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１．緒言
ベンゼンやナフタレンに代表される π 共役炭化水素は、光電変換素子や分子性導体といった次世代材料の基本骨格であ
る。とりわけ、狭いバンドギャップ（＝HOMO–LUMO ギャップ）を有する π 共役分子は、有機電池や両極性有機半導体
などの電子材料の基本要素として魅力的である。過去の研究からジラジカル分子や反芳香族分子といった一部の芳香族炭
化水素はこの特性を示すことが分かっている（図 1）
。しかし、これらの分子は反応性に富むため、嵩高い置換基による
安定化を必要とする。このような周辺置換基は立体障害として働くため、有機電子材料のような集積状態での利用には本
質的に適さない。
代表者はごく最近、インダセノテルリレンという芳香族炭化水素を創出し、これが 1.6 eV という極めて狭いバンドギ
ャップを有することを明らかにした（図 2)1。重要なことに、この分子は周辺置換基がなくとも安定に存在した。このよ
うな物性は炭化水素としては異例である。この鍵は、インダセノテルリレンが電子豊富な部分構造と電子不足な部分構造
を分子内に併せ持つことに由来する。そこで本研究では、この『異種電子構造の調和』を実現する具体的な分子設計指針
の解明を目指し、複数の新規骨格の創出を行った。加えて、“狭バンドギャップ”と“置換基を持たない”という特性を最大
限に活かすことを狙い、両極性有機半導体素子の作製も検討した。

図１

２．インデノペリレンとその π 拡張誘導体の創出

図２
2

インダセノテルリレンの部分構造であるインデノペリレン 1 を新たに創出した。この分子は、アントラセンにナフタレ
ンが３点で結合した構造を有する。標的分子の合成は、適切にハロゲン化された前駆体にパラジウムを用いた分子内 CH
アリール化を施すことで達成した。この反応のスケールは最大で 1.1 g まで向上させることができた。さらに、アントラ
センに対して他のアレーンを縮環させることでインデノペリレンの π 拡張誘導体 2–4 も合成した。
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得られた分子の吸収スペクトルを測定したところ、いずれの分子も可視光全域を吸収することがわかった。特に、アン
トラセンを縮環させた π 拡張誘導体 4 は最も長波長側に吸収を示し、その末端は 920 nm まで及んでいた。このことから
得られた分子は狭いバンドギャップを有することが確認された。また、いずれの分子もジラジカル性や反芳香族性は示さ
ず、大気下で安定に取り扱い可能であった。
得られた分子の電子構造を実験・理論の両面から評価した。その結果、
『異種電子構造の調和』を実現する具体的な分
子設計が、リレン類（ナフタレンが複数縮環した芳香族炭化水素）と五員環を適切に組み合わせることが鍵になると示唆
された。前者は電子豊富な芳香族炭化水素である。後者は、還元によってシクロペンタジエニルアニオン様となり芳香族
性を獲得するため、優れた電子受容性を示すと解釈できる。今後は得られた知見に基づき、新たな類縁体が創出されるこ
とが期待される。

図３

３．ジベンゾルビセンの創出

3

インダセノテルリレンの合成を参考に、ジベンゾ[h,t]ルビセン
を合成した。この分子は過去に報告されているものの、その電子
物性の調査は行われていなかった。得られた分子の吸収スペクト
ルを測定したところ、可視光全域を吸収することがわかった（図
４）
。この分子の吸収末端（690 nm）はルビセンの吸収末端（560 nm）
よりも格段に長波長シフトしている。このことから、ルビセンの
h 位と t 位における π 拡張が狭バンドギャップの実現に効果的で
あることがわかった。なお、ジベンゾルビセンはジラジカル性や
反芳香族性は示さず、大気下で安定に取り扱い可能であった。
図４

４．有機半導体素子の作製検討
インダセノテルリレンとインデノペリレンについて半導体素子の作製を検討した。薄膜の作製は真空蒸着法によって行
なった。しかし残念なことに、目途とする半導体薄膜は得られなかった。これは、真空蒸着の過程で熱により分子が変化
したことに由来すると考えている。今後は溶液プロセスに適した分子を合成し、素子の作製を目指したいと考えている。

５．まとめ
本研究では、インダセノテルリレンに関する代表者の先行研究から着想を得て、安定性と狭バンドギャップを両立する
芳香族炭化水素の設計指針の確立を目指した。その結果、
（１）電子豊富なリレン類の周辺への五員環の縮環と（２）ジ
ベンゾルビセンの h 位と t 位における π 拡張が、目的の達成に有効であることを実証した。さらに得られた分子につい
て、半導体素子の作製を検討した。今後は、得られた分子を使い、安定性と狭バンドギャップの両立により導かれる機能
の実証を目指したいと考えている。
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