氏名 英 謙二
目的別テーマ：有機ナノファイバーの形成と応用に開する研究
15年度研究テーマ
15−卜1・：有機ゲル化剤によるイオン性液体のゲル化とその特徴
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研究目的
イオン性液体とは、アニオンとカチオンのイオンのみからなる常温で液体の有機塩であり室温溶融
塩とも呼ばれる。これは不揮発性、不燃性、高イオン伝導性、高い化学的安定性といったユニークな
性質を併せ持っており、これら特性を活かしグリーンケミストリーや電気化学の分野を中心に近年注
目が高まっている。本研究では当研究室で開発された低分子ゲル化剤を用いてイオン性液体をゲル化
可能なゲル化剤を探索し、得られたゲルの特徴付けを行うことを目的とする。

一年間の研究内容と成果
当研究室では少量の添加により有機溶媒をゲル化することのできるアミノ酸誘導体型の低分子ゲル
化剤の開発を数多く行ってきた。それらを使ったゲル化試験の結果、環状ジペプチド誘導体のゲル化
剤が広範囲のイオン性液体をゲル化可能であることが分かった。ゲル化することでイオン性液体自身
の性質を損なうこと無しに、扱いやすく柔軟なマテリアルとして利用できることを明らかにした。

展望
ゲル化によってイオン性液体の特性の一つである高イオン伝導に大きな影響は見られないので電解質
としての利用できる。
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鈴木正浩・白井江芳・英 謙二
目的別テーマ:有機ナノフア‑バーの形成と応用
1 5年度研究テーマ
15‑卜3 : L‑リシンを基盤としたゲル化剤による溶媒のゲル化

ABSTRACT
We have focused on the self‑assembling properties of organogelators in organic solvents and challenged
the development of them as hydrogelators. Organogelators generally have not only amphiphilic groups such
as amides, ureas, carboxylic acids, and hydroxyls, but also hydrophilic segments such as long alゅ/ chains
and aromatic rings; therefore, most organogelators are water‑insoluble. One of the simplest strategies in
order to form hydrogelators is the introduction of charge into organogelators. The successful conversion of
L‑lysine‑based organogelators into hydrogelators is achieved by linking the positively charged groups.

Another approach is the introduction ofa negative charge that is simply achieved by conversion of the ester
to a carbαり′late (alkali metal salt). We now describe new gelators based on an L‑lysine.

1^11言罰
有機溶媒中でナノメーターサイズの繊維状会合体に自己集合する有機ゲル化剤の特性を、水中でも発揮で
きるような新規低分子化合物(ハイドロゲル化剤)の開発とその応用を目的とする。

一年間の研究内容と成果
我々は、 L‑リシン誘導体に着目して、有機ゲル化剤からハイドロゲル化剤‑変換することを試みたOまず、
水に不溶性であるL‑リシン型有機ゲル化剤を水溶性にするために、正電荷、負電荷そして親水性基を導入し
た化合物を合成した。親水性基を導入した化合物類は、水溶性にすることはできたがハイドロゲル化剤とし
て機能しなかった。一方で、電荷を導入した化合物類は水をゲル化できることがわかった。
E窟好を導スLfc L‑ 'Jシン摩紺
今回、 Fig.1に示すようなL‑リシン誘導体の末端に4級化ピリジニウム基を含む化合物を合成したO これ
らの化合物は、市販のNe‑ラウロイルIL‑リシンから3段階の反応によって全収率90%以上で合成できたO 2f
を除くすべての化合物がIwt%以下という非常に低濃度で水をゲル化できることがわかった。電子顕微鏡観察
により、これらの化合物がハイドロゲル中で20‑50nmの繊維状会合体を形成し、それらが絡まりあって3次
元網目構造を形成していることがわかった。さらに、 FトIRおよびlH‑NMR測定から、繊維状会合体‑の自己
集合が、アミド基間の水素結合とアルキル鎖間のフアンデルワ‑ルス相互作用(疎水性相互作用)を通して
起こっていることがわかった。
これらのゲル化剤を幅広く利用するためには、
H
H
純水だけでなく種々の水溶液に対してゲル化能
0
0
を検討する必要があるので、化合物2aを用いて
＼)へ/′〉＼/＼¶
" 〉へ急: C2H5 1,2a‑2f,3
様々なpH水溶液(pHト14)、生理食塩水、種々の
酸(塩酸、硫酸、リン酸、酢酸)水溶液ならびに
無機塩(NaCl、 KCl、 MgCl2、 CaCl, )を含む水溶
液に対するゲル化能について検討した。その結果、
2aはHClとNaOHによって調整したpHト12の水
2a
2b
2c
2d
溶液中でハイドロゲルを形成した。また、緩衝溶
液を用いて調製したpH1‑12の水溶液も同様にゲ
jt0‑0* ‑>u
ルを形成した。さらに、無機塩や酸を含む溶液で
2e
2f CONH2
2g
さえもゲル化できることがわかった。
Fig.l L‑Lysine derivatives with positively charged

R=CH3‑ R,=‑N R‑CiOH21, R2‑0
1

3

R=CH2CH3,R2=‑N^> ‑"IJ‑ ‑◎{

terminal.
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貞彦好を導スし虎エーゲシン摩導体
H
負電荷を導入するためにはL−リシン型有機ゲル化
剤からェステル基を加水分解して除去する方法が最
も簡単である。そこで、Fig．2に示した化合物類を合
成した。L−リシン型有機ゲル化剤はメチルエステル
あるいはエチルエステルであるので、それらをNaOH
で加水分解することで、化合物ト5を合成した。こ
2：R
れらの化合物の中で1a、1b、3b−5bがハイドロゲル
化剤として機能することがわかった。
一方、これらの化合物を用いて、各種有機溶媒に
対するゲル化能を検討したところ、すべての化合物
が多くの有機溶媒に対してゲル化能を持つことがわ
13・5a：M＋＝Na＋
かった。したがって、これらの化合物は、水溶液の
5：R＝／〉
1b・5b：M＋＝K◆
有機ゲル化剤あるいは水も有機溶媒も両方ゲル化す
Fig．2L一旬Sinederivativeswithanegativecharge．
ることができる両親媒性のゲル化剤である。
以上の結果から、今まで報告されてきたL−リシン型有機ゲル化剤へ電荷を導入することで、有機ゲル化剤
からハイドロゲル化剤へ容易に変換できることがわかった。

