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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. 機能性π共役系分子の設計と合成（内山，村中，青山） 
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。 

近赤外光は生体透過性に優れるため、近赤外領域に強い吸収・蛍光を示す有機色素は生体イメージング、

光線力学療法や光電変換素子など様々な応用分野で注目されています。しかしながら、化合物の安定性や

合成コストなどの観点から応用可能な有機系近赤外色素の数と種類は限られており、新しい概念に基づく、

新たな骨格を有する近赤外有機色素の創製が望まれています。本年度は新規な骨格を持つキノジメタン系

近赤外色素（BTAQ）の開発を行いました。当初、BTAQ は他の化合物の合成における副生成物としてわず

かな量しか得られませんでしたが、合成法を検討することで収率を改善することができました。BTAQ は 

800 nm を超える近赤外領域に吸収と蛍光を示し、周辺置換基を変化させることによって光学特性や電気

化学的特性を制御可能でした。さらに BTAQ は有機半導体特性や近赤外光電変換特性を示すことを明らか

となりました。 

 

2. 有機半導体材料の構造物性相関（内山，村中，青山，田中，松本，André，渡邉） 
チエノキノイド誘導体(QQT(CN)4)のスピンコート薄膜を直接ラビングすることで分子配向膜が得られ

ました。X 線回折や AFM 観察の結果から、ラビング方向に 1 次元的に配向するだけではなく、結晶相の配

向をフェイス・オンからエッジ・オンに変換することが明らかになりました。この機械的処理による大き

な変換は、有機エレクトロニクスにおける基本的な物理現象の研究、および応用研究に新たな手法を提供

します。 
ダイヤモンドナノ粒子はその光学および化学的特性などにより注目されています。そのウィスカーとナ

ノシートを作製し、光学的特性とモルフォロジーを調査しました。走査型レーザー顕微鏡や偏光顕微鏡に

よる解析の結果、ウィスカーの表面は平坦であり、また∆n=0.0013~0.0027 程度の 1 軸性の光学異方性を有

することが明らかになりました。また、ナノシートも平滑な表面を有し、膜厚が 26 nm であることが AFM
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観察より分かりました。このことから、ナノシートはナノ粒子数層から成ることが推測できました。今後

のダイヤモンドナノ粒子の構造同定や薄膜応用が期待されます。 
 
------------------- 
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. Design and Synthesis of Functional π-conjugated molecules (Uchiyama, Muranaka, Aoyama)  

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 bioimaging, photodynamic therapy and photoelectric conversion devices, but their structural 
variation is still limited. We have developed novel near-infrared organic dyes, BTAQs. BTAQs contain a 
quinodimethane structure and exhibit near-IR absorption/fluorescence beyond 800 nm. Their optical 
and electrochemical properties were systematically changed by the peripheral substituents. Further, 
hole transport and near-IR photocurrent were confirmed for BTAQ.  

 
2. Structure-property relationships in organic semiconductor materials (Uchiyama, Muranaka, 

Aoyama, Tanaka, Matsumoto, André, Watanabe) 
Molecularly-oriented films of a low bandgap quinoidal oligothiophene derivative (QQT(CN)4) have 

been obtained by a direct rubbing technique. X-ray diffraction and atomic force microscopy 
measurements demonstrate that rubbing does not only lead to an excellent 1D orientation of the 
QQT(CN)4 molecules over large areas but also modifies the orientation of the crystals, moving 
molecules from an edge-on to a face-on configuration. This conversion by mechanical treatment in thin 
films would give new opportunities to investigate fundamental physical phenomena and to develop 
practical applications in organic optoelectronics.  

Diamond nanoparticles attract much attention due to their optical and chemical properties. Optical 
properties and morphology of their whiskers and nanosheets were investigated. Scanning laser and 
polarization microscopy revealed that the whiskers have a flat surface and a uniaxial birefringence of 
∆n=0.0013~0.0027. The nanosheets also have a fine uniformity and the thickness of 26 nm was 
obtained by AFM. These results indicate that the nanosheets are composed of several layers of the 
nanoparticles. The nanosheets would contribute to structure identification and thin film applications of 
the diamond nanoparticles.  
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