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＜研究内容・成果等の要約＞ 

近年、有機ELや有機薄膜太陽電池（OPV）、有機電界効果トランジスタ（OFET）に代表されるよ

うな有機エレクトロニクスが盛んに研究されている。有機半導体中でも、電子をキャリアとするn型

半導体材料は構造的な多様性に乏しく、新たな骨格の創出が求められている。例えば典型的なn型半

導体であるフラーレン誘導体は優れた半導体特性を示すが、可視光の光吸収が非常に弱い。またペリ

レンジイミド系に代表されるフラーレン以外のn型半導体は、光吸収能は優れているものの、高平面

性・高極性な骨格が多く、有機溶媒への溶解性が問題となることが多い。溶解性の改善のために長鎖

のアルキル基を導入すると固体状態でのπ電子密度が低下するため、半導体特性が低下する。本研究

ではこれらの問題を解決するために、二重結合のねじれを利用した、全く新しい分子設計に基づく n

型半導体材料の創出を目指した。 

具体的には、2つの三環性骨格を二重結合で連結したビス（トリサイクリック）アロマティックエ

ン（BAE）骨格に3配位ホウ素とチオフェン環を導入した化合物を合成し、その誘導体化・ポリマー

化を行うことで、ねじれたπ共役系をベースとする新しい半導体材料の合成を試みた。残念ながら、

ベースとなる BAE 骨格の臭素化などがうまく進行しないことが明らかとなったため、現在までに当

初目標としていた共役系ポリマーは得られておらず、半導体特性の評価には至っていない。 

一方で選択的な官能基化を目的として、ベースとなるBAE骨格を非対称化した、新奇なBAE化合

物を得ることに成功した。またそれらの化合物が、ルイス塩基性溶媒中でのみ非常に効率的な光環化

反応を示すことや、外部刺激に応答して色が変化するサーモクロミズム・メカノクロミズム特性など

の、興味深い物性を示すことも明らかにすることができた。 
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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）＞ 

【背景】 

 有機エレクトロニクスに用いられる有機半導体材料には、浅いHOMO準位を持つp型半導体と、

深いLUMO準位を持つ n型半導体が存在する。一般的にベンゼン環やチオフェン環をベースとした

材料は浅いHOMO準位を持つため、p型半導体として駆動する一方で、深いLUMO準位を持つ材料

は比較的骨格の多様性に乏しく、新たな骨格の創出が求められている。 

 一方で三配位ホウ素は空のp軌道を有することから、π共役系に導入することでホウ素のp軌道と

π系のπ*軌道が相互作用し（p-π*相互作用）、化合物のLUMO準位を選択的に低下させることができ

る。そのため三配位ホウ素を導入したπ共役系は潜在的にn型半導体材料として利用できる可能性を

秘めている。 

 また、一般的に有機半導体材料では効果的なホッピング

伝導を実現するために、広い π 平面を持つ分子設計が必要

であり、固体状態で強いπ-π相互作用を持つために溶解性が

低い。この問題を解決するために、嵩高い長鎖のアルキル

基が導入されるが、一方でアルキル基の導入は固体状態で

の π 電子の密度を低下させるため、本質的に半導体として

は不利な分子設計であると言える。そこで申請者は、π共役

系をねじれた状態で配置することで、溶解性を損なうこと

なく、高いは導体特性を示す材料が得られるのではないか

と期待した。この目的を達成するため、2つの三環性骨格を

二重結合で連結した、ビス（トリサイクリック）アロマテ

ィックエン（BAE）と呼ばれる骨格に着目した。BAE は三

環性骨格同士の立体反発のため、三環性骨格が折れ曲がっ 

 

➢Bistricyclic aromatic ene（BAE）

Twisted体 Folded体

集積

✓スリップしたスタック
✓高い溶解性
⇒可溶性置換が不要
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た folded体や、中央の二重結合がねじれた twisted体などの配座異性体が存在する。これらの配座異

性体はエネルギー差が近い場合には相互変換が可能であり、熱や機械的刺激に応答して色調が変化す

るクロミック材料として機能することも報告されている。本研究では固体状態で分子同士がスリップ

した状態での πスタックを実現するため、固体状態で twisted体をとる分子設計が好ましいと考えら

れる。 

申請者は以前、ホウ素とチオフェン環を導入したBAEであるdDTCBを合成し、この骨格が溶液

中・固体状態で twisted体をとることを報告している。また dDTCBは−4.0 eVと非常に深いLUMO

準位を有するため、n 型半導体特性を示した。この半導体特性の向上を目的として、dDTCB をベー

スとするπ共役系ポリマーの合成を試みた。 

 

【結果と考察】 

まずπ共役系を拡張するための足掛かりとして、dDTCBの官能基化を試みた。NBSを用いた臭素

化反応では、室温では全く反応が進行せず、酸を添加して加熱したところ、ホウ素部位が脱離した分

解物が生成した。またブチルリチウムによる脱プロトン化についても様々な温度条件や溶媒を検討し

たものの、いずれの条件でも反応が全く進行せず、dDTCBは非常に反応性が低い分子であることが

明らかになった。そのため残念ながら、現在までに目的とするπ共役系ポリマーは得られていない。 

dDTCB

μe = 1.9×10−3 cm2 V-1 s-1
 

 