H二謀：官R

上へ／

。：R。／C＝ニ〈4＝R＝／「十

ニ

展望
今回、有機ゲル化剤からハイドロゲル化剤への容易な変換方法のひとつとして、電荷の導入という方法を
見出した。今後は、今回見出された方法が他の有機ゲル化剤へ応用が可能であるかどうかについて詳細に検
討する。
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鈴木正浩・白井江芳・英 謙二
目的別テーマ：有機ナノファーバーの形成と応用
15年度研究テーマ
15−ト4：自己集合能を持つRu（H）錐体とビオロゲンを含むナノファイバーの創製

ABSTRACT
We have synthesized new Ru(II) complexes and viologen derivatives and studied the self‑assembling and
gelation properties in various organic solvents. These compounds possess a L‑lysine derivative as a
self‑organizing segment. Vwlogen 1 and 2 formed gels in aromatic solvents (benzene, toluene, nitrobenzene,
chlorobenzene), while they precipitated in alcohols. In DMF, DMSO, and chloroform, both viologens have a high
solubility and give an isotropic solution. TEM images of samples prepared from these solvents demonstrated that
the viologens formed nanometer‑scaled assemblies in aromatic solvents and alcohols, but not in chloroform. In
toluene, 1 and 2 had a nanqflber with ca. 250 ‑ 700 nm width and nanoribbon with ca. 300 ‑ 400 nm width,
formed by entangling offinefibers (ca. 30 ‑ 100 nm width) or ribbons (ca. 70 ‑ 200 nm width). It is noteworthy
that the viologens created different nanostructures; afibrous structure for I and a ribbon structure for 2.
0n the other hand, R〟2 has a gelation ability for some aromatic solvents, but Rul gave isotropic solutionsfor

these solvents. The minimum gelation concentration ofRu2 is 2 mg/mlfor benzene and 4 mg/mlfor toluene. The
TEM images ofRul and R〃2 prepared from toluene showed that Rul and R〃2formed a nanqfiber structure. R〃2
created the network by entanglement offine fibers, and such a hierarchical network structure is responsible for
the gelation behavior ofRu2. In contrast, R〟1forms a helical structure.

研究目的
有機溶媒中でナノメーターサイズの繊維状会合体に自己集合するL‑リシン誘導体を含む光活性なRu(II)
錯体および電気化学的活性などオロゲンの開発とその光・電気特性の同定を目的とする。

一年間の研究内容と成果
我々は、L−リシン誘導体が有機溶媒中でナノファイバーへ自己集合する特性に着目して、光活性などピリ
ジン型Ru（II）錯体のナノファイバー形成および電気化学的活性
などオロゲンのナノファイバー形成について検討した。その結果、
＼＼げ、′〆／
ナノメーターサイズの超分子構造へ自己集合する化合物を見出
HN1−3㌔ ㌔もノN
二一！
した。
β己碧倉邸血〝〃膠
今回、Fig．1に示すようなトリスビピリジン型Ru（II）錯体を合
Rul
成した。これらの化合物は、市販のNc−ラウロイルーL−リシンを出
発物質として合成した。これらのRu（II）錯体は芳香族溶媒（ベン
。㌔H H㌔○
ゼン、トルエン、クロロベンゼン、ニトロベンゼンなど）中で数
十ナノメーターの直径の繊維状会合体を形成した。特にRu2は非
常に密な3次元網目構造を形成し、これらの溶媒をゲル化するこ
とがわかった。一方でRulはらせん状の繊維状会合体を形成した
＼㌦言′′。レ′′
HN ＼享も ㌔も′N
がゲル化はしなかった。

＼

′『H羊

そこで、［Ru（‖）］＝1．1xlO￣5M、［MV2＋］＝5．OxlO￣5M、［TEOA］＝0．1Mを

含むメタノールートルエン混合溶媒へアルゴン雰囲気下で可視
光（＞440n皿）を3秒間照射すると、605nmおよび398nmの吸収バ
ンドが現れメチルビオロゲンラジカル（MVロつが生成した。そして、
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Fig．l Chemical struCtureS Of Ru（II）
COmPlexeswithL−Lysinederivative

さらに光照射を続けると、光照射とともに605nmの吸収は減少し、新たに378nmの吸収バンドが増加した。
光照射2分後の吸収スペクトルは2電子還元したメチルビオロゲン（MVO）のスペクトルと類似していることか
ら、MVOが生成したことがわかった。光照射3秒後に反応セルを暗所に置くと附0の生成は起こらないことか
ら、肌口やの不均化反応やTEOAと附Dサの暗反応は起こっていないものと考えられる。これらのスペクトルから、
Ru（II）ナノファイバー系は始桝こ速い附ローの生成それからゆっくりとしたMVOへの還元といった2段階で進
行することがわかった。
結論として、今回合成したL−リシン誘導体を持つRu錐体は有機溶媒中でナノメーターサイズの繊維状会
合体を形成し、特にRu2は密な3次元網目構造を形成することによっていくつかの芳香族溶媒をゲル化した。
また、これらのRu錯体は非常に優れた光増感剤として作用し、2電子還元型のビオロゲンを光生成できるこ
とがわかった。
β己碧余響とオロダン
r
今回、Fig．2に示した
H
H
ような2種のビオロゲン
H
H
ノ
Vl
誘導体を合成した。
これらのビオログンは

〉−1N〉つ：『…輯〉へ」：LA〜〉〉〈
H

芳香族溶媒に対してゲル
0
0
cliH23苫"〈急:苫へ…"汎"‑
㌃へ〉N苫CllH23
化能を示し、アルコール
L
V2
類に対して析出した。ま
Fig.2 Chemical structures of viologen derivatives
た、クロロホルムやDMF
などの極性溶媒に対して高い溶解度を示した。このことは、ビオログン間の相互作用が極性溶媒中で非常に
小さく、アルコール中で比較的強いことを示している。これらの溶液から調整したサンプルのTEM写真は、
芳香族溶媒中でナノメーターサイズの超分子構造が絡み合った3次元網目構造を、アルコール中で数十ナノ
メーターの小さい繊維状集合体を形成することを示した。一方、極性溶媒中では超分子構造は確認できなか
った。興味あることに、トルエン溶液中でVlはナノファイバー構造、 V2はナノリボン構造を形成したD こ
れは、 L‑リシンとビピリジン間のアルキルスペ‑サー長に依存する。換言すると、アルキルスペ‑サー長を
変化させることによってナノメーターサイズの超分子構造がある程度制御できる。
次に、 Ru(bpy) 2̀を光増感剤として、ビオロゲンの光還元反応について、メタノール‑トルエン混合溶媒中
で検討した。その結果、これらのビオログンは多くの陽電荷を持ったナノ構造を有しているにもかかわらず、
MV2サとほとんど同等な反応効率を示した。レーザーフラッシュフォトリシスによって求められた素反応速度定
数から、超分子集合体における光還元反応では、逆反応が抑制され、 Ru(III)のTEOAによる再還元反応が促
進されていることがわかった。

