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研究背景
有機半導体材料の柔軟性、軽量性、透明性などを利用した有機エレクトロニクスは、無機

材料では実現できない様々な新規デバイスの創成が可能となる。しかし、有機半導体は無機
半導体に比べて移動度が非常に低いという重大な欠点を有している。
無機半導体と同様に、有機半導体の移動度を向上させる手法として、異種元素や分子のド
ーピングが注目されてきた。しかし、有機半導体へのドーピングの理解は乏しいのが現状で
ある。これは特に、微視的な観点での有機半導体のドーピング機構の理解が不足しているこ
とに由来する。有機分子へのドーピングでは、一分子に対するドーパント原子数が必然的に
多くなる。そのため、ドーピングにより、分子構造自体や、分子結晶における分子配置の双
方に容易に乱れが生じる。構造物性相関が非常に強い有機半導体においては、このような構
造変調は電子状態に大きな影響を与える。このことは無機半導体のドーピングと大きく異
なり、有機半導体のドーピングでは微視的構造の理解が特に求められる所以である。しかし、
有機材料の微視的構造の観測は難しいため、ドーピングの効果と構造変化を結び付けた実
験報告が非常に少なく、ドーピングによる電子物性制御はいまだに確立していない 1,2。
このようなドーピングに関する微視的研究を行う上では、よく規定された構造のモデル
系を対象とし、ドーピングによる微視的構造と電子状態の変化の相関を計測することが重
要である。本研究では、フラーレンの内包ドーピング、グラフェンナノリボンの外接ドーピ
ング、フタロシアニンの表面ドーピン
グの三つの異なるドーピング現象を対
象とした（図 1-1）
。いずれもよく規定
された均一構造を有する分子膜を対象
とし、ドーピングに伴う系の電子状態
変化と微視的構造変化の両者を計測す
ることでドーピングのメカニズムを明
らかにした。
図 1-1 本研究で対象にするドーピング手法
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C60 の内包ドーピング

2-1 研究目的

C60 は数少ない n 型特性を示す有機半導体材料の一つであり、電子輸送材料として多く用
いられている。球状の構造を持つ C60 は分子内に異種金属元素を内包することによるドーピ
ング（内包ドーピング）が可能である。このとき、特に強い電子ドナー性のアルカリ金属の
内包ドーピングが注目されてきており、Li 原子を内包した Li＋内包 C60(Li＋@C60)は特に多
く研究されてきた。Li＋@C60 は Li＋の存在により C60 の軌道のエネルギー準位が安定化する
ことでより強い電子アクセプタ性を示す。このことから Li＋@C60 は次世代の n 型有機半導
体材料として注目を集めている。
このような Li＋@C60 はこれまで合成や精製が困難であったが、最近 PF6-などの対アニオ
ンと塩を形成することで、高純度の Li+@C60 を含む安定な化合物の合成が達成された

。
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この塩を用いて、これまでに比較的多くの有機トランジスタなどの応用研究が報告されて
きたが、Li+@C60 の電子物性をはじめととする基礎物性を計測した例は、その重要性にも関
わらず皆無である。
そこで本研究では、Li+@C60 塩を真空昇華させることで Li＋@C60 の薄膜を作製し、STM
による分子レベルでの電子状態計測と光電子分光による巨視的電子状態計測を行うことで、
Li＋@C60 の電子物性を評価した。
このとき特に、ドーピングによる C60 の超原子分子軌道（Super- atom molecular orbital:
SAMO）のエネルギー及び空間分布の変調に着目した。SAMO は非占有軌道の一種であり、
空間的に大きく広がった軌道を有するため、新たな伝導機構として注目されている。特に
C60 の SAMO は非常に対称性が良く、ドーピングによる SAMO のエネルギー制御が期待さ
れている。本研究では、よく規定された独自の Li＋@C60 薄膜を用いることで、Li＋@C60 の
SAMO を分子レベルで詳細に評価することに成功した。

