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(n-Bu4N)2[(dcbdt)2VO] (dcbdt = 4,5-dicyanobenzene1,2-dithiolato) と (n-Bu4N)2[(dmit)2Zn] (dmit = 
2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)のマイクローメーターサイズのリング状構造体を、ポーラス、ビーズ、

2 次元ネットワーク構造と共に、ガラス、酸化マグネシウムおよびシリコン基板上に常温・常圧下およ

び高湿度下で簡便な化学浸潤法により作成することに初めて成功した。常温･常圧下の

(n-Bu4N)2[(dmit)2Zn]の浸潤過程において、形状のはっきりした菱形や六角形のマイクロメーターサイズ

の結晶が得られた。一方、高湿度下ではマイクロメーターサイズのリング状構造が得られた。

(n-Bu4N)2[(dcbdt)2VO]は、基板の種類の違いに応じてマイクロメーターサイズのリング状、ポーラス状、

ビーズ状および 2 次元ネットワーク構造を与えた。さらに、常温･常圧下から高湿度下に作成条件を変

えるとマイクロメーターサイズのリングが十分の一の大きさに縮小した。我々の見出したマイクロメー

ターサイズのリング状構造体は、その作成の簡便さから大変実用性が高いと考えている。 
 

 
１．背景と研究目的： 分子性材料の種々の基

板上での組織化は科学的好奇心を満たすだけで

なく、デバイスへの潜在的な応用の観点からも

興味が持たれている。特に、分子レベルから出

発し、マクロレベルに至るメゾスコピックスケ

ールの組織構造を“ボトムアップ”に構築する

方法は、ナノテクノロジーの観点からも注目に

値する。申請者は、新規の磁性薄膜材料を構築

する観点からジチオレン磁性金属錯体を用いた

薄膜材料を作成する過程で、基板上にマイクロ

スケールサイズのリング状構造体が作成される

ことを見出した。本研究では、リング状構造体

の成長条件の検討を行ない、サイズ制御された

ナノリングの作成法の確立を目的とする。 

 

２．実験：  
基板上での構造体作成法 
 (n-Bu4N)2[(dmit)2Zn]は東京化成から購入して

使った。(n-Bu4N)2[(dcbdt)2VO]は以下に示すよう

に論文[1]に従い合成した。      
4,5-dicyano-benzene-1,2-dithiol (H2dcbdt) (135.0 

mg, 0.702 mmol) をNaOMe (83.4 mg, 1.54 mmol)
のメタノール溶液5 mlに溶かした。この溶液へ無

水VCl3 (55.2 mg, 0.35 mmol)のテトラヒドロフラ

ン溶液を加え、この溶液を空気にさらした。30
分間さらした後、n-Bu4NBr (905.2 mg, 2.81 mmol) 
を加えた。20 mlの水を滴下し、明るい茶色の粉

末が沈殿した。この沈殿物を、アセトン‐i-PrOH 
(1:2) から再結晶し、空気中で乾かし、生成物を

283.5 mg (87%)得た。(n-Bu4N)2[(dcbdt)2VO]の組

成はX線構造解析によって決定した。 
シリコン基板（Si(100)）（信越シリコン , Japan）、

酸化マグネシウム基板、そしてガラス基板

（Matsunami, Japan）は購入して使った。浸す過

程は以下のように行った。新たに蒸留したアセ

トン (2.5 ml) 中にbisdithiolene金属錯体を溶か

した溶液(1.0×10-2 mol)を秤量びんの中に入れた。

常温・常圧下で、このびんへ基板を浸した。相

当するbisdithiolene金属錯体の堆積物は、溶媒の

蒸発乾燥の間に基板の表面上で成長した。 
その沈殿物は、エネルギー分散型X線分光器

（JED-2200 , JEOL Ltd.）と、走査電子顕微顕微

鏡（SPI 3700 , SⅡ ナノテクノロジー Inc.）で評

価した。 
 

３．結果、および、考察： 
構造体の作成条件依存性 
 シ リ コ ン 基 板 の 研 磨 面 上 に 堆 積 し た

(n-Bu4N)2[(dmit)2Zn]の堆積物の形状は実験条件

に大きく依存した。常温・常圧下では、この錯

体の堆積物は明確な菱形や六角形のマイクロメ

ーターサイズ（ほぼミリメーターサイズ）の結

晶であったが、高湿度下では、マイクロメータ

ーサイズのリング状構造体となった。このリン

グの内径と外径はそれぞれ、10～30 μm、15～40 
μm であった。一方、(n-Bu4N)2[(dcbdt)2VO]の堆

積物は上記亜鉛錯体とは全く違った形状を示し

た。ガラス基板上では、基板全面をオキソバナ

ジウム錯体の薄膜が覆っていた。薄膜の SEM 像

では、多くの細孔がその表面上に存在すること

が明らかとなった。これらの細孔の直径は 2～
180 μm の範囲にある。酸化マグネシウム基板上

では、堆積物は約 5 μm の直径をもつビーズ状の

構造から構成されている。シリコン基板の非研
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磨面を用いた場合、その表面を二次元の網状組

織が覆っているが、研磨面を用いた場合、2 種類

の形態が観察された。それらの 1 つは、太さ 5
～8 mm で、20～150 μm の長さをもった針状の

微小結晶である。もう 1 つは微小な大きさの輪

である。内側の直径は 1～10 μm であり、外側の

直径は 10～20 μm である。AFM 像は直径 20 μm
の微小な大きさの輪が640 nmの厚さをもってい

ることを示している(図 1)。 

研磨したシリコンの表面上の微小な大きさの

輪の生成についての説明は、この段階では推測

の域を出ないが、観察された微小な大きさの輪

は、ブロック共重合体、両親媒性ポリイオン化

合物、有機／無機複合材料や、単独重合体、ポ

リスチレンのような、いくつかの材料の溶媒の

蒸発乾燥中に形成された微小な穴のあいた膜を

思い起こさせる。これらのシステムでは、蒸発

乾燥の際生成する湿気が濃縮してできた水の水

滴が蜂の巣状の型の構造構築の際の鋳型として

ふるまう。従って、新しい微小な大きさの輪の

生成のメカニズムは以下のように考えられる。 
(n-Bu4N)2[(dcbdt)2VO]のアセトン溶液の微小

な大きさの油滴は、無作為にシリコンの半導体

基板の研磨した表面上に分散する。アセトンの

蒸発によって溶媒が冷却され、水滴がアセトン

溶液の油滴の表面に凝集する。小さな水の小滴

は、アセトンの蒸発乾燥が進むにつれて、溶液

の小滴の真ん中で成長する。この水の小滴は微

小な規模の輪の穴を形成する際の鋳型としてふ

るまう。 
 
４．今後の課題： 今回、基板上での構造体作

成では、分子性材料では珍しいリング状構造体

の作成に成功した。今後、このリングのサイズ

の縮小化と均一化ならびに、整列制御法につい

て検討を行ってく予定である。 
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Fig. 1 SEM images of micro-scale rings of

(n-Bu4N)2[(dcbdt)2VO] on a polished surface of silicon

substrates a) under ambient and b) highly humidified

conditions. 