展望
今回、 L‑リシン誘導体を使って、自己集合特性を持つ光活性なRu(II)錘体と電気化学的活性などオロゲン
を合成できた。また、自己集合特性を持つ他の化合物を使って、さらなる発展研究が可能である。また、Ru(II)
錯体とビオロゲンを同時に含む光レドックスナノファイバーの調整も可能であろう。
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沖野不二雄・東原秀和・川崎晋司
目的別テーマ:炭素系ナノ材料の創敦、物性・構道と機能発現に開する研究
1 5年度研究テーマ
15‑1‑5 :ナノ炭素材料の化学修飾および複合材料への応用
ABSTRACT
C/C (carbon fiber reinforced carbon) composites were prepared using pitch‑based carbon fiber and
pitch‑ウased COPNA (Condensed Polynuclear Aromatic) resin with addition of carbon nanotubes
(CNTs). The results of the three‑point bending test indicated that the addition of CNTs increased the
composite strength by a factor of tow to three,

研究目的
炭素繊維強化炭素複合材料(C/C)はその弾性率に加えて高耐熱性を有しているために宇宙材料など
への応用が盛んになされている。しかしながら,炭素繊維強化プラスチック(CFRP)などと比較する
と機械的強度が劣り,その改善が要求されている。カーボンナノチューブ(CNT)は優れた機械的強度,
電気・熱伝導性,細孔構造などを有し,広い分野における応用が期待されている。本研究ではCNTを
フィラーして用いることによって炭素系複合材料の強度の向上をはかった。

A
つ
U

︻三霊嫁

一年間の研究内容と成果
CNTを数wt%含んだピッチ系炭素繊維/縮合多環多核芳香族樹脂(COPNA : Condensed Polynuclear
Aromatic Resin)棲合体を200℃, 450 kgF/cmJで2h加熱圧縮成型を行なってCFRPを作製した。その後
Ar雰囲気下で昇温速度250℃/hで1000℃まで加熱して炭素化を行なってC/CとしたO作製したC/Cに
ついてJIS規格に沿って三点曲げ試験および破断面のSEM観察を行なった。
三点曲げの結果を図1に示す。図1からCNTを含まない試料及びPAN系炭素繊維を用いた試料に比
べて, CNTを含む試料は2倍から3倍程度の強度を持ち,多段階で破断が起こっていることがわかる。
これは母材中のCNTがCP間に分散し,クラック中に存在しているため破断の進行を抑えていると考え
られる。図2にSEM像を示す。図2lAより, CNTが母材中に分散していることがわかる。しかし,空隙
が各所に見られ，図1の波形からも応力集中が起きて
cO＝接着℡
いると考えられる。図2−A，BからCOPNA樹脂炭とCF
炭の界面がほぼ消失していることからCOPNA樹脂の
￣協描敗㌫
親和性は優れていることが確認できた。また，図2−C
よりCNTがCFをつなぎ合わせていることが強度の上
‖騙講堂鮮丁
昇に影響していることがわかる。
n
U

一一ピッチ纂後車

展望
高強度PAN系炭素繊維や種々のCNTの利用，樹脂
の繊維への含浸方法の改良などによって，複合材の
強度の向上をはかることができると考えられる。

・一一…日用纂後接
0．2

0．4

たわみ仙川】

図I CF／COPNA複合材の荷重−たわみ曲線

図2 CNTを含んだCF／COPNA複合材の破断面のSEM像
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東原秀和、沖野不二雄
目的別テーマ：炭素系ナノ材料の創製、物性・構造と機能発現に関する研究

1 5年度研究テーマ
15‑1‑6 :ミクロポーラスカーボン及びカーボンナノチューブによる電気化学的エ
ネルギー貯蔵・変換
ABSTRACT
Nanocarbon materials have nano‑sized space in their structure, which is of great interest from the view point
of potential use for energy‑devices. Nanocarbon materials investigated in the present study were
single‑walled carbon nanotube (SWNTs) for electrodes of secondary lithium cells, and microporous
carbons (MPC) for electric double layer capacitor (EDLC). Structure controlled SWNTs showed
reversible lithium ion storage capacity more than 800 mAh/g which is more than twice as much as that of

graphite electrode. Surface modified MPC prepared by the zeolite template carbonization method gave
capacitance of506 Fig which is ca.6 times larger than that of activated carbon fiber in 1 M‑H2SO4 aqueous
solution.

研究目的
単層カーボンナノチューブ(sWNTs)は,数十から数百本のチューブがチューブ間のフアンデルワ‑ルス
カにより結合し,バンドルを形成しているO このようなSWNTsのナノ構造は、チューブ聞及びチューブ内
に特徴的なナノ空間を有している。更に、 SWNTsは一次元的な柔構造であることも構造上の特徴である。
一方、 T型ゼオライトは,分子レベルで制御された規則的な3次元細孔を有しており、これを鋳型とする
炭素化によって、 3次元ナノアレイ構造を有するミクロポーラスカーボン(MPC)が生成する。 MPCのBET
比表面積は、 3000‑4000 m2/gにもおよび、他の伝統的な炭素材料と比べて際だって特徴あるナノスペース
を有している。
本研究は、単層カーボンナノチューブやミクロポーラスカーボンのような炭素元素によるナノ構造形成物
質が有するナノスペースの高機能化・最適化と高エネルギー密度リチウムイオン二次電池、大容量電気二重
層キャパシタ(EDLC)等のエネルギーデバイスとして利用することを目的としているO