2-2 実験方法
Li＋@C60 塩は対アニオンとイオン結合することで、高い結晶性と純度を有する。本研究で
は、
対アニオンとして PF6-と Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (NTf2-)の 2 種類を用いた。
NTf2-は PF6-よりイオン半径が大きいために Li+@C60 とのイオン結合が弱いことが予想され
る。これらの 2 種類の塩を Knudsen cell を用いて 2 段階の加熱により、真空蒸着を行った。
第１段階の加熱でアニオンと Li＋@C60 の昇華温度の違いを利用して、PF6 塩から 370℃、
NTf2 塩から 350℃でアニオンを真空中で加熱除去した。その後、第 2 段階の加熱で Li+@C60
のみを選択的に Cu(111)基板上に真空蒸着した。最後に、試料全体を均質化するために、試
料を 450 ℃で加熱した。作製した試料の構造を STＭ、電子状態を放射光を用いて室温下で
計測した。
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2-3 実験結果
図 2-1(a)-(c)に PF6 塩を用いた Cu(111)表面上の
Li @C60 蒸着膜のＳＴＭ像を示す。蒸着膜中には、
+

Li+@C60 と C60 が混在していると考えられる。試料バ
イアス+1.5 V（a)では、両分子の STM 像には大きな
違いは見られない。 図 2-1(d)に示す Cu(111)上の
C60 と Li＋@C60 の電子状態密度(DOS)の DFT 計算に
よると、この領域では両分子の LUMO と LUMO+1
が観察されるが、DOS は両分子で大きな差はないこ
とがわかる。

+
一方で試料バイアス+2.3 V (b)の STM 像では、明 図 2-1(a-c) PF6 塩を用いた Li @C60 の
STM 像,(d)DOS の計算結果
るさの異なる 2 種類の分子を区別することができる。

このエネルギー領域では Li＋@C60 の s-SAMO の DOS が大きいことがわかる。
したがって、
(b)で明るく画像化されているのは、Li+@C60 の s-SAMO であると考えられる。Li+@C60 の
s-SAMO は C60 のそれと異なりケージ内部に分布することが後述するｔ８計算から示され
ているが、実際の計測においても分子外への非局在化はみられなかった。
さらに試料バイアス+4.5 V（c)では、明るい分子の軌道が広がって観察されており、隣接
する分子が繋がって観察されている。EF から+4 eV 付近には Li+@C60 の pz-SAMO が存在
する。pz-SAMO は分子外に非局在化しているため、STM 像では隣接する分子間に軌道が
分布していることが明瞭に示された。C60 の pz-SAMO は 4.6 eV 程度であるため、STM 像
では観察されていない。Li+@C60 では内包ドーピングにより pz-SAMO エネルギーが安定化
していることが実験的、理論的に示された。
一方、NTf2 塩を用いた Li+@C60 では、PF6-塩の場合
と同様の試料バイアスで Li+@C60 の軌道がみられたこ
とに加えて、内包率の向上が観察された。図 2-2(a)(c)に NTf2 塩を用いた Li+@C60 蒸着膜のＳＴＭ像を示
す。(a)の LUMO+1 の STM 像では、Li+@C60 と C60
の STM 像には大きな違いは見られない。しかし、(b)
の s-SAMO の STM 像では PF6-塩を用いた薄膜と比
べて大幅に内包率が向上していることが確認できる。
これは NTf2 を低温で除去したことで Li+の脱離が抑
制されたことが要因であると考えられる。

図 2-2(a-c) Li+@C60 の STM 像,
(d-f)DOS の空間分布

また、(c)の pz-SAMO の STM 像では個々の分子が
区別できなくなり、一部に黒点が散見された。これらの黒点は(b)の像と比較すると、C60 に
由来することが明らかである。(c)の像全体がぼやけたように観察されているのは、試料の
大部分を占める Li+@C60 の pz-SAMO が分子外へ非局在化しているためである。
分子内部の Li+位置を決定するために、Li+位置を変化させた際の Li+@C60 の DOS の空間
分布の DFT 計算を行った。その結果、図 2-2 (d)-(f)のように Li+が上部に変位している状
態の時に実験結果をよく再現した。Li+@C60 の LUMO+1(d)は五員環近傍に分布し、sSAMO(e)は C60 内に局在している。そして pz-SAMO(f)は空間的に広がった分布を持ち、こ
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れらの空間分布とエネルギーは実験とよく一致した。これ以外の Li+位置では対称性や空間
分布に関して実験結果と異なる結果が得られたことから、C60 内部の Li+の位置を決定する
に至った。
以上から Li+@C60 薄膜中の Li+の位置を決定でき、SAMO の軌道エネルギーの安定化と
その空間分布を直接的に明らかにできた。これらの結果は、今後の SAMO を用いた新たな
有機エレクトロニクスの開拓に重要である。
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グラフェンナノリボンの外接ドーピング
3-1 研究目的
グラフェンナノリボン(Graphene Nano Ribbon: GNR)はグラフェンの構造特性や電荷移

