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疎水性共役高分子の新規分子組織化手法の開発と階層構造の構築

1 ．はじめに

高分子半導体材料の性能は、その分子配向や分子配列
などの分子集合状態、電極や他の半導体界面の構造に強
く影響を受ける。よって、高分子半導体デバイスの高性
能化をはかるためには、分子の精密な設計とともに、分
子集合状態の制御が鍵であり、分子組織化手法の開発が
重要な役割を担う。このような高分子材料は、真空下に
て蒸着やスパッタリング、レーザーアブレーションなど
気相状態を用いたドライプロセスを用いることができな
いため、ナノレベルで高分子が組織制御された薄膜を達
成するには、ウェットプロセスである Langmuir-Blodgett

（LB）法1）や溶媒中にてイオン的な作用を利用した交互
吸着膜2）の適用が必要である。特に LB法は、膜面内方
向の分子密度が高く、膜面外方向の分子集積が可能であ
ること、さらには高分子主鎖の面内配向をも誘起できる
ため、古くからの手法ではあるが優れた分子組織化手法

である。しかし、これら手法もまた、水面との積極的な
相互作用やイオン的な作用を必要とし、適用できる高分
子は、極性基や親水基、イオン性等の置換基をもつ緻密
に分子設計された、いわば分子組織手法に対応した特別
な構造をもつ高分子を用いる必要がある。よって、これ
ら作用のない、いわゆる疎水性高分子は、精密な組織制
御を行うことができず、この分子組織構造を構築する研
究分野の研究の対象外であった。
ポリ（3-アルキルチオフェン）をはじめ種々の報告さ
れている代表的な高分子半導体材料である共役高分子材
料の多くは、有機溶剤への溶解性を上げるためヘキシル
基やドデシル基などアルキル鎖が導入された疎水的な高
分子である3）。これらの疎水性共役高分子も、分子組織
構造や配向が電子物性に大きく影響することが報告され
ているものの、通常は上記の分子組織化手法を適用でき
ず、薄膜の形成は、スピンキャスト法、ディップコート
法のみにて行われている。このような疎水的な高分子に
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水面展開を適用ようと考えたとき、安定な水面膜を形成
する長鎖脂肪酸などの両親媒性化合物と混合して共展開
するアプローチがよく行われる4-7）。しかし、そのよう
な水面膜中では、疎水性高分子は単分子膜とはならず、
両親媒性化合物の単分子膜に凝集した高分子がちりばめ
られた構造となり、分子レベルにて疎水性高分子の配
向・配列を制御することは難しい。
これらの背景を踏まえ、最近、筆者らは、アルキル鎖
をもつ疎水性共役高分子においても水面展開を利用した
理想的な広がった単分子膜の形成を可能とする手法を開
発し、LB法による疎水性高分子単独の layer-by-layer集
積膜を構築できる新たな分子組織化手法を提案してい
る。ごく一般的に用いられているアルキル鎖を持つ疎水
性 π 共役高分子の単分子膜形成、その単分子膜を基盤
とした LB集積膜の構築、ヘテロ階層構造構築、水面に
おいて誘起される主鎖配向制御について筆者らの研究を
紹介する。

2 ．疎水性π 共役高分子の広がった単分子膜形成 
（液晶混合展開法）

先に述べたように長鎖脂肪酸は、水面展開時に凝集性
が強いことや疎水性の高分子との相溶性が低いため、共
展開と同時に互いが相分離した構造となる。それでは、

凝集性がほとんどなく液体膜のように流動的で、かつ安
定な単分子膜を形成し8-10）、疎水性高分子と良好な相溶
性を示す11）液晶分子を疎水性高分子との共展開に用い
たら、どのような構造となるであろうか。このような
発想から、筆者らは、液晶分子として 4’-ペンチル-4-シ
アノビフェニル（5CB）と疎水性高分子を共展開する手
法に着手し、疎水性のケイ素系高分子の広がった単分
子膜が形成されることを見出していた（液晶混合展開
法）12-14）。本稿では、この手法を疎水性 π 共役系高分子
に適用した結果を述べる。

Figure 1に示すような疎水性 π 共役高分子を単独で水
面展開した膜は、いずれも崩壊部の多い不均一な形状を
示すことが Brewster角顕微鏡によって観察され（Figure 

2a, b）、単独で水面にて安定な単分子膜を形成しない。
このような疎水性 π 高分子を 5CBとともに共展開する
と、5CB単分子膜上に疎水性高分子の平滑な単分子膜
が広範囲に形成される（Figure 2c, d）15）。この膜をマイ
カ基板上に一層転写した膜を AFMよりモルフォロジー
観察すると、5CBの単分子膜上に疎水性 π 共役高分子
の単分子膜が形成されている様子が観察される（Figure 