一年間の研究内容と成果
（1）単層カーボンナノチューブの形態・構造制御と電気化
学的リチウムイオン貯蔵特性
− 823mAh／gの可逆的リチウムイオン貯蔵を達成 一
1）単層カーボンナノチューブの化学修飾、形態・構造制
御
レーザーアブレーション法により合成したS冊Tsの自立膜
と、HiPco−SWNTsから触媒粒子を除去した試料を用いた。ま
た、レーザーアブレーション法で合成したSWNTsは空気中で
熟処理することによりチューブの先端を開口させた
Open−endSWNTs（0−SWNTs）と先端が閉じたままのClosed−end
SWNTs（C−SWNTs）の二種類の試料を用いた。これらの試料に
様々な化学的・物理的処理を施し、形態と構造の制御を試み
た。Fig．1に、最も効果的であった5wt％過酸化水素水溶液
中でIJiPco−SWNTsを超音波処理して得られた試料のTEM像を
示す。バンドル長が1〜2 〝mと、大幅に短く切断されてい
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ることが明らかである。
2)単層カーボンナノチューブによる電気化学的リチウムイオン貯蔵特性
作用極にSWNTs、対極および参照極にはリチウム金属を用いて三極式リチウムセルLi/l MLiCI04‑(EC+DEC)/
SWNTsを構築し電気化学測定を行った。バンドル長が1‑2 〟mに制御されたHiPco‑SWNTs は、 lstサイクル
において2833 mAh/gの放電容量があり、そのうち823 mAh/gが可逆容量として得られた。この可逆容量は、
グラファイトの2倍以上に相当し、形態・構造の最適化で、大幅な容量増加の可能性を示唆する結果である。

丁場と誓岩悪．6已メU

(2)ミクロポーラスカーボンの電気二重層キャパシタ
特性一化学修飾により509 F/gの静電容量を達成‑
MPC試料とPTFEを重量比9: 1の割合で混合し、加圧
成型してEDLC電極を作製したo 対極にはACFをNiメッ
シュに挟み、真空乾燥したものを用い、 Ag/Ag十を参照電
極とする三極式のセルを構築した.非水系電解液として
1 M‑Et4NBF4 / PC (TEAB4)、 1 M‑Et4NPF6 / GBL (TEAP6)、

1 M‑MeEGNBF4 / PC (MEAB4)の3種類、水溶液系電解液
として1 M‑NaCl、 1 M‑H2S04の2種類を用い、電気化学測
定(CV測定、定電流充放電測定)を行った。
1)非水系電解液キャパシタ
Fig. 2に非水系電解液における二重層容量の電流密度
依存性を示す MPCを電極として用いたTEAB4‑EDLCの
電極質量および比表面積当たりの静電容量はそれぞれ
143.2F/g、 4.4 !JF/cm2であった。対照物質として用い
たACF ((秩)アドール20A、 BET比表面積1674mV )
と比較すると、静電容量、低IR‑dropと電流密度依存性
等において、かなり向上した特性を示した。

Fig.

2 Dependences

of double

layer

capacitance

MPC, MPC-HA, MPC-BA and ACF on current
in non- aqueous electrolyte

Table

2) 水溶液系電解液キャパシタ
Fig. 3にMPCとその湿潤空気酸化および硝酸処理試料
試料について得られたサイクリックボルタモグラムを示
す MPCと比較すると表面処理の効果が顕著に分かる。
Table lに静電容量をまとめ示す。 1 M‑H,SOdを用いた
場合、 MPC‑NAでBET比表面積が大幅に低くなっているに
も関わらずMPCと比べて、電極質量あたりの静電容量は1.6
倍程度に増加しており、さらに比表面積あたりの静
電容量は5.6倍程度と大幅に静電容量が増加した。
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農董
これまでの結果を総合すると、リチウムイオン二次電池
電極、電気二重層キャパシタ電極何れの場合でも,ナノカ
ーボン材料の形態・構造制御と表面化学種・表面エネルギ
ー制御がエネルギー貯蔵特性の向上に極めて効果的である
ことが明らかにされた。特に、ミクロポーラスカーボンの
電気二重層キャパシタ特性は、 3300m2という高比表面積が
有効に利用されていないことが明らかで、表面改質と最適
な電解液探索によって、 MPCのナノスペース.高比表面積
を利用した画期的な高容量のEDLCが期待できそうである。
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川崎曹司
目的別テーマ：炭素系ナノ材料の創製、物性・構造と機能発現に関する研究

1 5年度研究テーマ
15‑1‑7
カーボンナノマテリアルの新規合成法の開発および
新機能相生成過程のX線その場観察
ABSTRACT

In situ synchrotron x‑ray diffraction卿I) measurements of single‑walled carbon nanotube (SWNT) and
C60‑peapod samples under high pressure up to 13 GPa and at high temperature were carried out.
Anisotropical shrinkages of their bundle 2‑dimensional (2D) lattices were observed. It was found that the
lattices recoYer original forms reversibly by柁Jeasing pressure. It was also found that phase transformations

occur by raising temperature at the highest pressure. The high‑pressure and high‑temperature (HPHT)
treated samples were examined byズRD', TEM, and Raman measurements.

研究目的
本研究はフラーレンやカーボンナノチューブといったナノメートルオーダーの分子の間にさまざまな手法
で共有結合を導入し、新しい3次元物質群の創製を目指すものである。出発物質を工夫するとともにさまざ
まな反応条件により、これまでにない新しい重合形式を生み出すことを計画している。このような新しいタ
イプのネットワークカーボンに古二転く新しい物理・化学特性が期待される。予測できる特性の一つとしてダ
イヤモンドと比肩し得る高硬度があげられる。今後、電子社会が進むにつれ電子機器の組み立て(とくに導
線のボンディング)や部品の精密研磨に高硬度材の需要が拡大していくことが予想される。高硬度材の代表
であるダイヤモンドは衝撃にもろい、微細加工が困難であるといった欠点を有している。これに対し、本研
究で合成を目指すナノネットワークカーボンは重合様式を選択することで耐衝撃性を高めることが可能であ
ると期待され、また、基本的にナノサイズの分子組み立てであるので微小なものも合成可能であると考えら
れる。直接的には高硬度材料開発という特化した課題に対して取り組む一方で、分子組み立てからバルク試
料をコントロールするという新しい材料設計に寄与することも目的とする。

一年間の研究内容と成果
（1）単層カーボンナノチューブの高圧力下の構造変化のX腺回折
実験によるその場観察
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S思う．♪旨＼倉昌︒︸占