動度などの多くの特性を維持しながら、グラフェンが持たないバンドギャップを有する。こ
れまで GNR の構造制御は困難とされてきたが、最近になって前駆体を用いた表面合成の手
法により原子レベルで正確な構造を有する GNR の作製が可能になった 6。
このような表面合成の手法では前駆体を化学修飾することで、GNR のバンドアライメン
トを制御するためのドーピングを施すことが可能となる。これまでにドーピング手法とし
て、GNR の原子骨格に異種原子を組み込む手法や GNR のエッジに官能基を加える手法で
ドーピングが試みられてきた 7。異種原子を GNR に組み込む手法では GNR の π 共役が崩
れることで、電子状態の均一な制御が困難になるといった問題点があるが、官能基によるド
ーピングではより安定的な電子状態変調を行うことが可能である

。しかし、官能基によ

8,9

るドーピングでも、官能基の脱離や、官能基と GNR の縮合に起因する構造の不均一性が
GNR 内の電子状態の不均一を引き起こす。このため、GNR のドーピングの理解のために
は光電子分光などのマクロな情報に加えて原子レベルでの微視的な計測が必要となる。
そこで本研究では、欠陥構造や縮合した構造のない官能基ドーピングした GNR を作製
し、そのドーピング機構について調べることを目的とした。そのために、官能基の中でも安
定で、脱離しにくいと考えられている CN 基を有するカイラル(ch: Chiral)GNR を作製し、
よく規定された GNR を作製し、その微視的電子状態を評価した。さらに、この CN-chGNR
に Fe ドーピングを行い、さらなるドーピングを試みた。

3-2 実験方法
Au(111)表面に前駆体分子 2,2’dibromo-

[9,9’-biantracene]-

10,10’-dicarbonitrile (DBBN-CN)
を真空蒸着した後に、表面上で結
合させることで CN-chGNR を作

図 3-1 CN-chGNRs の作製手順

製した（図 3-1）
。この時、第一段階の 210 ℃アニールで前駆体の Br 基を脱離させ、Ulman
カップリングにより前駆体同士を反応させた後に、第二段階の 270 ℃アニールで脱水素環
化反応を起こすことで CN-chGNR を作製した。さらに CN-chGNR に、Fe 元素を蒸着する
ことで外接ドーピングを施した。試料温度を 4.2 K まで冷却し、STM を用いて計測した。
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3-3 実験結果
CN-chGNR の STM 像を図 3-2(a), (b)
に示す。GNR 全体において、Armchair 部
のベンゼン環に CN 基が残っていることが
確認され、官能基の欠陥構造や縮合のな
い、均一な構造の CN-chGNR を得ること
ができた。図 3-2 (c)に示す CN-chGNR の

図 3-2 CN-chGNR の(a, b) STM 像,

dI/ dV スペクトルから、-750 meV と 250

(c) dI/dV スペクトル, (d, e) CITS 像

meV に そ れ ぞ れ 価 電 子 帯 (VB) と 伝 導 帯

(CB)に由来するピークが観測された。通常の ch-GNR の VB と CB はそれぞれ-300 meV,
450 meV という値が報告されている 10。CN-chGNR では VB と CB はいずれも高束縛エネ
ルギー側へシフトし、バンドギャップは増大したこ
とがわかった。これはシアノ基の分極効果に由来す
る。図 3-2 (d), (e)に CN-chGNR の VB と CB の
CITS(Current Imaging Tunneling Spectroscopy)像
をそれぞれ示す。図 3-2 (e)の CB の CITS 像では通
常の ch-GNR と同様のパターンが観測されたが、図
3-2(d)の VB の CITS 像では CN 基を有するベンゼ
ン環に隣接するベンゼン環が明るく観察された。こ
れは、CN 基ドープによる局所的な電子状態変調が
起きたことを意味するが、詳細は計算と合わせて
図 3-3 Fe ドープした

