
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１５３０１

挑戦的萌芽研究

2013～2012

光線的力学療法剤の新規蛍光色素は太陽電池デバイスとなるか？

Can new fluorescence dyes for photodynamic therapy be a solar-cell device?

１０２７１５５３研究者番号：

榎本　秀一（ENOMOTO, Shuichi）

岡山大学・医歯（薬）学総合研究科・教授

研究期間：

２４６５９０１９

平成 年 月 日現在２６   ５ １６

円     3,000,000 、（間接経費） 円       900,000

研究成果の概要（和文）：本研究では、アミノベンゾピラノキサンテン系色素(ABPX)を光増感性材料へ応用することを
目的とし、新たなABPX誘導体の合成とそれらの物性解析を行った。色素分子間の相互作用を抑制することで、光電流変
換効率の向上させるため、アルキル鎖を系統的に導入したABPX 誘導体を合成した。その結果、φf はアルキル側鎖を
エチル基からオクチル基まで伸長させることで約2倍以上に向上し、アルキル側鎖の立体障害により色素間の分子間相
互作用が減少したことに起因すると推定された。

研究成果の概要（英文）：In this research, we have synthesized new ABPX derivatives, which have long alkyl 
chains to prevent the dye-dye intermolecular interaction, and investigated the photophysical properties of
 them to apply for a photosensitizer of the dye-sensitized solar cell. As the alkyl chains were longer, th
e absorption and fluorescence emission spectra were slightly red shifted. The phi of ABPX05 with tetra-oct
yl chains  (cis-form: phi = 0.28, trans-form: phi = 0.28) was twice as high as ABPX01 with tetraethyl (cis
-form: phi = 0.16, trans-form: phi = 0.15)  in all solvent such as chloroform, acetone methanol and aceton
itrile. The longer alkyl chains in ABPX, the larger phi observed. From these results, we estimated the imp
rovement of phi of ABPX derivatives, which have long alkyl chains, were derived from the prevention of dye
-dye intermolecular interaction.
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１．研究開始当初の背景 
 
 近年，化石エネルギー資源の枯渇や福島第
一原子力発電所事故より，代替エネルギーの
創出は極めて必要かつ緊急性を要する社会
的課題である．循環型エネルギーの太陽光発
電には光電変換効率が高いシリコン系太陽
電池が実用化されているが，高純度シリコン
の価格高騰化や製造手順の煩雑性などの問
題を有するのに対し，色素増感型太陽電池は，
製造が簡便かつ低コストなため，次世代の太
陽電池として注目されている．色素増感太陽
電池は，2 枚の透明電極板（色素を吸着させ
た光電極層(二酸化チタン)と白金層が塗布）
と電解質溶液から構成されており，光増感剤
としての色素は，太陽光を吸収して励起状態
に遷移することで，電子を光電極層へ渡した
後，白金層へ排出されることで発電が行われ
る．このように太陽光を電気エネルギーへ変
換する重要な役割を担う光増感剤には種々
の色素化合物が用いられるが，光電極層へ化
学吸着した色素化合物は，吸着量が高濃度に
なるに従い，分子間で凝集・会合が起こる現
象により，光電極層への効率的な電子移動を
妨げるために，光電変換効率が顕著に低下す
ることが，色素増感型太陽電池の実用化への
ハードルとなっている． 
 
２．研究の目的 
 
 本研究では，凝集状態で蛍光の発光性が増
大する性質を持つ，アミノベンゾピラノキサ
ンテン系色素(ABPX)の誘導化研究を発展さ
せ，色素増感型太陽電池の光増感性材料へ応
用することを目的とした基礎研究を行なう．
具体的には，色素分子から金属電極上への効
率的な電子送達や金属電極上への吸着力の
向上を達成するために，ABPX の発色団であ
るキサンテン環部位への，アルキル鎖の伸張
や構造の剛直性を高めた誘導化を行なうこ
とで，量子収率の向上並びに色素分子間相互
作用を考慮した新規誘導体を合成し，その光
物性評価を行うことを目的とする． 
 
