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論文要旨

複数の芳香環が縮合した分子である多環芳香族化合物は，剛直なπ平面構造をもち，ユニークな
電子的特性を示すため，古くからこれらの化合物に関する合成研究が行われてきた．また近年では，
ペンタセンやグラフェンに代表されるように，多環芳香族化合物は有機半導体などの有機エレクト
ロニクス材料の分野でも注目されており，優れた機能をもつ分子の開発が求められている．多環芳
香族化合物の機能化のアプローチとして，縮合した芳香族骨格内の炭素原子をヘテロ原子に置き換
える手法があげられる．導入されるヘテロ原子の原子半径，電気陰性度，および混成軌道の違いに
より，分子の構造や電子的特性は大きく変化する．なかでも，ヘテロ原子の導入により形成される
ヘテロシクロペンタジエン骨格はヘテロールと呼ばれ，ベンゼン環とは異なる性質を示す．例えば，
硫黄および酸素を含むチオフェンおよびフランは電子供与性の芳香族ヘテロールであり，また，ケ
イ素を含むシロールは電子受容性の非芳香族ヘテロールである．これらのヘテロールを多環芳香族
骨格に縮合させることで，広いπ平面内にヘテロールの電子的特性を組み込んだ新たな多環芳香族
骨格が構築できる．実際に，ヘテロールが縮合した多環芳香族化合物のうちのいくつかは，極めて
優れた性能を示す有機電界効果トランジスタや有機発光ダイオードなどの有機エレクトロニクス
デバイスに応用されている．新たなヘテロール縮合型多環芳香族化合物の設計として，ヘテロール
の縮合位置や縮合数に特徴をもたせた多環芳香族骨格を構築すれば，特異な光物理特性の発現や，
結晶中でのパッキング構造の制御など，従来の多環芳香族化合物にはない新たな機能の創出に繋が
ると考えられる．本研究では，チオフェン，フラン，シロールが縮合した新規多環芳香族化合物の
効率的な合成法の開発とそれらの光物理特性や結晶構造などの基礎物性の解明を行った．

本博士論文は，以下に示す通り，緒言，4 章からなる本論，および結論により構成されている．
緒言では，本研究の背景および概要について述べた．
第 1 章では，光反応によるアンギュラー縮合型チエノビスベンゾチオフェン誘導体 1 の合成と，
その光および電気化学的特性と結晶構造の評価について述べた．チオフェン環が直線状に縮合した，
リニアー縮合型ベンゾチオフェン誘導体は，高性能な p 型有機半導体材料となることが既に報告さ
れている．これらを利用した材料において，結晶中での縮合チオフェン部の分子間 S•••S 接触が有
機半導体特性を決定する大きな役割を果たしている．また，芳香環が折れ曲がり型に縮合した，ア
ンギュラー縮合型ベンゾチオフェン誘導体については，その結晶構造に興味がもたれる．本章では，
2,5-ビス[2,2-ジ(チエン-3-イル)エテニル]チオフェン（2）の 2 カ所のヘキサトリエン部における光環
化−脱水素化反応により，4,8-ジ(チエン-3-イル)チエノ[2,3-g:5,4-g´]ビス[1]ベンゾチオフェン（1）を
合成した．ベンゼン溶液からの再結晶により作成した 1 の単結晶の X 線結晶構造解析の結果，1 分
子の 1 に対して 0.5 分子のベンゼンを含んでいることがわかった．この結晶中において，1 はπ-ス
タッキングしたカラム状構造を形成しており，隣接するカラム間で互いに S•••S 接触が発現してい
ることが明らかになった．さらに，1 とアクセプター分子である 7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン
（TCNQ）の混合物をトルエンから再結晶することで，それらの包摂比が 1:1 の電荷移動錯体の単
結晶が得られた．X 線結晶構造解析より，1 と TCNQ はそれぞれ S•••S 接触と CH•••N 水素結合を
介して，リボン状に配列していることがわかった．これらの基質の結晶中で見られた，1 のアンギ
ュラー縮合型骨格に由来する S···S 接触は有機半導体材料として有利な特徴である．
第 2 章では，フロー光反応を鍵段階とするフェナントロベンゾフラン 3a およびその誘導体 3b–g
の合成について述べた．5 つのベンゼン環がジグザグ型に縮合したピセンは，有機半導体材料とし
て高い大気安定性と優れたキャリア移動度をもつ多環芳香族化合物である．岡本らは，フロー光反
応によるピセンおよびその誘導体の合成を報告している．本章では，ピセンのベンゼン環の一つを
フラン環に置き換えたフェナントロベンゾフラン 3a をフロー光反応により簡便に合成する手法を
開発した．また，反応のスケールアップが容易に行えるフロー光反応の利点を活かし，大量合成し
たフェナントロベンゾフラン誘導体のさらなる分子変換反応を行った．フロー光反応は，高圧水銀
灯の周囲に紫外光透過性のフッ素樹脂チューブ（FEP チューブ，内径 2 mm，外径 3 mm，長さ 10 m）
を巻き付けて自作したフローリアクターを用いて行った．その結果，試験管を反応容器として用い
たバッチ光反応の場合と比較し，フロー光反応では単位時間あたりの 3a の生産能力が 30 倍以上に
向上するということを明らかにした．このフロー光反応は種々の置換基 R を有するフェナントロベ
ンゾフラン誘導体 3b–d（b: R = Me，c: R = Cl，d: R = Br）の合成についても有用であることがわか
った．さらに，フロー光反応によりグラムスケールで合成したブロモ誘導体 3d を合成中間体とし