議論する必要がある。
これらの構造と電子状態をよく定義した CN-

CN-chGNR の STM 像

chGNR に追加で Fe を真空蒸着することで Fe ドーピングを施した。図 3-3(a), (b)に Fe を
外接ドープした CN-chGNR の STM 像を示す。ドープされた CN-chGNR の側鎖付近には
新たな輝点が等間隔で現れ、これは Fe 原子であると考えられる。高分解能 STM 像から CN
基と結合を形成している様子が観察され
た(図 3-3 (b))。
本研究では特に、Fe 外接ドーピングで
の状態の空間依存性を検討するために、図
3-3(a)に矢印で示した片側のエッジにの
み Fe がドープされた CN-chGNR に注目
した。図 3-4(a)に、その dI/ dV スペクト
ルを示す。 それぞ れのスペ ク トルは 図
3-3(a)の点の 1-3 の位置でそれぞれ取得し
た。１は Fe がドープされていない側のエ
ッジである。この領域では CB のピークが
10 meV に現れた一方で、VB は明瞭でな
い。このバイアスで取得した(c)の CITS 像

図 3-4 Fe ドープした CN-chGNRs の

では CB 特有の対称的なパターンが得られ

(a)dI/dV スペクトル, (b)-(e) CITS 像
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た。2 のスペクトルは Fe がドープされた側のエッジである。ここでは VB のピークが-500
meV に現れ、(b)の CITS 像では Fe ドープされた領域にのみ VB のパターンが観測された。
このように片側エッジの外接ドーピングの効果は局在化し、GNR が非対称な電子状態にな
っていることがわかった。
一方で両側が Fe で終端された CN-chGNR では、CB と VB のピーク位置がそれぞれ-610
meV, -210 meV に現れ、(d), (e)の矢印で示した GNR の CITS 像では左右対称な像が得ら
れた。これは Fe が両端で同程度のドーピングをしていることを示している。
以上の結果は GNR のドープ効果がエッジ近傍に局在する場合があることを示唆するも
のであり、
GNR への外接ドーピングの際のドーピング効果の局在性を指摘するものである。

4

フタロシアニン分子の表面ドーピング
4-1 研究目的
基板表面に吸着した有機半導体分子はしばしば表面と電子の授受を行う(表面ドーピン

グ)。これは分子層の電子状態変調効果に加えて、基板表面のドーピングとしても利用でき
る。ここでは、表面超伝導体への表面ドーピングに着目した。分子は主に van der Waals
力による弱い吸着をするため、表面超伝導体の構造を乱すことなくキャリアドーピングが
可能になると期待できる。
最近、Si(111)-(√7 × √3)-In 表面超構造上に銅フタロシアニン(CuPc)を吸着させること
で、Si(111)-(√7 × √3)-In の転移温度が 0.2 K 上昇することが報告された 11。これはアク
セプタ性の CuPc が Si(111)-(√7 × √3)-In にホールドープした結果と解釈されてきたが、
その機構の詳細は十分に明らかではない。このため、本研究では CuPc に加え、電子アク
セプタ性がより強い F16CuPc による表面ドーピング効果を系統的に調べた。

4-2 実験方法
Si-(√7×√3)-In 表面超構造は、清浄化した Si(111)基板に In を 3 原子層程度蒸着し
た後に 400℃で 10 秒間加熱することで作製した。STM と四端子法を用いて Si(√7×√3)-In の構造と転移温度を確認した後に、CuPc と F16CuPc を真空蒸着した。作
製した試料の構造を STM、電子状態を放射光を用いて室温下で計測した。電気伝導計
測は四端子法を用いて試料の温度を室温～1.6 K まで冷却して計測した。