レーザーアブレーション法により作成した結晶性の高い単層カー
ボンナノチューブを試料とし、放射光と大型プレスを組み合わせた装
置を用いることで加圧下でのⅩ線回折図を精度良く観察することに
成功した（Fig．1）。これまで困難であった複数の回折線の同時観測が
可能になったことで単層カーボンナノチューブのバンドル結晶が異
方的に収縮することが明らかになった。また、13GPa という高い圧
力まで加圧するとチューブ自身が大きく変形している証拠も得るこ
とができた。この変形は脱圧に対して可逆的であるが、高圧下で加熱
（600℃）すると別の相に転移し、脱圧してももとの構造に戻らない
ことがわかった。この転移した相は回折線のシフト量から判断して体
積弾性率が大きいことが判明した。 また、カーボンナノチューブ内
部にC60分子を導入したピーポッドと呼ばれる試料についても同様の
実験を行った。Fig．2にピーポッド試料の加圧に伴う回折図形の変
化を示す。図中C60とマークされた回折線はチューブ内部に挿入され
たC60分子が規則的に配列してできる一次元結晶からのものである。
図に示すように、この回折線の強度は加圧を行うと急激に強度を増大
させることがわかった。これはチューブ内で比較的ルーズに配列して

0
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X−rayEn亭rgy／keV
Fig・lChangeinenergy−dispersiveXRD
PatternOfSWNTsamplewithincreaslng
pressureatroomtemperature．Asterisks
indicate characteristic x−ray peaks of
tungstenwhichwasinthebeampath．

いたC60分子が加圧により行き場を失って強制的に配列させられたた
めであると考えることができる。また、この試料を高圧下で加熱処理
したものは脱圧しても、単層カーボンナノチューブ同様、出発の構造
には戻らず何らかの相転移が起こっているものと考えられる。実際、
回収した試料を透過電子顕微鏡で観察するとチューブ構造は観察さ
れず、ブロック状の物質が観測された。さらに、同じ試料で制限視野
回折実験を行うと、六方晶ダイヤモンド（lonsdaleite）のa b．面と
して指数付け可能な回折像が得られた。このような条件での六方晶ダ
イヤモンドの生成はこれまでに報告がなく、今後より詳しく調べてい
きたいと考えている。

（2）高温高圧処理したフラーレン重合体、単層カーボンナノチュ
ーブの力学特性の評価
高温高圧処理したフラーレン重合体、単層カーボンナノチューブ試
料について、ナノインデンターを利用して、硬度、ヤング率など力学
的特性の評価を行った。まだ、定量的な議論を行うには実験回数が不
足していると思われるが、Tablelに示すようにC60を高温高圧処理
したものはダイヤモンドに匹敵するような高い高度を持つことが確
かめられた。一方、残念ながら単層カーボンナノチューブについては
今回の処理条件では十分高い硬度を有する物質を合成することはで
きなかった。しかしながら、高温高圧処理を行っていない物質に比べ
れば桁違いに高い硬度を有しており、ナノチューブ間に期待した重合
が起こっている可能性がある。

20

40

60

X‑ray Energy / keV

Fig.2 Change in XRD pattern of
C6o‑peapod sample with increasing
pressure at room temperature. Asterisks
indicate characteristic x‑ray peaks of
tungsten which was in the beam path.
Sharps (#) denote characteristic x‑ray
peaks of unknown impurity.

Table 1 Hardness and Young's moduli of the high‑pressure and high‑temperature treated Ceo and single‑walled carbon nanotube.
HPHT treatment
Sampl Pressure (GPa)

Temperature (K)

Hardness (mgf/ ju m )

Young's modulus (mgf/〟 m2)

3365

47600

C60

1 2

773

1 752

26600

SWNT

1 3

873

33.02

796.1

diamond (100)

‑

‑

展望
これまでの研究で単層カーボンナノチューブの高圧下での構造変化についてはかなりのことがつかめてき
た。しかしながら、高温高圧処理したカーボンナノチューブの構造についてはまだ十分解明されていない。
高分解能TEMや他の分光実験などからこれを明らかにしていきたい。また、ピーポッドを高温高圧処理して
出来る物質が果たして本当に六方晶ダイヤモンドであるかどうかを調べたい。もし、このようなルートでの
合成が可能となれば六方晶ダイヤモンドの生成メカニズムの検討に一石を投じることになると期待される。
また、高硬度相の合成という視点からは、より実験条件の範囲を拡大し、より高い高度の物質の探索を行う
とともに合成指針のようなものをつかみたいと考えている。
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村上 泰
目的別テーマ:ナノ構造を制御した機能性金属酸化物の合成と応用

15年度研究テーマ
15‑1‑8:新しい触媒概念に基づく新規有機・無機繊維材料の創出

ABSTRACT
Allylalcoholderivatives(C=C‑C‑OH),a‑hydroxycarbonylderivatives(O=C‑C‑OH)andαrhydoxy
cyanoderivatives(N=C‑C‑OH)possesscatalyticactiv妙forhydrolysisoftetrameth叩orthosilicate
(Si(OCH3)4)inthesol‑gelprocessatneutralpHwithoutanysalt.Thecatalystalcoholscatalyzed
hydrolysis:theyprovideaprotontothemethoxygroupinSi(OCH3)4toformmethanoland
simultaneouslywithdrawaprotonfromH20toformthehydroxylgroup.
研究員的
・中性で塩が存在しない条件下で、Si(OCH3)4の加水分解と重縮合を促進する新しい触媒を探索し、そ
の触媒の反応機構を推定する。
一年間の研究内容と成果
Si(OCH3)
viのゾルーゲル反応に各種アルコールを添加してゲル化の時間を調査した。アリルアルコー
ル誘導体(C=C‑C‑OH)の一部とα‑ヒドロキシカルポニル誘導体(O=C‑C‑OH)、α‑ヒドロキシシアノ
誘導体(N=C‑C‑OH)を加えたききに、ゲル化時間が短くなる触媒作用を示すことを見出したO
この中からヒドロキシアセトンを添加した場合について反応機構の推定を行った。ヒドロキシアセ
トンを添加した場合について前駆体溶液の生成物を29Si‑Iにより同定した。3つの加水分解種と二
量体の生成が観察された。一方、ヒドロキシアセトンを添加しない場合には同条件では加水分解種が
わずかに生成するだけであった。ヒドロキシアセトンにより加水分解が促進されて二量体が生成しや
すくなったと考えられるSi(OCH.)いヒドロキシアセトン、CD,OD、D20を反応させて得られた前駆体
溶液の生成物をH‑1により同定した。ヒドロキシアセトンはSiに配位していなかった。ヒドロキ
シアセトンを用いた反応は中性で塩が存在しない条件下の反応で提案されている機構と同様な結合交
換機構で進行すると考えられる。ヒドロキシアセトンのOH基がSiに配位したOCH,基にfIを与えてメ
タノールとし、同時にSiに配位したH20のHを引き抜いてOtl基とする反応機構(schemel)である。
H＼o/H、、,CH2COCH3＼0..・H＼XH2COCH3
】

<CH30)3Si

＼0‑..日
CH3

CH3

Scheme 1. Mechanism ofhydrolysis ofSKOCHsm with hydroxyacetone.

