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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，村中） 
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、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。 

今年度は計算化学を用いてカーボンナノチューブの部分構造であるシクロパラフェニレンの電子構造を

解析しました。８つのベンゼン環で構成されるシクロパラフェニレンは NOSbF6 や NOSbCl5 と容易に反応

し、安定なジカチオン種を形成することが知られています。このジカチオン種の分子軌道を解析し、NICS 計

算を行ったところ、ジカチオン種は (4n+2)π電子構造の面内芳香族性を持つことが明らかになりました。

他のサイズのシクロパラフェニレンも解析したところ、すべてのジカチオン種、ジアニオン種は面内芳香

族性を有し、シクロパラフェニレンの電子構造がヒュッケル則を満たすことを見いだしました。 

 
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。 

今年度は特異な電子構造を有するヘミポルフィラジンの合成と物性評価を行いました。フタロシアニンの

２つのイソインドリンユニットをピリジンやトリアゾールユニットに置換した化合物はヘミポルフィラジ

ンと呼ばれます。キラルなヘミポルフィラジン金属錯体を合成し、その円二色性 (CD) スペクトルを測定

したところ、最長波長の吸収帯に対する CD シグナルが大きな異方性因子を示しました。この結果はヘミ

ポルフィラジンが 20π 電子構造を持ち、その HOMO-LUMO 遷移が大きな遷移次期双極子モーメントを持つこ

とに由来することを量子化学計算から明らかにしました。 

 

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，André） 



非常にシンプルな溶液プロセスで、チエノキノイド誘導体 QQT(CN)4 の針状単結晶が得ることができま

した。この QQT(CN)4 単結晶でトランジスタを作製したところ、バランスのとれた Ambipolar 型の輸送

特性が得られ、ホールと電子の移動度はそれぞれ 0.4、0.5 cm2/Vs に達しました。量子化学計算により

QQT(CN)4 の本質的な電荷輸送特性を検討したところ、HOMO と LUMO の軌道間相互作用が同程度であ

り、理論計算でも Ambipolar 型の輸送特性が確認されました。軌道間相互作用と結晶構造との関係から、

QQT(CN)4 単結晶中の方位と電荷輸送特性について検討することができ、構造物性相関に関わる知見が得

られました。 
QQT(CN)4 のスピンコート膜をラビングしたところ、分子配向膜が得られました。分子長軸がラビング

方向に平行に配列し、2 色比は 4.6 に達しました。X 線回折による解析結果から、ラビングにより分子の会

合状態は乱れるものの、側鎖を介して積み重なっている配列構造は保たれたままに、格子面が回転してい

ることが分かりました。QQT(CN)4 が高いフレキシビリティ性を有しているために、直接のラビングによ

り分子配向膜が得られたと考えられます。 
 
------------------- 
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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, Muranaka)   

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

Cycloparaphenylenes (CPPs) are hoop-shaped conjugated hydrocarbons and can be regarded as 
carbon nanotube fragments. It is known that the dication of [8]CPP is formed by chemical oxidation of 
the neutral form with NOSbF6 or NOSbCl5. We analyzed the electronic structure of the dication on the 
basis of density functional calculations and theoretical chemistry. Molecular orbital and 
nucleus-independent chemical shift (NICS) analysis revealed that the dication shows in-plane 
aromaticity with a (4n+2) -electron system. This aromaticity appears to be the origin of the facile 
generation and extra stability of the dication. Theoretical calculations further suggested that not only 
the dication of [8]CPP but also all other CPP dications and dianions exhibit in-plane aromaticity.  

 
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.  

Hemiporphyrazines are a class of phthalocyanine analogues in which the two opposing isoindole 
units are replaced by other moieties, such as pyridine, triazole and benzene. We unambiguously 
identified the unique electronic structure of azolehemiporphyrazines by means of X-ray analysis, 
various spectroscopic methods, and density functional calculations. A large dissymmetry factor was 
detected for the CD signal corresponding to the lowest -* transition of intrinsically chiral vanadyl 
triazolehemiporphyrazine. Molecular orbital analysis and NICS calculations showed that the 
azolehemiporphyrazines have a 20-electron system with a weak paratropic ring current.  

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

Muranaka, Aoyama, Matsumoto, André) 
A simple and versatile solution-processing method based on molecular self-assembly was used to 

fabricate one dimensional organic single crystal microwires of a low bandgap quinoidal oligothiophene 
derivative(QQT(CN)4). Organic field-effect transistors (FETs) based on individual single crystal 
microwires were fabricated and exhibited balanced ambipolar transport with hole and electron 
mobilities as high as 0.4 and 0.5 cm2/Vs, respectively. The intrinsic hole and electron transport 
properties of QQT(CN)4 were also examined by quantum chemical calculations. The theoretical results 
are consistent with our experimental observations, which provide useful information into the 
structure-property relationship in the crystal and also suggest that other macroscopic parameters 
could affect the ambipolar character of the QQT(CN)4 single crystal devices. 

We could also obtain molecularly-oriented QQT(CN)4 films by a rubbing technique. The long axis of 
QQT(CN)4 molecule was aligned parallel to the rubbing direction and the dichroic ratio of 4.6 was 
achieved. X-ray diffraction analysis revealed that the lattice plane was rotated while maintaining the 
crystal structure. Excellent flexibility presumably provides the new method to prepare the 
molecularly-oriented films.  
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