4-3 実験結果
分子の吸着に伴う Si(111)-(√7 × √3)-In
の超伝導転移温度変化を図 4-1 に示す。(a)
の CuPc を吸着させた試料では、0.8 ML 蒸
着すると転移温度が 0.2 K 上昇した。この転
移温度上昇は CuPc が Si(111)-(√7 × √3)-In
から電子を引き寄せる表面ドーピングの効
果に由来する。一方で、(b)の F16CuPc を吸着
させた試料では 1.0 ML 蒸着時に、CuPc とは

図 4-1 (a)CuPc と(b)F16CuPc 吸着に伴う
Si(111)-(√𝟕 × √𝟑)-In の電気伝導計測

逆に、転移温度は 1.0 K 低下した。
図 4-2(a)にこれらの系の紫外光電子分光(Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy: UPS)
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スペクトルを示す。青線の CuPc と赤線の F16CuPc のスペクトルにおいて、矢印で示した
位置に分子軌道に由来する新たな電子状態が観察された。スペクトルの下部にある破線と
点線はそれぞれ孤立状態と基板に吸着した分子の DOS の計算結果である。これらの計算結
果と実験結果はよく一致しており、分子-Si(111)-(√7 × √3)-In 間の相互作用が比較的弱い
ことが明らかとなった。
図 4-2(b), (c)に Si(111)-(√7 × √3)-In 上の
分子の吸着に伴う差電荷の計算結果を示す。
黄色と水色がそれぞれプラスとマイナスの電
荷を表しており、iso-surface の値は 6.5×10-4
e/Bohr3 とした。両分子において分子と In 間
に負電荷が堆積している様子が観察された。
これは分子が自身の状態を変えずに基板にホ
ールドープしていることを意味する。Barder
解析から電子の移動量を見積もると、CuPc で
は 1.4 e、F16CuPc では 1.8 e と同程度の量が
移動している。以上から、CuPc と F16CuPc は、

図 4-2(a)UPS スペクトル、

分子自身 の電子状 態を変 え るこ とな く Si-

(b) CuPc, (c) F16CuPc 差電荷の空間分布

(√7×√3)-In に対して同程度のホールをドー
ピングしていることが示された。
図 4-3(a), (b)に CuPc が吸着した Si(111)-(√7 × √3)-In の STM 像を示す。CuPc では広
い範囲に渡って菱形のユニットセルが確認された。このユニットセルは Si-(√7×√3)-In 基
板に対して格子整合であることが知られている

。個々の分子の構造に注目すると、CuPc
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は基板に対して分子面が並行に吸着している（face-on)。
一方で、F16CuPc は⾧方形のユニッ
トセルを形成した(図 4-3(c), (d))。一
辺の単位格子の大きさは CuPc のユニ
ットセルよりもわずかに大きい値と
なっており、Si-(√7×√3)-In に対して
格子不整合となっていた。これは
F16CuPc が大きいことや、分子間の反
発に由来すると考えられる。図 4-3
(e), (f) の 別 領 域 の STM 像 か ら
F16CuPc は格子不整合に由来する多数

図 4-3 (a), (b)CuPc, (c)-(f) F16CuPc,の STM 像

のドメインバウンダリーの形成が観察された。一分子の構造に注目すると、CuPc とは異な
り、F16CuPc は⾧傾斜吸着した様子が観察された(図 4-3 (d), (f))。この傾斜吸着した
F16CuPc をシミュレーションで再現したところ、電荷は分子と基板の界面に存在し、電荷の
移動量は 1.3 e と平面吸着した F16CuPc よりも少ないが、CuPc と同程度であった。
これらの吸着形態の違いが CuPc と F16CuPc で真逆の転移温度変化を示した要因である
と考えられる。転移温度変化はホールドープと Cu のスピン磁気モーメントの両観点から議
論できる。CuPc のスピン磁気モーメントは分子の面内方向に広がっていることが知られて
いる 11。このことから、スピン磁気モーメントと基板の伝導電子との相互作用が弱く、ホー
7

