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有機半導体の発見 ― ６０年の軌跡 ―

井 口 洋 夫（豊田理化学研究所 所長）

私は本土決戦が迫る昭和２０年（１９４５年）４月大学に進学し，理学部化学科で学んだ。

この年の８月すべてが壊滅的な状態で終戦を迎えた。

このすべてを失った状態の残酷な環境下で，何とかしてそれから抜け出さなくてはと

云う，言葉では云いあらわせないような空気があったように思う。雰囲気は活気を通り

越して，｢何とかしなくては｣と云う熱気だったかも知れない。その熱気を感じている人

間集団が，食糧にも事欠く中で互いに切磋琢磨し，新しい概念を生み出す雰囲気をつ

くったように思う。それは，長い暗い悲惨な戦争と云う圧迫から開放されたエネルギー

の仕業だったのであろうか。私のこの表現は，過去を美化しているかも知れないが，若

しその当時の雰囲気の中で，豊かになった現在の研究環境に役立つ“何か”があれば幸

いと思って，稿を起した。内容は，私達が，｢本来電気絶縁体である有機化合物も，その

化合物が持つπ電子に着目すれば電気が流れてもよい｣とする考え方にたどりつく実験を

中心とした軌跡である。

1． 研究は炭素粉末の電気抵抗測定から始まる

旧制大学では，三年生（後期学生と呼んでいた）になると，卒業研究を行うべく，各

人が研究分野を選んだ。私の選んだ物理化学第一講座は自然現象を含めて，複雑な物質

系を取扱い，考え方によっては｢新分野のゆりかご｣とも云うべき研究分野で，コロイド

科学の研究室であった。

そのコロイド科学の研究室で行われていた課題には，①高分子科学，②ラングミアー

膜に代表される界面化学，③物質の粘弾性を対象とするレオロジー，更に，炭素粉末な

どの特性を研究する④固体コロイド，等があり、多彩であった。

一方、当時の研究室の雰囲気には、戦争が終り、戦場や、軍の研究機関から上記の分

野のリーダー格の方々が続々研究室に帰ってこられ、恩師や先輩達から、研究の勘所や

“考え方”を日常的に教わるといったようなものがあった。研究の右も左もわからない

学生であった自分にとっては，正に頭脳集団の中でのめぐまれた生活であった。 当時

は，卒業実験テーマは講座担当の教授から｢戴くもの｣であった。私の課題は｢炭素類の電

気抵抗の測定｣であった。



そして指導教官は鮫島実三郎先生。実は最近知ったが，1930～1940年の10年間，

先生は東京の目黒の日本発明協会の中で協会とは独立した｢豊田蓄電装置研究室｣の

技術顧問をして居られたことを知り，その流れをくむ豊田理研の報告に寄稿するこ

とに強い因縁を感じた。

コロイド学風には｢複雑な系は複雑な系としてまず捉え，その示す物性と自然体

で向合って，実験を通して現象を見極める｣と云う態度で研究対象を取扱うことが

あった。

実験材料として，2 ℓ の広口瓶に入ったふわふわのカーボン・ブラック（その用

途は，ゴムに混ぜてタイヤ等の補強材にするためのものである）を眺めて，さてこ

れをどうすべきか悩んだ。環境の悪い実験室では，一寸した隙間風で試料がとんで

行く状況であった。

微粒子の表面がどうなっているか，粒子がつまって行くときどうなるか，等色々

考えてみても，よい考えは浮かばなかった。とにかくこのままの状態で電気抵抗を

測定してみようと考えて，近着の科学誌のある日比谷のアメリカ図書館に通い，そ

こで粉末の抵抗を測定するための概略を知り，手細工で簡単な装置をつくった。

それを用いて，ベークライトの筒に試料をつめて測定を始めてみた。そして，粉

末の筒へのつめ方も色々経験をつんで圧縮して測定すると，不思議と再現性のよい

電気抵抗値が得られるようになり，科学実験に乗せられると云う自信が出た。

ここで救世主の一人に出合った。理化学研究所の工作主任池田武夫さんである。

象限電位計など高級機器を作成して居た池田さんに，若気の至りで，雑な粉末圧縮

器の作成をお願いした。｢やってあげましょう｣と焼跡から様々な残骸を集めて作っ

て下さった。この簡にして要を得た機器（図1）は，その作成（1947年9月）から

62年を経て，未だ現役で学生実験に役立っている。

炭素類の電気抵抗特性に就いて

赤松秀雄、井口洋夫
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2. 試料
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図1． 加圧状態での粉体電気抵抗測定装置



