個のヘテロ
原子を含むヘテロ芳香環から２個の水素原子を除いた２価の基からなるπ共役骨格を有し
、アクセプター部分とドナー部位との間をπ共役骨格で結合することによりπ共役を拡張
する２価の基（スペーサー部位）であり、
Ｄは、トリアリールアミン誘導体から１個の水素原子を除いた１価の基、カルバゾール誘
導体から１個の水素原子を除いた１価の基、置換又は非置換のアリール基、又は置換又は
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非置換のアリールアミノ基からなる電子供与性骨格を有し、前記トリアリールアミン誘導
体はトリフェニルアミン、ジナフチルフェニルアミン、ビス（４−アルキルフェニル）フ
ェニルアミン、ビス（４−アルコキシフェニル）フェニルアミン、ビス（９，９−ジメチ
ルフルオレ−２−ニル）フェニルアミン、ジフェニルチエニルアミン、ビス（４−アルキ
ルフェニル）チエニルアミン、ビス（４−アルコキシフェニル）チエニルアミン、又はビ
ス（９，９−ジメチルフルオレ−２−ニル）チエニルアミンであり、前記カルバゾール誘
導体はＮ−アルキルカルバゾール、又はＮ−アリールカルバゾールであり、前記置換又は
非置換のアリール基はフェニル基、４−アルコキシフェニル基、４−テトラエチレングリ
コキシフェニル基、３，４，５−トリアルコキシフェニル基、ジメチルアミノフェニル基
、ジアルキルアミノフェニル基、ピロリジルフェニル基、チエニル基、アルキルチエニル
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基、アルコキシチエニル基、エチレンジオキシチエニル基、フェノキサジニル基、フェノ
チアジニル基、又はチアントレニル基であり、前記置換又は非置換のアリールアミノ基は
ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジブチルアミノ基、又はピロリジル基である１価
の基(ドナー部位)である。
実線矢印は、共有結合又は配位結合を示す。
前記シリル基は水酸基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、
アリール基、ヘテロアリール基、アルコキシ基、及びアリールオキシ基からなる群より選
択される３個の置換基を有するシリル基である。
前記シロキシ基は水酸基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基
、アリール基、ヘテロアリール基、アルコキシ基、及びアリールオキシ基からなる群より
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選択される３個の置換基を有するシロキシ基である。）
で表される化合物。
【請求項２】
前記環Ａｒ１及び環Ａｒ２が、それぞれ独立して、フラン、チオフェン、ピロール、イミ
ダゾール、ピラゾール、チアゾール、ピリジン、ピラジン、ピリダジン又はピリミジン環
である、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
ｎが１又は２である、請求項１又は２に記載の化合物。
【請求項４】
前記環Ａｒ３とＴ１（当該Ｔ１が複数の場合そのうちの１個）との単結合、及び前記環Ａ
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３

ｒ

と三重結合炭素との単結合がほぼ直線上に位置する請求項１〜３のいずれかに記載の

化合物。
【請求項５】
前記環Ａｒ３がベンゼン環であり、前記Ｔ１（当該Ｔ１が複数の場合そのうちの１個）及
び三重結合炭素が互いに、当該ベンゼン環の１，４−位（パラ位）の位置で結合している
請求項１〜４のいずれかに記載の化合物。
【請求項６】
前記請求項１〜５のいずれかに記載の化合物からなる色素。
【請求項７】
第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収層と、前記光吸収層が形成された第１電
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極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と前記第２電極間に位置する電荷輸送材料
とを含み、前記光吸収層が、酸化物半導体及び請求項６に記載の色素を含むことを特徴と
する色素増感太陽電池。
【請求項８】
一般式（５）：
【化３】
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（式中、Ｕはカルボキシ基、又は、カルボキシ基を１個以上有する、アルケニル基及び／
又はアリール基であり、
環Ａｒ１及び環Ａｒ２は、それぞれ独立して、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からな
る群より選ばれる少なくとも１個のヘテロ原子を含むヘテロ芳香環であり、当該ヘテロ芳
香環はアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、チエニル基、チアゾリ
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ル基、フリル基、ピリジル基、オキサゾリル基、ポリエチレンジオキシ基、ペルフルオロ
アルキル基、シアノ基、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハロゲン、及びアシル基の少な
くとも１個の置換基を有していてもよく、
Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立して、炭素原子及び窒素原子からなる群より選ばれる１
種であり、Ｙ１及びＹ２の少なくとも一方は窒素原子であり、
Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン、アルキル基（ハロゲン原子
、カルボキシ基、及び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていても
よい）、アリール基（アルキル基、ペルフルオロアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ
基、及び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、チエ
ニル基、チアゾリル基、フリル基、ピリジル基、オキサゾリル基（アルキル基、ペルフル
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オロアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、及び保護されていてもよい水酸基の少な
くとも１個で置換されていてもよい）、アルケニル基（アルキル基、アリール基、シリル
基、シアノ基、ニトロ基、ペルフルオロアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、アシ
ル基、及び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、ア
ルキニル基（アルキル基、アリール基、シリル基、シアノ基、ニトロ基、ペルフルオロア
ルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、アシル基、及び保護されていてもよい水酸基の
少なくとも１個で置換されていてもよい）、アミノ基（アルキル基、アリール基、及びペ
ルフルオロアルキル基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、アルコキシ基、アリ
ールアルコキシ基（アリール基がアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、アシル基、
及び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、及び水酸
１

基からなる群より選ばれる１種であるか、Ｘ
基、２，２

及びＸ

２

が結合して１，１
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−ビフェニル

−ビチエニル基、１，１，２，２−テトラメチルエチレン−１，２−ジオキ

シ基、又は２，２−ジメチルプロパン−１，３−ジオキシ基からなる２価の基を形成して
もよく、
Ｅは、単結合、−ＣＲ＝ＣＲ−、＝ＣＲ−、＞Ｃ＝Ｏ、＝Ｎ−、−ＮＲ−、−Ｏ−、−
Ｓ−、−ＰＲ−、＝Ｐ−、−Ｐ（Ｏ）Ｒ−からなる群より選ばれる１種であり、ここで、
Ｒはそれぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリー
ル基、チエニル基、チアゾリル基、フリル基、ピリジル基、オキサゾリル基、ポリエチレ
ンジオキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハ
ロゲン、及びアシル基からなる群より選ばれる少なくとも１種であり、
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Ｑ３は、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる少なくとも１個のヘ
テロ原子を含むヘテロ芳香環から２個の水素原子を除いた２価の基からなるπ共役骨格を
有し、アクセプター部分とドナー部位との間をπ共役骨格で結合することによりπ共役を
拡張する２価の基であり、
Ｑ４は、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる少なくとも１個のヘ
テロ原子を含むヘテロ芳香環から２個の水素原子を除いた２価の基からなるπ共役骨格を
有し、アクセプター部分とドナー部位との間をπ共役骨格で結合することによりπ共役を
拡張する２価の基であり、
Ｒ２は同一又は異なって、水素原子、アルキル基（ハロゲン原子、カルボキシ基、及び
保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、アリール基（
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アルキル基、ペルフルオロアルキル基、ハロゲン原子、カルボキシ基、及び保護されてい
てもよい水酸基の少なくとも１個で置換されていてもよい）、又はチエニル基、チアゾリ
ル基、フリル基、ピリジル基、オキサゾリル基（アルキル基、ペルフルオロアルキル基、
ハロゲン原子、カルボキシ基、及び保護されていてもよい水酸基の少なくとも１個で置換
されていてもよい）であり、
Ｄは、トリアリールアミン誘導体から１個の水素原子を除いた１価の基、カルバゾール
誘導体から１個の水素原子を除いた１価の基、置換又は非置換のアリール基、又は置換又
は非置換のアリールアミノ基からなる電子供与性骨格を有し、前記トリアリールアミン誘
導体はトリフェニルアミン、ジナフチルフェニルアミン、ビス（４−アルキルフェニル）
フェニルアミン、ビス（４−アルコキシフェニル）フェニルアミン、ビス（９，９−ジメ

50

(5)

JP 6526557 B2 2019.6.5

チルフルオレ−２−ニル）フェニルアミン、ジフェニルチエニルアミン、ビス（４−アル
キルフェニル）チエニルアミン、ビス（４−アルコキシフェニル）チエニルアミン、又は
ビス（９，９−ジメチルフルオレ−２−ニル）チエニルアミンであり、前記カルバゾール
誘導体はＮ−アルキルカルバゾール、又はＮ−アリールカルバゾールであり、前記置換又
は非置換のアリール基はフェニル基、４−アルコキシフェニル基、４−テトラエチレング
リコキシフェニル基、３，４，５−トリアルコキシフェニル基、ジメチルアミノフェニル
基、ジアルキルアミノフェニル基、ピロリジルフェニル基、チエニル基、アルキルチエニ
ル基、アルコキシチエニル基、エチレンジオキシチエニル基、フェノキサジニル基、フェ
ノチアジニル基、又はチアントレニル基であり、前記置換又は非置換のアリールアミノ基
はジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジブチルアミノ基、又はピロリジル基である１
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価の基(ドナー部位)である。
実線矢印は、共有結合又は配位結合を示す。）
で表される化合物。
【請求項９】
前記請求項８に記載の化合物からなる色素。
【請求項１０】
第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収層と、前記光吸収層が形成された第１電
極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と前記第２電極間に位置する電荷輸送材料
とを含み、前記光吸収層が、酸化物半導体及び請求項９に記載の色素を含むことを特徴と
する色素増感太陽電池。
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【請求項１１】
第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収層と、前記光吸収層が形成された第１電
極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と前記第２電極間に位置する電荷輸送材料
とを含み、前記光吸収層が、酸化物半導体、請求項６に記載の色素、及び請求項９に記載
の色素を含むことを特徴とする色素増感太陽電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機色素材料及びそれを用いた色素増感太陽電池に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
有機色素増感太陽電池は、次世代型の太陽電池として活発に研究が行われている。これ
までに、ルテニウム錯体色素を用いて光電変換効率１１%が達成されているものの、実用
化に向けてさらに高い光電変換効率の実現が必要である。また、ルテニウム錯体には、白
金族のルテニウムが用いられ、高価であることから、低コストかつ高性能である色素の開
発が望まれている。
【０００３】
高い光電変換効率の実現のための最も主要な戦略は、有機色素材料としての化合物に長
波長の光を吸収させることである。ここで、当該化合物が適切なＨＯＭＯのエネルギー準
位（ＨＯＭＯレベル）及びＬＵＭＯのエネルギー準位（ＬＵＭＯレベル）を有することが
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重要である。
【０００４】
ルテニウム錯体を用いない有機色素として、二酸化チタンへのアンカー部位として、シ
アノアクリル酸基などの強い電子求引性基が導入されたものが多数報告されている。この
有機色素では、電子供与性の骨格に、強い電子求引性のシアノアクリル酸基を導入するこ
とで、強制的にＬＵＭＯレベルを低下させて長波長吸収を実現させているため、高い光電
変換効率を得るためにはこのユニットの導入が必須とされている（非特許文献１等）。
【０００５】
しかし、この有機色素は、シアノアクリル酸基を含むことでＬＵＭＯレベルを低下でき
るという利点はあるが、ＬＵＭＯの位置がシアノアクリル酸基に偏在するため、ＨＯＭＯ
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−ＬＵＭＯ遷移に対応する光吸収強度が低下してしまう。また、有機色素における多様性
のあるアンカー部位の構築という観点からも制約がある。
【０００６】
近年、二酸化チタンと結合するアンカー部位、ホウ素への分子内配位結合を有する部分
構造（アクセプター部位）、スペーサー部位、及びドナー部位を有する有機色素が報告さ
れている（特許文献１）。このアクセプター部位を有する色素は、広がりのあるπ＊軌道
を保持したままＬＵＭＯレベルを下げることができるため、広い波長領域の太陽光を吸収
でき、高い光吸収効率、高い電荷分離効率等を実現できるとされている。また、アンカー
部位はシアノアクリル酸基に限定されず多様な基に変換できるという利点もある。
【０００７】
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しかし、かかる有機色素も、電荷注入効率、光電変換効率、二酸化チタンへの吸着性能
等の観点から、必ずしも満足できるものではなく、更なる性能の向上が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２０１２／１２１３９７号パンフレット
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Amaresh Mishra, Markus K. R. Fischer, and Peter Bauerle, Angew.
Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2474‑2499．
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、高い電荷注入効率、高い光電変換効率、及び二酸化チタンへの優れた吸着性
能を有する有機色素化合物を提供することを主な目的とする。さらに、本発明は当該有機
色素化合物を含む色素増感太陽電池を提供することをも目的とする。
【００１１】
また、本発明は、長波長領域において、高い光電変換効率を示す有機色素化合物を提供
することも目的とする。さらに、本発明は当該有機色素化合物を含む色素増感太陽電池を
提供することをも目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者らは、特許文献１において改善の余地のあった上記の課題を解決するために鋭
意研究を行った結果、二酸化チタンと結合するアンカー部位、ホウ素への分子内配位結合
を有する部分構造（アクセプター部位）、スペーサー部位（Ｑ）、及びドナー部位（Ｄ）
を有する有機色素において、当該アンカー部位とアクセプター部位との間に直線状の分子
（−Ｃ≡Ｃ−）を導入した化合物が、二酸化チタンへの優れた吸着性能を有し、色素増感
太陽電池の色素として用いた場合に高い電荷注入効率、及び高い光電変換効率を発揮する
ことを見出した。
【００１３】
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また、本発明者等は、スペーサー部位（Ｑ）に２，５−ジヒドロピロロ［３，４−c］
ピロール−１，４−ジオン骨格を有する化合物が長波長領域において高い光電変換効率を
示すことを見出した。
【００１４】
かかる知見に基づき、さらに研究を重ねた結果、本発明を完成するに至った。
【００１５】
即ち、本発明は下記の化合物（有機色素）及びそれを用いた色素増感太陽電池を提供す
る。
【００１６】
項１．一般式（１）：
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【００１７】
【化１】

10
【００１８】
（式中、Ｔは酸化物半導体に結合可能な１個以上の基を有する１価の基であり、
環Ａｒ１及び環Ａｒ２は、それぞれ独立して、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からな
る群より選ばれる少なくとも１個のヘテロ原子を含むヘテロ芳香環であり、当該ヘテロ芳
香環は置換基を有していてもよく、
Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立して、炭素原子及び窒素原子からなる群より選ばれる１
種であり、Ｙ１及びＹ２の少なくとも一方は窒素原子であり、
Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン、置換又は非置換のアルキル
基、置換又は非置換のアリール基、置換又は非置換のヘテロアリール基、置換又は非置換
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のアルケニル基、置換又は非置換のアルキニル基、置換又は非置換のアミノ基、置換又は
非置換のアルコキシ基、置換又は非置換のアリールアルコキシ基、及び水酸基からなる群
より選ばれる１種であるか、Ｘ１及びＸ２が結合して２価の基を形成してもよく、
Ｅは、単結合、−ＣＲ＝ＣＲ−、＝ＣＲ−、＞Ｃ＝Ｏ、＝Ｎ−、−ＮＲ−、−Ｏ−、−
Ｓ−、−ＰＲ−、＝Ｐ−、−Ｐ（Ｏ）Ｒ−からなる群より選ばれる１種であり、ここで、
Ｒはそれぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリー
ル基、ヘテロアリール基、ポリエチレンジオキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基
、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハロゲン、エステル基、アミド基及びアシル基からな
る群より選ばれる少なくとも１種であり、
Ｑは、π共役骨格を有する２価の基（スペーサー部位）であり、
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Ｄは、電子供与性骨格を有する１価の基(ドナー部位)である。
【００１９】
実線矢印は、共有結合又は配位結合を示す。）
で表される化合物。
【００２０】
項２．一般式（１）において、Ｔが、
【００２１】
【化２】
40
【００２２】
（式中、Ｔ１は、カルボキシル基、ボロン酸基、ホスホリル基、スルホン酸基、水酸基、
ヒドロキサム酸基、ニトロ基、アミノ基、メルカプト基、シリル基、シロキシ基、又はア
ジド基、或いは、これらの官能基を１個有するアルキニル基を示す。「・」印は三重結合
の炭素原子と結合する位置を示す。）
で表される基、又は
【００２３】
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【化３】

【００２４】
（式中、ｎは１〜３の整数であり、環Ａｒ３は、芳香環又はヘテロ芳香環であり、これら
各環は置換基を有していてもよく、Ｔ１及び「・」印は前記に同じ。）
で表される項１に記載の化合物。
【００２５】

10
１

項３．前記Ｔ

が、カルボキシル基、ホスホリル基、ボロン酸基、スルホン酸基、水酸

基、シリル基、又はシロキシ基であり、ｎが１又は２であり、環Ａｒ３が芳香環又はヘテ
ロ芳香環であり、当該環はハロゲン、水酸基、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ
基、アリール基、ヘテロアリール基、ポリエチレンジオキシ基、ペルフルオロアルキル基
、シアノ基、アミノ基、シリル基、ニトロ基、エステル基、アミド基、アシル基及びオキ
シドからなる群より選ばれる少なくとも１種の基で置換されていてもよい前記項２に記載
の化合物。
【００２６】
項４．前記環Ａｒ３とＴ１（当該Ｔ１が複数の場合そのうちの１個）との単結合、及び
前記環Ａｒ３と三重結合炭素との単結合がほぼ直線上に位置する（或いは、両単結合のな
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す角が１２０〜１８０°程度である）前記項２又は３に記載の化合物。
【００２７】
項５．前記環Ａｒ３がベンゼン環又は６員ヘテロ芳香環であり、前記Ｔ１（当該Ｔ１が
複数の場合そのうちの１個）及び三重結合炭素が互いに、当該ベンゼン環又は６員ヘテロ
芳香環の１，４−位（パラ位）の位置で結合している前記項２〜４のいずれかに記載の化
合物。
【００２８】
項６．前記環Ａｒ３が５員ヘテロ芳香環であり、前記Ｔ１（当該Ｔ１が複数の場合その
うちの１個）及び三重結合炭素が互いに、当該５員ヘテロ芳香環の１，３−位の位置で結
合している前記項２〜４のいずれかに記載の化合物。
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【００２９】
項７．前記Ｑが下記Ｑ１又はＱ２
【００３０】
【化４】

