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1．はじめに
㸯㸬ࡣࡌࡵ
フタロシアニン（以下 Pc と略する）とは図

電池の実用化のためには、塗布法により大面積

1 に示す基本骨格を有した、大きな環状構造を

重要なポイントであり、如何にして溶けない

有するイソインドール 4 量体型の芳香族錯体の

Pc を基板上に塗布するのかが大きな課題であ

総称であり、歴史的には 1907 年に Braun と

る。Pc の溶解度を上げる為に、一般には Pc 周

[1]

Tcherniac により偶然発見されたものである 。

の Pc 薄膜を迅速かつ低価格で形成することが

辺への置換基の導入が行われる。しかし、この
手法はコストの上昇と同時に輸送特性の低下を
招くため、Pc を半導体材料として用いる場合
には必ずしも適当ではない。近年、Pc 骨格の
周辺部に熱で脱離可能な置換基を導入してお
き、基板上へ溶液を塗布した後に、基板ごと加
熱して Pc 薄膜へ変換する手法が提案され注目

ᅗ㸯
図 1 Pc の基本分子構造（M は種々の金属イ

されている [2]。この手法を用いると既存の印刷
技術の応用で大面積の Pc 半導体膜を迅速に形

オンを意味する）

成することができる。しかし、現時点では、こ
Pc は非常に鮮やかな青色を呈し、化学的、

のような変換材料は合成ステップ数が多いため

物理的に極めて安定な特性を示したことから、

コストパフォーマンスが悪いことと、熱変換に

発見直後から色材としての用途が期待され、実

必要な温度が高い問題点があげられている。こ

際、現在に至るまで、Pc は青色系の染料、顔

のため、塗布後に Pc へと変換可能な可溶性の

料として確固たる地位を確立している。さらに

前駆体を低コスト、かつ迅速に合成する手法の

Pc は高い平面性を有するπ電子系化合物であ

開発は至急の課題である。

るため、有機半導体などの先端電子デバイス材

本課題では、このような Pc における溶解度

料としての応用への期待も高まっており、各分

の問題を克服するために、リチウムとアルコー

野での応用研究も盛んに行われている。特に

ルを用いた Pc の合成法に着目し、反応中間体

Pc 薄膜を用いた薄膜型太陽電池は、性能と耐

を効率よく単離することで、熱や光により、可

久性の面では実用化に近いレベルであり、社会

溶性の Pc 前駆体から不溶性の Pc へと変換可

的な関心も高い。

能な化合物を簡便に合成すること、ならびにそ

一方、Pc の欠点は溶解度が極めて低いこと
である。即ち Pc は溶媒に溶けないため、薄膜

の変換特性に関する詳細な知見を得ることを目
的として研究を行った。

を作製するためには、「塗布による薄膜形成」
が利用できないことが難点である。薄膜型太陽
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2．分子設計
㸰㸬ศᏊタィ
通常、Pc を合成する際には、原料となる物
㸰㸬ศᏊタィ
質と、鋳型となる金属塩を（一般的な化学反応