ベークライトの筒の中での粉末粒子の分布は予想以上に複雑であろうが，一定量を

入れて，トントンと振動を与えて同じ方法でつめ，圧縮すると，カーボンの種類に

よって殆ど同一の抵抗を示し，再現性のある実験をすることが出来た。

研究室にある炭素類をこの方法で次々と測定した。測定中は夢中で｢どうしてこん

なに電気がよく流れるか｣を思い返してみる余裕はなく，まとめて，日本化学会誌

（ 和文 ）1) に投稿した。これで卒業実験は何とかまとまりそうだとの思いが出て，

ほっとして，この複雑系の電気の流れを考えてみる余裕ができた。カーボン・ブラッ

クは１µ 程度の粒子の集合体とすると，粒子間の接触点は数ｍｍの厚さに 106 ～ 個

あり，それを電子がどんどん飛び移って行くとすると，どんな電気伝導が起っている

のであろうか？粒子の表面はどうなっているのか，等々，当時の固体論のレベルでは

不思議なことが山積していた。

炭素粉末の表面構造は，殆ど知られておらず，粒子の構造は，赤松，永松による

カーボンブラックの構造モデル2) として多環芳香族化合物が使われていた。これはき

わめて先駆的な研究だった。

炭素微粉末がよく電気を流すのであれば，銅はもっとよく流すであろうといたずら

のつもりで金属光沢を持つ銅粉を筒につめて炭素と同一方法で測ったが，メーターは

ビクともしなかった。知識の少ない私には｢えっ！｣と思ったが，無機半導体の本を読

んでいたので，それが粒子表面の酸化膜にもとづくことはすぐ気付いた。銅粒子の表

面を覆う酸化膜の累積と考えるのに時間はかからなかった。そこで炭素粉末の表面は

金属の表面とは異なる異常な状態にあることに気づくこととなった。

炭素には，その酸化物のＣＯもＣＯ2 も気体であると云う特徴がある。これにより

炭素面の縁の置換基は厚くならないため，炭素粒子から粒子への電子の移動が容易に

起るとの自分なりの 結論を出した。

ここに至るには炭素自身の伝導度についての固体物理学の勉強から得られた知識が，

精神的支えになった。

炭素は無機物質であるが，金属のカテゴリーには入っていない。しかし，π電子に

もとづく，面内が10 –5 Ωcm， 面間がその1000倍と云う実測値があった。そのため，

電極材料として多方面に利用されていた。これに対して，固体物理学の帯理論によっ

て解明の糸口をつけたのは1947年の C．A．Coulson の論文3) であり，更にそれを黒鉛

の一枚の分子に適用したのは，1947年の P． R． Wallace 4)＊の報告である。炭素粉末で

は，電子が粒子間の薄い（と想像される）酸化膜や類似の置換基を飛び越えて移動し

てもよいとの考え方となった。



ここで今一度数々の炭素類（カーボン・ブラック，アセチレン・ブラックなど）の電

気抵抗を示した図２を眺めてみると各炭素類を形成する六員環網状平面の大きさの関数

として伝導性が増加していると云う関係が見てとれた。それで，｢多環芳香族化合物は黒

鉛シートのきれ端である｣との単純な発想で移っていった。

この分野では日本が，そして私達コロイド研究室がめぐまれていた。

その一つは芳香族化合物の合成研究では，日本に世界のリーダー格の研究者が居られ

た。東大工学部応用化学の牧鋭夫先生，永井芳男先生らで，目的は染料合成であり，建

染染料（ Vat  dyestuff ）として厖大な研究と試料があった。その中にビオラントロン，

イソビオラントロンなど多数の多環芳香族化合物が含まれていた。

図2． 炭素類の電気抵抗（ρ）―圧力（p）曲線（ ）b
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一方，鮫島研究室に於いては，赤松秀雄先生（当時助教授）を中心に無定形炭素の

モデル構造物質として，これら有機化合物が利用されていた。

この段階で炭素類から多環芳香族化合物に研究対象を移し，有機化合物の電導性の

研究に入った。時期は1947年8～9月だった。しかし，大海にボートで漕ぎ出す“無

手勝流”の心境だった。物理化学の実験室に属していた私は，微小電流測定と云う物

理実験と，不純物に最も鋭敏な電気伝導度測定用の試料精製の二つの問題に直面した。

前者は，その当時の雰囲気で，物怖じすることなく、物理教室にとび込み，蒲生秀也

助手に手解きを受けた。

各種炭素の電気抵抗値b（Ωcm)  