40

【００３１】
（式中、Ｒ１は同一又は異なって、水素原子又は炭素数１〜２０のアルキル基であり、Ｒ
２

は同一又は異なって、水素原子、置換若しくは非置換のアルキル基、置換若しくは非置

換のアリール基、又は置換若しくは非置換のヘテロアリール基であり、ｐは１〜５の整数
であり、ｑ及びｒは０〜４の整数である。）
で表される基である、前記項１〜６のいずれかに記載の化合物。
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【００３２】
項８．前記環Ａｒ１及びＡｒ２の一方がチオフェン環であり、もう一方がチアゾール環
であり、前記Ｅが単結合である、前記項１〜７のいずれかに記載の化合物。
【００３３】
項９．前記項１〜８のいずれかに記載の化合物からなる色素（特に、色素増感太陽電池
用色素）。
【００３４】
項１０．第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収層と、前記光吸収層が形成さ
れた第１電極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と前記第２電極間に位置する電
荷輸送材料とを含み、前記光吸収層が、酸化物半導体及び前記項９に記載の色素を含むこ
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とを特徴とする色素増感太陽電池。
【００３５】
項１１．一般式（５）：
【００３６】
【化５】
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【００３７】
（式中、Ｕは酸化物半導体に結合可能な１個以上の基を有する１価の基であり、
環Ａｒ１及び環Ａｒ２は、それぞれ独立して、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からな
る群より選ばれる少なくとも１個のヘテロ原子を含むヘテロ芳香環であり、当該ヘテロ芳
香環は置換基を有していてもよく、
１

30

Ｙ

２

及びＹ

は、それぞれ独立して、炭素原子及び窒素原子からなる群より選ばれる１

１

及びＹ２の少なくとも一方は窒素原子であり、

種であり、Ｙ
１

Ｘ

及びＸ

２

は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン、置換又は非置換のアルキル

基、置換又は非置換のアリール基、置換又は非置換のヘテロアリール基、置換又は非置換
のアルケニル基、置換又は非置換のアルキニル基、置換又は非置換のアミノ基、置換又は
非置換のアルコキシ基、置換又は非置換のアリールアルコキシ基、及び水酸基からなる群
より選ばれる１種であるか、Ｘ１及びＸ２が結合して２価の基を形成してもよく、
Ｅは、単結合、−ＣＲ＝ＣＲ−、＝ＣＲ−、＞Ｃ＝Ｏ、＝Ｎ−、−ＮＲ−、−Ｏ−、−
Ｓ−、−ＰＲ−、＝Ｐ−、−Ｐ（Ｏ）Ｒ−からなる群より選ばれる１種であり、ここで、
Ｒはそれぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリー
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ル基、ヘテロアリール基、ポリエチレンジオキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基
、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハロゲン、エステル基、アミド基及びアシル基からな
る群より選ばれる少なくとも１種であり、
Ｑ３は、単結合、又はπ共役骨格を有する２価の基であり、
Ｑ４は、単結合、又はπ共役骨格を有する２価の基であり、
Ｒ２は同一又は異なって、水素原子、置換若しくは非置換のアルキル基、置換若しくは
非置換のアリール基、又は置換若しくは非置換のヘテロアリール基であり
Ｄは、電子供与性骨格を有する１価の基(ドナー部位)である。
【００３８】
実線矢印は、共有結合又は配位結合を示す。）
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で表される化合物。
【００３９】
項１２．前記Ｑ３及びＱ４が式：
【００４０】
【化６】

10
【００４１】
（式中、Ｒ４は同一又は異なって、水素原子又は炭素数１〜２０のアルキル基であり、ｔ
は０〜４の整数である。）
で表される、前記項１１に記載の化合物。
【００４２】
項１３．前記環Ａｒ１及びＡｒ２の一方がチオフェン環であり、もう一方がチアゾール
環であり、前記Ｅが単結合である、前記項１１又は１２に記載の化合物。
【００４３】
項１４．前記項１１〜１３のいずれかに記載の化合物からなる色素（特に、色素増感太
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陽電池用色素）。
【００４４】
項１５．第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収層と、前記光吸収層が形成さ
れた第１電極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と前記第２電極間に位置する電
荷輸送材料とを含み、前記光吸収層が、酸化物半導体及び１４に記載の色素を含むことを
特徴とする色素増感太陽電池。
【００４５】
項１６．第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収層と、前記光吸収層が形成さ
れた第１電極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と前記第２電極間に位置する電
荷輸送材料とを含み、前記光吸収層が、酸化物半導体、項９に記載の色素、及び項１４に
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記載の色素を含むことを特徴とする色素増感太陽電池。
【発明の効果】
【００４６】
［第１発明］
本発明の化合物（第１発明）は、酸化物半導体（特に、二酸化チタン）へ結合する部位
（アンカー部位）、ホウ素への分子内配位結合を有する部位（アクセプター部位）、π共
役骨格を有する部位（スペーサー部位）、及び電子供与性骨格を有する部位（ドナー部位
）を有しており、当該アンカー部位とアクセプター部位との間に直線状の分子（−Ｃ≡Ｃ
−）を有する化合物である。典型的には、一般式（１）で表される化合物である。
【００４７】
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本発明の化合物は、酸化物半導体に対して強固に吸着しているため剥離や漏れだしが殆
どなく、また高い電荷注入効率、高い光電変換効率が達成される。
【００４８】
本発明の化合物は、分子内配位結合をもつヘテロ原子を含むπ電子系骨格を有している
ため、π軌道及びπ＊軌道の広がりとエネルギー準位の精密制御が可能となる。これによ
り、軌道の重なりが重要となる光吸収効率と、軌道の局在化が重要となる電荷分離の二つ
を併せもつπ共役骨格を構築することができる。
【００４９】
アクセプター部位及びスペーサー部位によるπ‑π＊遷移と、ドナー部位による分子内
電荷移動遷移とを組み合わせることで、可視光領域（π‑π＊遷移）だけでなく、近赤外
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領域（分子内電荷移動遷移）にも吸収をもつ色素とすることが可能となり、太陽光エネル
ギーの効率的な捕集が可能となる。
【００５０】
このように、本発明の化合物は、高い電荷注入効率、高い光電変換効率を発揮し、酸化
物半導体に対し吸着性能（耐久性）にも優れるため、色素、特に色素増感太陽電池に用い
る増感色素として有用である。
【００５１】
本発明の色素増感太陽電池は、当該有機色素を含むものであるため、高い光電変換効率
を達成することができる。
【００５２】

10

［第２発明］
本発明の化合物（第２発明）は、酸化物半導体（特に、二酸化チタン）へ結合する部位
（アンカー部位）、ホウ素への分子内配位結合を有する部位（アクセプター部位）、π共
役骨格を有する部位（スペーサー部位）、及び電子供与性骨格を有する部位（ドナー部位
）を有しており、当該スペーサー部位に、２，５−ジヒドロピロロ［３，４−c］ピロー
ル−１，４−ジオン骨格を有する化合物である。典型的には、一般式（５）で表される化
合物である。
【００５３】
本発明の一般式（５）で表される化合物は、吸収ピークを大幅（約２００ｎｍ）に長波
長シフトさせ、かつ吸光係数も飛躍的に増大できる。さらに、本発明の一般式（５）で表
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される化合物は、長波長領域における光電変換効率を向上することができる。
【００５４】
また、本発明の一般式（５）で表される化合物と、一般式（１）で表される化合物（特
に、スペーサー部位に２，５−ジヒドロピロロ［３，４−c］ピロール−１，４−ジオン
骨格を有しない化合物）の両方を、酸化物半導体（特に、二酸化チタン）へ結合させて調
製された色素増感太陽電池では、ＩＰＣＥスペクトルにおいて、前者に由来する長波長域
（例えば６５０ｎｍ以上）で光電変換効率が向上し、かつ、後者に由来する波長領域（例
えは、４００〜６００ｎｍ）の入射光−電流変換効率が大きく向上する。即ち、２種以上
の色素を酸化物半導体に吸着させることで、双方の特徴を大きく向上させた相乗効果が発
揮される。
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【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】試験例１（３）における色素増感型太陽電池の特性（I−V曲線）を示す。
【図２】試験例１（４）における色素増感太陽電池のIPCEスペクトルを示す。
【図３】試験例１（５）における吸収スペクトルから求めた多孔質酸化チタンへの色素吸
着量の時間依存性を測定した結果を示す。
【図４】試験例１（６）における0.5 M t‑ブチルピリジンのアセトニトリル溶液に色素を
吸着させた基盤を６０時間浸漬した後の吸収スペクトルを示す。
【図５】試験例２−１における化合物12およびRef1の1%CF3COOHを含むTHF溶液中の可視吸
収スペクトルを示す。
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【図６】試験例２−２における色素増感太陽電池のIPCEスペクトルを示す。
【図７】試験例３における色素増感太陽電池のIPCEスペクトル及び特性(I−V曲線)を示す
。
【図８】試験例４における色素増感太陽電池のIPCEスペクトル及び特性(I‑V曲線)を示す
。
【図９】試験例５における色素増感太陽電池のIPCEスペクトル及び特性(I‑V曲線)を示す
。
【図１０】試験例６における色素増感太陽電池のIPCEスペクトル及び特性(I‑V曲線)を示
す。
【発明を実施するための形態】
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【００５６】
以下、本発明について詳細に説明する。
【００５７】
［第１発明］
１．本発明化合物（色素）
本発明化合物は、一般式（１）：
【００５８】
【化７】
10

【００５９】
（式中、Ｔは酸化物半導体に結合可能な１個以上の基を有する１価の基であり、
１

環Ａｒ

20

及び環Ａｒ

２

は、それぞれ独立して、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からな

る群より選ばれる少なくとも１個のヘテロ原子を含むヘテロ芳香環であり、当該ヘテロ芳
香環は置換基を有していてもよく、
Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立して、炭素原子及び窒素原子からなる群より選ばれる１
種であり、Ｙ１及びＹ２の少なくとも一方は窒素原子であり、
Ｘ１及びＸ２は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン、置換又は非置換のアルキル
基、置換又は非置換のアリール基、置換又は非置換のヘテロアリール基、置換又は非置換
のアルケニル基、置換又は非置換のアルキニル基、置換又は非置換のアミノ基、置換又は
非置換のアルコキシ基、置換又は非置換のアリールアルコキシ基、及び水酸基からなる群
より選ばれる１種であるか、Ｘ１及びＸ２が結合して２価の基を形成してもよく、

30

Ｅは、単結合、−ＣＲ＝ＣＲ−、＝ＣＲ−、＞Ｃ＝Ｏ、＝Ｎ−、−ＮＲ−、−Ｏ−、−
Ｓ−、−ＰＲ−、＝Ｐ−、−Ｐ（Ｏ）Ｒ−からなる群より選ばれる１種であり、ここで、
Ｒはそれぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリー
ル基、ヘテロアリール基、ポリエチレンジオキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基
、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハロゲン、エステル基、アミド基及びアシル基からな
る群より選ばれる少なくとも１種であり、
Ｑは、π共役骨格を有する２価の基（スペーサー部位）であり、
Ｄは、電子供与性骨格を有する１価の基(ドナー部位)である。
実線矢印は、共有結合又は配位結合を示す。）
で表され、色素、特に色素増感太陽電池用の増感色素として用いることができる。すなわ

40

ち有機色素材料として有用である。
【００６０】
一般式（１）において、Ｔで示される酸化物半導体（金属酸化物半導体）に結合可能な
１個以上の基を有する１価の基としては、酸化物半導体を有する電極への電荷注入効率の
向上や、当該電極上への化学吸着力の向上の観点から、適宜選択することができる。ここ
で、Ｔをアンカー部位ということもある。アンカー部位Ｔとしては、例えば、
【００６１】
【化８】
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【００６２】
（式中、Ｔ１は、カルボキシル基、ボロン酸基、ホスホリル基、スルホン酸基、水酸基、
ヒドロキサム酸基、ニトロ基、アミノ基、メルカプト基、シリル基、シロキシ基、又はア
ジド基、或いは、これらの官能基を１個有するアルキニル基を示す。「・」印は三重結合
の炭素原子と結合する位置を示す。）
で表される基、又は
【００６３】
【化９】
10

【００６４】
（式中、ｎは１〜３の整数であり、環Ａｒ３は、芳香環又はヘテロ芳香環であり、これら
各環は置換基を有していてもよく、Ｔ１及び「・」印は前記に同じ。）
で表される基が挙げられる。
【００６５】
Ｔ１で示されるホスホリル基としては、一般式−Ｐ（＝Ｏ）（Ｒｐ）２基（式中、Ｒｐ

20

は、独立して、ヒドロキシ基、アルキル、アルコキシ基、フェニル、フェノキシ基など）
で表される基であり、その具体例としては、−Ｐ（＝Ｏ）(ＯＨ)２基、ヒドロキシ（メト
キシ）ホスホリル基、メトキシ（フェニル）ホスホリル基、ジメトキシホスホリル基、エ
トキシ（ヒドロキシ）ホスホリル基、ジエトキシホスホリル基、エトキシ（フェニル）ホ
スホリル基、ヒドロキシ（プロポキシ）ホスホリル基、ジプロポキシホスホリル基、フェ
ニル（プロポキシ）ホスホリル基、ヒドロキシ（フェノキシ）ホスホリル基、ジフェノキ
シホスホリル基、フェノキシ（フェニル）ホスホリル基等が挙げられる。
【００６６】
Ｔ１で示されるシリル基は、例えば、水酸基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル
基、シクロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、アルコキシ基、及びアリールオ

30

キシ基からなる群より選択される３個の置換基を有するシリル基が挙げられ、その具体例
としては、トリエトキシシリル基、トリヒドロキシシリル基、エトキシジエチルシリル基
、ジエトキシエチルシリル基、エトキシジフェニルシリル基、プロポキシジプロピルシリ
ル基、ジプロポキシプロピルシリル基、プロポキシジフェニルシリル基等が挙げられる。
【００６７】
Ｔ１で示されるシロキシ基としては、例えば、水酸基、アルキル基、アルケニル基、ア
ルキニル基、シクロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、アルコキシ基、及びア
リールオキシ基からなる群より選択される３個の置換基を有するシロキシ基が挙げられ、
その具体例としては、トリヒドロキシシロキシ基、トリメチルシロキシ基、トリイソプロ
ピルシロキシ基、トリエトキシシロキシ基、エトキシジエチルシロキシ基、ジジエトキシ

40

エチルシロキシ基、エトキシジフェニルシロキシ基等が挙げられる。
【００６８】
Ｔ１として、酸化物半導体との吸着性（結合性）の観点から、好ましくはカルボキシル
基、ホスホリル基、ボロン酸基、スルホン酸基、水酸基、シリル基、又はシロキシ基であ
り、より好ましくはカルボキシル基である。
【００６９】
Ｔ１で示される上記の官能基を１個有するアルキニル基におけるアルキニル基としては
、例えば、エチニル、ブタ−１，３−ジイニル等が挙げられる。
【００７０】
ｎとして、好ましくは１又は２であり、より好ましくは１である。
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【００７１】
環Ａｒ３で示される芳香環としては、単環又は２環以上が縮環した芳香環が挙げられる
。例えば、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、フルオレニル環等が
挙げられる。好ましくは、ベンゼン環である。
【００７２】
環Ａｒ３で示されるヘテロ芳香環としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる
群より選ばれる少なくとも１個（特に、１〜３個）のヘテロ原子を含む単環又は２環以上
が縮環したヘテロ芳香環が挙げられる。
【００７３】
単環ヘテロ芳香環としては５又は６員ヘテロ芳香環が挙げられ、例えば、フラン、チオ

10

フェン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、チアゾール、イソチアゾール、イソキザ
ゾール、トリアゾール、チアジアゾール、オキサジアゾール環等の５員ヘテロ芳香環；ピ
リジン、ピラジン、ピリダジン、ピリミジン、トリアジン環等の６員ヘテロ芳香環等が挙
げられる。
【００７４】
２環以上が縮環したヘテロ芳香環としては、例えば、ベンゾチアジアゾール、フェナン
スロリン、ベンゾ［１，２−ｄ：４，５−ｄ

］ビス（チアゾール）、ベンゾ［ｄ］チア

ゾール等が挙げられる。
【００７５】
環Ａｒ３は、芳香環又はヘテロ芳香環は置換基を有していてもよく、当該置換基として

20

は、例えば、ハロゲン、アルキル基、水酸基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール
基（例えば、フェニル基）、ヘテロアリール基（例えば、チエニル基）、ポリエチレンジ
オキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基、アミノ基、シリル基、ニトロ基、エステ
ル基、アミド基、アシル基、オキシド等が挙げられ、好ましくはフッ素、アルキル基、ア
ルコキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基、アシル基である。芳香環又はヘテロ芳
香環は、これらの置換基からなる群より選ばれる少なくとも１個（特に１〜３個）の基を
有していてもよい。
【００７６】
一般式（１）で表される化合物において、上記の種々の環Ａｒ３を選択できる。そのう
ち、本発明の効果を有効に発揮するためには、Ｔ１と三重結合が環Ａｒ３を介して互いに
３

直線状に配置していることが好ましい。換言すれば、環Ａｒ

とＴ

１

30

（当該Ｔ

１

が複数の

３

場合そのうちの１個）との単結合、及び前記環Ａｒ

と三重結合炭素との単結合がほぼ直

３

線上に位置することが好ましい。また、環Ａｒ

とＴ１（当該Ｔ１が複数の場合そのうち

３

の１個）との単結合、及び前記環Ａｒ

と三重結合炭素との単結合のなす角が１２０〜１

８０°程度、さらに１４０〜１８０°程度、特に１６０〜１８０°程度であることが好ま
しい。
【００７７】
環Ａｒ３がベンゼン環又は６員ヘテロ芳香環の場合には、Ｔ１（当該Ｔ１が複数の場合
そのうちの１個）及び三重結合炭素（「・」印）が互いに、当該ベンゼン環又は６員ヘテ
ロ芳香環の１，３−位若しくは１，５−位（いずれもメタ位）、又は１，４−位（パラ位
）の位置で結合していることが好ましく、特に１，４−位（パラ位）の位置で結合してい
ることが好ましい。これにより、Ｔ１と三重結合とが直線状となるため、本発明の効果が
有効に発揮される。具体的には、次のような位置で結合していることを意味する。
【００７８】
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【化１０】

【００７９】
（式中、Ｔ１、環Ａｒ３及び「・」印は前記に同じ。）

10

環Ａｒ３が５員ヘテロ芳香環の場合には、Ｔ１（当該Ｔ１が複数の場合そのうちの１個
）及び三重結合炭素（「・」印）が互いに、当該５員ヘテロ芳香環の１，３−位又は１，
４−位の位置で結合していることが好ましい。これにより、Ｔ１と三重結合とがほぼ直線
状となるため、本発明の効果が有効に発揮される。具体的には、次のような位置で結合し
ていることを意味する。
【００８０】
【化１１】

