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１．背景
軽量でプリンタブル・ウェアラブルな電子デバイスへの応用を目指して,これまでに数多くの有機半導体分子が合成さ
れてきた.半導体材料として重要な物性の１つが移動度で,有機半導体の移動度は単結晶ルブレンが記録した 40cm2/Vs が
最高であり,より高移動度な有機半導体の開発が望まれている.
テトラセンやペンタセンなど（ポリアセン）の単純なπ共役系分子を長くしていくと分子間のπ‐π相互作用が大きく
なり,移動度が増大すると期待されているがヘキサセン以上は大気中で不安定なため使えない.そこでポリアセンを安定
化させるためにピレン構造や窒素原子の導入が行われている.（本研究ではピレン構造や窒素原子を含む分子もポリアセ
ンと呼ぶ.）ここでの問題は芳香環が増えるにつれて溶解度が急激に減少し,合成や精製が出来ない点である.そのため,
現在は t-ブチル基や長鎖アルキル基を導入して溶解度を向上させている。しかし、置換基の導入は分子間π‐π相互作
用を減少させるため,移動度の点では不利になる。実際,長鎖アルキル基を導入した分子の移動度は 10-4～10-5cm2/Vs と高
くない（Chem. Mater. 29, 4172 (2017)）.本研究ではナフタレンを溶媒として利用することにより置換基のない長鎖ポ
リアセン分子の合成と再結晶を行う新しい手法の開発を目指した.

２．目的
本研究の目的はナフタレンを溶媒として用いることにより従来は再結晶不可能であった長鎖ポリアセンの単結晶を育
成し,その物性評価を行うことである.
ナフタレンがペンタセンやフラーレンを良く溶かすことは知られていたが,室温で固
体のため取り扱いが難しく単結晶育成用の溶媒として利用されてこなかった.本研究で
は密封 H 型ガラス管を利用することによりナフタレンを用いた新しいフラックス単結晶
育成法の開発を目指した.その概念図を図 1 に示す.H 型ガラス管の一方に原料とナフタ
レンを入れておき、ガラス管全体を 200-300℃に加熱する。原料が完全に溶解したとこ
ろで徐冷し,再結晶を行う.この時ナフタレンの融点である 80℃程度で再結晶を止める.
その後、ナフタレン捕集側（図の右側）の温度のみを室温に戻せばナフタレンは右側に
捕集され結晶とナフタレンを分離できるというものである.この手法の利点は密閉容器
であるためナフタレンの沸点（220℃）以上に温度を上げることができるため溶解性を

図 1 単結晶育成装置

より向上させられることにある.この技術を利用すれば様々なπ共役系分子の単結晶を
作製することができるようになる.結晶構造が分かれば量子化学計によりバンド構造を決定することが可能で移動度を推
定することもでき,物質探索を幅広く行うことができるようになると考えられる.
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３．研究成果
本研究期間中に合成したポリアセン系分子を図 2 に示す.これらの分子を
本助成により開発したナフタレンフラックス法を用いて単結晶の育成を行
った.TQPP と DDQP については真空蒸着法により得られた単結晶から結晶構
造が知られていたが,溶液からの再結晶でも同様の結晶構造をとることが明
らかとなった.BBQPP・BDQP については単結晶が作製された例はこれまでに
なくナフタレンフラックス法により初めて単結晶の育成が可能となっ
た
. BBQPP の針状結晶を図
の針状結晶を図33 に示してある。.BPP
に示してある . BPP については生成物中に不純
た.BBQPP
については生成物中に不純
物が多く良質な結晶を得るには至っていないが合成条件を最適化し、純度の

図 2 合成したポリアセン系分子

高い生成物を得ることによって単結晶を得ることができると考えており,今
後の課題である.BBQPP については単結晶 X 線構造解析により,その結晶構造をβへリングボー
ン構造(１軸カラム構造)であると決定することができた（図 4 参照）.BDBP については助成期
間内に構造を決定するまでには至らなかったが単結晶はすでに作製済みであるので今後解
析・評価する予定である.得られた BBQPP 分子の結晶構造を元にバンド構造を計算したところ,
カラム内の相互作用は大きい(約 0.4eV)がカラム間の相互作用は小さい(0.1eV 以下)ことが明
らかになった.つまり電気伝導は１軸的なものであると予想され、残念ながら BBQPP をそのま
ま高移動度半導体としての利用することは難しいと考えられ当初の予定であったトランジス
タ特性評価まで進むことができなかった.すでに知られている TQPP や DDQP などの分子と異な
る空間群に属することは大きな違いであるが、ルブレンの移動度を超えるためには分子内に
フェニル基などの共役系の官能基を組み込み結晶構造を制御することでカラム間での相互作

図 3 BBQPP の単結晶

用が大きい通常のへリングボーン構造を有するπ共役系分子の単結晶を作
製する必要があると考えられる.本助成期間中に論文を 1 報出版し,学会発表
を 2 件行った.

４．まとめ
本助成によりナフタレンフラックス法による有機単結晶育成法を開発し

図 4 BBQPP の結晶構造

た.従来の溶媒では再結晶不可能であった BBQPP や BDBP といったポリアセン
系分子の単結晶を作製することに成功した.BBQPP については結晶構造を決定し,それを元にバンド構造計算を行った.結
晶構造は移動度に大きく影響を与えていると考えられており,分子間の相互作用が強くなるヘリングボーン構造を有する
分子の開発が重要となる.今回合成した BBQPP はβ-へリングボーン構造であり、通常のへリングボーンとは異なるため半
導体材料としての利用価値は低い結果となってしまったが,柳瀬が開発したナフタレンフラックス法は様々なπ共役系分
子に適用できるため,物質探索の幅が大きく広がったという意味で価値のあるものである.今後はルブレンに見られるよ
うにフェニル基などのπ共役の官能基を導入することによりへリングボーン構造を有するポリアセン系分子の合成・単結
晶育成が課題である.
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