て，クロスカップリング反応により，アルコキシフェニル基，カルバゾリル基，およびフェノチア
ジニル基を導入した誘導体 3e–g の合成も行った．従来，光反応はその反応スケールの制限から，
主に合成の最終段階で用いられてきたが，本章で述べたフロー光反応は，簡便に反応のスケールア
ップが行えるため，合成の途中段階に組み込むことができた．したがって，本フロー光反応は合成
化学的な観点からも，実用的な多環芳香族化合物の合成反応であるといえる．
第 3 章では，ヘキサメチルトルクセン 4 の架橋炭素原子をケイ素および酸素原子に置き換えたヘ
キサイソプロピルトリシラトルクセン 5 およびトリオキサトルクセン 6 の合成，結晶構造，および
光物理特性について述べた．トルクセンは C3 対称性をもつ平面π共役分子であり，スターバースト
形分子の基本骨格として知られ，有機エレクトロニクス材料や液晶性材料の分野で注目されている．
トルクセンの架橋炭素原子を窒素原子で置き換えた，トリアザトルクセンの合成法は確立されてお
り，数多くの誘導体が機能性材料などに応用されている．一方，そのケイ素類縁体であるトリシラ
トルクセンについてはその合成すら報告がなく，また，酸素類縁体であるトリオキサトルクセンに
ついてはその合成は報告されているものの，結晶構造や光物理特性の詳細については明らかにされ
ていなかった．本章では，分子内シラ Friedel–Crafts 反応および分子内芳香族求核置換反応を鍵段階
とする 5 および 6 の新たな合成ルートを開発した．X 線結晶構造解析の結果，単結晶中における 4
および 6 は平面π骨格を有するのに対して，5 は中央と外側のベンゼン環が同一方向に 7.2–15.4°ね
じれた準平面構造であった．ジクロロメタン中の 5 および 6 の吸収と蛍光は，4 のそれらと比較し
て，それぞれ長波長側および短波長側に観測された．これらの違いは，5 のシロール骨格のσ*–π*
軌道相互作用による低い LUMO のエネルギー準位，および 6 のフラン骨格の芳香族安定化による
低い HOMO のエネルギー準位に起因することが理論計算から示唆された．さらに，77 K 下，メチ
ルシクロヘキサン中において，4–6 は 4.4–16.4 秒もの極めて長い寿命をもつリン光を示すことを明
らかにした．これはトルクセンの C3 対称性の分子骨格に由来するものと推定した．
第 4 章では，アクセプター材料を志向したシロール縮合シクロオリゴチエニレンの設計と理論計
算について述べた．従来の高性能な有機半導体のほとんどは p 型であり，移動度が 1 cm2 V–1 s–1 を
超える n 型有機半導体の例は少ない．これは，n 型有機半導体の設計においては，LUMO のエネル
ギー準位を下げる必要があるが，単純にπ共役系に電子求引基を導入しただけでは電子移動に対応
する再配列エネルギー（λ）が大きくなり，電子移動確率が低下するためである．本章では，LUMO
のエネルギー準位を下げる手法として，第 3 章で述べたシロールに着目し，シクロトリチエニレン
およびシクロテトラチエニレンをそれぞれケイ素原子で架橋することでシロールを縮環させた 7 お
よび 8 を設計し，それらの最安定構造，分子軌道，および一電子移動に対するλを理論計算により
推定した．その結果，7 および 8 の LUMO にはσ*–π*軌道相互作用が発現し，それらのエネルギー