20

【００８１】
（式中、Ｔ１、環Ａｒ３及び「・」印は前記に同じ。）
環Ａｒ１及び環Ａｒ２で示される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ば
れる少なくとも１個のヘテロ原子を含むヘテロ芳香環（当該ヘテロ芳香環は置換基を有し
ていてもよい）における当該「ヘテロ芳香環」としては、５又は６員ヘテロ芳香環が挙げ
られ、例えば、フラン、チオフェン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、チアゾール
、イソチアゾール、イソキザゾール、トリアゾール、チアジアゾール、オキサジアゾール
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環等の５員ヘテロ芳香環；ピリジン、ピラジン、ピリダジン、ピリミジン、トリアジン環
等の６員ヘテロ芳香環等が挙げられる。
【００８２】
当該「ヘテロ芳香環」として好ましくは、チオフェン、チアゾール、チアジアゾール、
ピリジン、ピラジン環である。
【００８３】
Ｙ１及びＹ２は、それぞれ独立して、炭素原子及び窒素原子からなる群より選ばれる１
種であり、Ｙ１及びＹ２の少なくとも一方は窒素原子であり、
環Ａｒ１において、Ｙ１とＥが結合する原子とは隣接しており、環Ａｒ２において、Ｙ
２

とＥが結合する原子とは隣接している。

【００８４】
環Ａｒ１が６員ヘテロ芳香環の場合には、三重結合炭素及びＥが互いに、当該６員ヘテ
ロ芳香環の１，３−位若しくは１，５位（いずれもメタ位）、又は１，４−位（パラ位）
の位置で結合していることが好ましく、特に１，４−位（パラ位）の位置で結合している
ことが好ましい。これにより、三重結合炭素とＥとが直線状となるため、本発明の効果が
有効に発揮される。具体的には、次のような位置で結合していることを意味する。
【００８５】
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【化１２】

10

【００８６】
１

（式中、Ｙ

、環Ａｒ

１

及びＥは前記に同じ。）

１

環Ａｒ

が５員ヘテロ芳香環の場合には、三重結合炭素及びＥが互いに、当該５員ヘテ

ロ芳香環の１，３−位又は１，４−位の位置で結合していることが好ましい。これにより
、三重結合炭素とＥとがほぼ直線状となるため、本発明の効果が有効に発揮される。具体
的には、次のような位置で結合していることを意味する。
【００８７】
【化１３】

20

【００８８】
（式中、Ｙ１、環Ａｒ１及びＥは前記に同じ。）
環Ａｒ２が６員ヘテロ芳香環の場合には、Ｅ及びＱが互いに、当該６員ヘテロ芳香環の
１，３−位若しくは１，５−位（いずれもメタ位）、又は１，４−位（パラ位）の位置で
結合していることが好ましく、特に１，４−位（パラ位）の位置で結合していることが好

30

ましい。これにより、ＥとＱとが直線状となるため、本発明の効果が有効に発揮される。
具体的には、次のような位置で結合していることを意味する。
【００８９】
【化１４】

40

【００９０】
（式中、Ｙ２、環Ａｒ２、Ｅ及びＱは前記に同じ。）
環Ａｒ２が５員ヘテロ芳香環の場合には、Ｅ及びＱが互いに、当該５員ヘテロ芳香環の
１，３−位又は１，４−位の位置で結合していることが好ましい。これにより、ＥとＱと
がほぼ直線状となるため、本発明の効果が有効に発揮される。具体的には、次のような位
置で結合していることを意味する。
【００９１】
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【化１５】

【００９２】
（式中、Ｙ２、環Ａｒ２、Ｅ及びＱは前記に同じ。）
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環Ａｒ１及び環Ａｒ２に有していてもよい置換基としては、例えば、アルキル基、アル
コキシ基、アルキルチオ基、アリール基、ヘテロアリール基、ポリエチレンジオキシ基、
ペルフルオロアルキル基、シアノ基、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハロゲン、エステ
ル基、アミド基、アシル基等が挙げられる。環Ａｒ１及び環Ａｒ２は、これらの置換基か
らなる群より選ばれる少なくとも１個（特に１又は２個）の基を有していてもよい。
【００９３】
Ｘ１及びＸ２で示されるハロゲンとしては、例えば、フッ素、塩素、臭素が挙げられる
。好ましくは、フッ素である。
【００９４】
Ｘ１及びＸ２で示されるアルキル基としては、例えば、直鎖、分岐又は環状の炭素数１
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〜２０のアルキル基が挙げられる。具体的には、メチル、エチル、ｎ−プロピル、イソプ
ロピル、ｎ−ブチル、イソブチル、ｓｅｃ−ブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、ペンチル、シク
ロペンチル、ヘキシル、シクロヘキシル、イソへキシル、２−エチルヘキシル、オクチル
、デシル、ドデシル、イコシル基等の炭素数１〜２０のアルキル基（好ましくは、炭素数
２〜１２のアルキル基）が挙げられる。このうち好ましくはヘキシル基又は２−エチルヘ
キシル基であり、特に好ましくはヘキシル基である。当該アルキル基は、例えば、ハロゲ
ン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素等）、カルボキシ基、エステル基、アミド基、及び
保護されていてもよい水酸基等からなる群より選択される１個以上（好ましくは、１〜３
個）の置換基を有していてもよい。
30

【００９５】
１

Ｘ

及びＸ

２

で示されるアリール基及びヘテロアリール基としては、例えば、単環又は

２環以上が縮環したアリール基及びヘテロアリール基が挙げられ、具体的には、フェニル
、ナフチル、アンスリル、フェナンスリル、チエニル、チアゾリル、フリル、ピリジル、
オキサゾリル等が挙げられる。当該アリール基及びヘテロアリール基は、それぞれ、例え
ば、アルキル基（例えば、炭素数１〜２０のアルキル基等）、ペルフルオロアルキル基、
ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素等）、カルボキシ基、エステル基、アミド基
、保護されていてもよい水酸基等からなる群より選択される１個以上（好ましくは、１〜
５個）の置換基を有していてもよい。具体的には、例えば、２，４，６−トリメチルフェ
ニル基（メシチル基）、４−ペルフルオロアルキルフェニル基、３，５−ジペルフルオロ
アルキルフェニル基、２，６−ペルフルオロアルキルフェニル基、２，６−ジメチル−４
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−ペルフルオロアルキルフェニル基、２，４，６−トリペルフルオロアルキルフェニル基
等が挙げられる。
【００９６】
Ｘ１及びＸ２で示されるアルケニル基としては、例えば、直鎖、分岐又は環状の炭素数
２〜２０のアルケニル基が挙げられ、具体的には、ビニル、アリル、ブテニル、ヘキセニ
ル、オクテニル、デセニル、イコセニル基等が挙げられる。当該アルケニル基は、アルキ
ル基（例えば、炭素数１〜２０のアルキル基等）、アリール基、シリル基、シアノ基、ニ
トロ基、ペルフルオロアルキル基、ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素等）、カ
ルボキシ基、エステル基、アシル基、アミド基、保護されていてもよい水酸基等からなる
群より選択される１個以上（好ましくは、１〜５個）の置換基を有していてもよい。具体
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的には、例えば、アルキルエテニル基、アリールエテニル基、シリルエテニル基、アリー
ルエテニル基、シアノエテニル基、ニトロエテニル基、ペルフルオロアルキルエテニル基
、カルボキシエテニル基、エステル基置換エテニル基等が挙げられる。より具体的には、
トリメチルシリルエテニル、トリイソプロピルシリルエテニル、ｔｅｒｔ−ブチルジメチ
ルシリルエテニル、フェニルエテニル等が挙げられる。このうち好ましくは、ブテニル基
、ヘキセニル基、オクテニル基、トリメチルシリルエテニル基、トリイソプロピルシリル
エテニル基、ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリルエテニル基、又はフェニルエテニル基であ
り、特に好ましくはフェニルエテニル基である。
【００９７】
Ｘ１及びＸ２で示されるアルキニル基としては、例えば、直鎖又は分岐のアルキニル基

10

が挙げられ、具体的には、エチニル、プロパルギル、３，３−ジメチル−１−ブチニル、
ヘキシニル、オクチニル、デシニル、イコシニル等が挙げられる。当該アルキニル基は、
アルキル基（例えば、炭素数１〜２０のアルキル基等）、アリール基、シリル基、シアノ
基、ニトロ基、ペルフルオロアルキル基、ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素等
）、カルボキシ基、エステル基、アシル基、アミド基、保護されていてもよい水酸基等か
らなる群より選択される１個以上（好ましくは、１〜５個）の置換基を有していてもよい
。具体的には、例えば、アルキルエチニル基、シリルエチニル基、アリールエチニル基、
シアノエチニル基、ニトロエチニル基、ペルフルオロアルキルエチニル基、カルボキシエ
チニル基、エステル基置換エチニル基等が挙げられる。より具体的には、トリメチルシリ
ルエチニル、トリイソプロピルシリルエチニル、メチルブチルシリルエチニル、フェニル

20

エチニル等が挙げられる。このうち好ましくは、３，３−ジメチル−１−ブチニル基、ト
リイソプロピルシリルエチニル基又はフェニルエチニル基であり、特に好ましくはフェニ
ルエチニル基である。
【００９８】
Ｘ１及びＸ２で示されるアミノ基は、アルキル基（例えば、炭素数１〜２０のアルキル
基等）、アリール基、ペルフルオロアルキル基等からなる群より選択される１個以上（好
ましくは、１〜５個）の置換基を有していてもよい。
【００９９】
Ｘ１及びＸ２で示されるアルコキシ基としては、例えば、直鎖、分岐又は環状の炭素数
１〜２０のアルコキシ基が挙げられる。具体的には、メトキシ、エトキシ、ｎ−プロポキ

30

シ、イソプロポキシ、ｎ−ブトキシ、イソブトキシ、ｓｅｃ−ブトキシ、ｔｅｒｔ−ブト
キシ、ペンチルオキシ、シクロペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、シクロヘキシルオキシ
、イソへキシルオキシ、２−エチルヘキシルオキシ、オクチルオキシ、デシルオキシ、ド
デシルオキシ、イコシルオキシ基等の炭素数１〜２０のアルコキシ基が挙げられる。この
うち好ましくはメトキシ基、ヘキシルオキシ基又は２−エチルヘキシルオキシ基であり、
特に好ましくはヘキシルオキシ基である。
【０１００】
Ｘ１及びＸ２で示されるアリールアルコキシ基におけるアリール基としては、例えば、
単環又は２環以上が縮環したアリール基が挙げられ、具体的にはフェニル、トルイル、キ
シリル、ナフチル、アンスリル、フェナンスリル等が挙げられる。当該アリール基は、例

40

えば、アルキル基（例えば、炭素数１〜２０のアルキル基等）、ハロゲン原子（例えば、
フッ素、塩素、臭素等）、カルボキシ基、エステル基、アシル基、アミド基、保護されて
いてもよい水酸基等から選択される１個以上（好ましくは、１〜３個）の置換基を有して
いてもよい。
【０１０１】
Ｘ１及びＸ２が結合して２価の基を形成する場合、当該２価の基としては、例えば、１
，１

−ビフェニル基、２，２

−ビチエニル基、１，１，２，２−テトラメチルエチレ

ン−１，２−ジオキシ基、２，２−ジメチルプロパン−１，３−ジオキシ等が挙げられ、
これらの基には置換基としては、例えば、アルキル基、アリール基、又はヘテロアリール
基、ペルフルオロアルキル基、フッ素等から選択される１個以上（好ましくは、１〜８個
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）の置換基を有していてもよい。なお、Ｘ１及びＸ２が結合して２価の基を形成するとは
、Ｘ１及びＸ２がこれらの結合しているホウ素原子と共に環を形成することをいう。
【０１０２】
一般式（１）で表される本発明の化合物は、Ｘ１及びＸ２を適宜選択、変更することに
より、π共役骨格のπ＊軌道を、精密にチューニングすることができるという特徴を有す
る。すなわち、強い電子求引性のアンカーを導入し、強制的にＬＵＭＯレベルを低下させ
るのではなく、Ｘ１及びＸ２について、適当な電子求引基を選択することにより、環Ａｒ
１

及び環Ａｒ２のπ＊軌道の広がりを維持しながら、所望する程度でＬＵＭＯレベルを下

げることができる。
【０１０３】

10

Ｘ１及びＸ２は、異なってもよいが、同一であることが好ましく、好ましくはｐ−トリ
ル基、メシチル基、４−ペルフルオロアルキルフェニル基、３，５−ジペルフルオロアル
キルフェニル基、２，６−ペルフルオロアルキルフェニル基、２，６−ジメチル−４−ペ
ルフルオロアルキルフェニル基、２，４，６−トリペルフルオロアルキルフェニル基、特
に好ましくは、メシチル基、４−トリフルオロメチルフェニル基、３，５−ビス(トリフ
ルオロメチル)フェニル基、２，６−ジメチル−４−ノナフルオロブチルフェニル基、２
，３，４，５，６−ペンタフルオロフェニル基である。
【０１０４】
Ｅは、単結合、−ＣＲ＝ＣＲ−、＝ＣＲ−、＞Ｃ＝Ｏ、＝Ｎ−、−ＮＲ−、−Ｏ−、−
Ｓ−、−ＰＲ−、＝Ｐ−、−Ｐ（Ｏ）Ｒ−からなる群より選ばれる１種であり、ここで、

20

Ｒはそれぞれ独立して、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリー
ル基、ヘテロアリール基、ポリエチレンジオキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基
、アミノ基、シリル基、ニトロ基、ハロゲン、及びアシル基からなる群より選ばれる少な
くとも１種である。
【０１０５】
Ｅとして好ましくは、「環Ａｒ１−Ｅ−環Ａｒ２」の部分骨格においてπ軌道の共役が
広がり得る場合であり、例えば、単結合、＝ＣＲ−又は＝Ｎ−であり、より好ましくは単
結合である。
【０１０６】
より具体的な「環Ａｒ１−Ｅ−環Ａｒ２」の部分骨格の態様としては、Ａｒ１及びＡｒ

30

２

の一方がチオフェン環であり、もう一方がチアゾール環であり、かつＥが単結合である

ことが好ましい。
【０１０７】
Ｑで示されるスペーサー部位は、アクセプター部分とドナー部位との間を、π共役骨格
で結合することによりπ共役を拡張する部位であり、色素の吸収波長をより顕著に長波長
シフトさせることができる。すなわち、太陽電池用色素増感材料として用いる際に、光吸
収効率の向上を図ることができる。
【０１０８】
スペーサー部位Ｑとしては、アルケンから２個の水素原子を除いた２価の基；アルキン
から２個の水素原子を除いた２価の基；窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より

40

選ばれる少なくとも１個（特に１〜５個、特に１〜３個）のヘテロ原子を含むヘテロ芳香
環（当該ヘテロ芳香環は置換基を有していてもよい）から２個の水素原子を除いた２価の
基等からなる群より選ばれる少なくとも１個が挙げられる。上記のアルケン又はヘテロ芳
香環には、置換基を有していてもよい。
【０１０９】
当該Ｑを構成するアルケンとしては、例えば、炭素数２〜８のアルケンが挙げられる。
エチレン（エテン）、ブタジエン、ヘキサトリエン、ヘプタテトラエン等が挙げられる。
このうち好ましくは、エチレン又はブタジエンである。これらのアルケンは、ハロゲン、
アルキル基、アリール基、カルボキシル基、エステル基、シアノ基、ニトロ基等から選ば
れる少なくとも１個の置換基を有していてもよい。当該アルケンから２個の水素原子を除
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いた２価の基としては、例えば、式：
【０１１０】
【化１６】

10
【０１１１】
（式中、Ｒｂは同一又は異なって、水素原子、ハロゲン、アルキル基、アリール基、カル
ボキシル基、エステル基、シアノ基、又はニトロ基を示し、ｋは１、２、３又は４の整数
を示す。）
で表される基が挙げられる。
【０１１２】
当該Ｑを構成するアルキンとしては、例えば、炭素数２〜６のアルキンが挙げられ、具
体的には、アセチレン、ジアセチレン、トリアセチレン等が挙げられる。
【０１１３】

20

当該Ｑを構成する窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる少なくとも
１個のヘテロ原子を含むヘテロ芳香環（当該ヘテロ芳香環は置換基を有していてもよい）
としては、単環又は２環が縮環したヘテロ芳香環が挙げられる。
【０１１４】
当該単環のヘテロ芳香環としては、５又は６員ヘテロ芳香環が挙げられ、例えば、フラ
ン、チオフェン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、チアゾール、イソチアゾール、
イソキザゾール、トリアゾール、チアジアゾール、オキサジアゾール環等の５員ヘテロ芳
香環；ピリジン、ピラジン、ピリダジン、ピリミジン、トリアジン環等の６員ヘテロ芳香
環等が挙げられる。当該ヘテロ芳香環として好ましくは、チオフェン、チアゾール環であ
る。

30

【０１１５】
当該２環が縮環したヘテロ芳香環としては、２個の環が縮環したヘテロ芳香環が挙げら
れ、例えば、インドリジン、イソインドール、インドール、プリン、キノリン、イソキノ
リン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、ピロロピロ
ール、フラノピロール、チエノピロール、チエノチオフェン、ベンゾチオフェン、ベンゾ
フラン環等が挙げられる。
【０１１６】
当該ヘテロ芳香環は置換基を有していてもよく、当該置換基としては、例えば、ハロゲ
ン、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、ヘテロアリール基、ポリ
エチレンジオキシ基、ペルフルオロアルキル基、シアノ基、アルキルアミノ基、シリル基

40

、ニトロ基、エステル基、アミド基、アシル基、オキシド等が挙げられ、好ましくはアル
キル基、アルコキシ基、ポリエチレンジオキシ基、シリル基である。芳香環又はヘテロ芳
香環は、これらの置換基からなる群より選ばれる少なくとも１個（特に１〜３個）の基を
有していてもよい。
【０１１７】
当該アルキル基としては、例えば、直鎖、分岐又は環状の炭素数１〜２０のアルキル基
が挙げられる。具体的には、メチル、エチル、ｎ−プロピル、イソプロピル、ｎ−ブチル
、イソブチル、ｓｅｃ−ブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、ペンチル、シクロペンチル、ヘキシ
ル、シクロヘキシル、イソへキシル、２−エチルヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル
、イコシル基等の炭素数１〜２０のアルキル基が挙げられる。このうち好ましくはヘキシ
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ル基又は２−エチルヘキシル基であり、特に好ましくはヘキシル基である。
【０１１８】
当該ハロゲンとしては、例えば、フッ素、塩素、臭素が挙げられる。好ましくは、フッ
素である。
【０１１９】
当該アルコキシ基としては、例えば、直鎖、分岐又は環状の炭素数１〜２０のアルコキ
シ基が挙げられる。具体的には、メトキシ、エトキシ等の炭素数１〜２０のアルキル基が
挙げられる。このうち好ましくはヘキシルオキシ基である。
【０１２０】
当該アルキルチオ基としては、例えば、直鎖、分岐又は環状の炭素数１〜２０のアルキ