ルドープにより転移温度が上昇した。一方で、傾斜吸着した F16CuPc では分子側鎖のスピ
ン磁気モーメントと基板のクーパー対の交換相互作用が生じる。その結果、ドープ効果を相
殺する形で転移温度が低下したと考えられる。
以上の結果は、表面超伝導体へのドーピングでは、分子の電子状態のみならず吸着形態に
も注目することの重要性を示すものである。
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5

総括
本研究では、有機半導体のドーピングに関して、3 つのよく定義された系を対象に、有機

半導体のドーピングに伴う電子状態変化と微視的構造変化を相補的に計測することで、ド
ーピング機構を解明することを目的に研究を行った。
2 章では C60 の Li+内包ドーピングの影響を調べた。Li+の内包ドーピングにより、Li+C60
の軌道エネルギーが低下していることが STM 及び光電子分光の結果から明瞭に示された。
このとき特に、Li+の位置に敏感となる SAMO の空間分布の実験結果を DFT 計算と比較す
ることにより、C60 内部の Li+の位置を決定することができた。本研究により内包ドーピン
グによる SAMO のエネルギー安定化とその空間分布を実験的に確認することができたが、
これは今後の SAMO を用いた新たなエレクトロニクス開拓に有用であろう。
3 章では GNR の側鎖導入によるドーピングを研究した。ここでは欠陥構造や縮合した構
造のないよく規定された GNR (CN-chGNR)を作製できたので、これを研究対象とした。
CN 基のドーピングに伴い、GNR の CB と VB は高束縛エネルギーへシフトし、そのバン
ドギャップは増大した。これは CN 基に由来する分極が原因であると考えられる。さらに、
CN-chGNR に Fe をドーピングしたところ、Fe の量が増加するにつれて、CB が低下し、
バンドギャップが減少した。これは Fe から CN-chGNR への電荷移動に由来すると考えら
れるが、その効果はドープしたエッジ付近に局在することがわかった。以上の結果は、GNR
の外接ドーピングにおけるドーピング効果の局在性の存在を示唆するものであり、GNR 全
体の電子状態変調を行うための重要な注意点を指摘した。
4 章ではフタロシアニン分子の表面ドーピング効果について調べた。ここでは、表面ドー
ピング が 表 面 超 伝 導 体の 転 移 温 度 に 与 え る 影響 に 特 に 着 目 し た 。 表面 超 伝 導 体 Si(√7×√3)-In 上に CuPc を吸着させた場合、CuPc が Si-(√7×√3)-In から電子を引き寄せる
（表面ドーピング）ことで、Si-(√7×√3)-In の超電動転移温度が 0.2 K 上昇した。一方でさ
らにアクセプタ性の強い F16CuPc を吸着させた場合、Si-(√7×√3)-In の超電動転移温度が
1.0 K 低下した。光電子分光や DFT 計算からは、両分子による Si-(√7×√3)-In へのホール
ドーピング量は同程度であった。一方で、STM 計測によると両分子の吸着形態はやや異な
っており、CuPc は平面吸着、F16CuPc では傾斜吸着形態をとった。この結果、F16CuPc で
は分子側鎖のスピン磁気モーメントと基板のクーパー対の交換相互作用が生じた結果、転
移温度が変化していると考えられる。以上の結果は、表面超伝導体へのドーピングは、分子
の電子状態のみならず吸着形態にも強く依存されることがわかった。
本研究ではよく規定された均一な系を作製し、ナノレベルの構造計測と電子状態計測を
行った。外接ドーピングや内包ドーピングのような電荷移動を伴うドーピングでは、分子の
非占有軌道の準位が大きく変調され、外接ドーピングではドーピング効果が局在している
ことが示された。また、表面ドーピングのような効果の小さいドーピングでは電荷移動の界
面に存在しており、分子自身の電子状態を変調していないことが明らかになった。これらの
研究成果はマクロレベルの計測では解明できないことが、ナノレベルで計測することで初
めて明らかになったものである。本研究から得られた知見から、必要な電子状態変調によっ
てこれらの手法を使い分けることにより、対象の分子の電子状態を自在に制御することが
可能になると考えられる。
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