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有機化合物の結晶中における発光特性を解き明かす
新規発光種「励起マルチマー」を発見
～有機 EL などの発光デバイスに向けた新材料開発に貢献～
大阪府立大学大学院工学研究科の酒井敦史（博士後期課程 3 年）
、太田英輔助教、松井康哲助教、水野
一彦名誉教授、池田 浩教授らの研究グループは、有機ホウ素錯体の結晶中における分子の積み重なり
方と発光現象との相関を解明し、新規発光種「励起（れいき）マルチマー」を発見しました。この成果
は、未解明な点が多かった有機化合物の固体中での発光現象を、自在に制御する新手法の確立につなが
ることが期待されます。

研究成果のポイント
１．構造が互いに類似した有機化合物は、溶液中でよく似た発光を示すが、結晶中では大きく異な
る発光を示すことが多く、発光特性の予測や制御はこれまで困難とされていた。
２．有機ホウ素錯体の結晶中での分子の積み重なり方と発光特性との相関を解明した。
３．結晶中で無限に積み重なった分子から生じる新規発光種「励起マルチマー」を発見した。
４．本研究は、有機 EL などの発光デバイスのための、新規な発光材料の開発につながると期待さ
れる。

１．研究概要
通常、有機化合物の発光性については、希薄な溶液中で、単一分子の性質として研究されてきま
した。一方、有機 EL に代表されるディスプレイや照明のためのデバイスは、発光性の有機化合物
を固体で利用しています。そのため、有機化合物の固体中での発光現象は、近年特に注目を集め、
盛んに研究が行われています。しかし、しばしば有機化合物は、固体になると溶液中とはまったく
異なる発光特性（発光波長（発光色）、発光寿命、発光量子収率（※1）などの性質）を示します。
固体中では多数の分子が規則的に積み重なっていますが、発光特性はその積み重なり方に大きく影
響されるため、予測したり制御したりすることは困難でした。
そこで研究グループは、形状が少しずつ異なる置換基（※2）を導入した有機ホウ素錯体を多数
合成し、置換基の形状と固体中における分子の積み重なり方の間の法則性を明らかにしました。さ
らにその法則性から、積み重なり方のわずかな違いによって、結晶の発光特性、特に発光色や発光
寿命を制御できることを見出し、無限に積み重なった分子から生じる「励起マルチマー（励起多量
体）
」という新しい発光種を発見しました。この成果は、これまで困難だった、有機化合物の固体
中での発光特性の予測・制御を可能にし、有機 EL などのデバイスに向けた発光材料の新開発に重
要な指針を与えるものと期待されます。
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２．研究手法
研究グループは、さまざまな形状のアルキル基（※3）をもつ有機ホウ素錯体 1a–c（図 1）を合
成し、それらすべてについて①単結晶 X 線構造解析（※4）
、②溶液中と結晶状態における発光特性
（発光波長（発光色）、発光寿命、発光量子収率）の解析、③理論計算による電子構造のシミュレ
ーションを行いました。