10

ルチオ基が挙げられる。
【０１２１】
当該アリール基としては、例えば、フェニル基、トルイル基、キシリル基等が挙げられ
る。
【０１２２】
当該ヘテロアリール基としては、例えば、単環又は２環が縮環したヘテロアリール基が
挙げられる。
【０１２３】
当該ペ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基、ノナフルオロ
ブチル基、トリデカフルオロヘキシル基等が挙げられる。

20

【０１２４】
当該シリル基としては、例えば、水酸基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、
シクロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、アルコキシ基、及びアリールオキシ
基からなる群より選択される３個の置換基を有するシリル基が挙げられる。
【０１２５】
スペーサー部位Ｑを構成するヘテロ芳香環として好ましくは、例えば、アルキル基（例
えば、炭素数３〜１２のアルキル基、特にヘキシル基）で置換されていてもよいチオフェ
ン環、アルキル基（例えば、炭素数３〜１２のアルキル基、特にヘキシル基）で置換され
ていてもよいジオキソピロロピロール、アルキル基（例えば、炭素数３〜１２のアルキル
基、特にヘキシル基）で置換されていてもよいフラン環等が挙げられる。

30

【０１２６】
前記スペーサー部位Ｑは、上記選択肢から独立して選択される１以上の２価の基（特に
２〜４個）が、結合したものであってもよい。
【０１２７】
スペーサー部位Ｑとしては、上述の骨格を同一又は異なるものから一つ以上選択するこ
とができるが、複数組み合わせる場合が好ましい。例えば、下記Ｑ１又はＱ２で表される
基が挙げられる。
【０１２８】
【化１７】
40
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【０１２９】
（式中、Ｒ１は同一又は異なって、水素原子又は炭素数１〜２０のアルキル基であり、Ｒ
２

は同一又は異なって、水素原子、置換若しくは非置換のアルキル基、置換若しくは非置

換のアリール基、又は置換若しくは非置換のヘテロアリール基であり、ｐは１〜５の整数
であり、ｑ及びｒは０〜４の整数である。）
Ｒ１で示される炭素数１〜２０のアルキル基として好ましくは、メチル基、エチル基、
プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等が挙げられ
る。より好ましくはヘキシル基である。Ｒ１として好ましくは水素原子又はヘキシル基で
あり、より好ましくは水素原子である。
10

【０１３０】
Ｒ２で示される置換若しくは非置換のアルキル基、置換若しくは非置換のアリール基、
又は置換若しくは非置換のヘテロアリール基としては、下記［第２発明］において示す基
が例示できる。Ｑ２中のＲ２としては、水素原子又は炭素数１〜２０のアルキル基である
ことが好ましい。Ｑ２中のＲ２で示される炭素数１〜２０のアルキル基としては、ブチル
基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等が挙げら
れる。好ましくは素数３〜１２のアルキル基であり、より好ましくはオクチル基である。
【０１３１】
ｐとして好ましくは１〜４の整数であり、より好ましくは２である。
【０１３２】
ｑ及びｒとして好ましくは、それぞれ０、１又は２であり、より好ましくは１である。

20

【０１３３】
具体的には、例えば、３，４

−ジヘキシルビチオフェン、３，４

キシルターチオフェン、３−ヘキシルビチオフェン、３，４
ェン、３，４

，４

，４

−トリヘ

−ジヘキシロキシビチオフ

−トリヘキシロキシターチオフェン、３−ヘキシロキシビチオフ

ェン、３，４−エチレンジオキシ−３

−ヘキシル−２，２

−ビチオフェン、２，２

ターチオフェン等が挙げられる。より好ましくは

−５

２

−ビチオフェン、２，２

、ドナー部位（Ｄ）側の骨格と同等あるいは、より弱い電子供与性をもつ場合が挙げられ
、２，２

−ビチオフェン、３，４

キシ−３

−ヘキシル−２，２

−ジヘキシルビチオフェン、３，４−エチレンジオ

−ビチオフェン等が挙げられる。
30

【０１３４】
２

当該スペーサー部位Ｑは、一般式（１）における環Ａｒ

上で結合することができる。

【０１３５】
Ｄで示されるドナー部位としては、トリアリールアミン誘導体から１個の水素原子を除
いた１価の基、カルバゾール誘導体から１個の水素原子を除いた１価の基、置換又は非置
換のアリール基、置換又は非置換のアリールアミノ基、置換又は非置換のアリールアルコ
キシ基、置換又は非置換のアリールチオアルコキシ基からなる群より選ばれる少なくとも
１種が挙げられる。
【０１３６】
当該トリアリールアミン誘導体としては、例えば、トリフェニルアミン、ジナフチルフ
ェニルアミン、ビス（４−アルキルフェニル）フェニルアミン、ビス（４−アルコキシフ
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ェニル）フェニルアミン、ビス（９，９−ジメチルフルオレ−２−ニル）フェニルアミン
、ジフェニルチエニルアミン、ビス（４−アルキルフェニル）チエニルアミン、ビス（４
−アルコキシフェニル）チエニルアミン、ビス（９，９−ジメチルフルオレ−２−ニル）
チエニルアミン等が挙げられる。好ましくは、ビス（４−アルキルフェニル）フェニルア
ミン、ビス（４−アルコキシフェニル）フェニルアミンである。
【０１３７】
当該カルバゾール誘導体としては、例えば、Ｎ−アルキルカルバゾール、Ｎ−アリール
カルバゾール等が挙げられる。具体的には、Ｎ−エチルカルバゾール、Ｎ−フェニルカル
バゾール、Ｎ−フルオレニルカルバゾール等である。好ましくは、Ｎ−エチルカルバゾー
ルである。
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【０１３８】
当該置換又は非置換アリール基としては、例えば、フェニル基、４−アルコキシフェニ
ル基、４−テトラエチレングリコキシフェニル基、３，４，５−トリアルコキシフェニル
基、ジメチルアミノフェニル基、ジアルキルアミノフェニル基、ピロリジルフェニル基、
チエニル基、アルキルチエニル基、アルコキシチエニル基、エチレンジオキシチエニル基
、フェノキサジニル基、フェノチアジニル基、チアントレニル基等が挙げられる。当該ア
ルキルチエニル基のアルキル基、及び当該アルコキシチエニル基のアルコキシ基としては
、前記Ａｒ１及びＡｒ２上の置換基として挙げられたアルキル基及びアルコキシ基と同様
のものが挙げられる。また、これらのアリール基は複数連結していてもよい。好ましくは
、ジアルキルアミノフェニル基、４−アルコキシフェニル基、３，４，５−トリアルコキ

10

シフェニル基、エチレンジオキシチエニル基である。
【０１３９】
当該置換又は非置換アミノ基としては、例えば、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基
、ジブチルアミノ基、ピロリジル基等が挙げられる。好ましくは、ピロリジル基である。
【０１４０】
当該置換又は非置換アリールアミノ基としては、例えば、ジフェニルアミノ基、ジナフ
チルアミノ基、ビス（４−アルキルフェニル）アミノ基、ビス（４−アルコキシフェニル
）アミノ基等が挙げられる。好ましくは、ビス（４−アルキルフェニル）アミノ基、ビス
（４−アルコキシフェニル）アミノ基等である。
【０１４１】

20

当該置換又は非置換アリールチオアルコキシ基としては、例えば、アリール基として、
フェニル基、４−アルコキシフェニル基、４−ヘキシロキシフェニルチオ基、４−テトラ
エチレングリコキシフェニル基、３，４，５−トリアルコキシフェニル基、ジメチルアミ
ノフェニル基、ジエチルアミノフェニル基、ピロロジルフェニル基等を有するアリールチ
オ基が挙げられる。好ましくは、４−ヘキシロキシフェニルチオ基である。
【０１４２】
ドナー部位Ｄは、光吸収効率や、電荷分離及び電荷の再結合を抑制するという観点から
、適宜選択することができる。
【０１４３】
ドナー部位Ｄとしては、分子の各ユニットの中で最も電子供与性が高い骨格を選択し、
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ＨＯＭＯをドナー部位Ｄにもつような各ユニットの組み合わせを選択することが好ましい
。ドナー部位Ｄとして好ましくは、一般式（Ｄ１）：
【０１４４】
【化１８】

40

【０１４５】
（式中、Ｒ３はアルキル基、アルコキシ基又はアルキルチオ基を示す。）
で表される基が挙げられる。
【０１４６】
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Ｒ３で示されるアルキル基としては、例えば、鎖状又は分岐状の炭素数３〜２０のアル
キル基、さらに炭素数３〜１２のアルキル基、特にヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基
等が挙げられる。
【０１４７】
Ｒ３で示されるアルコキシ基としては、例えば、鎖状又は分岐状の炭素数３〜２０のア
ルコキシ基、さらに炭素数３〜１２のアルコキシ基、特にヘキシルオキシ基、ヘプチルオ
キシ基、オクチルオキシ基等が挙げられる。
【０１４８】
Ｒ３で示されるアルキルチオ基としては、例えば、鎖状又は分岐状の炭素数３〜２０の
アルキルチオ基、さらに炭素数３〜１２のアルキルチオ基、特にヘキシルチオ基、ヘプチ
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ルチオ基、オクチルチオ基等が挙げられる。
【０１４９】
特に、リンカー部位Ｑが置換又は非置換のチオフェンを有する場合、ビス（４−ヘキシ
ルオキシフェニル）アミノフェニル基、ビス（４−オクチルフェニル）アミノフェニル基
を選択することが好ましい。
【０１５０】
本発明の一般式（１）で表される化合物のうち、好ましくは、一般式（１ａ）：
【０１５１】
【化１９】
20

【０１５２】
（式中、環Ａｒ１ａ及び環Ａｒ２ａは、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より
選ばれる少なくとも１個のヘテロ原子を含む５員ヘテロ芳香環であり、Ｔ、Ｙ１、Ｙ２、
１

Ｘ

30

、Ｘ

２

、Ｅ、Ｑ及びＤは前記に同じ。）

で表される化合物が挙げられる。
【０１５３】
環Ａｒ１ａ及び環Ａｒ２ａは好ましくは、下記で示される基である。
【０１５４】
【化２０】

40

【０１５５】
このうち、より好ましくは下記式で示される、一般式（１ｂ）：
【０１５６】
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【化２１】

10

【０１５７】
（式中、Ｔ、Ｘ１、Ｘ２、Ｑ及びＤは前記に同じ。）
で表される化合物、又は、一般式（１ｃ）：
【０１５８】
【化２２】

20

【０１５９】
（式中、Ｔ、Ｘ１、Ｘ２、Ｑ及びＤは前記に同じ。）
で表される化合物が挙げられる。
【０１６０】
２．本発明化合物の製法
本発明化合物は、以下の方法、又はこれに準じた方法によって製造することができる。
【０１６１】

30

(26)

JP 6526557 B2 2019.6.5

【化２３】

10

20
【０１６２】
（式中、Ｚは脱離基であり、環Ａｒ１、環Ａｒ２、Ｔ、Ｙ１、Ｙ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｅ、Ｑ
及びＤは前記に同じ。）
Ｚで示される脱離基としは、例えば、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原
子が挙げられる。
（２）→（３）：
一般式（２）で表される化合物を塩基で処理した後、ハロゲン化剤と反応させることに
より、一般式（３）で表される化合物を製造することができる。
【０１６３】
一般式（２）で表される化合物は、例えば、特許文献１の記載に従い又は準じて製造す

30

ることができる。
【０１６４】
反応は、通常、溶媒中で行うことができ、溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、
テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ジオキサン等のエーテル類；ベンゼン、トルエン、キシ
レン、ナフタレン、メシチレン等の芳香族炭化水素類；ヘキサン、ペンタン、オクタン等
の炭化水素類等が挙げられる。好ましくはＴＨＦである。
【０１６５】
塩基としては、例えば、ｎ−ブチルリチウム、ｓ−ブチルリチウム、ｔ−ブチルリチウ
ム等のアルカリリチウム；リチウムジイソプロピルアミド（ＬＤＡ）；リチウムビス（ト
リメチルシリル）アミド、ナトリウムビス（トリメチルシリル）アミド、カリウムビス（
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トリメチルシリル）アミド等が挙げられ、好ましくはｎ−ブチルリチウムである。
【０１６６】
塩基の使用量は、一般式（２）で表される化合物１モルに対し、通常、１〜５モル程度
、好ましくは１〜２モル程度、より好ましくは１〜１．５モルである。
【０１６７】
ハロゲン化剤としては、例えば、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン分子；Ｎ−クロロコ
ハク酸イミド、Ｎ−ブロモコハク酸イミド、Ｎ−ヨードコハク酸イミド等のＮ−ハロコハ
ク酸イミド；１，２−ジブロモ−１，１，２，２−テトラフルオロエタン、１，２−ジヨ
ード−１，１，２，２−テトラフルオロエタン等が挙げられる。
【０１６８】

50

(27)

JP 6526557 B2 2019.6.5

ハロゲン化剤の使用量は、一般式（２）で表される化合物１モルに対し、通常、１〜５
モル程度、好ましくは１〜２モル程度、より好ましくは１〜１．５モルである。
【０１６９】
反応は、通常、溶媒中、低温（例えば、−８０〜０℃程度）下、一般式（２）で表され
る化合物に塩基を反応させて、次いでハロゲン化剤を−８０〜３０℃で反応させることに
より行うことができる。
【０１７０】
反応終了後、公知の単離及び精製方法を用いて、一般式（３）で表される化合物を得る
。
10

（３）→（１）：
一般式（３）で表される化合物と一般（４）で表される化合物を、パラジウム触媒、ホ
スフィン配位子及び塩基の存在下でカップリング反応（Sonogashira反応）させて、一般
式（１）で表される化合物を製造することができる。
【０１７１】
反応は通常溶媒中で行うことができ、溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、テト
ラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ジオキサン等のエーテル類；ベンゼン、トルエン、キシレン
、ナフタレン、メシチレン等の芳香族炭化水素類；ジメチルスルホキシド；ジエチルアミ
ン、トリエチルアミン等のアルキルアミン類等が挙げられる。好ましくはＴＨＦである。
【０１７２】
パラジウム触媒としては、例えば、塩化パラジウム、酢酸パラジウム、トリス(ジベン

20

ジリデンアセトン)ジパラジウム等が挙げられる。
【０１７３】
パラジウム触媒の使用量は、一般式（３）で表される化合物１モルに対し、通常、０．
００５〜０．２モル程度、好ましくは、０．０１〜０．０５モル程度である。
【０１７４】
ホスフィン配位子としては、例えば、トリフェニルホスフィン、トリｔｅｒｔ−ブチル
ホスフィン、２−ジシクロヘキシルホスフィノ−２

,６

−ジメトキシビフェニル（Ｓ

Ｐｈｏｓ）、２−ジシクロヘキシルホスフィノ−２

,４

,６

−トリイソプロピルビフ

ェニル（ＸＰｈｏｓ）、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、１，３−ビス（
ジフェニルホスフィノ）プロパン、トリ（ｏ−トリル）ホスフィン、トリ（２−フリル）
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ホスフィン等が挙げられる。
【０１７５】
ホスフィン配位子の使用量は、一般式（３）で表される化合物１モルに対し、通常、０
．０１〜０．４モル程度、好ましくは、０．０２〜０．２モル程度である。
【０１７６】
本反応は、反応を促進するために、銅塩を添加することもできる。銅塩としては、例え
ば、塩化銅、臭化銅、ヨウ化銅等が挙げられる。好ましくはヨウ化銅である。
【０１７７】
銅塩の使用量は、一般式（３）で表される化合物１モルに対し、通常、０．００５〜０
．２モル程度、好ましくは、０．０１〜０．０５モル程度である。
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【０１７８】
塩基としては、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ＤＢＵ、ＤＢＮ等の
有機塩基；炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム等の無機塩基が挙げられる。
【０１７９】
塩基の使用量は、通常、一般式（３）で表される化合物１モルに対し、１〜５モル程度
、好ましくは１〜２モル程度、より好ましくは１〜１．５モルである。
【０１８０】
一般（４）で表される化合物の使用量は、通常、一般式（３）で表される化合物１モル
に対し、１〜５モル程度、好ましくは１〜２モル程度、より好ましくは１〜１．５モルで
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ある。
【０１８１】
反応は、通常、溶媒中、０〜１２０℃程度（好ましくは２５℃〜８０℃程度）下、一般
式（３）で表される化合物と一般式（４）で表される化合物とを、上記の試薬の存在下に
カップリン反応させることより行う。反応は、無水、不活性ガス（アルゴン、窒素等）下
で行うことが好ましい。また、必要に応じ、０．５〜５ＭＰａ程度の圧力下で実施するこ
ともできる。
【０１８２】
反応終了後、公知の単離及び精製方法を用いて、一般式（１）で表される化合物を得る
10

。
３．色素増感太陽電池
本発明は、前記化合物を光に暴露することを含む光発電方法をも提供する。すなわち、
前記で詳細に説明した化合物は、光発電において、色素増感太陽電池用の色素として用い
ることができる。
【０１８３】
当該色素は、例えば、第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収層と、前記光吸
収層が形成された第１電極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と前記第２電極間
に位置する電荷輸送材料とを含む色素増感太陽電池において、前記光吸収層に、酸化物半
導体と共に含有させることができる。
【０１８４】

20

以下、例示的に、本発明の前記一般式（１）で表される化合物を色素増感太陽電池用の
色素として用いた色素増感太陽電池について説明する。
【０１８５】
第１電極
第１電極は、光吸収層の支持体であるとともに、光吸収層より電流を取り出す機能を有
するものであることから、導電性基板が用いられ、光電変換に寄与する光を透過可能な透
光性を有する、透明な導電層からなる。
【０１８６】
当該透明導電層としては、例えば、錫ドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）膜、不純物ドー
プの酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）膜、不純物ドープの酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜、フッ素ド
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ープの二酸化錫膜（ＦＴＯ）、あるいはこれらを積層してなる積層膜などが挙げられる。
【０１８７】
当該透明導電層は、成形する材料に応じ、公知の成膜方法を用いることにより得られる
。当該透明導電層は、外部から保護するために、必要に応じて、透光性被覆体により覆わ
れていてもよい。
【０１８８】
当該透光性被覆体としては、例えば、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリイミド等
の樹脂シート、白板ガラス、ソーダガラス等の無機シート、またはこれらの素材を組み合
わせてなるハイブリッドシートなどが挙げられる。
【０１８９】