ウムを溶解したリチウムアルコキシド溶液を調

を行うという意味で）極めて高温で加熱するこ

リ ル（1,2 − ジ シ ア ノ ベ ン ゼ ン ） を 加 え、 約

とで反応が促進される。この手法は簡便ではあ

70℃で 1 時間反応させた。この溶液に塩化銅

るが、ある一定の温度以上で急激に反応が始ま

（II）を加え、一定時間反応を続けた後、カラ

るため、反応過程の中間体を単離することはで

ムクロマトグラフィーと再結晶による後処理を

きず、不溶性の Pc のみが得られる。一方、リ

行うことで、目的の化合物を単離した。図 2 中

チウム法と呼ばれる Pc の合成法では、原料物

で「half-Pc」と記した化合物は想定される反

質をリチウムアルコキシドと反応させることで

応中間体であり、不安定であるため単離はでき

Pc の基本骨格が形成される。この反応を 150℃

なかったが、種々の反応条件を用いた際の反応

以上の温度で行うと、生成物として不溶性の

過程の観察結果より、この中間体を系中で効率

Pc のみが得られるが、より低い温度で反応を

よく発生させることにより、最終生成物の収率

行った場合、Pc は得られないが、何らかの化

を 30% 程度以上にまで高めることができた。

学反応が進行していることが我々の実験により

また、最終生成物は単結晶化に成功し、X 線構

明らかとなった。当初はこの化合物がどのよう

造解析により分子構造を決定することができ

なものであるのかは不明であったが、反応のメ

た。図 3 に R がメトキシ基の場合の結晶構造

カニズムを詳細に検討した結果、リチウム法を

を示す。

予め、各種アルコール（ROH）に金属リチ
製しておき、そこに Pc 原料であるフタロニト

穏やかな条件で行うことで、Pc に変換可能な
Pc 前駆体を設計、合成することが可能である
との結論に達したため、この方針による合成研
究を進めた。

㸱㸬ᐇ㦂⤖ᯝ
3．実験結果
 ྜᡂᵓ㐀
3.1
合成と構造
㸱㸬ᐇ㦂⤖ᯝ
本研究で行った化学反応式を図
2 に示す。図
 ྜᡂᵓ㐀
中、ROH は各種アルコールを意味し、R = Me,

ᅗ㸱
図 3 Pc 前駆体の結晶構造（R = Me）
ᅗ㸱
この分子は Pc 骨格の 2 か所に、反応に用い

Et, Pr, Bu の場合を検討した。

たリチウムメトキシド由来のメトキシ基が結合
しており、分子全体の芳香族性は失われている。
また、メトキシ基が付加した部分の炭素原子は
Pc が本来持つ sp2 混成とは異なり、四面体構
造の sp3 混成をとるため、図 3（右）に示すよ
うに分子全体が大きく折れ曲がった構造となっ
ている。このような折れ曲がり構造と、付加し
たアルコキシ基の柔軟性により、得られた Pc
前駆体はアセトン、トルエンなどの一般的な有
機溶媒に対して高い溶解度を示すことが明らか
となった。また、アルコキシ基の鎖長を延ばす

ᅗ㸰
図 2 可溶性 Pc 前駆体の合成スキーム

ᅗ㸰

ことで溶解度はさらに改善され、例えば、R =
Bu のような長い鎖を持つ誘導体では、ヘキサ
ンのような飽和炭化水素溶媒であっても一定の
― 27 ―

溶解度を示すことが明らかとなった。
3.2
熱変換特性
 ⇕ኚ≉ᛶ
 ⇕ኚ≉ᛶ
前節で得られた化合物は Pc に 2 つのアルコ
キシ基が付加したものであり、加熱等によりこ
のアルコキシ基が脱離すれば Pc へと変化する。
前駆体から Pc への熱変換は、当初、溶液中に
おいて明確に観測された。図 4 に熱変換前後の
前駆体の紫外可視吸収スペクトルを示す。

ᅗ㸳
図
5 各種前駆体化合物の粉末結晶状態にお
ᅗ㸳
ける熱変換特性。実線は熱重量測定（TG）、
破 線 は 示 差 熱 分 析（DTA） の 結 果 を 示 す。
DTA は山のピークが発熱反応、谷のピークが
吸熱反応を意味する。R = Me（左上）、Et（左
下）、Pr（右上）、Bu（右下）。

TG の結果から、いずれの前駆体の場合も
200℃付近から昇温に伴って急激な重量減少が
見られ、250℃付近で変化が収束する。変化前
後の質量減少率は各前駆体から 2 つのアルコキ

