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１．はじめに 

近年では、高性能な低バンドギャップの低分子系 n 型半導体の開発により、非フラーレン系 

OPV が飛躍的な進歩を遂げており、これまで盛んに研究されてきたポリマー/フラーレン系 OPV 

では、達成できなかった変換効率を実現している。しかしながら、依然として実用化に必要とさ

れる 15%に到達しておらず、これを実現できる新材料を開発することが極めて重要である。非フ

ラーレン系 OPV は、広いバンドギャップを有する p 型半導体ポリマーと前述した低分子系の n 

型半導体を用いる。相補的な強い光吸収や電圧損失が少ない利点により、高い変換効率を達成し

ているが、いくつか解決しなければならない課題がある。まず、大多数の p 型半導体ポリマーは

結晶性が低いため、n 型半導体と混合した際にアモルファス性の薄膜を形成する。その結果、移

動度が低下し、変換効率を決定する三つのパラメータの中でも、Jsc および FF の低下を招く。ま

た、p および n 型半導体のいずれも 300～500 nm の吸光係数が非常に小さいため、この領域で

の外部量子効率が低い欠点がある。比較的分子設計の自由度が高いのは、p 型半導体ポリマーで

あることを考慮すると、上記の問題点を改善した p 型ポリマーを開発する必要がある。特に、現

段階で報告されている高性能 p 型ポリマーは、ほとんどの場合、PBDB-T に代表されるベンゾジ

チオフェン (BDT) と弱いアクセプターを組み合わせたドナー・アクセプター型 (D-A) ポリマー

である。これに加え、優れた変換効率を達成している上記のグループでは、独自に新材料を開発

し、また、これらの材料を基にさらなる最適化を施すことで着実に効率が改善された結果である。

これを考慮すると、優れた特性を示す有機半導体を、効率的な合成手法をもって独自に開発する

ことによって、高効率 OPV の実現のみならず、事業化を優位に進めることが可能となる。 

 

２.概要 

本研究では、二次元的に π 共役を拡張した新たなポリマーを合成し、優れた特性を示す革新的

な OPV 材料の開発を目指した。合成に成功したポリマーは吸収やエネルギーレベルなどの物理

化学特性を調査するほか、n 型半導体として ITIC などを用いた OPV 素子を作製し、その特性

評価することで OPV 材料としての可能性を評価する。さらに、SPring-8 での詳細な薄膜構造の

評価をおこなうことで、効果的な電荷輸送が可能とされる高い結晶性とフェイスオン配向を形成

できるか調査する。これらの構造－特性相関の解明によって、次なる分子設計へとフィードバッ

クを重ね、最終的には 15% の光電変換効率を達成できる新材料の開発を目指す。 

 

３.研究成果および今後の課題 

まず、ATz 誘導体の効率的合成手法を確立し、その後 ATz とクオーターチオフェンを組み合

わせた新規 ATz 系ポリマーを合成し、OFET および OPV へと応用した。また、ATz の 6,12 位

には、ポリマーの溶解性を向上させることを目的に、アルコキシ基を導入し、異なる可溶性側鎖

の組み合わせを有する 2 種類の ATz ポリマーを開発した。さらに、詳細な薄膜構造の解析によ

り、ポリマーの構造と半導体特性の相関を解明した。始めに、1 のアミノ基のアセチル保護をお

こない、目的化合物 2 を茶色固体として、収率 96% で得た。次に、2 のニトロ化反応をおこな

い、ニトロ化体 3 を褐色固体として、収率 70% で得た。続いて、3 のアセチル基の脱保護をお

こなうことで、4 を茶色固体として、収率 96% で得た。最後に、4 のニトロ基を還元した。そ

の結果、目的化合物 5 を紫色固体として、収率 60% で得た。 



 

 

 続いて、合成した 5 に対して、塩化チオニルおよびトリエチルアミンを作用させることで、チ

アジアゾール環形成反応をおこなうことで、6 を 32% の収率で得た。本反応では、熱クロロホ

ルムに可溶な副生成物としてキノン体が得られることを確認しており、これにより 6 の収率が低

くなったと考えている。 

 