３．研究の方法 
 
(1) ABPX の合成 
 m-アニシジンを出発原料とし，各種アルキ
ルヨードを，炭酸カリウム存在下，アセトニ
トリル中で反応を行い，アニリン誘導体 
(2a-e)を得た．無水フタル酸と塩化アルミニウ
ムをジクロロメタン中に溶解し、氷浴中で攪
拌しながら，2a-e を滴下し，0˚C で窒素気流
下中，6 時間攪拌した．塩酸水溶液で反応液
を酸性とし，ジクロロメタン中で抽出し，硫
酸マグネシウムで乾燥後留去し，ベンゾフェ
ノン誘導体 3a-e を得た． 
 続いて，3a-eをジクロロメタン中に溶解し，
-78˚C で三臭素化ホウ素を滴下した後，5 時間
攪拌した．-25˚C に戻し，5% 水酸化ナトリウ

ム水溶液で反応液を塩基性とし，ジクロロメ
タンで抽出した．氷浴中で水層に塩酸をゆっ
くりと滴下すると，沈殿物 4a-e が生じた．  
 4a-eとレソルシノールをメタンスルホン酸
中に溶解し，開放系で攪拌しながら 4 時間
110˚C に加熱した．氷冷下で水を加え，水酸
化ナトリウムを用いて pH を 9 に調整し，減
圧ろ過で固体を除去した．ろ液をジクロロメ
タンで抽出し，有機層を硫酸マグネシウムで
乾燥後，減圧下溶媒留去した．残渣をシリカ
ゲル順層クロマトグラフィーにより分離精
製を行い，画分より桃色固体 trans 体並びに
cis 体の ABPX をそれぞれ得た(Scheme 1).  
 
(2) 物性評価 
 吸収スペクトルの測定は日本分光株式会社
製品の V-570 を用い，蛍光スペクトルの測定
は株式会社日立ハイテクノロジーズの蛍光
光度計 F-4000 を用い，セルは 1 cm の石英セ
ルを用いた．量子収率は，標準物質をローダ
ミン B とし，エタノール中での f = 0.73 を基
準として相対法にて測定した。サンプルは
2.5％トリフルオロ酢酸を含む各種有機溶媒
へ溶解し，希釈して 1 μmol/L としたものを用
いた．解析の際、ABPX はキサンテン環部位
に対しベンゼンカルボン酸部位の向きの異
なった cis 体と trans 体の立体異性体を形成す
るため，cis 体と trans 体に分けてそれぞれ解
析を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheme 1. Synthetic route of ABPX dyes with 
alkyl chains.  
 
 
４．研究成果 
 
(1) 吸収スペクトルと蛍光スペクトル 
 最初に，スピロラクトン型の cis-ABPX の
各種溶媒中での光物性を検討したところ，ど
ちらも 10 M 以上の濃度において蛍光強度
が増大し，溶媒の極性の増加に伴い蛍光波長
が長波長シフトした．次に，2.5%のトリフル
オロ酢酸(TFA)を含有したクロロホルム溶液
中のジカチオン型の光物性を検討した結果，
長鎖アルキル鎖により蛍光波長がわずかに
長波長側にシフトすることが確認された．ま
た， 600 nm 及び 550 nm 付近に 振電バン
ド由来のピークを持つ吸収スペクトルを示



した．この振電バンドのうち，600 nm 付近の
ピークは 0-0 遷移、550 nm 付近のピークは 
0-1 遷移に由来するものと帰属した．また，
吸収スペクトルと蛍光スペクトルの波形が
ほぼ対称であることから，この二峰性の吸収
帯はジカチオン体に由来するものであるこ
とが分かった．trans 体でも同様の傾向が見ら
れ，異性体間で大きな違いが見られなかった
(Figure 1)． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. (a) Absorption and (b) fluorescence 
emission spectra of cis-ABPX dyes in chloroform 
containing 2.5% TFA. ex = 365 nm. 
 