40

光吸収層
光吸収層は、酸化物半導体と本願の前記化学式（１）で示される化合物からなる色素を
含む。好ましくは、当該色素が酸化物半導体の表面に吸着されている。当該色素が光を吸
収して励起された電子を酸化物半導体に移動させることにより、光電変換を行うことがで
きる。
【０１９０】
当該酸化物半導体としては、酸化チタン、酸化錫、酸化亜鉛からなる群より選ばれるｎ
型半導体が挙げられる。特に、酸化チタンは、格子欠陥が他の金属酸化物に比べ少ないと
いう点から、好適である。また、より多くの色素を吸着させるために、酸化物半導体は、
多孔質であることが好ましい。
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【０１９１】
当該酸化物半導体に、下記の方法を用いて、本願発明の色素を吸着させることができる
。例えば、酸化物半導体を形成した導電性基板を、色素が溶解された溶液に浸漬する方法
、酸化物半導体を形成した導電性基板を、封止剤などにより周囲を封止した後、封止剤の
注入口より色素を溶解した溶液を注入して、当該溶液を封止された内部で循環させ、金属
酸化物に色素を吸着させる方法などが挙げられる。当該吸着方法における温度及び圧力は
、特に限定されるものではなく、常温常圧にて行うことができる。
【０１９２】
また、用いる溶媒も、色素が溶解するものであれば特に限定されず、アルコール類、ケ
トン類、エーテル類、窒素含有化合物等、炭化水素化合物等、公知の溶媒を用いることが

10

できる。好ましくは炭化水素化合物であり、より好ましくはトルエンである。
【０１９３】
また、添加剤として、コール酸、デオキシコール酸、ウルソデオキシコール酸、ケノデ
オキシコール酸、1,2‑ペンタンジオール、1,2‑オクタンジオール、1,2‑デカンジオールな
どの共吸着剤を用いることができる。
【０１９４】
電荷輸送材料
電荷輸送材料は、電荷を輸送する機能を有するものである。例えば、導電体、半導体、
電解質等を用いることができる。当該電荷輸送材料は、光吸収層における色素から正孔を
受け取り、正孔を輸送する正孔輸送材料として機能する。
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【０１９５】
当該導電体や半導体としては、例えば、ＣｕＩ、ＣｕＩｎＳｅ２、ＣｕＳなどの、１価
の銅を含む化合物半導体、ＧａＰ、ＮｉＯ、ＣｏＯ、ＦｅＯ、Ｂｉ２Ｏ３、ＭｏＯ２、Ｃ
ｒ２Ｏ３などが挙げられる。好ましくは１価の銅を含む半導体であり、より好ましくは、
ＣｕＩである。
【０１９６】
また、当該電解質としては、例えば、液体電解質、固体電解質、ゲル電解質、溶融塩な
どが挙げられる。
【０１９７】
当該液体電解質としては、第四級アンモニウム塩及びリチウム塩などを炭酸プロピレン
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、アセトニトリル等の溶媒に溶解させたもの、ヨウ化テトラプロピルアンモニウム、ヨウ
化リチウム、ヨウ素等をメトキシプロピオニトリルなどの溶媒に溶解させたもの、あるい
は、イミダゾリウム塩（ヨウ化１，２−ジメチル３−プロピルイミダゾリウム等）、ヨウ
化リチウム、ヨウ素等をアセトニトリル等の溶媒に溶解させたもの等を用いることもでき
る。
【０１９８】
当該固体電解質としては、例えば、ポリエチレンオキサイドもしくはポリエチレンなど
の高分子鎖に、スルホンイミダゾリウム塩、テトラシアノキノジメタン塩、ジシアノキノ
ジイミン塩などを有するものが挙げられる。
【０１９９】
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当該ゲル電解質としては、例えば、アセトニトリル、エチレンカーボネート、プロピレ
ンカーボネートまたはそれらの混合物に対し、ポリエチレンオキサイド、ポリアクリロニ
トリル、ポリフッ化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリル
アミド等のホストポリマーを混入して重合させたものが好ましい。
【０２００】
溶融塩としては、例えば、ヨウ化物の溶融塩を用いることができる。例えば、イミダゾ
リウム塩、第四級アンモニウム塩、イソオキサゾリジニウム塩、イソチアゾリジニウム塩
、ピラゾリジウム塩、ピロリジニウム塩、ピリジニウム塩などのヨウ化物が挙げられる。
【０２０１】
上記の電解質（特に液体電解質）には添加剤を加えてもよく、添加剤としては、例えば
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、４−ｔｅｒｔ−ブチルピリジン等が挙げられる。
【０２０２】
第２電極
第２電極は、第１電極に対向配置され、前記電荷輸送材料と電荷のやりとりが可能な導
電性を有するものであることから、導電性基板が用いられる。
【０２０３】
当該導電性基板としては、例えば、金属基板、導電性部材を含有させた基板、または導
電膜が上面に形成された絶縁基板などが挙げられる。
【０２０４】
当該金属基板としては、当業界で用いられる公知の素材を用いることが可能であり、例
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えば、白金、チタン、ステンレス、アルミニウム、金、銀、銅、ニッケルなどの金属、ま
たはこれらの合金が挙げられる。
【０２０５】
当該導電性部材を含有させた基板における、基板としては、例えば、有機樹脂材料また
は無機材料などの、絶縁材料が挙げられる。具体的には、例えば、有機材料として、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、ポリイミド、ポリカーボネートな
どが、無機材料として、青板ガラス、ソーダガラス、硼珪酸ガラス、セラミックスなどが
挙げられる。
【０２０６】
また、当該基材に含有させる導電性部材としては、例えば、上記の金属基板の素材から
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なる金属の微粒子や微細線、あるいはカーボンの微粒子や微細線などが挙げられる。
【０２０７】
当該導電膜が上面に形成された絶縁基板としては、例えば、上記と同様の絶縁材料上に
、導電膜をＣＶＣ法などにより形成したものが挙げられる。
【０２０８】
当該導電膜としては、例えば、金属薄膜、透明導電膜、アルミニウムがドープされた酸
化亜鉛よりなる導電膜、または一対のチタン層間にＩＴＯ層を挟んでなる積層導電膜層な
どが挙げられる。
【０２０９】
当該金属薄膜としては、例えば、白金、金、チタン、ステンレス、アルミニウム、銀、
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銅及びニッケルなどが挙げられる。
【０２１０】
また、当該透明導電膜としては、例えば、ＩＴＯ（錫ドープ強化インジウム）及びＦＴ
Ｏ（フッ素ドープ酸化錫）などが挙げられる。
【０２１１】
［第２発明］
１．本発明化合物（色素）
本発明はまた、一般式（５）：
【０２１２】
【化２４】
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【０２１３】
（式中、Ｕは酸化物半導体に結合可能な１個以上の基を有する１価の基であり、
Ｑ３は、単結合、又はπ共役骨格を有する２価の基であり、
Ｑ４は、単結合、又はπ共役骨格を有する２価の基であり、
Ｒ２は同一又は異なって、水素原子、置換又は非置換のアルキル基、置換又は非置換の
アリール基、及び置換又は非置換のヘテロアリール基であり、
環Ａｒ１、Ａｒ２、Ｙ１、Ｙ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｅ、Ｄ及び実線矢印は、［第１発明］に
おける各記号の定義と同じ。）
で表され、色素、特に色素増感太陽電池用の増感色素として用いることができる。すなわ
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ち有機色素材料として有用である。
【０２１４】
当該一般式（５）における環Ａｒ１、Ａｒ２、Ｙ１、Ｙ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｅ、及びＤの
好ましい態様も、［第１発明］と同様である。
【０２１５】
当該化合物は、スペーサー部位に、２，５−ジヒドロピロロ［３，４−c］ピロール−
１，４−ジオン骨格を有することを特徴とする。
【０２１６】
Ｕで示されるアンカー部位は、酸化物半導体に結合可能な１個以上の基を有する１価の
基であり、例えば、カルボキシ基、ボロン酸基、ホスホリル基、スルホン酸基、スルホニ

20

ル基、水酸基、ヒドロキサム酸基、アルコキシ基、ニトロ基、アミノ基、メルカプト基、
シリル基、シロキシ基、アジド基、シアノアクリレート基、及び、これらの官能基を１個
以上(好ましくは１〜３個)有する、アルコキシ基、アルキル基、アルケニル基、アルキニ
ル基、シクロアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、ジオキソシクロブテニル基か
らなる群より選ばれる基が挙げられる。
【０２１７】
Ｒ２で示されるアルキル基としては、炭素数１〜２０のアルキル基が挙げられ、好まし
くは炭素数５〜１２のアルキル基である。具体的には、例えば、メチル基、エチル基、プ
ロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等が挙げられる
。より好ましくはヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基である。当該アルキル基は、例え
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ば、アルキル基又はアルコキシ基で置換されていてもよいアリール基；ハロゲン原子（例
えば、フッ素、塩素、臭素等）；カルボキシル基；エステル基；アミド基；保護されてい
てもよい水酸基等からなる群より選択される１個以上（好ましくは、１〜５個）の置換基
を有していてもよい。
【０２１８】
また、別の好ましい態様としては、Ｒ２で示される置換アルキル基としては、２，６−
ジアルコキシフェニルメチル基を挙げることができる。
【０２１９】
Ｒ２で示されるアリール基としては、単環又は２環以上が縮環したアリール基が挙げら
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れ、具体的には、フェニル、ナフチル、アンスリル、フェナンスリル基等が挙げられる。
当該アリール基は、例えば、アルキル基（例えば、炭素数１〜２０のアルキル基等）、ペ
ルフルオロアルキル基、ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素等）、カルボキシ基
、エステル基、アミド基、保護されていてもよい水酸基等からなる群より選択される１個
以上（好ましくは、１〜５個）の置換基を有していてもよい。
【０２２０】
Ｒ２で示されるヘテロアリール基としては、例えば、単環又は２環以上が縮環したヘテ
ロアリール基が挙げられ、具体的には、チエニル、チアゾリル、フリル、ピリジル、オキ
サゾリル等が挙げられる。当該ヘテロアリール基は、例えば、アルキル基（例えば、炭素
数１〜２０のアルキル基等）、ペルフルオロアルキル基、ハロゲン原子（例えば、フッ素
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、塩素、臭素等）、カルボキシ基、エステル基、アミド基、保護されていてもよい水酸基
等からなる群より選択される１個以上（好ましくは、１〜５個）の置換基を有していても
よい。
【０２２１】
Ｒ２として好ましくはオクチル基又は２，６−ビス（２−エチルヘキシルオキシ）ベン
ジル基、より好ましくはオクチル基である。
【０２２２】
Ｑ３で示されるπ共役骨格を有する２価の基は、［第１発明］におけるＱの定義と同じ
である。
【０２２３】
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Ｑ４で示されるπ共役骨格を有する２価の基は、［第１発明］におけるＱの定義と同じ
である。
【０２２４】
Ｑ３及びＱ４はそれぞれスペーサー部位１及びスペーサー部位２と表記することができ
、それぞれ好ましくは、式：
【０２２５】
【化２５】
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【０２２６】
（式中、Ｒ４は同一又は異なって、水素原子又は炭素数１〜２０のアルキル基であり、ｔ
は０〜４の整数である。）
Ｒ４で示される炭素数１〜２０のアルキル基として好ましくは、メチル基、エチル基、
プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等が挙げられ
る。より好ましくはヘキシル基である。Ｒ４として好ましくは水素原子又はヘキシル基で
あり、より好ましくは水素原子、ヘキシル基である。
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【０２２７】
ｔとして好ましくは０、１又は２であり、より好ましくは１である。
【０２２８】
２．本発明化合物の製法
本発明の化合物（第２発明）は、酸化物半導体（特に、二酸化チタン）へ結合する部位
（アンカー部位）、ホウ素への分子内配位結合を有する部位（アクセプター部位）、π共
役骨格を有する部位（スペーサー部位）、及び電子供与性骨格を有する部位（ドナー部位
）を有しており、当該スペーサー部位に、２，５−ジヒドロピロロ［３，４−c］ピロー
ル−１，４−ジオン骨格を有する化合物である。
【０２２９】
本発明化合物は、以下の方法、又はこれに準じた方法によって製造することができる。
なお、一般式（５ａ）、（５ｂ）及び（５ｃ）で表される化合物は、一般式（５）で表さ
れる化合物に包含される。
【０２３０】
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【化２６】
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【０２３１】
（式中、Ｒ４はアルキル基、Ｘはハロゲン原子、Ｖは水素原子又は−ＣＨＯ、Ｗ１及びＷ
２

はそれぞれ独立してカルボキシル基、スルホン酸基、シアノ基、ニトロ基、Ｕ１はカル

ボキシ基、ボロン酸基、ホスホリル基、スルホン酸基、スルホニル基、水酸基、ヒドロキ
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サム酸基、アルコキシ基、ニトロ基、アミノ基、メルカプト基、シリル基、シロキシ基、
アジド基、シアノアクリレート基、及び、これらの官能基を１個以上(好ましくは１〜３
個)有する、アルコキシ基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル
基、アリール基、ヘテロアリール基、ジオキソシクロブテニル基からなる群より選ばれる
基である。他の記号は前記［第１発明］に同じ。）
（６）＋（７）→（８）：
一般式（６）で表される化合物に一般式（７）で表されるスズ化合物存在下、塩基（リ
チウムジイソプロピルアミド（ＬＤＡ）、リチウムヘキサメチルジシラジド（ＬＨＭＤＳ
）等）を反応させることで、一般式（８）で表される化合物を得る。
【０２３２】
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Ｒ４で示されるアルキル基としては、ｎ−ブチル基等の炭素数１〜４のアルキル基が挙
げられる。Ｘで示されるハロゲン原子としては、例えば、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原
子等が挙げられる。
（８）＋（９）→（１０）：
パラジウム触媒の存在下、一般式（８）で表される化合物と一般式（９）で表される化
合物を反応させて、一般式（１０）で表される化合物を得る。
（１０）＋（１１）→（５）：
パラジウム触媒の存在下、一般式（１０）で表される化合物と一般式（１１）で表され
る化合物を反応させて、一般式（５）で表される化合物を得る。
（１０）＋（１２）→（１３）：
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パラジウム触媒の存在下、一般式（１０）で表される化合物と一般式（１２）で表され
る化合物を反応させて、一般式（１３）で表される化合物を得る。
（１３）＋（１４）→（５ａ）：
ピペリジン等の塩基の存在下、一般式（１３）で表される化合物と一般式（１４）で表
される化合物を反応させて、一般式（５ａ）で表される化合物を得る。
（１３）→（５ｂ）：
一般式（１３）で表される化合物に塩基（ＬＤＡ等）を反応させた後、炭酸ガス（又は
ドライアイス）を反応させて、一般式（５ｂ）で表される化合物を得る。
（１３）→（１５）：
一般式（１３）で表される化合物に塩基（ＬＤＡ等）を反応させた後、ヨウ素、臭素等
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のハロゲン化剤を反応させて、一般式（１５）で表される化合物を得る。これは、［第１
発明］の製造方法における、一般式（２）で表される化合物から一般式（３）で表される
化合物を製造する方法に従い実施することができる。
（１５）＋（１６）→（５ｃ）：
一般式（１５）で表される化合物と一般式（１６）で表される化合物を、パラジウム触
媒等の存在下でカップリング反応（Sonogashira反応）させて、一般式（５ｃ）で表され
る化合物を製造することができる。これは、［第１発明］の製造方法における、一般式（
３）で表される化合物から一般式（１）で表される化合物を製造する方法に準じて実施す
ることができる。
【０２３３】
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上記の各工程は、公知の反応を用いて容易に目的物を製造することができる。
【０２３４】
３．色素増感太陽電池
本発明の色素増感太陽電池は、第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収層と、
前記光吸収層が形成された第１電極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と前記第
２電極間に位置する電荷輸送材料とを含み、前記光吸収層が、酸化物半導体及び一般式（
５）で表される化合物からなる色素を含むことを特徴とする。
【０２３５】
本発明化合物を用いた色素増感太陽電池の構成は、一般式（５）で表される化合物用い
ること以外は、［第１発明］における「３．色素増感太陽電池」の項に記載されたものと
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同様である。
【０２３６】
本発明の一般式（５）で表される化合物を色素増感太陽電池用の色素として用いること
ができる。本発明の一般式（５）で表される化合物は、吸収ピークを大幅（約１００〜３
００ｎｍ）に長波長シフトさせ、かつ吸光係数も飛躍的に増大させることができる（例え
ば、試験例２を参照）。また、本発明の一般式（５）で表される化合物は、長波長領域に
おいて、高い光電変換効率を有する（例えば、試験例３〜６を参照）。
【０２３７】
さらに、本発明の一般式（５）で表される化合物と、これと吸収波長領域が異なる一般
式（１）で表される化合物とを、酸化物半導体（特に、二酸化チタン）に吸着させてなる

10

色素増感太陽電池をも提供する。一般式（１）で表される化合物としては、特に、スペー
サー部位に２，５−ジヒドロピロロ［３，４−c］ピロール−１，４−ジオン骨格を有し
ない化合物が好ましい。
【０２３８】
即ち、本発明の色素増感太陽電池は、第１電極と、前記第１電極上に形成された光吸収
層と、前記光吸収層が形成された第１電極に対向配置される第２電極と、前記第１電極と
前記第２電極間に位置する電荷輸送材料とを含み、前記光吸収層が、酸化物半導体、一般
式（１）で表される化合物からなる色素、及び一般式（５）で表される化合物からなる色
素を含むことを特徴とする。
【０２３９】
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これにより、一般式（５）で表される化合物に由来する長波長域（例えば６００ｎｍ以
上）で光電変換効率が向上し、かつ、一般式（１）で表される化合物に由来する波長領域
（例えば、４００〜６００ｎｍ）の入射光−電流変換効率が大きく向上する。即ち、上記
のような２種以上の色素を酸化物半導体に吸着させることで、双方の特徴を大きく向上さ
せることができ相乗効果が確認される（例えば、試験例２を参照）。
【実施例】
【０２４０】
以下、実施例等を示して本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。
【０２４１】

