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＜研究内容・成果等の要約＞
HOMO と LUMO のエネルギー差 (ΔEHL) の小さな分子は、近赤外領域の吸収や発光、両性の
酸化還元特性など、優れた電子物性を示すことが知られており、色素増感太陽電池の色素やエレク
トロクロミズム材料としての応用が期待されている。このような ΔEHL の小さな分子の設計指針と
してよく知られているものに π 共役の拡張があるが、大きな π 電子系分子は、多段階での合成が
必要であったり、溶解性に問題があったりすることも多い。本研究では、エネルギー準位の近い電
子ドナー (D) と電子アクセプター (A) を弱く相互作用させることにより、ΔEHL が小さい比較的
小さな D−A 型 π 共役双性イオンを開発し、この手法を ΔEHL が小さい分子の設計指針として確
立することを目的とし、電子ドナーであるフェノキシド、ナフトキシド、アンスロキシドと、電子
アクセプターであるフェナジニウムを直接連結した π 共役双性イオンを設計し、研究を行った。
合成した π 共役双性イオンの電子ドナー部位と電子アクセプター部位の二面角は、53–68° と比
較的大きく、電子ドナー部位と電子アクセプター部位の相互作用が小さいことが示唆された。酸化
電位と還元電位の差から、π 共役双性イオンの ΔEH–L は電気化学的に 0.54–0.87 eV と非常に小さ
いことも明らかになった。π共役双性イオンは、HOMO–LUMO 遷移に帰属される吸収を 1000 nm
以上に示し、比較的小さなπ共役分子で近赤外領域の吸収を実現できることを実験的に明らかにし
た。さらに、双性イオンであるにも関わらず、この吸収の波長は溶媒の極性に依存しないことが明
らかになった。
今後は、この原因を量子化学計算を用いて明らかにするとともに、ラジカルカチオンおよびラジ
カルアニオンの安定性や物性についても明らかにする予定である。
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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）＞
【研究の目的】
有機 π 電子系分子は、多彩な分子設計が可能であり、望みの電子構造や物性を発現させるため
に様々な分子が設計・合成されてきた。HOMO と LUMO のエネルギー差 (ΔEHL) の小さな分子
は、近赤外領域の吸収や発光、両性の酸化還元特性など、優れた電子物性を示すことが知られてお
り、色素増感太陽電池の色素やエレクトロクロミズム材料としての応用が期待されている。このよ
うな ΔEHL の小さな分子の設計指針としてよく知られているものに π 共役の拡張があるが、多段
階での合成が必要であったり、溶解性に問題があったりすることも多い。
一方、分子内に電子ドナー部位と電子アクセプター部位を有する π 電子系分子も HOMO と
LUMO のエネルギー差が小さく、近赤外領域に吸収を有することが知られている。分子が比較的
小さいため合成が容易であり、溶解性も優れていることが多い。しかし、吸収波長は紫外可視領域
(380−750 nm) の分子がほとんどであり、1000 nm 以上の近赤外領域に吸収を有する比較的小さな π
電子系分子はほとんど知られておらず、明確な分子設計指針も提唱されていない。
本研究では、エネルギー準位の近い電子ドナー (D) と電子アクセプター (A) を弱く相互作用さ
せることにより、ΔEHL が小さい比較的小さな D−A 型 π 共役双性イオンを開発し、この手法を
ΔEHL が小さい分子の設計指針として確立することを目的とした。
【結果】
電子ドナーであるフェノキシド、ナフトキシド、アンスロキシドと、電子アクセプターであるフ
ェナジニウムを直接連結したπ共役双性イオンを設計した (Figure 1)。二面角を大きくすることに
より、電子ドナー部位の HOMO と電子アクセプター部位の LUMO の相互作用を小さくなるた
め、ΔEHL が小さくなると DFT 計算から予想された (Figure 2)。

Figure 1. 1, 2, 3 の構造式

Figure 2. HOMO and LUMO of (a) 1a, (b) 2a, and (c) 3.
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立体的な保護と溶解性の向上のために tert-ブチル基を導入した 1b、2b、3 を合成した (Figure
1)。X 線結晶構造解析を行ったところ、電子ドナー部位と電子アクセプター部位の二面角は、1b:
53.0°、2b: 57.1°、3: 67.9° であり、フェノキシド、ナフトキシド、アンスロキシドの順にフェナジ
ニウム部位との立体障害が大きくなることにより、二面角が大きくなることが実験的に明らかにな
った (Figure 3)。

1b
2b
Figure 3. ORTEP drawings of 1b, 2b, and 3.
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1b, 2b, 3 はラジカルカチオンへの酸化とラジカルアニオンへの還元に対応する、二段階の可逆な
酸化還元波を示し、この条件下で、ラジカルカチオンとラジカルカチオンも安定であることが示唆
された。また、酸化電位と還元電位の差から、ΔEHL は電気化学的に 1b: 0.87 eV、2b: 0.69 eV、3: 0.54
eV と求まり、非常に小さいことが明らかになった (Figure 4)。

Figure 4. 1b, 2b, 3 のサイクリックボルタモグラム

No.５
1b, 2b, 3 はジクロロメタン中で 1000 nm 以上の近赤外領域に吸収を示し、比較的小さなπ共役
電子系で近赤外領域の吸収を実現できることが実験的に明らかになった (Figure 5)。興味深いこと
に、1b, 2b, 3 は双性イオンであるにも関わらず、HOMO–LUMO 遷移に帰属される近赤外領域の
吸収の波長は溶媒 (トルエン、クロロベンゼン、ジクロロメタン、ジメチルスルホキシド) の極性
に依存しないことがわかった。

Figure 5. UV/Vis/NIR spectra (300–2000 nm) of (a) 1b (black), 2b (blue), and 3 (red) in CH2Cl2, and (b) 1b,
(c) 2b, and (d) 3 in toluene (red), PhCl (orange), CH2Cl2 (green), and DMSO (blue) at room temperature.

今後は、近赤外領域の吸収波長が溶媒に依存しない原因を、量子化学計算を用いて明らかにする
予定である。また、ラジカルカチオンおよびラジカルアニオンを発生させ、その安定性と物性につ
いて実験的に明らかにする予定である。

