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ヘリセン誘導体のらせん構造に基づく 

新規円偏光発光材料の開発研究 

森  直＊ 

Studies on Circular Dichroisms and Circular Polarized Luminescence Properties 
Based on Helical Structure of Helicene Derivatives 

Tadashi Mori＊

Intrinsically chiral molecules, such as helices in helicenes, have attracted much attention as they are 
potentially useful chiral scaffolds for asymmetric catalysts and chiral (supra)molecular architecture. The 
electronic circular dichroisms (CD) and circular polarized luminescence (CPL) properties are quite sensitive 
spectroscopic method to attain informations on three-dimensional molecular structure through the angular 
correlations between electric and magnetic transition moments, especially with aid of the state-of-the-art ab 
initio calculations. We designed a set of double, or fused, helicenes, i.e. phenanthrochrysene (DPC) and 
dinaphtho[6]helicene (DNH), where the electric and magnetic transition dipole moments are expected to be 
aligned in the same direction, by which the rotatory strength at the 1Bb band in CD can be significantly 
amplified. Successful enhancement of CEs for these fused helicenes will provide us with a new strategy for 
designing advance chiroptical materials and devices based on helical structure. We also address recent 
progress on the modifications of strength of Cotton effect at the 1Lb band, by substitution and by fusion, 
which is correlated to the CPL properties. 

１．序言 

三次元（3D）表示できる次世代テレビの表示技術において、現状では直線偏光を発する液晶に円偏光フィルターを組み

合わせた技術が用いられているが、複雑な製造工程と高コストが問題である。一方、ディスプレイの光源そのものを円偏

光発光体とする有機電界発光素子（有機 EL）を用いればこのような問題が克服可能であるばかりでなく、フィルターに

よる光学ロスがないためエネルギー効率の劇的な改善が期待される。つまり、次世代 3D 表示技術の標準となりうるよう

な、実用に耐えうる、高輝度で高異方性（左右の円偏光の純度が高い）を有する円偏光発光素子の開発が急務となってい

る。ヘリセンはそのらせん構造に基づく特異なキロプティカル特性（キラル物性）を示すことから最近注目されるように

なってきており、その新規機能性ヘリセンの創生が期待されている。しかし、その特異性のチューニングは、その構造の

剛直性から難しく、たとえば、単純な置換基効果によりヘリセンに特徴的な強い 1Bb、1Ba遷移を変化させること（置換基

の導入でヘリセンの CD を大きく変化させること）は本質的に困難であった。本研究課題ではそのような課題を克服し、

強力なキロプティカル特性を示すヘリセンベースの有機材料を開発するため、またその開発指針を明らかとするため、ヒ

ューズしたヘリセン（ダブルヘリセン）を設計し、そのキロプティカル特性の評価を行った。 

２．結果 

理論計算から母体のヘキサヘリセンでは電子遷移モーメントと磁気遷移モーメントが約 70 度の角をなすことが明らか

となっている。CD 強度はこれらふたつのモーメントの内積によって決定されており、この角度が最適でないことがヘリ

センの CD 強度のボトルネックとなっている。その点、ヒューズしたヘリセン（ダブルヘリセン）においては、遷移モー

メントのベクトル和から考えると、モーメントのなす角度は 0 度（または 180 度）となり、余弦値の絶対値が最大の 1

となることから、CD 強度の飛躍的向上が期待される。本研究では、具体的な戦略として、図 1 に示すように、ヘキサヘ

リセンが S 字型に結合した DPC（diphenanthrochrysene）、ならびに背面で X 字型に結合した化合物 DNH

（dinaphthohelicene）を設計し、CD スペクトルの実証実験を行った。 
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図 ２．ヒューズしたヘリセン（ダブルヘリセン）の結晶構造 

図 １．新たに設計したヒューズしたヘリセン（ダブルヘリセン）の合成と光学分割 

これらのヒューズしたヘリセン DPC および DNH は次に記す方法で合成した（図 1）。得られたラセミ体に関しては、X

線結晶構造解析によりその構造を決定した（図 2）。結晶中では、分子間相互作用が強く影響しており、固体物性にも興

味が持たれる。いずれのダブルヘリセンにおいても、ヒューズすることにより、中央結合部分のナフタレン環に大きなひ

ずみが見られたが、おのおののヘリセン部分のらせん構造には顕著な構造変化は見られなかった。従って、これらのダブ

ルヘリセンはらせんがふたつ配置された構造体とみなすことができる。 

 

 

キラル HPLC を用い、新たに得られた DPC ならびに

DNH を光学分割した。これらの化合物の CD スペクトル

を測定したところ、らせんに特徴的な 1Bb 遷移におけ

るコットン効果の強度がDPCで +772 M-1cm-1 (315 nm)、

DNH で +620 M-1cm-1 (302 nm)となり、母体のヘキサヘ

リセンの値（+259 M-1cm-1, 324 nm）に比較してそれぞ

れ、3.0 倍、2.4 倍の強度となることが実証できた。

また、これらの化合物がヘキサヘリセンよりも発光性

が高いことも明らかとなった。 

 

３．展望 

ヘリセン類の CD 強度はそのらせん構造によりもともと比較的大きいが、置換基導入などでさらに増大させることは容

易ではない。しかしながら、その遷移モーメントの方向、ベクトル積の制御により、CD 強度の増大が可能となる。即ち、

ヒューズしたヘリセン（ダブルヘリセン）を設計することで、予測通りの強い CD を示すヘリセン誘導体が構築可能であ

ることが明らかとなった。類似の戦略は，らせん構造を基盤とするキラル材料のテーラーメード合成の設計指針となりう

る。カルボヘリセンの発光性は中程度であるが、ヘテロ原子の導入（アザヘリセン等）により発光効率をあげることがで

きるため、CPL 発光等のさらなる応用研究へと展開したいと考えており、現在検討を進めている。 

これまでの成果については、Chirality 2013(チェコ)や Molecular Chirality Asia 2014(中国)などの国際学会の基調

講演等で発表を行うことができた。これらの活動を通じて内外の研究者にも興味を持ってもらうことができ、J. Crassous

（フランス）、M. Fuchter（イギリス）、F. Telpy（チェコ）、田中（東工大）、古田（京大）らのヘリセン研究の先導的な

研究者とも、私どものアイデアと融合した共同研究を展開するに至っている。ヘリセンのヒュージョンが円偏光発光の異

方性の制御につながれば、学術的興味にとどまらず、内視鏡分野などでの 3D 表示技術への応用が期待され、今後の応用

面での展開も楽しみである。 

 

最後になりましたが、本研究をご支援いただきました豊田理化学研究所に厚く御礼を申し上げます。 
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