展望
ヒドロキシアセトンなどのアルコールが、中性かつイオンが存在しない条件で、ゾルーゲル法の加
水分解、重縮合を促進する触媒であることを見出し、その促進機構についても推定した。これまでの
酸性、塩基性などのイオンが存在する条件で行われるゾルーゲル法とは異なる新しいゾルーゲル法の
分野を開拓することができる。
特殊なアルコールが触媒として働くという本研究における発見は、有機化学、触媒化学など他の学
問分野の発展にも大きな影響を及ぼすことが期待できる。
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高須芳雄
目的別テーマ:ナノ構造を制御した機能性金属酸化物の合成と応用
1 5年度研究テーマ
15‑1‑10 :電気化学エネルギーデバイス用電極の開発
ABSTRACT
For the development of oxide electrodes of electrochemical super‑capacitors, various kinds of oxides
have been synthesized and their electrochemical capacitance was evaluated in aqueous electrolytes.
Among Ru‑V‑0 oxide, K‑doped layered ruthenate, exfoliated ruthenate (ruthenium nan0‑sheets),
amorphous ruthenium hydroxide with various mean particle size and rod‑shaped vanadium oxide, a
Ru‑V‑0 oxide provided the maximum capacitance of 1,220 F g {Ru。2y The ruthenium 〃ano‑sheet
(exfoliated ruthenate) was found to be electron‑ and proton‑conductor, and gave high capacitance, 660
Fgl(RuO2)一

研究目的
本研究の目的は、金属酸化物電極を用いて、活性炭電極を用いる既往の高エネルギー密度電気
化学キャパシタより一桁大きな電荷蓄積能を有する電気化学キャパシタを開発することである。
そのため、無機合成の手法を駆使して、導電性・比表面積・プロトン吸着能の高い金属酸化物を
合成する。
一年間の研究内容と成果
本年度は下記の項目について研究し、全て水溶液電解液中で電極特性を調べた。
(1)錯体重合法にてRu‑V‑0系超微粒子を合成して電極化し、酸性、アルカリ性.中性水溶液中での
蓄電容量(キャパシタンス)および耐久性を調べたところ、容量は、酸性水溶液、アルカリ性水溶液、
中性水溶液の順に減少し、耐久性はアルカリ性水溶液、中性水溶液、酸性水溶液の順に低下すること
を見出した。この酸化物系電極の蓄電容量の最高値は、酸性水溶液中で1220 Fg と、活性炭電極の
230 Fg ‑1の約5倍の値を示した。なお、製品化を展望した場合、中性溶液の使用が望ましいが.電荷
蓄積量は、酸性水溶液中での値の約50%になった。
(2)カリウム形層状ルテニウム酸超微粒子を合成し、電極化して蓄電容量を調べたところ、約400Fg
llの値を示した。粒子表面だけでなく層間も、プロトンのインターカレーション・デインターカレーシ
ョンに利用され、電荷蓄積の場となることを見出した。
(3)層状ルテニウム酸に大きなサイズの有機カチオンを挿入して層剥離することにより、ルテニウ
ム酸ナノシートを創製したO このナノシートは、電子伝導性とプロトン導電性を併せ持つ新しい酸化
物であることを見出したO これを電極化したところ、容量は660 Fg で、酸性水溶液中でも優れた耐
久性を示した。
(4)炭酸アンモニウム法にて粒子サイズが異なる水和酸化ルテニウムを調製し、電極化して容量を
調べたところ、粒子サイズが小さいほど大きな容量を示すことを見出した。
(5)水熱法にてバナジウムのナノロッドV02を合成し、その電極特性を評価した。しなしながら、十
分な耐久性はみられなかった。

展望
ルテニウム系金属酸化物の構造を種々デザインすることにより、プロトン及び電子伝導性を合わせ
持つ高比表面積酸化物の創製に成功した。今後はルテニウムと他の金属との複合化および構造制御を
さらに進めることにより、キャパシタンスおよび出力特性の向上を図り、プロトタイプの電気化学キ
ャパシタを試作するO また、安価な導電性金属酸化物の開発も検討するo
このような蓄電デバイスの開発に加えて、次年度は、直接メタノール燃料電池(DMFC)用の高活性
触媒電極の開発も進め、本研究のテーマとして掲げた「電気化学エネルギ‑デバイス用電極の開発」
を総合的に進める。
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杉本 渉
目的別テ‑マ:ナノ柵道を制袖した機能性酸化物の合成と応用
1 5年度研究テーマ
15‑ドll :層状酸化物のナノ空間を利用する機能性材料
ABSTRACT
Hybrid material based on an ordered two‑dimensionally stacking of oxide nanosheets and cations or organics
can providing novel functionality of both the oxide and the interlayer compound. The purpose of this study is

the utilization of the interlayer "nanospace" for the preparation of functional layered oxides. We have
suc‑ceeded in the preparation of a alklydiamine‑titanic acid compound, a metallic‑∽nducting layered
ruthenate with ion‑exchange capability, a proton‑electron mixed conducting ruthenic acid, and ruthenic acid
nanosheets. The capability of such materials for use in electrochemical energy storage and conversion was
illustrated.

