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The purpose of this collaborative research is to establish the new field of π-system figuration. Firstly, it has 

been proven that the naphthalene flux method can be widely used to obtain single-crystal π-conjugated 
molecules that cannot be recrystallized from an ordinary organic solvent. Secondly, the CNT/P3HT composite 
was fabricated and observed by transmission electron microscopy. Thirdly, the covalent organic framework 
(COF) were synthesized with pyrene-tetraone and its derivative. t-Butyl group attached to pyrene-tetraone 
modulated the pore size and structure of COF. 

  

１．背景 

炭素は化学の中心的役割を担う元素であると言っても過言ではない.特にπ共役を有する化合物はフラーレン・カーボ

ンナノチューブ(CNT)（固体化学）,ポリ（3-ヘキシルチオフェン）（P3HT）（高分子化学）,ポリアセン系分子（有機化学）

などに代表されるように広範囲におよぶ化学分野で登場する.近年ではこのようなπ共役系の化学をπ造形科学と呼び,

π造形科学のさらなる発展並びに新分野開拓のためには基本骨格分子（モノマーや前駆体分子）の設計・合成に加えて,

機能性π共役分子・ポリマーの合成および物性評価を一連の流れとして進めていく必要がある.このような広範囲におよ

ぶπ造形科学を単独の若手研究者が遂行することは困難であり,新たな領域開拓は異なる分野の専門家らが連携すること

によって可能となる. 

柳瀬はスカラーにおいてナフタレンフラックス法を開発し,π共役の大きなポリアセン系分子の単結晶育成法を開発し

た.これにより従来の有機溶媒では単結晶育成が困難であったπ共役系分子の単結晶を育成することが可能となった.山

本は共役系ポリマーである環状 P3HT の精密合成を得意としており,CNT との複合化による機能化を行っている.白木は

covalent organic frameworks(COFs)と呼ばれる共役系多孔質材料の合成とその物性評価を展開している.野木は,ポリア

セン系分子のπ拡張や COF が有する pore の化学的修飾を行うことができる.このように異なる研究領域をバックグラウ

ンドに持つ 4人が連携することで新しいπ造形科学の領域を開拓したい. 

２．目的 

本共同研究の目的は 4人の専門家が集結し,専門知識と技術を組み合わせることによりπ造形科学の新分野を開拓する

ことである.π共役を有する様々な材料の合成・構造解析・物性評価を通してπ造形科学のさらなる発展を目指す.それぞ

れが有するバックグラウンドを有効に活用するため 3 つの研究領域を設定し,互いに連携しながら研究を行う（下記①-

③参照）.1 つ目は柳瀬がスカラーで開発したナフタレンフラックス法を広くπ共役系物質群に適用できるようにするこ

とである.これを実現するために有機合成の専門家である野木と協力することで新規ポリアセン系分子の合成を行い,そ

の単結晶育成と結晶構造解析を行う.2 つ目は CNT/P3HT 複合材料の作製であり,これを専門とする山本と電子顕微鏡を得

意とする柳瀬の連携により複合化の直接観察ができるようにする.3 つ目はソルボサーマル法による新しい COF の合成と

その物性評価である.COF の前駆体分子の合成を柳瀬と野木が行い,それを白木に提供することで効率的に COF 合成の検

討ができるようにする. 

①ポリアセン系分子の共役拡張とナフタレン溶媒法による結晶成長（柳瀬,野木） 

②環状 P3HTと CNTの複合体形成（山本,柳瀬） 

③縮環型 COFの合成と官能基付与による機能化（白木,柳瀬,野木） 
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３．研究成果 

①ポリアセン系分子のπ共役拡張を行うため,柳瀬は野木の助言と協力の下で o-フェニ

レンジアミンへのフェニル基・フェニルエチニル基導入を行った.さらに野木はビス（3,5-

ジ-tert-ブチルフェニル）フェナントレンキノンの合成を行い,それを柳瀬に提供した.こ

れらの前駆体を利用して合成したポリアセン系分子に加えて,その他 3 つの合成したπ共

役分子を図 1 に示す.得られた分子の純度は 1H NMR を用いて確認した.これらの分子の中

で PPQP および BDP についてはナフタレンフラックス法を利用してその単結晶育成に成功

しており,針状結晶が得られた.他の分子については単結晶の作製を試みている最中であ

る.PPQP については単結晶 X 線により結晶構造を決定できたが既報(真空蒸着により得ら

れた結晶)と同一であった.他の分子については報告がなく,今後解析を行う予定である. 

②当初はナフタレンを溶媒として複合体を形成する予定であったが,超音波ホーンを利

用した分散+複合化が有効であることが明らかとなった.そのため CNT/環状 P3HT 複合体の

形成は超音波ホーンによる手法で行った.得られた CNT/環状 P3HT 複合材料の透過型電子

顕微鏡像(TEM 像)を図 2 に示す.赤色の矢印で示した部分に P3HT と考えられる物質が CNT

表面に付着していることを直接的に観察できた.ただし P3HTが CNTに貫通しているかどう

かは TEM 像からは判別できなかった.そのため現在は Raman などの光学的手法を用いるこ

とで貫通構造を有するかを評価している. 

③白木は柳瀬から提供を受けたピレンテトラオンとジアミン誘導体を用いたソルボサ

ーマル法による縮合反応で，新規な COFの合成を行い，その構造評価を行った．初めに置

換基を持たないピレンテトラオンを用いた検討から，結晶構造を有する COF

（COF_A）を合成できることを見出した（図 3）．さらなる COFの結晶性向上

を目指し，合成過程における生成物の溶解性の向上に寄与すると期待される

t-ブチル基を導入したピレンテトラオンを柳瀬から提供を受け COF 合成を

行った．その結果，結晶性が飛躍的に向上した COF（COF_B）が得られること

がわかった．窒素ガス吸着測定の結果から BET表面積を見積もったところ，

およそ 150 m2g-1程度と通常の COFに比べて極めて小さい値を示した．この

結果は，ポアが t-ブチル基で充填されていることを示唆している．今後，こ

の特殊なポアを利用したガス分離材料などへの応用を検討していく予定で

ある．さらに白木は COF の分子骨格を改変してπ共役系構造を変化させた

COFを合成し，その炭化を行うことでナノサイズのポアを有する窒素ドープ

多孔性カーボンを合成できることを見出した 1．上述した COF_Bにおいても，

同様に炭化を行ったところ直径 4 nm以下のポアが選択的に形成された多孔

性カーボンが得られることがわかった．ここでは，炭化後に比表面積の向上

も見られたことから，現在その形成メカニズム解明と機能化に向けた検討を進めている． 

４．まとめ 

①ナフタレンフラックス法がさまざまなπ共役系分子の単結晶育成に有効であることを明らかにした.②CNT/環境

P3HT 複合化を TEM で直接観察することができた.ただし,貫通構造であることを証明するには光学的手法などと組み合わ

せる必要がある.③ピレンテトラオンとジアミンから COFを合成することに成功した.将来的には分子設計の多様性から，

新規かつ機能性ポアを有した COFを創成できると期待される．  
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図 １．合成した分子 

図 ３．COF合成スキームとその結晶性 

図 ２．P3HT/CNT複合体 
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