準位は対応する非架橋体に比べてそれぞれ 0.75 eV 程度低下することが示唆された．また，7/7•–お
よび 8/8•–の一電子移動に対するλは，それぞれ 0.334 および 0.232 eV であり，従来の代表的な n 型
有機半導体に匹敵するほど小さいことが明らかになった．
結論では，第 1 章から第 4 章の研究によって得られたチオフェン，フラン，およびシロールが縮
合した多環芳香族化合物に関する総括を行った．

審査結果の要旨
本論文は，チオフェン，フラン，およびシロールが縮合した新規多環芳香族化合物の効率的な合
成法の開発と，それらの光物理特性や結晶構造などの基礎物性の解明について論じている．その結
果は，以下の項目に要約できる．
（１）第 1 章では，光反応によるアンギュラー縮合型チエノビスベンゾチオフェン誘導体の合成と，
その基礎物性の評価に関する研究が述べられている．チエノビスベンゾチオフェン誘導体は，
結晶中においてπ-スタッキングしたカラム状構造をもつことに加え，アンギュラー縮合型骨
格に由来する隣接分子間での S···S 接触により，強い分子間相互作用をもつということを明
らかにしている．

（２）第 2 章では，フロー光反応によるフェナントロベンゾフランとその誘導体の合成に関する研
究が述べられている．光反応の効率をバッチとフローで比較した結果，フェナントロベンゾ
フランの生産効率はフローシステムを用いたときに 30 倍以上に向上するということを見出
している．さらに，大量合成したフェナントロベンゾフラン誘導体のさらなる分子変換も行
っており，フロー光反応が合成化学的にも有用であることを明らかにしている．

（３）第 3 章では，トルクセンとそのケイ素および酸素類縁体の新たな合成ルートの開発とそれら
の基礎物性の評価に関する研究が述べられている．発光特性評価の結果，トルクセン誘導体
が低温下において，極めて長い寿命をもつリン光を示すことを明らかにしている．理論計算
を用いて，これらの長いリン光寿命は，C3 対称性をもつトルクセン骨格に由来することを支
持する結果を得ている．

（４）第 4 章では，アクセプター材料を志向したシロール縮合シクロオリゴチエニレンの理論計算
に関する研究が述べられている．理論計算の結果，π共役系へのシロール縮環によって，
LUMO のエネルギー準位を低下させながらも，再配列エネルギーの上昇を伴わないという結
果を得ており，本手法がアクセプター材料の新たな設計指針となりうることを明らかにして

いる．

以上の研究成果は，特異な光物理特性や結晶構造をもつ多環芳香族化合物の設計および開発に関
する新たな知見を与えるものであり，有機光化学・有機材料分野における貢献は充分に大きいとい
える．また，申請者が自立して研究活動を行うのに充分な能力と学識を有することを証したもので
ある．