多環芳香族化合物の精製には，分子性結晶の特徴が生かされた。市販のビオラントロン

**をアルカリ水溶液で洗い，濃硫酸にとかして沈殿物と分離し，多量の水に投入して析出

させ，それの真空昇華（幸い，戦前購入していた米国Cencoの真空ポンプと，化学教室の

ガラス細工の名人，大野貢氏の装置作成に助けられた）を繰返すと云う，体力との競争の

実験に入った。微小電流測定は研究室にあった昭和初期の古い装置を総動員して測定を始

めた。 一方，精製には限界がなく，精製と抵抗測定を繰返した。しかし昇華できること

は分子性結晶である有機物の最大の利点で，これからも有機半導体の永遠の特徴になると

思っている。1948年2月，ランプ＆スケールの方法で電流を測定していたが，明らかに試

料中を電気が流れるサインを見出した。それが報文として受入れられたのは，J． Chem．

Phys．,18,810 (1950)の論文である。

勿論（現在も不可能であるが）大きい単結晶は得られて居らず粉末試料であり，親友か

らも筒の内面の伝導ではないか？との批判に答えることは出来なかった。無論対照実験と

の比較は充分行って居たが。

２． ビオラントロンに本当に伝導性があるのか ？

今では，有機半導体と云う言葉を疑う人はいないが，当時は“その信頼を得る”こと

が｢有機半導体｣と云う分野確立には不可欠であった。その正攻法は，徹底的に有機化合

物を精製し，微小電流測定装置を組立てて測定することであろう。

しかし，時間的に制約のある研究推進の立場からは，本当にビオラントロンは半導体

かを確立することが急務であった。幸い，当時無機半導体の研究が盛んで，それに関す

る出版物も多かった。ビオラントロンの伝導性は“悪い無機半導体”の範疇の値であり，

まず有機半導体としての地歩を確立しようと考え，第一に着手したのが光によるπ電子

の励起による伝導度の増加を確認することの研究であった。その場合，芳香族化合物は，

耐熱性にすぐれ，昇華エネルギーが適当に高くて，極めて丈夫な薄膜に出来る特性があ

り“光電効果”の利用が最適の手段の一つであった。これは，現在でも有機半導体利用

の特徴であり、大きな利点となっている。

３． 有機半導体の光電効果

3．1． 光 伝 導

光電効果には3つの現象がある。

①内部光電効果（光伝導）―photoconduction，②外部光電効果―photo-emission，
③光起電力効果―photovoltic effectである。

その内，光伝導から実験に着手した。



まず，東芝製500Wの映像用ランプを使って白熱光による定性実験を行い，著しい光

伝導特性が出ることを確認，有機物の半導体性について強い自信を得た。

当時の研究経費の貧困は，逆に研究推進に大きな力を与えた。それは｢試料がなけれ

ば合成すればよい｣｢装置がなければ手細工でつくればよい｣と云う時代だったからであ

る。その一つが，光伝導の実験である。今の時代に，こんな時代錯誤のスローガンを掲

げることは非常識であろう。しかし，その中に実験科学の本質が潜んでいる場合も少な

くないことを体験した。光伝導の分光実験には，当然分光器が必要であった。

物理，化学の垣根のない時代，物理光学の桑原五郎助教授（鮫島研で，私の最も尊敬

していた先達の一人中川鶴太郎博士と高校同門のよしみで）に相談に行った。その時の

答えは明瞭そのもの。｢井口さんプリズムあげるからつくれよ。鏡は物理教室の神谷ガ

ラス工がつくってくれるから｣と日本光学製のプリズムを1個差し出され、私はそれを基

に設計製作した。勿論，精度は論じられるものではなかったが，constant deviation-type
分光器をつくり，光伝導実験に供した。光量の補正も教わって行った。正に物理の学生

