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１．緒言
固体の新しい電子状態の発見は、新しい機能の発現に繋がり、しばしば新しい学問分野の開拓を促してきた。古くは
高温超電導を示す銅酸化物、近年ではカーボンナノチューブやグラフェンといった炭素材料の電子物性研究が、その興味
深い電子状態を土台として発展してきている。新たな電子状態の開拓において、固体中のキャリア (電子・ホール) 濃度
を制御する化学ドーピングは、必要不可欠な技術である。無機結晶においては、イオン置換や酸素欠損により化学ドーピ
ングを比較的容易に行うことができるが、分子性導体に代表される有機結晶では、キャリアとともに導入される対イオン
(例: ClO4–, PF6–, (CH3)4N+) の大きさや数によって結晶中の分子配列が変化してしまうため、電子バンド構造を維持した
ままドーピング量（バンドフィリング）を制御することは極めて困難であった。著者らは近年、π共役平面部位を有する
有機配位子 N,N’-bis-(4-pyridyl)naphthalenediimide (NDI-py) を金属イオン存在下で電解還元することで、導電カラムと規則
的 な ナ ノ 細 孔 を 併 せ 持 つ 多 孔 性 分 子 導 体 (porous molecular
conductor; PMC) を合成することに成功した(図１) [1]。PMC では、
異なる方向に伸びる複数の一次元配位高分子が、π 積層相互作用
によって自己集積しており、導電カラム部位のπ積層構造に影響
を与えることなくナノ細孔中に様々な対イオンを導入し、バンド
フィリングを制御できると期待される。しかし、初めて報告した
PMC-1 は、細孔中の結晶溶媒脱離により 1 万倍もの電気伝導率の
増大に成功したものの、非可逆的な構造変化により多孔性を失う
ため、化学ドーピングを行うまでには至っていなかった。
そこで本研究では、自在な化学ドーピングの実現を目指して新
規物質合成を行ったので、以下に報告する。

PMC-1 の構造模式図（左）と結晶構造（右）
図１
図 １．PMC-1
の構造模式図(左)と結晶構造(右) ．

２．アルカリ金属イオンを対イオンに持つ PMC の開発
先に報告した PMC-1 の化学式は[Cd(NDI-py)(OH2)4](NO3)1.3±0.1∙nDMA (DMA: N,N-ジメチルアセトアミド)であり、対イ
オンである硝酸イオンの数が NDI-py 分子の形式電荷、すなわちドーピング量を左右している。しかし、硝酸イオンの数
を正確に求めることは難しい。そこで、ICP 発光分析により正確に数を見積もることのできるアルカリ金属イオンを対イ
オンとして導入した Ax[Co(acac)2(NDI-py)]∙2DMA (PMC-2) (A: アルカリ金属イオン、acac: アセチルアセトン) を化学
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還元法により合成した。A = Rb の場合、ICP 発光分析から x = 0.5 と決定さ
れ、室温電気伝導率は PMC-1 よりも 2 ケタほど低い 10–6 S cm–1 程度であっ
た。この結晶構造は PMC-1 と同形であるが、acac 配位子が嵩高いため、ナ
ノ細孔は小さくなっている (図２)。そのため、結晶溶媒である DMA 分子の
脱離が起こりにくく、酸素分子の侵入が抑えられたことで、酸化耐性が大き
く向上した[2]。また、まだ予備的な検討段階ではあるが、A = K, Na とイオ
ン半径が小さくなるにつれて導入量 x も増加し、NDI-py 分子の形式電荷も
増加していることが示唆されている。このとき、PMC の骨格構造はほぼ不
変である。したがって、PMC-2 のアルカリ金属イオンの種類や合成条件を
様々に変えることで、電子バンド構造を維持したまま自在な化学ドーピング
を実現できると期待され、今後さらに詳細に研究を進めていく予定である。
また、PMC-2 の合成で適用した事前還元法は多孔性配位高分子の合成法
としてはわずかに過去一例用いられたのみであり、有用な合成手法として世
界的にさらに発展していくことが期待される。

３．柱状配位子を導入した高次元骨格を有する PMC の開発
PMC-1 や PMC-2 はともに一次元配位高分子が π 積層相互作用のみで弱

図２
ａ）PMC-2
及び
ｂ）PMC-1
図 ２．a)
PMC-2
及び
b) PMC-1の結晶構造及び溶
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く連結している構造体となっており、ナノ細孔中の溶媒分子の脱離に伴い
構造を保つことができなかった。そこで、一次元配位高分子間を別の柱状配位子で架橋して骨格を高次元化することで、
分子吸脱着を経ても構造が変化しない PMC の合成を目指し、電解還元法によって[Zn(NDI-py)(SO4)]·n(solv.)を合成した。
この PMC では、Zn と NDI-py からなる一次元配位高分子が硫酸イオンによって架橋されて堅牢な三次元骨格を形成し、
200 °C で一部の結晶溶媒が脱離しても結晶構造が維持されていた。なお、化学式と NDI-py が一部還元されているという
実験的事実から、柱状配位子は実際には SO42– と HSO4– が混合したものと考えられ、その比が不明であるためドーピン
グ量の決定には至っていない。今後、分光学的な測定等も用いて詳細に検討していく予定である。

４．柔軟な骨格を有する配位高分子への化学ドーピングによる導電性発現
著者らはナノ細孔を持たない一般的な配位高分子であっても、その骨格構造が柔軟であれば、化学還元によって還元
剤が結晶内部まで反応を起こして電気伝導性が発現することを見出した[3]。π共役平面部位と配位部位であるピリジル
基の間にエチレンスペーサーを有する配位子 (NDI-enpy) を用いて配位高分子[Cu(NDI-enpy)2(NO3)2]·2CHCl3 を合成し、
その結晶をヒドラジン水溶液中に浸すと、気泡を発して反応し、
半導体的挙動を示す[Cu(NDI-enpy)2]·5H2O へと変化した。この反
応により銅イオンは Cu2+から Cu+へ、配位子は中性から平均–0.5
価へと還元されていた。このように、密に詰まった分子結晶でも、
その柔軟性を制御することで化学ドーピングが可能であるとい
う事実は、電気特性に乏しい従来の非多孔性配位高分子の研究に
風穴を開けるものと期待される。

図３
図 柔軟な骨格を有する非多孔性配位高分子におけるヒドラ
３．柔軟な骨格を有する非多孔性配位高分子における
ジン還元による色変化及び導電性の発現．
ヒドラジン還元による色変化及び導電性の発現
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