30

製造例１
【０２４２】
【化２７】

【０２４３】

40

公知の方法（特許文献１；WO 2012/121397)）に従い合成した化合物 1 (508 mg, 0.427
mmol) のTHF (10 mL)溶液に、−78 ℃でnBuLiのヘキサン溶液(1.56 M , 0.30 mL, 0.47
mmol)を滴下し、15分撹拌した。ヨウ素 (124 mg, 0.488 mmol)を加え、室温まで徐々に昇
温させながら3時間撹拌した。飽和 Na2SO3水溶液を加えた後、水層をジクロロメタンで3
回抽出した。あわせた有機層を水で洗浄し、無水Na2SO4で乾燥した後、濾過し、減圧下で
溶媒を留去した。混合物をシリカゲルクロマトグラフィー(展開溶媒、ヘキサン：ジクロ
ロメタン = 2：1、Rf = 0.36)で精製し、化合物2 (138 mg, 0.192 mmol)を赤色固体とし
て、収率84％で得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.63 (s, 1H), 7.22 (d, JHH = 8.4 Hz, 2H), 7.22 (s, 1H

), 7.08 (d, JHH = 8.4 Hz, 4H), 7.04 (s, 1H), 6.98 (s, 1H), 6.92 (d, JHH = 8.4 Hz
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, 2H), 6.84 (d, JHH = 8.4 Hz, 4H), 6.70 (s, 4H), 3.93 (t, JHH = 6.6 Hz, 4H), 2.7
4 (t, JHH = 8.1 Hz, 2H), 2.63 (t, JHH = 8.1 Hz, 2H), 2.20 (s, 6H), 1.88 (s, 12H)
, 1.75 (quint, JHH = 8.1 Hz, 4H), 1.72‑1.58 (m, 4H), 1.54‑1.18 (m, overlapped, 2
4H), 1.02‑0.85 (m, overlapped, 12H); HRMS (APCI+): m/z 1316.5028 (M+). Calcd for
C75H90BIN2O2S4: 1316.5023.
【０２４４】
製造例２
【０２４５】
【化２８】
10

【０２４６】
2,5‑dioctyl‑3,6‑bis(5‑(tributylstannyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dihydropyrrolo[3,4‑c]p
yrrole‑1,4‑dione (6)

20

【０２４７】
（製造例２−１）
公知の文献（Macromolecules, 2009, 42, 6564.）に従い化合物５を合成した。
【０２４８】
500 mL二口ナスフラスコに化合物5 (3.57 g, 6.81 mmol) を入れ、THF (90 mL)に溶か
し、‑78 ℃に冷却した。nBu3SnCl (5.52 mL, 20.4 mmol) を加えた後、LiHMDS (1.30 M i
n THF, 15.7 mL, 20.4 mmol) を滴下し、‑78 ℃で1時間撹拌した。その後、室温まで昇温
した。再び‑78 ℃に冷却した後、LiHMDS (1.30 M in THF, 15.7 mL, 20.4 mmol) を滴下
し、30分撹拌した。その後、室温まで昇温し、飽和NH4Cl水溶液を加えた。tolueneで抽出
し、有機層を飽和NaCl水溶液で洗浄し、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去し

30

た。混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (toluene, Rf = 0.94) で精製し、化
合物6を4.36 g（3.95 mmol）の赤紫色オイルとして収率58％で得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.09 (d, JHH = 3.6 Hz, 2H), 7.32 (d, JHH = 3.6 Hz, 2H

), 4.11 (t, JHH = 7.8 Hz, 4H), 1.82‑1.78 (m, 4H), 1.64‑1.54 (m, 12H), 1.44‑1.08
(m, 44H), 0.93‑0.83 (m, 24H).
【０２４９】
（製造例２−２）
500 mL二口ナスフラスコに化合物5 (8.05 g, 15.3 mmol) を入れ、THF (160 mL) に溶
解させ‑78 ℃に冷やした。nBu3SnCl (9.02 mL, 33.3 mmol) を加えた後、LiHMDS (1.30 M
THF溶液, 25.9 mL, 33.7 mmol) を滴下し、‑78 ℃で20分撹拌した。その後、室温まで昇
温し3時間撹拌し、飽和NH4Cl水溶液を加えた。tolueneで抽出し、有機層を蒸留水と飽和N
aCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラ
ムクロマトグラフィー (toluene/hexane = 1/1, Rf = 0.42) により、化合物6を12.3 g（
11.1 mmol）の赤紫色オイルとして収率73％で得た。
【０２５０】
製造例３
【０２５１】
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【化２９】

【０２５２】
3‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dioctyl‑6‑(5‑(tributy

10

lstannyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dihydropyrrolo[3,4‑c]pyrrole‑1,4‑dione (8)
【０２５３】
（製造例３−１）
シュレンク管に化合物6 (4.25 g, 3.85 mmol)、化合物7 (548 mg, 1.00 mmol)、および
Arバブリングしたtoluene (20 mL) を入れた。これにPd2(dba)3・CHCl3 (19.8 mg, 0.019
1 mmol) とPPh3 (21.2 mg, 0.0808 mmol) を加え、120 ℃で14時間加熱した。その後、室
温まで放冷し、蒸留水を加えた。tolueneで抽出し、有機層を飽和NaCl水溶液で洗浄し、N
a2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。混合物をシリカゲルカラムクロマト
グラフィー (toluene/hexane = 1/1, Rf = 0.30) で精製し、化合物8を847 mg（0.661 mm
ol）の青紫色オイルとして収率66％で得た。

20

1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.85 (d, JHH = 3.6 Hz, 1H), 9.56 (d, JHH = 3.9 Hz, 1H

), 7.34 (d, JHH = 8.7 Hz, 2H), 7.24 (d, JHH = 3.6 Hz, 1H), 7.10‑7.01 (m, 11H), 4
.23 (t, JHH = 8.7 Hz, 2H), 4.14 (t, JHH = 8.7 Hz, 2H), 2.49 (t, JHH = 7.2 Hz, 4H
), 1.85‑1.80 (m, 4H), 1.64‑1.54 (m, 12H), 1.40‑1.19 (m, 44H), 1.12‑1.07 (m, 6H),
0.94‑0.82 (m, 21H).
【０２５４】
（製造例３−２）
100 mL二口ナスフラスコに化合物6 (12.3 g, 11.1 mmol) と化合物7 (1.53 g, 2.80 mm
ol) とPPh3 (29.2 mg, 111 μmol) を入れ、toluene (60 mL) に溶解させた。これにPd2(
dba)3・CHCl3 (27.8 mg, 26.9 μmol) を加え、35時間還流させた。放冷の後、蒸留水を
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加えた。tolueneで抽出し、有機層を蒸留水と飽和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾
過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (toluene/hexa
ne = 1/1, Rf = 0.30) により化合物8を2.81 g（2.20 mmol）の青紫色オイルとして収率7
8％で得た。
【０２５５】
製造例４
【０２５６】
【化３０】
40

【０２５７】
公知の方法（Angew. Chem., Int. Ed., 2006, 45, 3170）で合成した化合物9 (2.00 g,
3.00 mmol)のTHF溶液（30 mL）にnBuLi (1.56 M in hexane, 1.90 mL, 2.96 mmol)を‑78
℃で滴下し、１時間撹拌した。この溶液にHCOOEt (1.20 mL, 1.13 g, 15.4 mmol)を加え
て、６時間かけてゆっくりと室温に昇温した。反応溶液に水 (10 mL)を加えて、水層をCH
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2Cl2で抽出し、有機層を蒸留水で洗浄し、無水Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧

留去した。混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (CH2Cl2/hexane = 1/1, Rf =
0.33) で精製することで、化合物10を927 mg（1.63 mmol）の黄色固体として収率54％で
得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.83 (s, 1H), 8.18 (s, 1H), 7.45 (s, 1H), 6.68 (s, 4H

), 2.20 (s, 6H), 1.84 (s, 12H); HRMS (APCI‑): m/z 569.0517 (M‑). Calcd for C26H2
5BINOS2:

569.0515.

製造例５
【０２５８】
【化３１】

10

【０２５９】
2‑(5'‑(4‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dioctyl‑3,6‑di
oxo‑2,3,5,6‑tetrahydropyrrolo[3,4‑c]pyrrol‑1‑yl)‑4‑(dimesitylboranyl)‑[2,2'‑bith

20

iophen]‑5‑yl)thiazole‑5‑carbaldehyde (11)
化合物8 (259 mg, 0.202 mmol)、化合物10 (124 mg, 0.218 mmol)、 PPh3 (4.30 mg, 0
.0164 mmol) をArバブリングしたtoluene (10 mL) に溶かした。Pd2(dba)3・CHCl3 (4.82
mg, 0.00466 mmol)を加え、120 ℃で13時間加熱した。室温まで放冷し、蒸留水を加えた
。有機層を飽和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。
混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (CH2Cl2/hexane = 2/1, Rf = 0.50) によ
り精製し、化合物11を231 mg（0.161 mmol）の緑色固体として収率80％で得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.84 (s, 1H), 9.07 (d, JHH = 4.5 Hz, 1H), 8.90 (d, JH

H

= 3.9 Hz, 1H), 8.20 (s, 1H), 7.50 (d, JHH = 9.0 Hz, 2H), 7.45 (s, 1H), 7.42 (d

, JHH = 4.5 Hz, 1H), 7.37 (d, JHH = 4.2 Hz, 1H), 7.12‑7.00 (m, 10H), 6.70 (s, 4H

30

), 4.15‑4.05 (m, 4H), 2.57 (t, JHH = 7.2 Hz, 4H), 2.20 (s, 6H), 1.90 (s, 12H), 1
.80‑1.70 (m, 4H), 1.65‑1.55 (m, 4H), 1.40‑1.20 (m, 40H), 0.95‑0.82 (m, 12H).
製造例６
【０２６０】
【化３２】

40

【０２６１】
3‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑6‑(4'‑(dimesitylboranyl)‑
5'‑(thiazol‑2‑yl)‑[2,2'‑bithiophen]‑5‑yl)‑2,5‑dioctyl‑2,5‑dihydropyrrolo[3,4‑c]p
yrrole‑1,4‑dione (14)
【０２６２】
公知の方法（Angew. Chem., Int. Ed., 2006, 45, 3170）に従って化合物13を合成した
。100 mL二口ナスフラスコに化合物13 (397 mg, 0.733 mmol)、化合物8 (847 mg, 0.661
mmol)、PPh3 (13.7 mg, 0.0522 mmol) を入れ、Arバブリングしたtoluene (12 mL) を入
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れた。Pd2(dba)3・CHCl3 (14.1 mg, 0.0136 mmol) を加え、120 ℃で17時間加熱した。そ
の後、室温まで放冷し、蒸留水を加えた。tolueneで抽出し、有機層を飽和NaCl水溶液で
洗浄し、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。混合物をシリカゲルカラム
クロマトグラフィー (toluene/hexane = 1/1, Rf = 0.29) により精製し、化合物14を658
mg（0.468 mmol）の青色固体として収率71％で得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.04 (d, JHH = 4.2 Hz, 1H), 8.92 (d, JHH = 3.9 Hz, 1H

), 7.72 (d, JHH = 3.6 Hz, 1H), 7.50 (d, JHH = 7.9 Hz, 2H), 7.42 (s, 1H), 7.37‑7.
34 (m, 2H), 7.12‑7.00 (m, 10H), 6.67 (s, 4H), 4.15‑4.05 (m, 4H), 2.56 (t, JHH =
7.5 Hz, 4H), 2.19 (s, 6H), 1.89 (s, 12H), 1.80‑1.75 (m, 4H), 1.64‑1.54 (m, 4H),
1.44‑1.25 (m, 40H), 0.93‑0.82 (m, 12H).

10

製造例７
【０２６３】
【化３３】

20
【０２６４】
3‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑6‑(4'‑(dimesitylboranyl)‑
5'‑(5‑iodothiazol‑2‑yl)‑[2,2'‑bithiophen]‑5‑yl)‑2,5‑dioctyl‑2,5‑dihydropyrrolo[3
,4‑c]pyrrole‑1,4‑dione (16)
【０２６５】
50 mL二口ナスフラスコに化合物14 (301 mg, 0.214 mmol)、 THF (10 mL) を入れ、‑78
℃に冷却した。LDA (0.024 M in hexane/THF, 10 mL, 0.24 mmol)を滴下し、30分撹拌し
た。 I2 (546 mg, 2.15 mmol) を加え、室温まで昇温しながら撹拌した。飽和Na2SO3水溶
液を加え、水層をCH2Cl2で抽出した。有機層を飽和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾
過をした後、溶媒を減圧留去した。混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (CH2C

30

l2/hexane = 1/1, Rf = 0.32) により精製し、化合物16を14:16 = 2:1の割合で含む218 m
gの青緑色固体として得た。化合物16はこれ以上の精製操作を行わずに次の実験に用いた
。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.04 (d, JHH = 4.2 Hz, 1H), 8.92 (d, JHH = 3.9 Hz, 1H

), 7.69 (s, 1H), 7.49 (d, JHH = 7.5 Hz, 2H), 7.39 (s, 1H), 7.36‑7.32 (m, 2H), 7.
13‑7.11 (m, 10H), 6.70 (s, 4H), 4.12‑4.02 (m, 4H), 2.58 (t, JHH = 8.1 Hz, 4H), 2
.21 (s, 6H), 1.90 (s, 12H), 1.80‑1.70 (m, 4H), 1.70‑1.60 (m, 4H), 1.45‑1.23 (m,
40H), 0.94‑0.85 (m, 12H).
製造例８
【０２６６】

40

【化３４】

【０２６７】
3‑(5‑(4‑(bis(4‑(hexyloxy)phenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dioctyl‑6‑(5‑(tr
ibutylstannyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dihydropyrrolo[3,4‑c]pyrrole‑1,4‑dione (20)
200 mL二口ナスフラスコに化合物6 (7.16 g, 6.49 mmol) と化合物19 (851 mg, 1.62 m
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mol)を入れ、toluene (30 mL) に溶解させた。これにPd2(dba)3・CHCl3 (18.0 mg, 17.4
μmol) とPPh3 (18.1 mg, 69.0 μmol)を加え、10時間還流させた。放冷の後、蒸留水を
加えた。tolueneで抽出し、有機層を蒸留水と飽和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾
過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (CH2Cl2/hexan
e = 1/2, Rf = 0.10) により化合物20と21を2:3で含む青紫色オイル1.28 gを得た。化合
物20はこれ以上の精製操作を行わずに次の実験に用いた。
【０２６８】
製造例９
【０２６９】
【化３５】

10

【０２７０】
3‑(5‑(4‑(bis(4‑(hexyloxy)phenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑6‑(4'‑(dimesitylbora
nyl)‑5'‑(thiazol‑2‑yl)‑[2,2'‑bithiophen]‑5‑yl)‑2,5‑dioctyl‑2,5‑dihydropyrrolo[3,

20

4‑c]pyrrole‑1,4‑dione (22)
【０２７１】
50 mL二口ナスフラスコに化合物13 (652 mg, 1.20 mmol)、化合物20 (892 mg, 0.709 m
mol、不純物含む)、PPh3 (7.41 mg, 28.3 μmol) を入れ、toluene (25 mL) に溶解させ
た。Pd2(dba)3・CHCl3 (7.44 mg, 7.19 μmol) を加えた後、6時間還流させた。放冷の後
、蒸留水を加えた。tolueneで抽出し、有機層を蒸留水と飽和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4
で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (CH
2Cl2/hexane

= 1/1, Rf = 0.25) により化合物22を657 mg（0.475 mmol）の赤紫色固体と

して収率67％で得た。
【０２７２】
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製造例１０
【０２７３】
【化３６】

40
【０２７４】
2‑(5'‑(4‑(5‑(4‑(bis(4‑(hexyloxy)phenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dioctyl‑3
,6‑dioxo‑2,3,5,6‑tetrahydropyrrolo[3,4‑c]pyrrol‑1‑yl)‑4‑(dimesitylboranyl)‑[2,2'
‑bithiophen]‑5‑yl)thiazole‑5‑carbaldehyde (23)
【０２７５】
100 mL二口ナスフラスコに化合物22 (657 mg, 0.475 mmol) を入れ、THF (25 mL) に溶
解させ‑78 ℃に冷却した。LDA (0.50 M THF溶液, 0.998 mL, 0.499 mmol) を滴下し、そ
の15分後にHCOOEt (42.2 μL, 0.523 mmol) を加え、‑78 ℃で15分撹拌した。室温に昇温
の後、飽和NH4Cl水溶液を加えた。CH2Cl2で抽出し、有機層を蒸留水と飽和NaCl水溶液で
洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムクロマトグ
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ラフィー (CH2Cl2/hexane = 2/1, Rf = 0.40) により化合物23を494 mg（0.350 mmol）の
緑色固体として収率74％で得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.84 (s, 1H), 9.07 (d, JHH = 4.2 Hz, 1H), 8.89 (d, JH
= 4.2 Hz, 1H), 8.20 (s, 1H), 7.60 (d, JHH = 8.7 Hz, 2H), 7.44 (s, 1H), 7.42 (d

H

, JHH = 4.2 Hz 1H), 7.35 (d, JHH = 4.2 Hz, 1H), 7.08 (d, JHH = 8.7 Hz, 4H), 6.91
(d, JHH =87 Hz, 4H), 6.85 (d, JHH = 8.7 Hz, 4H), 6.07 (s, 4H), 4.10‑4.07 (m, 4H
), 3.94 (t, JHH = 6.6 Hz, 4H), 2.20 (s, 6H), 1.90 (s, 12 H), 1.81‑1.76 (m, 8H),
1.54‑1.36 (m, 32H), 0.94‑0.84 (m, 12H).
【０２７６】
10

製造例１１
【０２７７】
【化３７】

【０２７８】

20

1,3‑bis((2‑ethylhexyl)oxy)‑2‑methylbenzene(26)
1000 mL二口ナスフラスコに化合物25 (25.0 g, 201 mmol) とK2CO3 (83.0 g, 600 mmol
) および18‑crown‑6 (2.54 g, 9.61 mmol) を入れ、acetone (500 mL) に溶解させ4時間
還流させた。その後2‑ethylhexyl bromide (103 mL, 597 mmol) を加え、87時間還流させ
た。放冷、セライト濾過の後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルショートカラムクロマト
グラフィー (CH2Cl2/hexane = 1/1, Rf = 0.87) の後、減圧蒸留 (約100 Pa, bp 178 ℃)
により化合物26を60.1 g（173 mmol）の無色オイルとして収率86％で得た。
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.06 (t, JHH = 8.0 Hz, 1H), 6.50 (d, JHH = 8.0 Hz, 2H

), 3.84 (d, JHH = 5.5 Hz, 4H), 2.11 (s, 3H), 1.76‑1.69 (m, 2H), 1.55‑1.42 (m, 8H
), 1.40‑1.30 (m, 8H), 0.94‑0.89 (m, 12H).