実験を地で行く日々であった。

その時の実験ノート（図３）が残っており，｢やるべしと方針が決まったら，がむ

しゃらに実行する雰囲気｣は，本稿の冒頭に述べたように，活気を超えて熱気の時代

だった。この熱気は，今の時代にも形を変えて残したい。その裏付には時間が必要であ

る。しかしこの忙しい時代だからこそ，研究者として育つには，装置づくりに熱中する

時間を持つことを推めたい。

図3． 光伝導の波長特性測定装置



この実験によって，明白な光伝導特性を芳香族化合物が持つことを見出した。この

段階で『有機物が半導体性を持つことに間違いない』として，これら一群の多環芳香

族化合物を“有機半導体”と呼ぶとして初めて論文に有機半導体の名称を提案した。

1954年のことであった 5)。

この1954年の時代，松永義夫博士との共同研究があり、それは｢電荷移動錯体の伝導

度｣の研究である。第一報は1954年のNature 6) に報告したが，この延長上に有機超伝

導体がある。しかし，本寄稿は有機半導体に焦点を合せることとして，これについて

の研究の軌跡は，表1に記すに止める。

表１．有機半導体・導体における物質探索の流れ

３．２． 外部光電効果

光と電子との相互作用として，記述したように外部光電効果がある。所謂光電子放射

の現象である。実用的にも光電子放射セル（ Photocell ）として。多数利用されている。

私の場合，外部光電効果との出会いは異色であった。それはある日本語の論文集にド

イツの Suhrmann の論文が引用してあり，その中にアントラセンとアルカリ金属（Cs）
系の光電子放射の研究が報告されていた7)。これも，非常に先導的な研究であった。

物性研に移って（1965），有機半導体の電子物性を解くために原田義也博士が中心と

なって真空紫外光分野の研究を始めた。その中でビオランスレン-Cs系の光電子放射特

性の研究を開始した。



そこにはSuhrmannの考え方と，松永義夫博士と行った電荷移動錯体系として多環

芳香族化合物とアルカリ金属系との組合せがあった。その著しく高い光電子放射効率

の研究は多環芳香族化合物が電子放出と云う面からも，半導体としての存在を一層強

くし，有機半導体の概念定着に大きい自信となった。

なお，この光電子分光の研究は，有機化合物それ自体の電子構造，更に電子物性に

本質的な情報を与えて呉れることを認識し，研究室をあげて，固体状態の有機薄膜の

研究に進んだ。この成果は，現在最も重要と考えている有機物と金属等の接合面での

電子の挙動を解く鍵を握っていると考えている。

例えば分子エレクトロニクスと云っても，それを有効利用するためには，有機固体

からリード線をとり出すことが必要であり，そこには分子レベルでの有機物と金属と

の異種結合が起る。この解決はきわめてむつかしい問題であるが分子エレクトロニク

スの本質の解明にはさけては通れない分野である。

これについては最近の報告がある。

山根宏行，上野信雄，関一彦

有機半導体における電子物性の解明と制御, 放射光，22，（2009）192
これは，有機半導体と云う立場で有機物質を捉えての研究成果である。

この分野は，有機電気物性の本質を解く課題で，その中核を荷う一人だった関一彦名

古屋大学教授を病で失ったことは（2008年6月30日）断腸の憶いである。

３．３．光起電力効果

有機物（縮合多環芳香族化合物）と金属とを積重ねたCellに光を照射すると，光起電

力効果を示すことをみつけたのも1961年で，それから50年の年月を経た。

これも，芳香族化合物が有機半導体であるとの証としてまとめ8)，1960年代には，有

機半導体は存在することが誰からも認められる時代となった。

なお，“有機半導体”の構築は３つの分野で行われた。その一つは生体中の伝導，二番

目はπ電子の伝導性，そしてその三が写真の増感の研究であったことも，今後の展開に

於いて記憶しておいてほしい史実である。

本実験の最初の目的は，有機薄膜物性を測定するつもりであったが，実験系を組立て

ると，外部電場を加えないのに電流が発生した。系はビオラントレン―金属（Pt, Au, 
Ag, Sn, Pb）。最初は電池が出来たとして，興奮した。しかし，光かもしれないと思っ

て室内の照明を切ったが，相変らず起電力があり，一層興奮した。しかし，今はもう見

られない古い建物の中の実験室のため，室に回転窓があり，廊下の照明光がそこから入

っていたのに気がついた。それを遮蔽すると電流は流れなくなった。やはり光起電力効

果であった。



その系を表2に示した。
このように明確なphotovoltaic効果は見出したが，それらすべてを“有機半導体”の概

念の確立に利用した。しかし，この光起電力効果は，新しい展開をめざす分子エレク
トロニクスの研究対象として取上げ得る素地を多く残している。

表2. 有機物と金属系の光起電力効果8)

