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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。 

今年度は昨年度に引き続き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

レンの励起状態を解析しました。昨年度は、シクロパラフェニレン中性種がそのリングサイズにかかわら

ず T1 状態で面内芳香族性を示すことを計算しました。今年度は、シクロパラフェニレンジカチオンの T1 
状態について理論計算を行いました。その結果、ジカチオンでは T1 状態にすると環中心の NICS 値が正

の値となり反芳香族性となることが示されました。これらの結果から、通常の芳香族化合物で知られてい

る Baird 則がシクロパラフェニレンのような面内芳香族化合物においても成り立つことが明らかとなりま

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。 

今年度は新しいタイプの近赤外有機色素の開発に取り組みました。近赤外有機色素は光線力学療法や光電

変換素子など様々な応用分野において近年注目を集めていますが、利用できる分子の種類は未だ限られて

います。4nπ 反芳香族ポルフィリン誘導体は、HOMO-LUMO エネルギー差が小さく、近赤外有機色素とし

て有望ですが、軌道の高い対称性のためモル吸光係数が小さいことが課題でした。私たちはポルフィリン

誘導体の骨格を低対称化することで、反芳香族の性質を有しながら近赤外光を強く吸収する分子を見出し

ました。4nπ 反芳香族ポルフィリン誘導体において、骨格の低対称化が近赤外色素を創製する新たな方法

論となると考えられます。 



 

3. 有機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，渡邉） 
ビスアゾメチン色素誘導体 DE2 を用いた分子配向膜および単結晶の作製を行い、それぞれについてトラ

ンジスタの作製・評価を行いました。分子配向膜では配向付与により電荷移動度の増大が見られました。

単結晶では、偏光顕微鏡と全波長板による観察から、結晶長軸に対して分子長軸が 30 度程度傾いた状態で

あることが確認されました。また、作製したボトムコンタクト型トランジスタは、これまでの薄膜とは異

なり、単一の結晶グレインでの測定のため、1.1×10-2 cm2 (Vs)-1のこれまでで最高の移動度を示しました。 
チエノキノイド誘導体(QQT(CN)4)の単結晶トランジスタを開発しています。結晶品質向上のため、溶解

度曲線を検討したところ、溶液中よりも気液界面での核形成温度が高いことが分かりました。これは、気

液界面での QQT(CN)4 のギブス吸着に基づくものと考えられます。気液界面で選択的に QQT(CN)4 結晶が

得られることが分かりました。 
 
------------------- 
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1. Periodic table-traversing chemistry that transcends the frameworks of organic chemistry, inorganic 
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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. We analyzed the electronic structure of the lowest triplet (T1) state of CPP 
dications on the basis of density functional calculations and theoretical chemistry. Positive 
nucleus-independent chemical shift (NICS) values were calculated for the T1 state of CPP dications, 
indicating that CPP dications are in-plane anti-aromatic in the T1 state. These results demonstrate 
that not only conventional aromatic compounds but also in-plane aromatic compounds follow the 
Baird’s rule.  

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

There has been considerable interest in π-conjugated molecules as a pathway for constructing new 
functional optoelectronic devices. We conduct research on design and synthesis of novel π-conjugated 
molecules with peculiar electronic structures. The properties of the compounds are characterized by 



various spectroscopic techniques.  
 
Near-IR organic dyes have recently attracted many people’s attention because of various applications 

such as photodynamic therapy and photoelectric conversion devices, but their structural variation is 
still limited. Although most 4nπ-electron antiaromatic porphyrinoids have potential applications as a 
near-IR organic dye due to a small HOMO–LUMO energy gap, very small molar extinction coefficients 
associated with the HOMO-LUMO transition still remain to be addressed. We designed and 
synthesized low-symmetrical 4nπ-electron antiaromatic porphyrinoids that have intense near-IR 
absorption. Our results suggest that symmetry-lowering is an important approach for improving 
optical properties of 4nπ-electron antiaromatic porphyrinoids.  

 
3. Analysis of molecular packing and carrier transport in ambipolar transistors (Uchiyama, Muranaka, 

Aoyama, Matsumoto, André, Watanabe) 
The carrier transport properties of molecularly-oriented film and single crystal transistors with 

bisazomethine derivatives were discussed. The enhancement of the carrier mobility was observed in 
the molecularly-oriented films. The polarization microscopy revealed that the π-π stacking direction is 
tilted at about 60 degree to the long axis of the needle crystal. The bottom-contact single crystal 
transistor showed a hole mobility of 1.1×10-2 cm2 (Vs)-1 which is the highest value observed in the 
bisazomethine derivatives. 

Single crystal microwires of a quinoidal oligothiophene derivative QQT(CN)4 have been developed. 
The solubility curves of QQT(CN)4 were investigated to obtain high quality crystals. The nucleation 
temperature at the air/solvent interface was higher than that in the solvent phase. This result could be 
explained by considering Gibbs adsorption of QQT(CN)4 at the air/liquid interface. The QQT(CN)4 
crystals can be obtained at the air/solvent interface.  
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