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研究概要 

当研究室では有機化学を研究基盤として、周期表を縦断・横断する元素化学を展開し、化学物質の反応、

性質、構造について研究します。実験的手法のみならず理論計算的手法も利用して、新しい分子を能動的

かつ精密にデザインし、新たな分子変換反応の開発、新合成法の開拓、未知機能の創出に挑みます。元素

の様々な組み合わせで構成される分子の反応性・機能性が、元素のどのような性質に由来するのかを分子

構造・電子構造を理解することによって明らかにし、既存の学問領域にとらわれない新しい学理を探求す

ることを目指します。 

 

1. 計算化学を用いた分子創製化学 （内山，王） 

これまでの反応開発には、実験化学者の長年の経験と試行錯誤が必要とされてきました。しかしながら、

この方法では多くのお金と時間が必要でした。私たちは、このような理論的なアプローチと実験化学的な

アプローチを組み合わせることで、新反応開発、試薬設計のスピードが大幅にアップすると考えています。

また、今まで未解明であった多成分が関与する複雑な反応も、新たに開発した計算手法を駆使して解析し

ています。さらには、経験や勘では成し得なかった、思いもしない反応やブレークスルーとなるような新

しい試薬の開発に理論計算が役立つ日も遠くないと考えています。 

炭素原子の7員環構造は多くの天然物に存在し、7員環構造を位置・化学選択的に構築することは有機合成

化学において重要な課題の一つでした。今年度当研究室では、ニッケル触媒によるアルキンとシクロプロ

ピリデンアセテートの[3+2+2]環化反応の機構について理論解析しました。通常のアルキンと電子不足アル

キンでは反応経路が異なることが密度汎関数(DFT)計算から明らかになり、環化反応の位置選択性を説明す

ることができました。 

 

2. 機能性π共役系分子の設計と合成（内山，村中） 

π共役系分子は省エネルギー社会、高度情報化社会を支えるオプトエレクトロニクス分野においてキーと

なる有機材料として期待されています。私たちは、特異な電子構造を有する新規π共役系分子を設計・合

成して、得られた分子の性質を様々な分光学的手法を用いて明らかにする研究を行っています。 

今年度は芳香族性を有するベンジフタロシアニンの合成と物性評価を行いました。フタロシアニンの一つ

のイソインドリンユニットをベンゼン環に置換した化合物はベンジフタロシアニンと呼ばれます。ベンジ

フタロシアニンには 18π電子構造を持つ酸化種と 20π電子構造を持つ還元種が存在することが考えらえて

いますが、これまで酸化種の報告例がありませんでした。当研究室では、骨格にレゾルシノールユニット

を導入することで初めての 18π電子構造のベンジフタロシアニンを得ることができました。得られたベン

ジフタロシアニンは溶液中、芳香族性の弱いフェノール型と芳香族性の高いキノイド型の二つの互変異生

体の混合物として存在することが明らかとなりました。 

 

3. 有機薄膜トランジスタの分子パッキングと電荷輸送特性の解析（内山，村中，青山，松本，横田） 



高性能な有機半導体素子の作製には、分子固有の物性に加え、分子配向や素子構造の最適化が必要とな

ります。これまでに、ビスアゾメチン色素（DE2）J 会合体薄膜の分子配向を Polytetrafluoroethylene

（PTFE）で制御し、異方性をもつ有機トランジスタを作製しています。このたび、3 次元的に 16 分子な

いし22分子を選択して量子化学計算を行ったところHOMOとLUMOの軌道間相互作用が同程度であり、

ambipolar な輸送経路が確認されました。この結果は、PTFE 配向膜を用いた DE2-FET で ambipolar 輸

送特性が観測されたことに一致しています。 

Droplet-Pinned Crystallization method (DPC)法によって、DE2 にドデシルオキシ基を導入した色素

BSK25 の分子配向を制御したトランジスタを作製したところ、通常のキャスト法に比べて 2 桁大きな移動

度が測定されました。また、同様に DPC 法で作製した DE2 よりも大きな移動度が得られました。量子化

学計算、X 線回折、原子間力顕微鏡などで解析した結果、BSK25 がより良いキャリヤパスを有しているこ

とが分かり、これが移動度の向上に貢献していることが分かりました。これらの解析により、有機半導体

材料の電荷輸送特性について、重要な知見が得られることを示しました。 

 

 

------------------- 

Key Sentence :  

1. Periodic table-traversing chemistry that transcends the frameworks of organic chemistry, inorganic 

chemistry, and metallic chemistry 

2. Development of advanced molecular transformation methods supporting materials science and life 

sciences 

3. Design and production of materials by utilizing computational chemistry 
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Purpose of Research： 

Research in our laboratory spans the traditional areas of organic, inorganic and physical chemistry as 

well as interdisciplinary areas of modern chemical research, focusing in particular on the chemistry of 

elements (elements chemistry). We aim to better understand the reactions, properties, and structures 

of chemical substances not only by means of experimental approaches based on synthetic organic 

chemistry and spectroscopy, but also from a theoretical viewpoint based on computational chemistry. 