3）。疎水性 π 共役高分子の単分子膜は、分子レベルに
て平滑であり、その膜厚は、1～2 nmであることがわか
る。たとえば、立体規則性型ポリ（3-アルキルチオフェ
ン）の head-to-tailポリ（3-ヘキシルチオフェン）[HT-

Figure 1. Chemical structure of the π-conjugated polymers.
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Figure 2.  BAM images of pure HT-P3HT floating film (a and b) before pressure increase and HT-P3HT/5CB hybrid monolayer (R = 1.5) at bithio-

phene areas of 0.45 nm2 (c) and 0.30 nm2 (d) on water at 20°C. The pure HT-PHT floating film was prepared by direct casting onto the 

water surface from a dilute chloroform solution with the concentration of below 0.1 × 10–3 mol (thiophene unit) dm–3.

Figure 3.  Topographical AFM images of the HT-P3HT/5CB (a) and PDOPPV/5CB hybrid monolayers transferred onto cleaved mica at the 20°C. 

The bottom figure indicated schematic illustration of the bilayer model for the hybrid monolayer on the water surface.
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P3HT] と head-to-tailポリ（3-ドデシルチオフェン）HT-

P3DTを比較すると、単分子膜の膜厚はそれぞれ 1.4～
1.6 nm、1.6～2.0 nmであり、それぞれのアルキル鎖の
長さを反映した結果が得られ、π 共役主鎖が水面に平行
に横たわった広がった単分子膜を想定して妥当な値であ
る15）。興味深いことに、これらの膜厚は、スピンコート
膜の X線回折測定から求められるアルキル鎖を介して
ポリチオフェン主鎖が形成するラメラ平面の厚さにほぼ
一致する。これは、5CBとの混合水面単分子膜のポリ（ア
ルキルチオフェン）は、チオフェン平面が水面と垂直に
配向し、ポリチオフェン主鎖が π スタックした構造と
なっていることを示唆するものである15）。
以上の結果から、極性基を全く持たない疎水性 π 共
役高分子が、液晶分子のアシストにより、いわば理想的
な単分子膜展開が可能であることが分かった。5CBは

流動的な単分子膜を形成し、かつ、界面場にてこれらの
疎水性 π 高分子と極めて高い相溶性を持つ“単分子膜
溶媒”として振る舞うことを示している。よって、疎水
性 π 高分子は 5CB単分子膜上にてあたかも両親媒性ポ
リマーのごとく振る舞い、水面上に広がるものと考えら
れる。

3 ．疎水性π 共役高分子の分子組織膜の構築15）

これまで、極性基を全くも持たない疎水性π 共役高分
子が、5CBとの混合展開によって理想的とも言える単
分子膜が形成されることを紹介した。これは、疎水性 π
共役高分子であっても、LB法のような単分子膜集積に
もとづく分子組織膜の構築、高分子主鎖配向制御を可能
とするものである。“単分子膜溶媒”である 5CBは揮発

Figure 4.  Topographical AFM image of the pure HT-P3HT monolayer after removal of 5CB from the hybrid monolayer (a). UV-vis absorption 

spectra of the pure HT-P3HT multilayer transferred onto a quartz substrate (b). The transfer was performed by repeating the horizontal 

deposition sequence at 4 mN m–1 and the 5CB removal sequence.

Figure 5.  GI-XRD patterns of LB multilayer film (a) and spincast film (b) for HT-P3HT. The left figure indicate a schematic illustration of GI-

XRD measurement.
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性があるため、混合膜を基板に転写したのち 5CB分子
のみを揮発除去する過程を逐次繰り返すことで、疎水性
π 共役高分子の単分子膜単独の集積が達成できる（Figure 

4）。この手法にて得られた HT-P3HTの layer-by-layer組
織膜とスピンキャスト膜について斜入射 X線回折（GI-

XRD）測定を行った。実験装置は、名古屋大学超強力 X

線回折実験室所有の Rigaku FR-Eを使用した。その結
果を Figure 7に示す。いずれの膜においても、面間隔
1.67 nm付近に HT-P3HTのチオフェン環主鎖とアルキル
側鎖の周期構造に由来する回折ピークが観測された。バ
ルク膜では、面外と面内の両方向に回折が見られるのに
対し（Figure 5(b)）、単分子集積膜では面外方向にのみ回
折ピークが観測される（Figure 5(a)）。これは、単分子集
積膜が単分子膜の面を基板と平行方向に高度に配向した