ᅗ㸲図 4 Pc 前駆体（破線）および熱変換後の Pc
ᅗ㸲

シ基が脱離したと仮定した際の分子量の減少率

（実線）の紫外可視吸収スペクトル（溶媒：
トリクロロベンゼン）。

とほぼ一致し、この温度領域においてアルコキ
シ基の脱離による Pc への熱変換が進行してい
ることが示された。DTA の結果から、これら

前駆体の状態では Pc 骨格に付加したアルコ

の変化はいずれも発熱反応であり、熱変換によ

キシ基により共役構造が寸断されるため、Pc

り Pc 骨格の芳香環化が起こり、芳香化安定エ

*

の特徴ともいえる π−π 遷移に由来する可視

ネルギー分の過剰エネルギーが熱として外部に

領域（600 − 700 nm）の強い吸収帯は観測さ

放出されたものと考えられる。実験では R =

れない（破線）。この溶液を加熱処理した後、

Et の場合のみ 100℃付近より重量減少を伴う

再びスペクトルを測定すると、極めて典型的な

吸熱反応が観測されたが、これは粉末結晶中に

Pc の吸収スペクトルが明確に観測された（実

残された結晶溶媒（エタノール）の脱離による

線）。この際の溶液の色は、薄い褐色から鮮や

ものと結論された。

かな青色へと変化した。溶液中におけるこの結

興味深いことに、R = Me の場合、熱変換に

果は、前駆体を加熱することにより Pc が生成

伴う発熱反応は 232℃と 252℃の 2 つの明確に

していることの証明であり、意図したようなア

分離した発熱ピークを持つことが示された。こ

ルコキシ基の脱離反応が加熱により引き起こさ

の傾向は R が長くなることにより緩和され、R

れることを示している。

= Bu の場合は 227℃に 1 つの発熱ピークしか

アルコキシ基の鎖長を変えた各種前駆体化合

観測されていない。発熱ピークが複数観測され

物について、粉末結晶状態での Pc への熱変換

る理由については主として 2 つの可能性が考え

特性を調べたものを図 5 に示す。

られる。1 つ目は、2 つのアルコキシ基が 2 段
階で脱離することに由来するものであり、2 つ
目の可能性は粉末結晶中に複数の結晶形態が存
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在 す る と い う も の で あ る。 前 者 で あ れ ば、

析での重量減少比率の変化に相関がみられたこ

TG-DTA 分析において、昇温を 2 つの発熱ピー

とから、特に R = Me の場合において、熱変換

クの間で止めることで、アルコキシ基が 1 つだ

温度は結晶形態に依存するということが明らか

け脱離した中間体が単離できると考えられる

となった。また、R が長くなることによりこの

が、実験の結果、そのような中間体は得られな

傾向が緩和される点については、各前駆体の結

かった。後者の可能性を検討するため、熱変換

晶のパッキング構造を比較したところ、R が長

前の粉末結晶を走査型電子顕微鏡（SEM）に

くなると結晶中における空隙（ボイド）が大き

より観察した（図 6）
。

くなり、前駆体同士があまり密にパッキングさ
れていないため、結晶構造の違いが結合を切断
する温度に大きな影響を与えないためであると
いう結論が得られた。
固体状態での熱変換により、Pc が生成して
いるという確証を得るため、熱変換前後の粉末
X 線回折測定（図 7）
、および熱変換後のサン
プルの元素分析（表 1）を行った。

図 7 熱変換前（左）と後（右）の粉末 X 線
ᅗ㸵
回折パターン。

ᅗ㸵

表 1 熱変換後のサンプルの元素分析値
⾲㸯
前駆体
C（%）
H（%）
N（%）
๓㥑య
⾲㸯
R = Me
66.51
2.83
19.22
๓㥑య
Et
64.33
2.85
18.37

ᅗ㸴
図 6 前駆体粉末結晶（R = Me）の SEM 画像。
ᅗ㸴
広域図（a）および、その左上（b）、右下（c）
部分の拡大図。

Pr

66.81

2.94

19.23

Bu

66.38

2.92

18.82

理論値

66.72

2.80

19.45

⌮ㄽ್
熱変換前（図
7（左））は R の違いにより、
⌮ㄽ್
X 線回折データは化合物ごとに違ったパターン

SEM の結果、使用したサンプルには主とし

を示しているが、熱変換後のサンプル（右）で

て柱状結晶（図 6（b））と板状結晶（c）の明

は、いずれの場合もほぼ同じ解説パターンを与

らかに異なる 2 種類の形態を持つ結晶が含まれ

えた。このパターンは、いわゆるα型と呼ばれ

ていることが明らかとなった。これらの存在比

ている Pc 結晶の回折パターンと一致したため、

率はサンプルの再結晶に用いる溶媒によって変

いずれの前駆体の場合も、加熱によりα型 Pc

化することが分かり、この比率の変化と TG 分

が生成していることが確認できた [3, 4]。また、
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元素分析の結果も、R = Et の場合に理論値か

なアドバイス、研究のサポートに対し、この場

らの若干のずれが見られたものの、Pc が生成

を借りて感謝申し上げたい。また、本研究を援
ཧ⪃ᩥ⊩
助していただいた財団法人
近畿地方発明セン

していると考えて問題ない分析値が得られた。

ターに心より御礼申し上げる。

㸲㸬ࡲࡵ
4．まとめ
本研究では、リチウムを用いた Pc の合成条
件を見直し、穏やかな条件下で反応を行うこと
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