４． 有機半導体の圧力効果

有機半導体確立に大きく貢献したのは，有機分子間が分子間力による弱い結合で成

立ち，そのため，強い圧力効果を受けることの実験結果であった。

私が今でも感謝していることに，コロイド研究室をあげて，固体物理学の輪講をし

たことである。それは，有機半導体誕生に対する強力な支援となった以上に，高分子

科学，界面化学，レオロジー等々，戦後誕生していった物理化学の分野の研究推進や，

その裏付をも形成して呉れた。用いた本は，ザイツ（F．Seitz）著“The Modern 
Theory of Solids”であった。600 頁を越える本中で分子性結晶の記述が，僅か数ペー

ジで分子性結晶が未開の分野であることを知った。そして，弱い分子間力（Van der
Waals 力）によって組立っている固体に圧力をかけたらどうなるかと云う思いつきも，

この物理学の教科書から学んだ。

精製したビオランスロン，イソビオランスロンを，充分には重合していないエボナ

イトの筒につめて電極をつけ，圧力（4ｔ / cm 2 程度）をかけて廻りのエボナイトを

重合させて硬化させ試料づくりを行った。その状態で 90 ℃ に近い温度で電気抵抗が

106 Ωcmと云う，安心して測定できる高伝導性を示すことを知り，これが圧力に対し

て可逆性を示したことで，有機固体の伝導性に対するより強い自信を得た 9) 。



次いで何もない化学の実験室で，中古のハンドプレスを購入し，伝導度の圧力変化の

実験を行った。資料の直径4mmの棒をシリコン油の中に浮かして電気抵抗を測定した

（図4）。その結果も固定試料と同様で4000 kg / cm2 の圧力下で 10 6~7  Ωcmの電気抵

抗値を示し，それが可逆性を持つことも確認できた。この実験に成功して後，私は物性

研究所に移籍した。

物性研では秋本，箕村両氏によって，巨大な高圧実験装置による高圧物理学が展開し

ていった。その中でいち早く有機固体の圧力効果の実験を，両氏の許で共同研究者城谷

一民氏を中心に展開していくことが出来，超伝導現象に至る大きい発展分野となった。

図4． イソビオラントロンの半導体性の圧力効果

おわりに

本稿では，カーボン・ブラックの電気抵抗測定に始まって，縮合多環芳香族化合物

（Condensed Polynuclear Aromatic Compounds）に対象を移し，有機半導体に出会っ

た実験研究の軌跡を“生の声”で記述した。とりわけ，“有機半導体の概念の確立”

に集中した一文であり，有機伝導体全体についての研究の歴史は，その表題のみを表

1にまとめた。その中で，多くのすぐれた共同研究者が成果をあげ，有機物は絶縁体

であるとの既成概念を破って「有機固体は電気を流す」とする分野の確立に力を併せ

て努力を重ねた。この寄稿に当たって，共同研究者の功績に言葉では表せない感謝の

気持ちを記したい。

私が幸運だったと思うことは，半導体特性にこだわってその絶対値（absolute 
value）を狙わず，“光との相互作用”或は“圧力による物性変化”と云った―｢他の

物性との組合せ｣―を取り入れた点だったと思う。



事実，超高純度試料によって，精密な伝導度の測定を実行し結果を得るには，更

に10年の歳月を要したからである。

「有機物も電気を流す」ことが当然のこととなって，4分の一世紀が経た。その

間に，多くの基礎及び応用両面の研究者，そして技術者の知的好奇心を誘起し。固

体物理学の新しい理論分野が拡がりをみせると共に，数え切れない応用例が取上げ

られ，事実，実用化が始まっている。例えば，有機ディスプレイ，有機EL照明，有

機半導体レーザー，色素増感型太陽電池，電気二重層キャパンタ等々である 10) 。

その基本には，利用する有機物はわれわれ人間が考え，それを合成出来ると云う

強味があるからであろう。そして，その終点には，われわれが求める機能・物性を

持った物質を，設計して合成する“眞の分子設計”がある。

このように過去を振り返ってみると，私は、率直な言葉で“人間教育”をして下

さった先輩と、“新概念確立とその発展”に没頭して来た同僚によって築きあげら

れた“有機半導体分野”の中で生抜いて来ることができた幸運を真底から感謝して、

この稿を締めくくりたい。

脚注
*  グラフェン（Graphene）の研究の始まりではなかろうか？

** ミケスレンダークブルーBOとして三井化学から市販されていた。
しかし、多量の異物質を混合し、その排除は困難を極めた。
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