研究目的
異なる性質の材料がナノレベルで二次元に積層した層状酸化物は、異種材料の性質からなる特異な機能性
(イオン伝導性、電子伝導性、国体酸性など)を発現する。本研究では新規な無機一有機ナノ積層複合材料や
酸化物ナノシートを創製するとともに、電気化学キャパシタなどエネルギーデバイスへの応用を検討する。

一年間の研究内容と成果
1.酸化物ナノシートの特異な機能性を利用する新規機能性材料の創製 既従のインターカレーション反応
で層状酸化チタンとアルキルジアミンの反応では両端のアミン官能基がチタン酸表面と反応してアンモニウ
ムとして層間で単分子層に配列した層間化合物が得られる。本研究では層状酸化チタンを層はく離して得ら
れた酸化チタンナノシートとアルキルジアミンを反応させると、層間で二分子層に配列した新規な無機一有機
ナノ積層複合材料が得られることを見出した。これはアルキルジアミンの片方のアミン基がアンモニウムと
して層表面に吸着すると考えられ、ナノ空間を利用した機能性材料の新規な反応プロセスである。
2.金属伝導性を有するイオン交換性層状酸化ルテニウムの合成 イオン交換性層状酸化物はイオン交換
能に起因して有機化合物との複合化などが可能で新規な機能性が発現する。既従の材料は電子伝導性に
乏しく電極材料としては不向きである。本研究では酸化物層が酸化ルテニウムから構成される新規な層
状酸化ルテニウムの合成に成功し、本材料が金属的な伝導性を有するイオン交換性層状酸化物を見出し
た。さらに、イオン交換性層状酸化ルテニウムの層間に水和プロトンを導入することにより,良好なプロト
ン・電子混合伝導性を有する単一材料を見出したo これは酸化ルテニウム層が電子伝導性を担い、眉間に存
在するカチオンがイオン交換能やプロトン伝導パスを提供し、層状酸化物のナノ空間を利用した新規な機能
性材料であると考える。
4.酸化ルテニウムナノシートの合成とエネルギーデバイスへの応用 既従の酸化物超微粒子は、粒子内部
は表面反応には開与せずデッドスペースである。本研究ではイオン交換性層状酸化ルテニウムから極限まで
薄くした酸化ルテニウムナノシート(厚み‑0.5 nm)の合成に成功した0 本材料は既従の結晶性材料の1 0
‑2 0倍大きな電荷蓄積能を有することを見出した。また、電極触媒活性も優れているO これは極限までデ
ッドスペースをなくしたナノシートと特性を反映した物であり、かつ眉間が電解液の浸透を可能にしている
と考えられ、層状酸化物のナノ空間を利用した新規な機能性材料である。

展望
本研究で見出した機能性層状酸化物のナノ空間を利用した新規反応プロセスは既知の無機一有機ナノ積層
複合材料と異なり、自由に層間環境を変化させうる手法である。このような反応プロセスにより、材料設計
の自由度は大幅に拡張され、例えば光学特性を有する有機材料の配向制御や導入量の制御などをめざし、無
機層の光半導体的性質と組み合わせた高付加価値光機能性材料の創製を目指す。また、本研究で見出した層
状ルテニウム酸ならびにルテニウム酸ナノシートは優れたプロトン・電子混合導電性を有する世界唯一の材
料であるO化学的・電気化学的安定性に優れるばかりでなく、触媒活性を有し電極材料のみならず他分野で
の応用が期待されるO今後学術的な基礎物性評価はさることながら、電気化学エネルギー蓄積・変換デバイ
スへの実用化を目指す。
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石渡 勉
目的別テーマ:ナノワイヤーの研究
1 5年度研究テーマ
151卜12 :ナノ微粒子の組織化と高分子の利用

1STRACT
Nanoparticles and nanowires are expected to be important parts for a nanoscale electric circuit. Here ,we
studied the morphological control of nan0‑metals (Au, Ag) and nano‑semiconcuctors (CuS, CdS, ZnSe,
CdSe) by using polymers and surfactants. CuS nano‑rods were obtained when polyethylenimine was
added to the reaction solution. The nano‑rod was found to be composed of many thin nan0‑wires. A ZnSe
formed in the presence ofpolyacrylic acid had a network structure but showed no fluorescence contrary to the
nanoparticles. Nanowires ofpolyaniline andpolypyrrole were also studied.

研究目的
ナノテクノロジーにおいて重要な分野の一つがナノエレクトロニクスである。その要素としてナノダイオ
ードやナノトランジスターのようなナノデバイスがある。一方,それらナノデバイスを結線するためのナノ
ワイヤーも極めて重要である。長さや太さをコントロールしながらナノワイヤーを特定の位置に作成するこ
とが望まれる。.溶液中でナノワイヤーを作るには二つの方向が考えられ,本研究室ではその二つの方向を同
時に追求している。それらの一つは直接ワイヤーを成長させる方法であり,もう一つはナノ粒子を整列させ
た後に結合させてナノワイヤーに変換することである。そこで本研究では,これら二つの方向,即ちナノワ
イヤーの成長とナノ粒子の配列のいずれをもコントロールするためには,高分子や界面活性剤の集合体をど
のように活用できるか,という課題を探ることを目的としたO

一年間の研究内容と成果
先ず,半導体の微細化をねらい, CuS, CdS, ZnSe, CdSeのナノ粒子とナノ
ワイヤーの作成を試みたo塩化銅とチオ尿素からCuSを合成する際にアミン,
特に高分子アミン,高分子イミンを加えておくと,直径数ミクロンの真っ直
ぐな円筒状ナノロッドが沈殿した(右図上)。この沈殿を水に再分散して超音
波処理をしたところ,太さ数十nmで柔軟で弾力性に富むナノワイヤーが多数
生成した。このナノロッドは細いナノワイヤーが多数束になってできたもの
であることを示すTEM写真が得られた(右図下)0
CdSは太さ数十nmで長さ数百nmの微結晶状物を生成する。今までのところ
高分子が共存することの影響は明確でないが,中性の界面活性剤TX‑100が共
存すると,これらCdS徴結晶がストーンヘンジのように円状に配列するとい
う興味深い現象が兄いだされた ZnSeでは非常に強い青色蛍光を発する微粒
子サンプルが得られた。しかし,ポリアクリル酸PAA存在下ではこれがネッ
ト状のZnSeサンプルとなり, TX‑100存在下ではナノワイヤ‑となったOこれ
らは蛍光性が弱いものであった。 ZnTeについても検討をしている CdSeでは
微粒子とワイヤーが得られたO 更にそのワイヤーは非常に薄いフイルムあるいはリボン状物質が巻いて出来
たものであることを示す写真が得られた。
一方,導電性高分子であるポリアニリン(PANI)をいくつかの芳香族スルホン酸をドーハントとして加え
て合成すると,チュビュール状のものやワイヤー状のものが得られた。特にポリスチレンスルホン酸を用い
たときには,ポリアニリンがゲル化したo電顕観察したところ,太さ数十nmのナノワイヤーが絡み合ったり
分岐したりしている様子が確認できた。ポリピロールのナノワイヤーのメッキによっても金属ナノワイヤー
が得られることが分かった。