３．研究成果
溶液に紫外線を照射すると、1a–c はすべてナノ秒（ns）のオーダーの発光寿命を有する青色の
蛍光を発することがわかりました（図 1）
。また、1a–c の発光量子収率は、いずれも 0.8 以上でし
た。これらの結果は、1a–c が、単一の分子としては互いによく似た発光特性をもっていることを
示しています。しかし、1a–c の結晶に紫外線を照射したときに観測される発光色や発光寿命は互
いに異なっており、1a の結晶は青色・短寿命（~ 2 ns）の蛍光を、1b の結晶は緑色・短寿命（~ 3
ns）の蛍光を、1c の結晶は青色・長寿命（~ 7 ns）の蛍光を発しました。また、これらの結晶の発
光量子収率は、1a で 0.71、1b で 0.41、1c で 0.46 と、結晶としては非常に高いこともわかりまし
た。
溶液中では単一の分子としてよく似た発光特性をもつ 1a–c が、結晶中ではなぜ異なる発光特性
を示すのでしょうか？ 研究グループは、この謎を解明するために X 線結晶構造解析を行い、結晶
中で分子がどのように積み重なっているかを調べました。その結果、1a の結晶中では、n-ブチル基
（図 2 緑色）が隣接分子のベンゼン環（B 環、図 2 橙色）の上に乗るようにして、分子が積み重な
っていることがわかりました。通常、共役系分子（※5）は、面と面で向かい合ったときに軌道
相互作用（※6）がはたらいて安定化するため、1a–c の分子は、B 環やジヒドロジオキサボリニン
環（D 環、青色）が向かい合うように積み重なる傾向があります。しかし、実際の結晶中では、1a
の分子は長い n-ブチル基がぶつからないように離れて配置され、B 環や D 環が向かい合うことなく
積み重なります。一方、1b の結晶中の分子も、メチル基が隣接分子の B 環の上に乗るように積み
重なっていますが、B 環同士が面と面で向かい合っています。これは、1b のメチル基が 1a の nブチル基よりも短い分、分子がスライドし、軌道相互作用がはたらくためです。これに対して 1c
の結晶中の分子は、B 環と隣接分子の D 環が面と面で向かい合うように積み重なっています。1c
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の t-ブチル基はかさ高いため、1a や 1b のようにアルキル基が隣接分子の上に乗る形になると、立
体反発が生じて不安定になってしまいます。そのため、隣り合う２分子の t-ブチル基が、互いの分
子の上に乗らないよう、B 環や D 環が面と面で向かい合って軌道相互作用を発現するものと考え
られます。
次に研究グループは、1a–c の結晶中に無限に積み重なる分子のモデルとして、隣接する３分子
に注目し、理論的な考察を行いました。具体的にはそれらの最低空軌道（LUMO）
（※7）を最新の
理論化学計算により見積もり、発光特性の由来を調べました。その結果、B 環や D 環が向かい合っ
ていない 1a の LUMO では、隣接分子間での軌道相互作用がほとんどはたらいておらず（図 3）、
単一分子としての発光特性が発現することが明らかとなりました。そのため、1a の結晶を紫外線照
射すると、溶液中の場合と同様に励起モノマー（励起単量体）
（※8）からの青色・短寿命の発光が
観測されます（図 4）
。
では、分子同士が面と面で向かい合って積み重なっている 1b と 1c の紫外線照射によって生じる
発光種は何でしょうか？ この様な場合、従来は溶液中の発光からの類推により、２分子からなる
エキシマー（励起二量体）
（※9）が発光種と考えられてきました。しかし、1b と 1c の結晶が示す
発光の波長と寿命は、エキシマーのものとは明らかに異なっていました。
研究グループは、1b および 1c の結晶中の真の発光種として、より多数の分子からなり、前例の
ない発光種「励起マルチマー（励起多量体）
」を発見しました。結晶中での構造をもつ３分子の 1b
と 1c の LUMO では、向かい合った分子をつなぐように軌道が融合して相互作用していることが
わかります（図 3）。この軌道相互作用は、積み重なった分子の数を増やしても同様にはたらくこ
とが確かめられました。1b と 1c に紫外線を照射すると、最高被占有軌道（HOMO）
（※7）から、
軌道が融合してできた LUMO に電子が励起され、多数の分子からなる「励起マルチマー」が発生
します。最終的に研究グループは、1b のように B 環同士が面と面で向かい合って生じた「励起マ
ルチマー」は緑色・短寿命の発光を、1c のように B 環と D 環が向かい合って生じた「励起マルチ
マー」は青色・長寿命の発光を示す（図 4）という法則性を確立しました。
結晶中における有機分子の積み重なり方と発光特性の相関を解明し、さらに新規発光種「励起マ
ルチマー」を発見した本研究成果は、これまで困難であった有機分子の固体中での発光特性の予
測・制御を可能にし、有機 EL などのデバイスに向けた発光材料を設計するための有用な指針にな
ると期待されます。この成果に関する論文は、上位 10%以内の高い評価を受け、
「極めて重要な論
文」
としてドイツの Wiley-VCH 社の総合化学雑誌 Chemistry – A European Journal に 11 月 9 日付(現
地時間)でオンライン上に掲載されました。
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４．参考図

図 1. 有機ホウ素錯体 1a–c の構造、およびその溶液と結晶の発光の様子。

図 2. 1a–c の結晶中における分子の積み重なり方の違い。
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図 3. 理論化学計算でシミュレーションした、1a–c の結晶中で隣接する３分子の LUMO の様
子。1a の隣接分子間には軌道相互作用はほとんどないが、1b と 1c の隣接分子間には軌道
相互作用がはたらいており、LUMO では軌道が融合している。この状態の結晶に紫外線を照
射すると、HOMO にあった電子が LUMO に励起され、励起マルチマーとなる。

図 4. 1a–c の結晶中での発光種と発光の様子。
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６．用語の解説
解説 1：発光量子収率
発光種が失活する際に、実際にどれだけ発光するかの効率を示す尺度。すべてが発光する場合
は 1、まったく発光しない場合は 0 となる。
解説 2：置換基
特定の構造をもち、有機化合物の主骨格に結合する原子団。
解説 3：アルキル基
アルカン（炭化水素）からなる置換基の総称。形状はさまざまであるがあるが（長鎖、短鎖、
枝分かれ状）
、電子的性質は似ている。本稿では n-ブチル基、メチル基、t-ブチル基の例を示して
いる。
解説 4：単結晶 X 線構造解析
結晶に X 線を照射し、結晶を構成する分子の構造、およびその積み重なり方を解析する手法。
解説 5：共役系分子
単結合と二重結合を交互に繰り返す構造式をもつ化合物群の総称。ベンゼンに代表される芳香
族化合物がその典型。
解説 6：軌道相互作用
平面形の共役系分子が面と面で二つ向かい合ったときに、軌道が融合して分子間にはたらく、
引力的な相互作用。
解説 7：最高被占有軌道（HOMO）と最低空軌道（LUMO）
分子がもつ電子の空間的分布を示す分子軌道のうち、電子が入っているものを被占有軌道とよ
び、さらにその中でもっともエネルギー準位の高いものを最高被占有軌道（Highest Occupied
Molecular Orbital; HOMO）とよぶ。同様に、電子が入っていないものを空軌道とよび、さらにそ
の中でもっともエネルギー準位の低いものを最低空軌道（Lowest Unoccupied Molecular Orbital;
LUMO）とよぶ。
解説 8：励起モノマー（励起単量体）
孤立して存在する１分子からなる発光種。
解説 9：エキシマー（励起二量体）
面と面で向かい合って並んだ同一の２分子からなる発光種。
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