 一方で一次元の共役系ポリマーを合成するためには、一分子内の2か所に選択的に置換基を導入す

る必要がある。しかしdDTCBは分子内に4つのチオフェン環を有するため、2か所を選択的に修飾

することは困難であると考えられる。そこでBAE骨格を非対称化することで、チオフェン環の反応

点を減らす分子設計を行った。化合物の合成は Barton-Kellogg 反応を用い、フルオレンを導入した

DTCB-Fl、チオキサンテンを導入したDTCB-Tx, ジヒドロアントラセンを導入したDTCB-Anを得

た。 
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吸収スペクトルの測定を行ったところ、DTCB-Flは可視光領域に、DTCB-Tx及びDTCB-Anでは紫

外領域に主な吸収帯が存在することが明らかになった。一般的に BAE は twisted 体が可視領域に、

folded 体が紫外領域に吸収を有することから、DTCB-Fl は twisted 体、DTCB-Tx 及びDTCB-Anは

folded 体の方が熱力学的に安定な配座異性体であることが示唆される。今後は twisted 体が安定な

DTCB-Flをベースに、官能基化及びポリマー化を検討する予定である（次頁上図）。 
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一方で、DTCB-Tx、DTCB-Anは溶液中で興味深い反応性を示した。DTCB-Txのアセトン溶液を室

内光下で放置すると、徐々に黄色に着色する変化が観測された。この変化を 1H NMR によって重ア

セトン中で観察すると、片側のチオフェン環とベンゼン環が縮合し、光環化反応を起こしていること

が明らかになった。この反応は THF やピリジンなどのルイス塩基性溶媒中で観測され、ほぼ 100%

の収率で環化体が得られることがわかった。 
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またこの光環化反応はトルエンやジクロロメタンなどの非配位性溶媒中では極めて遅いことから、ル

イス塩基性の溶媒分子の三配位ホウ素中心への配位が分子のHOMO準位を上昇させ、反応を促進し

ていることが示唆される。光環化後の化合物は剛直な構造を有するため、環化前の化合物と比較して

吸収・蛍光スペクトルが大きく長波長化した。 
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また発光量子収率はCH2Cl2中で 32%と比較的良好であった。光環化体は単結晶構造からわかるよう

に、らせん構造を有するため、円偏光発光特性を示すことも期待される。 

 

 dDTCBは twisted体の熱力学的な安定性が圧倒的に高いため、folded体への異性化は起こらず、ク

ロミック特性は示さない。非対称化が異性化に与える影響を調査するために、今回合成した新規BAE

についてクロミック特性を調査した。3つの化合物はいずれもサーモクロミズム・メカノクロミズム

特性を示さず、片方の配座異性体の熱力学的安定性が非常に高いことが示唆された。DFT 計算によ

って twisted体と folded体の自由エネルギー差を比較すると、DTCB-Flは twisted体の方が 40 kJ/mol

安定であり、DTCB-Txでは folded体の方が20 kJ/mol安定であることが分かった。一般的にBAEに

クロミック特性を付与するには、エネルギー差が数 kJ/mol 程度と十分に小さい必要がある。これら

の合成したBAEでは配座異性体間のエネルギー差が大きすぎるために、クロミック特性を示さなか

ったと推測される（次頁上図）。 
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 次に、DFT計算によって異性体間のエネルギー差が小さな分子を設計することで、dDTCBをベー

スとしたクロミック材料の創出を試みた。dDTCBは三環性骨格が剛直な骨格であり、三環性骨格が

折れ曲がる folded体が熱力学的に不安定である。そのため、三環性骨格に結合長の長いフレキシブル

なユニットを導入することで、folded体を安定化することができると考えられる。実際にホウ素をケ

イ素原子に置換した化合物のDFT計算を行ったところ、twisted体と folded体の自由エネルギー差は

わずか3 kJ/molであり、クロミック特性を示すことが期待された。実際にBarton-Kellogg反応により

合成を行ったところ、再結晶を行うことで淡黄色の結晶が得られた。これを摩砕すると濃緑色へと変

化し、明瞭なメカノクロミズム特性を示すことが明らかになった。 
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【結論】 

 本研究ではホウ素とチオフェンからなる新規な非対称BAEを合成した。合成したBAEは導入した

骨格に応じて安定な配座異性体が異なり、三環性骨格が光学特性やクロミック特性に大きな影響を与

えることを明らかにした。またルイス塩基性溶媒中でのみ光環化反応が観測されるなど、ホウ素の元

素的特徴が明瞭に現れることも明らかになった。当初の目的であった半導体特性の評価には至ってい

ないものの、今後DTCB-Flをベースとした新しい材料を合成し、その評価を行う予定である。 

 

 

 

 