 
(2) アルキル側鎖が光物性に及ぼす影響 
 cis-並びに trans-ABPX の 2.5% TFA 含有ク
ロロホルム溶液中での光物性解析を行い，比
較を行った．その結果，0-0 遷移帯における
モル吸光係数(0-0)は，アルキル側鎖の違いで，
ほとんど違いがみられなかった (Table 1)． 
 
Table 1. Optical properties of ABPX01-05 in 
chloroform containing 2.5% TFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一方，量子収率 (f)は，ABPX01 (cis 体: f = 
0.16, trans 体: f = 0.15)，ABPX02 (cis 体: f = 
0.18, trans 体:f = 0.17)，ABPX03 (cis 体: f = 
0.21, trans 体:f = 0.19)，ABPX04 (cis 体: f = 
0.28, trans 体:f = 0.25)，ABPX05 (cis 体: f = 
0.28, trans 体: f = 0.28)で，f はアルキル側鎖
をエチル基からオクチル基まで伸 長 さ せる
ことで，約 2 倍以上に向上し，アルキル側鎖
の立体障害により色素間の分子間相互作用
が減少したことに起因することが推定され
た．また，異性体間で光物性の違いは見られ
なかった (Table 2)． 
 
Table 2. Optical properties of ABPX01-05 in 
chloroforom containing 2.5% TFA. 
 
 
 
 
 
 

(3) 溶媒の極性が光物性に及ぼす影響 
 2.5% TFA 含有のクロロホルム，メタノール，
アセトン，アセトニトリル中における量子収
率 (f)を測定し，比較した．その結果，溶媒
の極性が高くなるに従い，f は低下する傾向
にあった．しかしながら，アルキル側鎖の伸
張に伴い，いずれの化合物においても，f は
上昇する傾向にあった．これらは異性体間で
光物性の違いは見られなかった．これらの結
果より，アルキル側鎖の伸張に伴う色素分子
間相互作用の減少が，量子収率の向上に寄与
していることが推定され，ABPX の発色団で
あるキサンテン環の分子間距離を考慮した
分子設計は，光増感性材料へ応用する上で非
常に有用であることが示唆された (Table 3)． 
 
Table 3. Quantum yield (f) of ABPX01-05 in 
various solvents containing 2.5% TFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 発色団の構造的な剛直性が光物性に及ぼ
す影響 
 ABPX01 のキサンテン環窒素部位の構造的
な剛直性を高めることが光物性に与える影
響を検証する目的で，窒素部位を環状化した
新規誘導体の ABPX101 11, 102 15 および 103 
18 を合成した (Scheme 2, 3)． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.  
Scheme 2. Sythetic route of ABPX101 and 102. 
 
 
 
 
 
Scheme 3. Sythetic route of ABPX103. 
 
 
 次に各誘導体の光物性を 2.5%の TFA を混
合したクロロホルム中で評価したところ，い
ずれの誘導体も ABPX01 に比べ，f が飛躍的
に増大した．続いて各誘導体の蛍光寿命(f)
を測定し，放射速度定数(kf)並びに無放射失活



速度定数(knr)をそれぞれ算出した結果，新規
誘導体の knr は大幅に減少したことから，
ABPX01 のアルキル鎖構造の分子内運動によ
る無放射失活の増加が発光効率の低下に影
響していることが分かった (Table 4)．特に
ABPX101 では，位置異性体の ABPX102 と比
べ高いf を示したことから，キサンテン環の
ジメチル部位とカルボン酸部位の立体障害
で，ベンゼンカルボン酸部位の分子内運動が
抑制され、構造的な剛直性が更に高まった結
果，f が増大することが示唆された．上記の
結果より，ABPX のキサンテン環の窒素周辺
部位の環状化により，蛍光団の構造的な剛直
性の増加させることは，ABPX の量子収率の
向上において有効な分子設計の手段である
ことが分かった． 
 
Table 4. Optical properties of ABPX101-103 
dyes in chloroform containing 2.5% TFA. 
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1. 神野伸一郎, 榎本秀一, 月刊機能材料,

「新たな π 共役拡張型色素化合物アミ
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「ABPX」の開発」,2012, 59-64. 

 
〔その他〕 
ホームページ等 
 
様々な色を持つ有機蛍光色素「ABPX」の発
光メカニズムが明らかに 
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130214_1/ 
 
Royal Society of Chemistry 誌の Hot Article に
選出 
http://www.pharm.okayama-u.ac.jp/news/2013/0
1/-royal-society-of-chemistry-physical-chemistry
chemical-physicshot-article.html 
 
Angewandte Spotlights に選出 
http://www.pharm.okayama-u.ac.jp/news/2013/1
1/-m2abpxangewandte-chemiespotlight-pdf.html 
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