Our research interests include development of innovative chemical reactions, and design and synthesis 

of new functional molecules.  

 

1. Computational Chemistry (Uchiyama,Wang)   

Our research emphasizes the importance of applying established theoretical methods to rational 

catalyst design. We understand that traditional approaches to design new reactions based on past 

experiences, or trial and error, are often expensive and time-consuming. We believe a dual approach 

combining the benefits of theoretical and experimental chemistry should be encouraged: an approach 

that will result in breakthrough synthetic processes, use fewer chemicals and be more cost effective. We 

also reveal a mechanism of multi-component reactions by using the newly developed program.  

Seven-membered carbocycles are a key structural feature in many natural products, and regio- and 

chemoselective construction of these structures has been one of the central issues in organic synthesis 

because of the difficulty of the ring closing reaction due to enthalpic/entropic factors. We performed a 

density functional theory (DFT) study to elucidate the mechanism of the Ni-catalyzed [3+2+2] 

cyclization reaction of cyclopropylideneacetate with two alkynes. A systematic search showed that the 

nature of the alkynes determines the choice between two reaction pathways and hence this 

regioselectivity. Strongly electron-deficient acetylenes preferentially afford 2,5-disubstituted products 

via nickelacyclopentadienes generated by [2+2] cocyclization, whereas normal alkynes afford 3,4- or 

3,5-products via an unprecedented pathway involving a [3+2] nickelacycle intermediate.  

 



 

2. Design and Synthesis of Functional -conjugated molecules (Uchiyama, Muranaka)  

There has been considerable interest in -conjugated molecules as a pathway for constructing new 

functional optoelectronic devices. We conduct research on design and synthesis of novel -conjugated 

molecules with peculiar electronic structures. The properties of the compounds are characterized by 

various spectroscopic techniques.  

A phthalocyanine in which a single isoindoline is replaced with one benzene ring is known as 

benziphthalocyanine. Two forms are a priori possible for benziphthalocyanine, an oxidized form 

(18-electron structure) and a reduced form (20-electron structure). However, no oxidized form of 

benziphthalocyanines has been reported so far. We synthesized and characterized the first 18 

aromatic benziphthalocyanine by incorporating a resorcinol unit into the skeleton. The 

benziphthalocyanine was found to exist as a mixture of two tautomers, the weakly aromatic phenol 

form and the strongly aromatic quinoidal form.  

 

3. Analysis of molecular packing and carrier transport in ambipoar thin film transistors (Uchiyama, 

Muranaka, Aoyama, Matsumoto, Yokota) 

This study discusses the influence of the molecular packing, molecular orientation and grain 

boundary on the carrier transport properties of organic field-effect transistors (FETs). By controlling 

the molecular alignment of a bisazomethine dye DE2 using a rubbed poly(tetrafluoroethylene) (PTFE) 

layer, we have achieved the enhancement of the hole mobility and observed the ambipolar carrier 

transport in DE2-FETs. Quantum chemical calculations in several molecules which are 

3-dimensionally selected found out ambipolar carrier paths in the DE2 film. These results are in good 

agreement with the ambipolar transport observed in the devices and show that DE2 has intrinsically 

ambipolar characteristics. 

We have also prepared molecularly-oriented films by the droplet-pinned crystallization (DPC) method. 

The hole mobility of a bisazomethine dye BSK25 made by the DPC method was improved by two orders 

of magnitude compared to the device made by the ordinary casting method. In addition, The 

BSK25-FET showed better mobility than the DE2-FET prepared by the DPC method. We analyzed the 

molecular packing and the frontier orbital interaction by the XRD, the calculation, the atomic force 

microscopy and the polarization spectroscopy. The results showed that a better carrier path in the 

channel direction of the BSK25-FET is one of reasons for the better mobility. These results provide 

important information about the interplay between the molecular packing and the carrier transport. 
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