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論 文 内 容 の 要 旨 

 

有機色素の性能を目的に応じて引き出すには，新規色素の開発と共に構造改変が重要である。この論文

ではアルキル基導入による色素の物性変化について検討している。 

第１章では，アルキル基導入による有機化合物の物性変化について，過去の論文を概観している。 

第２章では，蛍光化合物の（ジアルキルアミノ）ペルフルオロフェナジン類におけるアルキル基

導入による融点と固体蛍光への効果を検討している。2-（ジオクチルアミノ）および 2-（ジドデシ

ルアミノ）ペルフルオロフェナジンは室温下で液体で, 熱分析により，それぞれのガラス転移温度

が56.5 および49.2℃であることを明らかにしている。Ｘ線結晶構造解析により，アルキル基が短

い場合は-相互作用のために融点が高く，オクタデシル基のように長い場合では，アルキル-アル

キル相互作用のために融点が高くなる。中程度のオクチル，ドデシル基の場合，アルキル基は-

相互作用に対して立体障害基として作用し，アルキル-アルキル相互作用も有しないため液体になる

と考察された。溶液中での蛍光スペクトルでは，2-（ジアルキルアミノ）ペルフルオロフェナジン

類のアルキル基を変化させても大きな違いはない。しかし，固体状態での蛍光では, 多くの 2-（ジ

アルキルアミノ）ペルフルオロフェナジン類の最大蛍光波長（Fmax）は 650 nm 付近、蛍光量子収率

（f）は 0.06 付近であるのに対し，2-（ジオクタデシルアミノ）ペルフルオロフェナジンの Fmax

は 581 nm，fは 0.29 であった。単結晶Ｘ線結晶解析により，この誘導体では長いオクタデシル基

間のアルキル-アルキル相互作用がパッキングの駆動力であり, -相互作用がないため，固体での

fが極めて大きくなると考察されている。 

通常、色素と言えば固体である。第３章では，アルキル基を様々な位置に導入することで液体ア

ゾ色素を得ている。2-アルキル-4’-（ジメチルアミノ）アゾベンゼン類では，2 位にブチル，オクチ

ル，ドデシル基を導入すると液体になった。2-ブチル-4’-（ジアルキルアミノ）アゾベンゼン類では，

ジメチルアミノからジドデシルアミノ誘導体が液体であった。4-アルコキシ-2-ブチルアゾベンゼン

類では，メトキシ誘導体のみが液体であった。4-アミノ-2’-ブチルアゾベンゼン類では，3,5-ジメチ

ル誘導体が液体であった。また, 2-ブチル-4’-ヒドロキシアゾベンゼンや 2-ブチル-4’-メチルアミノ

アゾベンゼンは固体であったことから，水素結合のないことが液体色素には不可欠であると考察し

てる。4-（ジメチルアミノ）-2’-メチルアゾベンゼンと 4-（ジメチルアミノ）-2’-オクタデシルアゾ

ベンゼンのＸ線結晶構造解析から，2’-メチル誘導体では-相互作用が存在し，オクタデシル誘導
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体では，アルキル-アルキル相互作用が存在していた。液体アゾ色素には水素結合が存在しないこと，

中程度のアルキル基を 2-位に導入して-相互作用をなくすることが重要であると指摘している。 

第４章では，長いアルキル基は強い固体蛍光色素を得るために有用であり，中程度のアルキル基

は融点を低くするのに有効であると結論している。 

以上のように，本論文では色素骨格にアルキル基を導入することによって，分子間の相互作用を

制御し，融点や固体での発光挙動を変化させ得ることを見出している。  

 
論文審査結果の要旨 

 