13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 158.0, 126

30

.0, 115.0, 104.0, 70.5, 39.6, 30.7, 29.1, 24.1, 23.1, 14.1, 11.2, 8.2.
【０２７９】
製造例１２
【０２８０】
【化３８】

40
【０２８１】
2‑(bromomethyl)‑1,3‑bis((2‑ethylhexyl)oxy)benzene(27)
500 mL二口ナスフラスコに化合物26 (14.9 g, 42.7 mmol) を入れ、CCl4 (160 mL) に
溶解させた。NBS (8.36 g, 47.0 mmol) と benzoyl peroxide (20.7 mg, 85.4 μmol) を
加えた、12時間還流させた。放冷、セライト濾過の後、溶媒を減圧留去した。化合物27を
含む橙色オイルを20.4 g得た。化合物27はこれ以上の精製操作を行わずに次の実験に用い
た。
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.19 (t, JHH= 8.0 Hz, 1H), 6.49 (d, JHH= 8.0 Hz, 2H),

4.69 (s, 2H), 3.91 (d, JHH= 5.0 Hz, 4H), 1.79‑1.74 (m, 2H), 1.59‑1.42 (m, 8H),
1.38‑1.30 (m, 8H), 0.96‑0.88 (m, 12H).
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【０２８２】
製造例１３
【０２８３】
【化３９】

10

【０２８４】
2,5‑bis(2,6‑bis((2‑ethylhexyl)oxy)benzyl)‑3,6‑di(thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dihydropyrro
lo[3,4‑c]pyrrole‑1,4‑dione(29)

20

【０２８５】
200 mL二口ナスフラスコに化合物28 (2.00 g, 6.67 mmol) とK2CO3 (3.69 g, 26.7 mmo
l) および18‑crown‑6 (352 mg, 1.33 mmol) を入れ、DMF (100 mL) に溶解させ120 ℃に
加熱した。化合物27 (8.56 g, 20.0 mmol 少量の不純物含む) をDMF (50 mL) に溶解させ
、キャニラーを用いて系中に加えた後、120 ℃で48時間撹拌した。放冷の後、飽和NH4Cl
水溶液を加えた。EtOAcで抽出し、有機層を蒸留水と飽和NaCl水溶液で洗浄し、Na2SO4で
脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (EtOA
c/hexane = 1/9, Rf = 0.39) により化合物3を545 mg（0.549 mmol）の赤色固体として収
率8％で得た。
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.55 (d, JHH = 9.0 Hz, 2H), 7.41 (d, JHH = 4.5 Hz, 2H

30

), 7.08‑7.04 (m, 4H), 6.43 (d, JHH = 8.0 Hz, 4H), 5.37 (s, 4H), 3.73 (d, JHH = 6
.0 Hz, 4H), 1.61‑1.56 (m, 2H), 1.38‑1.15 (m, 32H), 0.83 (t, JHH = 7.5 Hz, 6H), 0
.78 (t, JHH = 7.5 Hz, 6H).
製造例１４
【０２８６】
【化４０】

40

【０２８７】
2,5‑bis(2,6‑bis((2‑ethylhexyl)oxy)benzyl)‑3‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amino)phen
yl)thiophen‑2‑yl)‑6‑(thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dihydropyrrolo[3,4‑c]pyrrole‑1,4‑dione(3
0)
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【０２８８】
50 mL二口ナスフラスコに化合物29 (543 mg, 0.547 mmol) を入れ、THF (20 mL) に溶
解させ‑78 ℃に冷却した。LDA (0.50 M THF溶液, 1.10 mL, 0.550 mmol) を滴下し、その
10分後にnBu3SnCl (194 μL, 0.657 mmol) を加えた。‑78 ℃で 10分撹拌の後、室温に昇
温し、飽和NaHCO3水溶液を加えた。tolueneで抽出し、有機層を蒸留水と飽和NaCl水溶液
で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。200 mL二口ナスフラスコに
粗生成物と化合物7 (329 mg, 0.602 mmol) をtoluene (10 mL) に溶解させた。Pd2(dba)3
・CHCl3 (12.3 mg, 11.8 μmol) とPPh3 (12.1 mg, 46.1 μmol) を加え、7時間還流させ
た。放冷の後、飽和NH4Cl水溶液を加えた。tolueneで抽出し、有機層を蒸留水と飽和NaCl
水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムク

10

ロマトグラフィー (CH2Cl2/hexane = 1/1, Rf = 0.38) により化合物30を401 mg（0.274
mmol）の青紫色オイルとして収率50％で得た。
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.72 (d, JHH = 4.0 Hz, 1H), 8.51 (d, JHH = 4.0 Hz, 1H

), 7.39 (d, JHH = 4.0 Hz, 1H), 7.37 (d, JHH = 9.0 Hz, 2H), 7.19 (d, JHH = 4.0 Hz
, 1H), 7.08‑7.04 (m, 7H), 7.01 (d, JHH = 9.0 Hz, 4H), 6.96 (d, JHH = 9.0 Hz, 2H)
, 6.45 (d, JHH = 9.0 Hz, 2H), 6.43 (d, JHH = 9.0 Hz, 2H), 5.42 (s, 2H), 5.39 (s,
2H), 3.74 (d, JHH = 5.5 Hz, 4H), 3.73 (d, JHH = 5.5 Hz, 4H), 2.56 (t, JHH = 7.5
Hz, 4H), 1.62‑1.58 (m, 6H), 1.37‑1.15 (m, 54H), 0.94‑0.75 (m, 30H).
製造例１５
【０２８９】
【化４１】

20

【０２９０】

30

2‑(5'‑(2,5‑bis(2,6‑bis((2‑ethylhexyl)oxy)benzyl)‑4‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amin
o)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑3,6‑dioxo‑2,3,5,6‑tetrahydropyrrolo[3,4‑c]pyrrol‑1‑yl)‑4
‑(dimesitylboranyl)‑[2,2'‑bithiophen]‑5‑yl)thiazole‑5‑carbaldehyde(31)
50 mL二口ナスフラスコに化合物30 (400 mg, 0.274 mmol) を入れ、THF (4 mL) に溶解
させ‑78 ℃に冷却した。LDA (2.0 M THF溶液, 0.137 mL, 0.274 mmol) を滴下し、その10
分後にnBu3SnCl (97.1 μL, 0.329 mmol) を加えた。‑78 ℃で 30分撹拌の後、室温に昇
温し、飽和NaHCO3水溶液を加えた。tolueneで抽出し、有機層を蒸留水と飽和NaCl水溶液
で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。100 mL二口ナスフラスコに
粗生成物と化合物10 (187 mg, 0.329 mmol) を入れtoluene (5 mL) に溶解させた。Pd2(d
ba)3・CHCl3 (5.67 mg, 5.48 μmol) とPPh3 (5.75 mg, 21.9 μmol) を加え、12時間還

40

流させた。放冷の後、飽和NH4Cl水溶液を加えた。tolueneで抽出し、有機層を蒸留水と飽
和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカ
ラムクロマトグラフィー (CH2Cl2/hexane = 1/1, Rf = 0.16) により化合物31を246 mg（
0.129 mmol）の濃緑色オイルとして収率47％で得た。
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 9.82 (s, 1H), 8.79 (d, JHH = 4.0 Hz, 1H), 8.62 (d, JH

H

= 4.0 Hz, 1H), 8.16 (s, 1H), 7.38 (d, JHH = 9.0 Hz, 2H), 7.24‑7.20 (m, 2H), 7.

09‑7.05 (m, 7H), 7.01 (d, JHH = 9.0 Hz, 4H), 6.96 (d, JHH = 9.0 Hz, 2H), 6.69 (s
, 4H), 6.46 (d, JHH = 8.0 Hz, 4H), 5.43 (s, 2H), 5.39 (s, 2H), 3.75 (d, JHH = 5.
5 Hz, 4H), 3.72 (d, JHH = 4.0 Hz, 4H), 2.57 (t, JHH = 7.5 Hz, 4H), 2.20 (s, 6H),
1.88 (s, 12H), 1.64‑1.58 (m, 2H), 1.37‑1.14 (m, 58H), 0.92‑0.74 (m, 30H).
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実施例１
【０２９１】
【化４２】

【０２９２】

10

化合物2 (200 mg, 0.152 mmol)、4‑ethynylbenzoic acid (24.4 mg, 0.167 mmol)、Pd2
(dba)3・CHCl3 (4.0 mg, 39 μmol)、S‑Phos (3.2 mg, 78 μmol)、CuI (1.5 mg, 79 μm
ol)、脱気したTHF (1.5 mL)およびEt3N (1.5 mL)をシュレンク管に加えて密閉し、室温で
9時間撹拌した。減圧下で溶媒を留去し、1 M HCl水溶液を加えた。水層をジクロロメタン
で3回抽出し、あわせた有機層を無水Na2SO4で乾燥させた後、濾過し、減圧下で溶媒を留
去した。混合物をシリカゲルクロマトグラフィー(ジクロロメタン：メタノール = 20：1
、Rf = 0.21)で精製し、化合物3 (64.5 mg, 48.2 μmol)を赤色固体として32％の収率で
得た。
1

H NMR (300 MHz, DMSO‑d6/CDCl3 = 3/1) δ 7.95 (d, JHH = 8.4 Hz, 2H), 7.91 (s, 1H

), 7.62 (d, JHH = 8.4 Hz, 2H), 7.27 (s, 1H), 7.19 (s, 1H), 7.18 (d, JHH = 8.4 Hz

20

, 2H), 7.03 (s, 1H), 7.02 (d, JHH = 9.0 Hz, 4H), 6.84 (d, JHH = 9.0 Hz, 4H), 6.7
9 (d, JHH = 8.4 Hz, 2H), 6.56 (s, 4H), 3.90 (t, JHH = 6.3 Hz, 4H), 2.71 (m, over
lapped, 2H), 2.56 (t, JHH = 8.1 Hz, 2H), 2.10 (s, 6H), 1.82 (s, 12H), 1.69 (quin
t, JHH = 6.3 Hz, 4H), 1.66‑1.55 (m, 4H), 1.43‑1.15 (m, overlapped, 24H), 0.92‑0.
77 (m, overlapped, 12H); HRMS (ESI‑): m/z 1334.6267 (M‑). Calcd for C84H95BN2O4S
4:

1334.6268.

実施例２
【０２９３】
【化４３】
30

【０２９４】
化合物2 (204 mg, 0.155 mmol)、4‑ethynylphthalic anhydride (25.9 mg, 0.223 mmol)
、Pd2(dba)3・CHCl3 (4.2 mg, 41 μmol)、S‑Phos (3.3 mg, 80 μmol)、CuI (1.4 mg, 7
4 μmol)脱気したTHF (1.5 mL)およびEt3N (1.5 mL)をシュレンク管に加えて密閉し、室

40

温で11時間撹拌した。減圧下で溶媒を留去し、1 M HCl水溶液を加えた後、水層をジクロ
ロメタンで3回抽出した。あわせた有機層を水で洗浄し、無水Na2SO4で乾燥させた後、濾
過し、溶媒を減圧留去した。混合物をシリカゲルクロマトグラフィー(ジクロロメタン：
メタノール = 4：1、Rf = 0.47)で精製し、化合物4 (30.4 mg, 22.0 μmol)を赤褐色固体
としての14％の収率で得た。
1

H NMR (300 MHz, DMSO‑d6/CDCl3 = 3/1) δ 8.35 (s, 1H), 8.21 (d, JHH = 8.4 Hz, 1H

), 7.92 (s, 1H), 7.60 (d, JHH = 8.4 Hz, 1H), 7.25 (s, 1H), 7.18 (s, 1H), 7.18 (d
, JHH = 8.7 Hz, 2H), 7.02 (s, 1H), 7.02 (d, JHH = 9.0 Hz, 4H), 6.84 (d, JHH = 9.
0 Hz, 4H), 6.79 (d, JHH = 8.7 Hz, 2H), 6.56 (s, 4H), 3.90 (t, JHH = 6.6 Hz, 4H),
2.71 (m, overlapped, 2H), 2.58 (t, JHH = 7.5 Hz, 2H), 2.10 (s, 6H), 1.82 (s, 12
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H), 1.69 (quint, JHH = 6.6 Hz, 4H), 1.59‑1.49 (m, 4H), 1.44‑1.16 (m, overlapped,
24H), 0.84‑0.76 (m, overlapped, 12H); HRMS (ESI‑): m/z 1378.6011 (M‑). Calcd fo
r C85H95BN2O6S4: 1378.6166.
実施例３
【０２９５】
【化４４】

10
【０２９６】
4‑((2‑(5'‑(4‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dioctyl‑3,
6‑dioxo‑2,3,5,6‑tetrahydropyrrolo[3,4‑c]pyrrol‑1‑yl)‑4‑(dimesitylboranyl)‑[2,2'‑
bithiophen]‑5‑yl)thiazol‑5‑yl)ethynyl)benzoic acid (18)
【０２９７】
シュレンク管に化合物16 と化合物14を1:2の割合で含む混合物 (218 mg, 化合物16は約
76.9 mg, 0.0502 mmol)、化合物17 (8.18 mg, 0.0560 mmol)、PPh3 (1.02 mg, 0.00389 m
mol) を入れ、Arバブリングしたtoluene (1.5 mL) に溶かした。Pd2(dba)3・CHCl3 (1.07
mg, 0.00103 mmol)、CuI (0.395 mg, 0.00207 mmol)、iPr2NH (0.5 mL) を加え、100 ℃

20

で8時間加熱した。室温まで放冷し、2 M HCl水溶液を加えた。水層をtolueneで抽出し、
有機層を飽和NaCl水溶液で洗浄し、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。
混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (CH2Cl2/MeOH = 9/1, Rf = 0.51) の後、
PTLC (MeOH/CH2Cl2 = 1/30)により精製し、化合物18を56.8 mg（0.0366 mmol）の緑色固
体として収率73％で得た。
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.04 (d, JHH = 4.2 Hz, 1H), 8.92 (d, JHH = 3.9 Hz, 1H

), 8.08 (d, JHH = 4.8 Hz, 2H), 7.83 (s, 1H), 7.57 (d, JHH = 7.5 Hz, 2H), 7.49 (d
, JHH = 8.1 Hz, 2H), 7.43 (s, 1H), 7.45 (s, 2H), 7.12‑6.99 (m, 10H), 6.70 (s, 4H
), 4.15‑4.00 (m, 4H), 2.57 (t, JHH = 7.8 Hz, 4H), 2.21 (s, 6H), 1.92 (s, 12H), 1
.80‑1.70 (m, 4H), 1.70‑1.60 (m, 4H), 1.45‑1.23 (m, 40H), 0.94‑0.85 (m, 12H).

30

【０２９８】
実施例４
【０２９９】
【化４５】

40
【０３００】
2‑((2‑(5'‑(4‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dioctyl‑3,
6‑dioxo‑2,3,5,6‑tetrahydropyrrolo[3,4‑c]pyrrol‑1‑yl)‑4‑(dimesitylboranyl)‑[2,2'‑
bithiophen]‑5‑yl)thiazol‑5‑yl)methylene)malonic acid (12)
【０３０１】
（実施例４−１）
シュレンク管に化合物11 (86.3 mg, 0.0602 mmol)、malonic acid (19.6 mg, 0.188 mm
ol)、ピペリジン（piperidine） (0.0178 mL, 0.180 mmol) を入れ、CHCl3 (0.6 mL) に
溶かし、70 ℃で37時間加熱した。その後、室温まで放冷し、1 M HCl水溶液を加えた。CH
2Cl2で抽出し、有機層を飽和NaCl水溶液で洗浄し、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を
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減圧留去した。混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (MeOH/CH2Cl2 = 1/9, Rf
= 0.23) の後、PTLC (MeOH/CH2Cl2 = 1/20)で精製し、化合物12を34.6 mg（0.0228 mmol
）の緑色固体として収率38％で得た。
1

H NMR (300 MHz, DMSO‑d6/CDCl3) δ 8.94 (d, JHH = 4.2 Hz, 1H), 8.80 (d, JHH = 4.

2 Hz, 1H), 8.38 (s, 1H), 8.29 (s, 1H), 7.62 (d, JHH = 3.6 Hz, 1H), 7.51 (d, JHH
= 7.8 Hz, 2H), 7.38 (s, 1H), 7.09 (d, JHH = 7.8 Hz, 4H), 6.95 (d, JHH = 8.1 Hz,
4H), 6.84 (d, JHH = 8.4 Hz, 4H), 6.55 (s, 4H), 5.66 (s, 1H), 4.00‑3.90 (m, 4H),
2.51 (t, JHH = 7.2 Hz, 4H), 2.09 (s, 6H), 1.81 (s, 12H), 1.64‑1.50 (m, 8H), 1.35
‑1.15 (m, H), 0.87‑0.77 (m, 12H). HRMS (FAB+): m/z 1519.7496 (M+). Calcd for C93
H111BN4O6S4: 1519.7518.