構造を有していることを示しており（図中模式図）、LB

膜特有の layer-by-layer構造をもつ組織膜を調製できる
ことが明らかとなった。さらに、同様の結果が立体不規
則な P3HTや HT-P3DTにおいても確認できている。
また、HT-P3HT/5CB混合単分子膜を水面上にて高い
表面圧（>�5 mN m–1）にて圧縮し、基板に転写するす
ると、ポリチオフェン主鎖の面内配向が誘起される。
15 mN m–1にて転写した単分子膜の偏光吸収スペクトル
を Figure 6に示す。水面上の圧縮方向に垂直に主鎖が面
内配向していることがわかり、また、圧力とともに主鎖
の二色比の増加が観察された。これらの結果は、剛直な
ポリチオフェン主鎖が圧縮による排除体積効果に起因
し、水面上にて一軸に配向したものと推察される。水面
にて主鎖配向を誘起した HT-P3HT/5CB混合単分子膜の
固体基板への転写と 5CBの除去を繰り返し、HT-P3HT

単独の多層集積膜を調製した。ポリチオフェン由来の
555 nmの吸光度が層数に対して比例的に増加し、主鎖
の二色比もほぼ変化なく積層できることがわかった。こ
の LB膜の GI-XRD測定を行った結果、HT-P3HTのラメ
ラ間距離に基づく回折が面外方向のみに現れ、π スタッ
キングに相当する回折が面内方向にのみ現れた（Figure 

7）。さらに、面内 X線回折測定（名古屋大学超強力 X

線回折実験室所有 Rigaku ATX-Gを使用）により、π ス
タッキングによる回折が 180°周期で観測された（Figure 

8）。よって、本手法により主鎖の一軸配向の誘起および
チオフェン環が基板に対して垂直に配向したラメラ構造
をもつ理想的な多層集積膜を達成した。
以上から、筆者らの提案する液晶混合展開法を用いる
ことにより、疎水性 π 共役高分子の単独の単分子膜集
積が可能であり、主鎖の面内配向も制御可能である。ま
た、主鎖の立体規則性や側鎖の炭素数によらず、理想的

Figure 6.  Polarized absorption spectra of HT-P3HT monolayer 

transferred at 15 mN m–1. Solid and dashed curves indicate 

the probing polarization set parallel and perpendicular to 

the compression direction, respectively. 

Figure 7.  2D GI-XRD patterns of the 5 layered multilayer films for the HT-P3HT transferred onto a quartz substrate at 15 mN m–1 (a) and 1D 

profiles in the in-plane and out-of-plane direction extracted from the 2D GI-XRD pattern (b). 
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な layer構造を構築できる。この構造は、電界効果トラ
ンジスタ等のデバイスの高性能化に理想的な組織構造で
あり、疎水性共役高分子の新たな分子組織化手法を提案
できたと言えよう。また、側鎖にアルキル鎖を持つポリ
フルオレンやポリフェニレンビニレンなど他の疎水性π
共役高分子においても単分子膜の形成を確認しており、
異なる高分子を交互に積層するヘテロ構造構築や水面上
にて主鎖配向制御も可能であることも示している。

4 ．おわりに

本稿では、分子組織化分野から対象外であった疎水性
π 共役高分子においても、広がった単分子膜の形成やそ
の分子組織化膜が達成できることを紹介した。高分子物
質のナノレベルの組織化や集積化には界面場の利用がき
わめて有用であり、平滑かつ流動的な水面は高分子の自
己集合や自己組織化の場として系を単純化する好都合な
場である。古くから行われている LB法であるが、多層
累積による三次元的な層構造の制御のみならず、高分子
主鎖の面内配向制御も達成でき、高分子物質を任意に集
積するプロセスとして今もなおすぐれた手法であること
を強調したい。本稿で示した液晶混合展開法は、単独で
は LB法が適用できない数多くの機能性疎水性高分子に
対して単分子膜を構築し、ナノスケールからメゾスケー
ルへ自由に高分子を単分子集積する新たな手段として広
く展開できるものと期待できる。現在、共役高分子の主
鎖配向と電子物性の異方性の研究や膜厚を単分子膜レベ
ルにて精密制御した膜と電極との仕事関数など、興味深
い展開を見せている。
高分子デバイスの発展には、超薄膜状態の高分子の特
性やその組織制御はますます重要となってくるであろ
う。特に、電極やインスレーター等の固体基板上で機能

する半導体高分子デバイスにおいて、固体界面近傍の高
分子の振る舞いはきわめて重要となる。また、高分子ナ
ノテクノロジーの展開としても、高分子の有用なナノ構
造制御はそのプロセス開発が切望される課題である。こ
こに示した疎水性高分子の組織化手法が、何らかの形で
このような分野へ実学的に寄与できることを期待する。
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