 有機色素は機能性色素として先端分野で用いられる有機材料として大変有用である。実際，複写機，デ

ィスプレー等のカラーフィルター，有機ＥＬでの発光材料や電荷輸送材料等として使用されている。有機

色素の性能を目的に応じて引き出すためには，新規色素の開発と共に構造改変が重要である。 

第１章では，有機化合物のアルキル基を変化させることでその色素の性質がどのように変化するかにつ

いてのこれまでの知見をまとめている。 

第２章では，（ジアルキルアミノ）ペルフルオロフェナジン類におけるアルキル基の役割を検討

している。目的化合物を，ペルフルオロフェナジンへのアミン類の求核置換反応で合成している。

この反応では，まず 2 位にジアルキルアミノ基が置換し，過剰のジアルキルアミン類が存在すると

7 位でも求核置換反応が起こる。得られた 2-（ジアルキルアミノ）ペルフルオロフェナジン類の融

点はアルキル基によって大きく異なり，ジオクチルアミノおよびジドデシルアミノ誘導体は室温下

で液体であった。熱分析によりこれらの色素のガラス転移温度がそれぞれ56.5, 49.2℃に観察され

ている。アルキル基が短い場合は-相互作用のために融点が高く，極端に長いオクタデシル基で

は，アルキル-アルキル相互作用のために融点が高くなる。中程度のオクチル，ドデシル誘導体では，

アルキル基は-相互作用に対して立体障害基として作用し，アルキル-アルキル相互作用も有しな

いため液体になると考察している。2-（ジアルキルアミノ）ペルフルオロフェナジン類の紫外・可

視吸収スペクトルは，溶液中では最大吸収波長(max)は 470 nm 付近，モル吸光係数は約 7,000，最大

蛍光波長(Fmax)は 560 nm 付近，蛍光量子収率(f)は 0.7 程度で，アルキル基による大きな違いは見ら

れない。しかし，固体での蛍光スペクトルは大きく異なることを見出している。即ち，多くの 2-（ジ

アルキルアミノ）ペルフルオロフェナジン類の Fmaxが 650 nm 付近，fが 0.06 程度であるのに対し

て，2-（ジオクタデシルアミノ）ペルフルオロフェナジンの Fmaxは 581 nm，fは 0.29 であった。

この理由を知るために，この化合物の単結晶Ｘ線結晶解析を行っている。その結果，オクタデシル

アミノ誘導体では，長いオクタデシル基間のアルキル-アルキル相互作用がパッキングの駆動力であ

り，蛍光を発する色素骨格間では-相互作用が見出されない。そのため，2-（ジオクタデシルアミ

ノ）ペルフルオロフェナジンは，他の誘導体にくらべて Fmaxは短波長化し，fも極端に大きくなる

と結論している。 

第３章では，液体アゾ色素の創成を目的としている。もともと色素は芳香族化合物からなり，-

相互作用が存在する。更に，強い着色のために助色団と言われるアミノ基，ヒドロキシ基等の極性

基が置換している。極性の増加により，分子間相互作用が増大して融点が上昇する。ここでは, 代

表的なアゾ色素骨格で，液体色素の分子設計について検討している。まず，2-アルキル-4’-（ジメチ

ルアミノ）アゾベンゼン類では，2 位にブチル，オクチル，ドデシル基を導入すると液体になるこ
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とを見出している。2-ブチル-4’-（ジアルキルアミノ）アゾベンゼン類では，ジメチルアミノからジ

ドデシルアミノ誘導体が液体であった。4-アルコキシ-2-ブチルアゾベンゼンではメトキシ誘導体の

みが液体であった。また，4-アミノ-2’-ブチルアゾベンゼン類では，3,5-ジメチル誘導体のみが液体

であった。2-ブチル-4’-ヒドロキシアゾベンゼンと 2-ブチル-4’-メチルアミノアゾベンゼンは固体で

あった。以上のことから，水素結合のないことが液体色素には不可欠であることを見出している。

融点変化における 2 位のアルキル基の効果を調べるために，4-（ジメチルアミノ）-2’-メチルアゾベ

ンゼンと 4-（ジメチルアミノ）-2’-オクタデシルアゾベンゼンのＸ線結晶構造解析を行っている。

その結果，2’-メチル誘導体では-相互作用が存在し，オクタデシル誘導体では，アルキル-アルキ

ル相互作用が存在することを見出している。以上のことから，液体アゾ色素を得るには水素結合が

存在しないことと中程度のアルキル基を 2-位に導入して-相互作用をなくすることが重要である

と結論している。 

第４章では，全体のまとめを述べている。オクタデシル基のような長いアルキル基は強い固体蛍

光色素を得るのに大変有用であり，オクチル基，ドデシル基のような中程度の長さのアルキル基は，

融点を低くするのに有効であると結論している。 

以上のように，本論文では色素骨格にアルキル基を導入して分子間の相互作用を制御することで，

融点や固体での発光挙動が変化することを見出している。色素化学においてユニークな研究結果で

あり，有機色素への機能性の付与に関する有用な知見を含んでいる。  

 

最終試験結果の要旨 

 

３名で構成する審査委員会は，本論文および論文別刷り等を慎重に検討した結果，提出された論文

別刷り２編は国外の英文論文誌に掲載されており，２編とも申請者が各論文の主要な部分に携わって

いることを確認した。本論文は学位論文として充分に完成された内容を有していた。また，最終試験

では，多くの質問に対して的確に回答し，合格と判定した。 

審査委員会は，各既発表論文を申請者の学位論文の主論文とすることについて，各論文共著者の承

諾があることも併せて確認している。 
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