 

 

 化合物 6 は極めて剛直な π 電子系化合物であるため、典型的な有機溶媒への溶解性が極めて

低い。そのため、6 の変換反応は極めて困難であると予想した。そこで、まず 6 の溶解性を向上

させることを目的に、アルコキシ化反応をおこない、目的のアルコキシ体 7a-7b を褐色固体とし

て、収率 69-79% で得た。 

 



 
 

 合成した ATz 誘導体 とスタニルビチオフェン誘導体を用いて、右田－小杉－Stille カップリ

ングによる共重合反応をおこなうことで、標的ポリマー PATz4T-oR
1
R

2
 (P1: PATz4T-o12HD, P2: 

PATz4T-o6OD) を合成した。メタノール、ヘキサン、クロロホルム、クロロベンゼンを用いて、

順にソックスレー抽出による精製をおこない、得られた可溶性成分を濃縮し、メタノールを用い

て再沈殿することで、P1 と P2 をいずれもクロロベンゼンに可溶な成分として 96%、89% の収

率で金属光沢を示す紫色固体として得た。続いて、高温 GPC 測定により得られたポリマーの分

子量を測定したところ、P1 および P2 の分子量はそれぞれ、数平均分子量で 63.3、41.5 kDa で

あり、いずれも大きな分子量を有していた。また、分子量に約 20 kDa 程度の差が生じた要因は、

P2 がより強い分子間相互作用を有しており、P1 よりも溶解性が低いことに起因している。しか

しながら、いずれのポリマーも 40 kDa を超える高分子量体であるため、有機デバイスへの応用

を考慮した場合、その特性は分子量には大きく依存しないと考えた。 

 

 

４．おわりに 

本研究では、アントラセンに二つのチアジアゾール環を縮環した新規アクセプター骨格である、

アントラ[1,2-c:5,6-c’]ビス[1,2,5]チアジアゾール (ATz) を新たに設計および合成した。さらに、2 

種類の ATz ポリマーを合成することに成功した。これらを、OFET および OPV 素子へと応用し



たところ、ATz4T-o6OD を用いて作製したデバイスがいずれも高い特性を示し、0.032 cm
2
 V

−1
 s

−1
 

のホール移動度および 5.7% の光電変換効率を達成した。GIWAXS 測定によりポリマーの分子配

向および結晶性を調査したところ、いずれのポリマーも低結晶性の edge-on 配向を形成していた。

薄膜中におけるポリマーの結晶性が低い要因は、ATz 骨格中に可溶性側鎖であるアルコキシ基を

導入したためであると考えている。実際に、理論計算の結果から、アルコキシ基はポリマーの π 平

面に対して垂直方向に位置しており、これが分子間における効果的な相互作用を抑制したと考え

ている。しかしながら一方で、適切な薄膜構造を形成していないにも関わらず、ATz 系ポリマー

は良好なデバイス特性を示した。 

 

５．本研究の今後の計画 

 本論文における結果から、より高効率化を達成するためには、ATz 系半導体ポリマーの結晶性

を改善する必要がある。そのためには、ATz の 6、12-位にポリマー主鎖同士の重なりを阻害しな

いような置換基を導入することが最も有効な手法であると考えた。そこで、ポリマーの結晶化を

促進する手法として、無置換の ATz 系ポリマー (PATz4T-DT、 PATz4T-DH、 図 3-2) を提案し

たい。PATz4T-12DT はポリマー主鎖の ATz 骨格上にアルキル基を持たないため、立体障害が少

なく、ポリマー主鎖が密に充填し

た薄膜構造をとることが期待で

きる。具体的な手法としては、ヒ

ドロキシ誘導体 3 をメトキシ基

へと変換し、鳶巣らによって報告

されているニッケル触媒を用い

た炭素－酸素結合の切断を伴う

還元反応により、ATz 骨格上のメ

トキシ基を除去し、目的の無置換 

ATz ポリマーを合成していく予定である。 
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