10

【０３０２】
（実施例４−２）
100 mL二口ナスフラスコに化合物11 (622 mg, 0.434 mmol)、malonic acid (135 mg, 1
.30 mmol)、pireridine (257 μL, 2.60 mmol) を入れ、CHCl3 (8 mL) 溶解させた後、7
時間還流させた。その後、malonic acid (135 mg, 1.30 mmol) を追加し、さらに14時間
還流させた。放冷の後、1 M HCl水溶液を加えた。CH2Cl2で抽出し、有機層を蒸留水と飽
和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカ
ラムクロマトグラフィー (MeOH/toluene = 1/4, Rf = 0.29) により化合物12を628 mg（0
.418 mmol）の緑色固体として収率95％で得た。
【０３０３】

20

実施例５
【０３０４】
【化４６】

30
【０３０５】
2‑(5'‑(4‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dioctyl‑3,6‑di
oxo‑2,3,5,6‑tetrahydropyrrolo[3,4‑c]pyrrol‑1‑yl)‑4‑(dimesitylboranyl)‑[2,2'‑bith
iophen]‑5‑yl)thiazole‑5‑carboxylic acid (15)
【０３０６】
50 mL二口ナスフラスコに化合物14 (101 mg, 0.0721 mmol) を入れ、THF (2.1 mL) に
溶かし、‑78 ℃に冷却した。LDA (1.00 M in THF, 0.0730 mL, 0.0730 mmol) を滴下し、
30分撹拌した。砕いたドライアイスを加え、室温まで昇温しながら撹拌した。2 M HCl水
溶液を加え、水層をCH2Cl2で抽出した。有機層を飽和NaCl水溶液で洗浄し、Na2SO4で脱水
、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (
MeOH/CH2Cl2 = 1/9, Rf = 0.22) の後、PTLC (MeOH/CH2Cl2 = 1/20) で精製し、化合物15
を50.2 mg（0.0346 mmol）の緑色固体として収率48％で得た。
【０３０７】
実施例６
【０３０８】
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【化４７】

【０３０９】
2‑((2‑(5'‑(4‑(5‑(4‑(bis(4‑(hexyloxy)phenyl)amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑2,5‑dioct
yl‑3,6‑dioxo‑2,3,5,6‑tetrahydropyrrolo[3,4‑c]pyrrol‑1‑yl)‑4‑(dimesitylboranyl)‑[

10

2,2'‑bithiophen]‑5‑yl)thiazol‑5‑yl)methylene)malonic acid (24)
【０３１０】
シュレンク管に化合物23 (141 mg, 0.100 mmol) を入れ、CHCl3 (1 mL) に溶解させた
。malonic acid (31.2 mg, 0.300 mmol) とpiperidine (29.6 μL, 0.300 mmol) を加え
、16時間還流させた。放冷の後、1M HClaq.を加えた。CH2Cl2で抽出し、有機層を蒸留水
と飽和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲ
ルカラムクロマトグラフィー (toluene/MeOH = 4/1, Rf = 0.19) により化合物24を120 m
g（80.5 μmol）の濃緑色固体として収率80％で得た。
【０３１１】
実施例７

20

【０３１２】
【化４８】

30
【０３１３】
2‑((2‑(5'‑(2,5‑bis(2,6‑bis((2‑ethylhexyl)oxy)benzyl)‑4‑(5‑(4‑(bis(4‑octylphenyl)
amino)phenyl)thiophen‑2‑yl)‑3,6‑dioxo‑2,3,5,6‑tetrahydropyrrolo[3,4‑c]pyrrol‑1‑y
l)‑4‑(dimesitylboranyl)‑[2,2'‑bithiophen]‑5‑yl)thiazol‑5‑yl)methylene)malonic ac
id(32)
【０３１４】
シュレンク管に化合物31 (213 mg, 0.112 mmol)を入れ、CHCl3 (2 mL) に溶解させた。
malonic acid (35.2 mg, 0.338 mmol) とpiperidine (33.0 μL, 0.334 mmol) を加え、2
1時間還流させた。放冷の後、1M HClaq.を加えた。CH2Cl2で抽出し、有機層を蒸留水と飽
和NaCl水溶液で洗浄、Na2SO4で脱水、濾過をした後、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカ

40

ラムクロマトグラフィー (CH2Cl2/MeOH = 10/1, Rf = 0.18) により化合物32を177 mg（8
9.2 μmol）の濃緑色固体として収率80％で得た。
1

H NMR (500 MHz, THF‑d8) δ 10.84 (s, 2H), 9.02 (d, JHH = 4.0 Hz, 1H), 8.94 (d,

JHH = 4.0 Hz, 1H), 8.30 (s, 1H), 8.19 (s, 1H), 7.46 (d, JHH = 8.5 Hz, 2H), 7.36
(d, JHH = 4.0 Hz, 1H), 7.35 (d, JHH = 4.0 Hz, 1H), 7.23 (s, 1H), 7.10 (d, JHH =
8.5 Hz, 4H), 7.09 (t, JHH = 8.5 Hz, 1H), 7.05 (t, JHH = 8.5 Hz, 1H), 7.00 (d, JH
H

= 8.5 Hz, 4H), 6.95 (d, JHH = 8.5 Hz, 2H), 6.60 (s, 4H), 6.54 (d, JHH = 8,5 Hz

, 2H), 6.53 (d, JHH = 8.5 Hz, 2H), 5.47 (s, 2H), 5.41 (s, 2H), 3.80 (d, JHH = 6.
0 Hz, 4H), 3.77 (d, JHH = 6.0 Hz, 4H), 2.58 (t, JHH = 7.5 Hz, 4H), 2.14 (s, 6H),
1.89 (s, 12H), 1.64‑1.14 (m, 30H), 0.93‑0.75 (m, 30H).
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【０３１５】
試験例１（色素増感太陽電池の製造及び評価）
（１）光吸収層の作製
導電性基板（表面抵抗値１０Ω／□、１５ｍｍ×２５ｍｍ、フッ素ドープ酸化錫膜付ガ
ラス基板）上に、チタニアペースト（ＳＯＬＡＲＯＮＩＸＳ社製、チタニアペーストＴｉ
−ＮａｎｏｘｉｄｅＴ／ＳＰ）を、公知のスクリーン印刷法にて塗布し、１２０℃で３分
間乾燥させる操作を６回繰り返した後、導電性基板を５００℃で３０分間焼成し、９〜１
４μｍの多孔質酸化チタン膜を形成した。
【０３１６】
次に、実施例で得られた化合物3および参照化合物（Ref1、Ref2、及びRef3）を、トル

10

エン溶媒にそれぞれ溶解させて、０．１ mMとした溶液に、前記多孔質酸化チタン膜を形
成した導電性基板を３０ ℃で１６時間浸漬した後、当該基板を室温でそれぞれ用いた溶
媒にて洗浄することにより、光吸収層を有する導電性基板を得た。なお、Ref1、Ref2、及
びRef3は、特許文献１に従い製造した。
【０３１７】
【化４９】

20

【０３１８】
（２）色素増感太陽電池の作製
直径が約０．７ｍｍの電解液注入孔を２つ有するITOガラス基板上に、膜厚が約１ｎｍ
の白金を製膜した対向電極を作製した。
前記（１）で得られた光吸収層をもつ導電性基板上に、スペーサーとして厚みが約３０μ

30

ｍのフレーム型アイオノマー樹脂を密着させ、その上から対向電極を接着した。次いで、
電解質として、０．１Ｍのヨウ化リチウム、０．０２５Ｍのヨウ素、０．６ＭのＤＭＰＩ
Ｉ（ジメチルプロピルイミダゾリウムアイオダイド）及び０．５ＭのＴＢＰ（４−tert−
ブチルピリジン）をアセトニトリルに溶解してなる電解質溶液を作製し、当該電解質溶液
を上記電解液注入孔より内部に注入することによって、色素増感太陽電池を作製した。
【０３１９】
（３）色素増感太陽電池の光電変換効率の評価
上記試験例１（２）で得られた色素増感太陽電池について、太陽電池評価装置（分光計
器社製 SMO‑250III型）を用いて、下記の方法で光電変換効率を測定した。
【０３２０】

40

＜測定方法＞
ＪＩＳ Ｃ８９１３：１９９８ のシリコン結晶系太陽電池セルの出力測定方法に準拠し
た方法で測定した。ソーラーシュミレーター（分光計器社製 SMO‑250III型）に、ＡＭ１
．５Ｇ相当のエアマスフィルターを組み合わせ、２次基準 Ｓｉ 太陽電池で１００ｍＷ／
ｃｍ２の光量に調整して測定用光源とし、色素増感型太陽電池セルの試験サンプルに光照
射をしながら、ソースメーター（Keithley Instruments Inc. 製，2400型汎用ソースメー
ター）を使用してＩ−Ｖカーブ特性を測定し、Ｉ−Ｖカーブ特性測定から得られた開放電
圧（Ｖｏｃ）、短絡電流（Ｉｓｃ）、フィルファクター（ＦＦ）を導出した。そして、短
絡電流密度（Ｊｓｃ）、及び光電変換効率（η）を以下の式１及び式２を用いて算出した
。

50

(49)

JP 6526557 B2 2019.6.5

【０３２１】
式１：短絡電流密度（Ｊｓｃ）（ｍＡ／ｃｍ２）＝Ｉｓｃ（ｍＡ）／有効受光面Ｓ（ｃ
ｍ２）
式２：光電変換効率（η）（％）＝Ｖｏｃ（Ｖ）×Ｊｓｃ（ｍＡ／ｃｍ２）×ＦＦ×１
００／１００（ｍＷ／ｃｍ２）
得られた結果を表１および図１に示す。トルエンを浸漬溶媒に用いると、化合物3は16
時間浸漬することにより、6.46％の高い光電変換効率を示した。
【０３２２】
【表１】
10

【０３２３】
（４）色素増感太陽電池のＩＰＣＥの評価
上記試験例１（２）で得られた色素増感太陽電池について、太陽電池評価装置 (分光計
器株式会社製

20

SMO‑250 III)を用いて、IPCE（Ｉｎｃｉｄｅｎｔ Ｐｈｏｔｏｎ−ｔｏ−

ｃｕｒｒｅｎｔ Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）スペクトルを300 nmから
850 nmの範囲で測定した。得られた結果を図２に示す。
【０３２４】
トルエンを浸漬溶媒として用いた場合、化合物3は高い入射光‑電流変換効率（IPCE）を
示し、410 nmから560 nmにかけての領域では、80％を超えるIPCEスペクトルが得られた。
【０３２５】
（５）多孔質酸化チタンへの色素吸着量の評価
市販のスクリューキャップ付き石英セル(光路長 １ ｍｍ)に０．１ mMの色素のトルエ
ン溶液０．５ ｍＬおよび、上記の試験例１（１）で作製した多孔質酸化チタン膜を形成

30

した導電性基板を入れて密閉し、浸漬時間ごとに紫外可視分光計(島津製作所製、UV‑3150
)を用いて吸収スペクトルを測定した。色素吸着量は、測定で観測された吸光度(Abs)を元
に式３に従って算出した。結果を図３に示す。この結果から、吸着においては、化合物3
と参照化合物Ref1で有意の差は観測されなかった。
【０３２６】
式３：
【数１】

40

【０３２７】
（６）吸着色素の安定性評価
色素の吸着の安定性を評価した。市販のスクリューキャップ付き石英セル(光路長 １
ｍｍ)に0.5 Mのtert‑ブチルピリジンのアセトニトリル溶液０．５ ｍＬを加え、試験例１
（５）で作製した色素を吸着させた多孔質酸化チタン膜付き導電性基板を浸漬し、溶液の
吸収の変化を吸収スペクトル測定により測定した。図４に結果を示す。
【０３２８】
６０時間浸漬後のスペクトルにおいては、参照化合物Ref1においては440 nmに色素の乖
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離を示唆するピークが観測された。一方で化合物3を吸着させた電極を用いた場合は、浸
漬溶液では吸収ピークはほとんど観測されなかった。これは化合物3が強固にTiO2電極に
強く吸着し、同条件下での色素の剥離、漏れだしがほとんどないことを示唆する結果であ
る。
【０３２９】
試験例２
試験例２−１（色素の吸収スペクトル評価）
化合物12および比較化合物としてRef1の可視吸収スペクトルを図５に示す。
Ref1が468 nm（ε = 38200 M‑1 cm‑1）に最長波長吸収ピークを示すのに対して、化合物1
2では、吸収ピークは640 nm（ε = 76900 M‑1 cm‑1）と670 nm（ε = 75700 M‑1 cm‑1）

10

へと約200 nmも大きく長波長シフトし、吸光係数も増大した。
【０３３０】
試験例２−２（太陽電池作製および評価）
化合物12についても、上述の方法と同様に色素増感型太陽電池を作製し、特性を評価し
た。結果を表２および図６に示す。
【０３３１】
化合物12の0.1 mMのトルエン溶液に、前記多孔質酸化チタン膜を形成した導電性基板を
３０ ℃で１６時間浸漬した後、当該基板を室温でそれぞれ用いた溶媒にて洗浄すること
により、光吸収層を有する導電性基板を得た。
【０３３２】

20

これを用いて太陽電池特性を評価したところ、曲線因子FFは0.716であったが、短絡電
流密度JSCの値は4.98 mAcm‑2、開放電圧VOCは0.596 Vと、同様の条件下で化合物3を用い
て作製した太陽電池よりも低く、光電変換効率も2.13％にとどまった。多孔質酸化チタン
膜を形成した導電性基板の浸漬条件を検討し、化合物12の濃度を0.5 mMとし、浸漬時間を
36時間にすると、短絡電流密度JSCの値は7.71 mAcm‑2、開放電圧VOCは0.610 V、光電変換
効率3.23％と、特性は少し向上した。図６に示すIPCEスペクトルを測定したところ、化合
物12の吸収波長に対応して、IPCEスペクトルでも800 nm以上の領域から光電変換すること
が確認された。しかし、全体的に入射光‑電流変換効率は、0.1 mM溶液に浸漬した場合で
は20％程度、0.5 mMの溶液に浸漬した場合では30％程度であった。これらの結果から、化
合物12の場合、これらの浸漬条件下では、いずれも多孔質酸化チタン膜への吸着量が少な

30

く、このため太陽電池特性が3%程度であると考えられる。
【０３３３】
そこで、本条件下では多孔質酸化チタン膜への化合物12の吸着量が少ないことを利用し
て、公知の化合物Ref1と組み合わせた色素増感型太陽電池の作製を行った。
【０３３４】
上記の方法と同様に、まず、化合物12の0.1 mMのトルエン溶液に多孔質酸化チタン膜を
形成した導電性基板を３０ ℃で18時間浸漬し、基盤をトルエンで洗浄した後、続いて化
合物Ref1の0.1 mMのトルエン溶液に３０ ℃で16時間浸漬し、基板をトルエンで洗浄し、
二種類の化合物を吸着させた導電性基板を作製した。
【０３３５】
これを用いて、上述の方法と同様に色素増感型太陽電池を作製し、その特性を評価した
。その結果、IPCEスペクトル（図６）では、化合物12の増感効果に由来する650 nm以上の
領域でも光電変換効率の向上が見られ、さらに、化合物Ref1の増感効果に対応する400‑60
0 nmの領域での入射光‑電流変換効率も大きく向上することが確認された。太陽電池特性
は、表２より、短絡電流密度JSCの値は9.81 mAcm‑2、開放電圧VOCは0.657 Vと、いずれも
化合物12のみを用いた場合よりも向上し、4.45％の光電変換効率が得られた。
【０３３６】
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【表２】

【０３３７】
試験例３（太陽電池作製及び評価）
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化合物24についても、上述の方法と同様に光吸収層を有する導電性基板を作製し、これ
を用いて色素増感型太陽電池を作製し、特性を評価した。結果を表３および図７に示す。
【０３３８】
【表３】

【０３３９】
試験例４（太陽電池作製及び評価）

20

化合物18についても、上述の方法と同様に光吸収層を有する導電性基板を作製し、これ
を用いて色素増感型太陽電池を作製し、特性を評価した。結果を表４および図８に示す。
【０３４０】
【表４】

【０３４１】
試験例５（太陽電池作製及び評価）
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化合物32についても、上述の方法と同様に光吸収層を有する導電性基板を作製した。そ
の後、電解質として、０．１Ｍのヨウ化リチウム、０．１Ｍのヨウ素、及び０．６ＭのＤ
ＭＰＩＩ（ジメチルプロピルイミダゾリウムアイオダイド）を用いた他は、上述の方法と
同様に色素増感太陽電池を作成した。また、別途、電解質として、０．１Ｍのヨウ化リチ
ウム、０．１Ｍのヨウ素、０．６ＭのＤＭＰＩＩ（ジメチルプロピルイミダゾリウムアイ
オダイド）、及び０．５ＭのＴＢＰ（４−tert−ブチルピリジン）を用いた他は、上述の
方法と同様に色素増感太陽電池を作成した。
【０３４２】
また、化合物32及びデオキシコール酸を、それぞれトルエン溶媒に溶解させ、０．１ｍ
Ｍの化合物32及び２ｍＭのデオキシコール酸を含むトルエン溶液を得た。また、上記試験
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例１（１）と同様の方法により、多孔質チタン膜（６μｍ）を得た。上記化合物32及びデ
オキシコール酸のトルエン溶液に前記多孔質チタン膜（膜厚６μｍ）を形成した導電性基
板を３０℃で１８時間浸漬した後、当該基板を用いた溶媒にて洗浄することにより、光吸
収層を有する導電性基板を得た。その後、電解質として、０．１Ｍのヨウ化リチウム、０
．１Ｍのヨウ素、０．６ＭのＤＭＰＩＩ（ジメチルプロピルイミダゾリウムアイオダイド
）、及び０．５ＭのＴＢＰ（４−tert−ブチルピリジン）を用いた他は、上述の方法と同
様に色素増感太陽電池を作成した。
【０３４３】
これらの色素増感太陽電池について、上述の方法と同様に特性を評価した。結果を表５
および図９に示す。
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【０３４４】
【表５】

【０３４５】

10

試験例６（太陽電池作製及び評価）
化合物12についても、上述の方法と同様に光吸収層を有する導電性基板を作製した。そ
の後、電解質として、０．１Ｍのヨウ化リチウム、０．０２５Ｍのヨウ素、及び０．６Ｍ
のＤＭＰＩＩ（ジメチルプロピルイミダゾリウムアイオダイド）を用いた他は、上述の方
法と同様に色素増感太陽電池を作成した。また、別途、電解質として、０．１Ｍのヨウ化
リチウム、０．０２５Ｍのヨウ素、０．６ＭのＤＭＰＩＩ（ジメチルプロピルイミダゾリ
ウムアイオダイド）、及び０．５ＭのＴＢＰ（４−tert−ブチルピリジン）を用いた他は
、上述の方法と同様に色素増感太陽電池を作成した。
【０３４６】
また、化合物12及びデオキシコール酸を、それぞれトルエン溶媒に溶解させ、０．１ｍ

20

Ｍの化合物12及び２ｍＭのデオキシコール酸を含むトルエン溶液を得た。また、上記試験
例１（１）と同様の方法により、多孔質チタン膜（６μｍ）を得た。上記化合物12及びデ
オキシコール酸のトルエン溶液に前記多孔質チタン膜（膜厚６μｍ）を形成した導電性基
板を３０℃で１８時間浸漬した後、当該基板を用いた溶媒にて洗浄することにより、光吸
収層を有する導電性基板を得た。その後、電解質として、０．１Ｍのヨウ化リチウム、０
．０２５Ｍのヨウ素、及び０．６ＭのＤＭＰＩＩ（ジメチルプロピルイミダゾリウムアイ
オダイド）を用いた他は、上述の方法と同様に色素増感太陽電池を作成した。
【０３４７】
これらの色素増感太陽電池について、上述の方法と同様に特性を評価した。結果を表６
および図１０に示す。
【０３４８】
【表６】
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【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図４】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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