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１．背景
新規ナノ材料としての二次元物質「ナノシート」が文科省の戦略目標
に設定されるなど、その重要性・注目度は近年飛躍的に増大している。現
状ではナノシートの研究は結晶性層状化合物を母体とする無機ナノシー
トに大きく偏重している。無機ナノシートとは対照的に, 微小構成要素
(有機分子・金属イオン) からナノシート格子を直接構築する「分子性ナ
ノシート」という物質群が存在するが、国内外でここ 10 年にようやくそ
の構築が報告され始めた萌芽的な研究対象である。筆者は分子性ナノシ
ートの研究を推進する中で、追究するべき学術的な「問い」として、炭素 図１
図 グラフィジイン（GDY）の合成スキームと二次元
１. グラフィジイン (GDY) の合成スキームと
二次元格子
―炭素共有結合に基づく分子性ナノシートの創製およびその構築法を確
格子．
立できるか、を着想した。本研究では、炭素―炭素共有結合に基づくπ共役分子性ナノシートのうち、グラフィジイン
(GDY) およびその類縁体に着目した。GDY は炭素のみで構成される二次元物質グラフェンの同素体・類縁体であるが、sp2
のみならず sp 炭素を含む点に相違がある. また, GDY はヘキサエチニルベンゼン (HEB)をモノマーとし, その酸化的多
量化によって合成可能な分子性ナノシートでもある。理論計算によると, 単層 GDY はバンドギャップと高いキャリア移
動度を兼ね備えた半導体として振る舞うことが予測されている。グラフェンの電子材料としての問題点はゼロバンドギ
ャップによる半導体性の欠如にあり、すなわち単層 GDY はグラフェンを凌駕する魅力的な二次元ナノマテリアル候補で
ある。しかしながら、未だ高品質の単層 GDY の合成と半導体特性評価は実現されていない。

２．方法
筆者は分子性ナノシートの研究で培った界面合成法を GDY にも適用することで, GDY の単結晶ナノシートの合成に成功
した (図 2)[1]. 正六角形ドメインは GDY の六回対称格子を反映しており, その厚みはわずか 3 nm (7-9 層) である.
ドメインサイズ (1.5 μm) を加味すると, 1 枚の GDY ナノシート構築には 2,000,000 個の HEB モノマーを精密に配置・
反応させる必要があり、これは合成化学的には驚異的である。
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そこで本研究では、上記申請者独自の GDY に関
する研究成果を更に発展させることで単層 GDY ナ
ノシートを実現し、その優れた半導体特性を実証
することを目的に設定する。加えてモノマーの自
在設計による GDY 誘導体の合成とその単層化・半
導体特性評価を行う。これらの達成により、GDY お

図２
（ａ） 単結晶
GDYGDY
ナノシートの気液界面合成．
図 ２.(a)
単結晶
ナノシートの気液界面合成. (b)
GDY （ｂ）
ナノシートの
AFM 像と高さプロファイル.
GDY ナノシートの
AFM 像と高さプロファイル．

よびその誘導体の新規ナノカーボン材料としての地位を確立し、新しい二次元マテリアルである GDY 類のエレクトロニ
クス分野への応用展開の扉を開く。

３．成果
筆者は 2019 年 10 月に現所属先に異動したが, コロナ禍の影響により、前任
地からの研究機材移転が 2021 年 1 月までずれ込んだ。そのために GDY に関する
研究は事実上停止せざるを得ない状況となった。現状としては、気液界面法（図
2a）の条件を見直すことで、より薄い 1.0-1.5 nm 厚の GDY ナノシートが得られ
た（図 3）。Chem. Sci.誌から GDY に関する総説執筆依頼が届き、今年度掲載さ
れた[3]。

４．関連研究成果
上記の通り、GDY に関する研究は中断せざるを得なかったものの、現環境で実
行可能な研究に取り組んだ。筆者は新たな分子性ナノシート構築に取り組んで

図図３
３. 更に薄い
更に薄いGDY
GDYナノシートの
ナノシートのAFM
AFM
像.
像．

おり、その一つが図 4a に示すクリックナノシート NF1 である。NF1 は
当初、ドメインサイズがわずか 50 μm であり、大面積化が求められる
状況にあった。本研究では界面合成法を改良（図 4b）、具体的には
tris(benzyltriazolylmethyl)amine を添加することで大面積化を達成
した[3]。例えば、直径 12 cm の大面積 NF1 を欠陥なしでガラス基板に
貼付できる（図 4c）。AFM 測定により、その厚みは 90 nm 程度であり、
大きなアスペクト比を実現した。
さらに、異動先の研究室の専門である、半導体光触媒と筆者の知見・
研究成果との融合による、新たな研究創出を達成した。特許の関係で詳
細の記載は避けるが、その一つとして、光触媒ナノシートにおける、キ
ャリア移動ダイナミクスの新制御法を提唱した。もう一つの展開として、
分子性ナノシートとの融合により、新たな研究を創出した。分子性ナノ
シートが水素発生助触媒として機能する初の例を達成した。これらは
2021 年度以降、特許・論文として成果報告できる見込みである。
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