覇欝

展望
ナノ物質の形状制御に関する知見を積み上げることにより,将来的には,異種あるいは異形態のナノ物質
同士を複合させ,更に有用な機能を引き出せることが期待される。
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太田和親・松瀬丈浩
目的別テーマ:マイクロ波による高速合成
1 5年度研究テーマ
15‑1 ‑13
マイクロ波加熱によるナノスペース機能物質の高速合成とその物性
ABSTRACT
So far as we know, metal‑free phthalocyanine (PcH2) derivatives have never been synthesized by microwave
heating. Recently, we have succeeded in synthesis of the metal‑free derivative ((C,㌔)dPcH2: 3) in high yield
(71%) for 10 min irradiation of microwave, by using glycerin as the reaction solvent. Furthermore, the
corresponding copper (II) complex ((C^sPcfy: 4) could be also synthesized in 64% yield for 10 min. In
comparison with the conventional solvent‑free syntheses, it was much easier to separate andpur妙these Pc
derivatives from the resulted crude products.

iL'JI 〕星冨
長鎖アルキルチオ基を導入したフタロシアニン無
金属体(3)やフタロシアニン金属錯体(4)は、高速電
荷移動度を示し、有機EL素子の電荷移動層や太
陽電池として応用できるナノテク液晶材料である。
これらの物質は従来の油浴を用いた合成方法では
これまで、 24‑4 時間という長い反応時間を
要した。そこで、マイクロ波加熱を用いて高速合
成を試みた。今までにフタロシアニン無金属体の
マイクロ波(MW)有機合邸ま、我々の知る限りま
だない。また、フタロシアニン金属錯体のMW有
機合成も溶媒を用いてはまだほとんど行われてい
ない。溶媒を用いない方法では、ガチガチの岩石
のような不純なものしか出来ず、精製も不可能で
あった。しかし、溶媒にグリセリンを用いると、
僅か10分程度で合成ができ、精製が極めて容易
で純粋なものが得られることが本研究でわかった。
本研究の実験に用いたMW有機合成
装置(Fig.1)は、導波管を改良して 。‑、〈/。N
試験管を設置できるように自作し、熱
電対を取り付け、マイクロ波照射時間
分割法によって照射時間を制御し、安
全かつ急速に所望の温度まで加熱、保
持できるようにしたものである。この
装置を用いてナノテク液晶材料の超
RS
^
CN
【21
高速合成を行うのが、本研究の目的で
ある。
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一年間の研究内容と成果
合成 Fig.1に示したMW有機合成装
置を用い、大気下または窒素気流下、
反応溶媒としてトリオ‑ルのグリセ
リ ン を、触媒 と し て DBU
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Scheme. Synthetic route of (C8H17S)8PcH2(3) and (C8H17S)8PcCu(4).

( l , 8‑diazabicyclo【5. 4.0] ‑ 7・undecene)

を、用いてoctakisocthylthiophthalocyanine (3)とoctakisocthylthiophthalo‑cyaninato copper(II) (4)の合
成を行った(Scheme )

she

耕具と考察 Fig.2(A)に見てわかるように、無金属体3のMW有機合成は、大気下( )では、反応温度220‑C
において最高収率58%を与えた。しかしながら、 230‑C以上において急激な収率の低下が起こった。これ
は、空気中の酸素により、 DBUとグリセリンの分解が起こることによると考えられる。そこで、窒素気流
下(◆▲●)にて再度、無金属体3の合成を試みたところ、反応時間5,10分の時(◆▲)、 240‑Cまで収率が上
昇したが、 250‑Cでは著しい収率
の低下が起こった。これは、高温
になるとDBUなどがもたないた
めと考えられる。また、 240‑Cで
反応時間10分の時が、最高収率
71%を与えた。
下 次に、Fig.2(B)に示したように、
窒素気流下で、反応温度240‑Cと
250‑Cに固定し(□■).反応時間
を変化させて、反応時間の収率へ
の影響を検討した。比較のため、
大気下、反応温度210‑Cの場合
(争)も図中に示した。この図を見
て分かるように、大気下210‑Cで
は(●)反応時間5分で最高収率
Fig.2 Syntheses of the metal‑free derivative, 3.
61%を与えたが、それより長時間
では徐々に収率が低下した。しかし、窒素気流下240‑C(書)では、反応時間10分で最高収率71%を与え、

著しく収率が向上することがわかった。また、窒素気流下250‑C(□)では、反応時間10分で最高収率50%
を与えるが、 240サC(H)に比べて、全体的に著しい収率の低下が見られた。従って、無金属体3の合成にお
ける最適条件は、 240‑C、 10分(収率71%)であった。現在までにマイクロ波を用いたフタロシアニン系
無金属体の合成の例はない。
一般的に、フタロシアニン系化合物の合成は、金属の
鋳型効果により、無金属体よりも金属錯体の方が、高
収率で得られる。そこで、次に、銅鉾体4の合成をマ
イクロ波を用いて行った Fig.3に示したように、窒素
気流下、反応時間を5分、 10分、 15分(▲◆●)にそれ
For the ConY引itkraal Oil Balh Method
(CuCI,蝣蝣pentanol)

15min ぞれ固定し、反応温度を210‑Cから250‑Cまで変化さ
せた Fig.3を見て分かるように、 240‑C、 15分(●)で
最高収率64%を与えた。しかしながら、無金属体3の
5min 収率71%を下回っており、鋳型効果による収率の向上
は、期待に反して起こらなかった。以上のように、マ
10nun ィクロ波加熱による合成は従来の油浴加熱による合成
との著しい違いが、鋳型効果の点で見られた。鋳型効
果は、対流による分子の衝突により促進されると考え
られるが、マイクロ波ではその衝突が外部加熱(油浴)
の場合に比べて少ないのではないかと現在のところ推
Under N2
察している。
CuSO4
農立
マイクロ波加熱装置を用いると有機合成が極めて短時
間に行えるようになる。このことは省エネにもつなが
210
220
230
240
250
り、また研究スピードも圧倒的に速くなり、競争力が
Reaction Temperature (‑C)
圧倒的優位になると考えられる。このようなマイクロ
Fig.3 Syntheses of the copper complex, 4.
波加熱有機合成装置を用いて、自発的ホメオトロピッ
ク配向性やホモジーニアス配向性のディスコティツク
液晶が極短時間に量産できるようになれば、有機ELやコピー機の電荷輸送材料、太陽電池用の薄膜材料を、
これらのディスコティツク液晶半導体材料で実用化できるようになり,社会に大いに貢献できるものると
考えられる。
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