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分子を構成成分とする電気伝導体である分子性導体は、その化学的な制御のしやすさか

ら注目を集めている。電子的に閉殻構造を持つ有機化合物は通常絶縁体だが、キャリアを
導入することにより電気伝導体として利用できる。分子性導体には、電子をキャリアとす

るアクセプター分子と正孔をキャリアとするドナー分子があるが、亜鉛フタロシアニン

（zinc phthalocyanine、以下 ZnPc と略記）はドナー分子であり、p 型半導体として利用

できる。図 1 に示すように、フタロシアニンは、水素と結合したベンゼンの六員環と窒素

を含む五員環からなるイソインドリンユニット（C8 H4 N）４つから構成される芳香族化合
物で、亜鉛フタロシアニン（ZnC32 N8 H16（ZnPc）
）の場合、中心金属が亜鉛となる。単分
子の中心から外側へ亜鉛、窒素、炭素、水素の順で結合している。また、フタロシアニン

では、分子の外側に結合する水素をフッ素や塩素に替えることもできる。図 2 のように水

素をフッ素に替えたフッ素化亜鉛フタロシアニン（ZnC32 N8 F16（F16 ZnPc）
）はアクセプ
ター分子であり、n 型半導体として利用できる。中心金属や結合する元素を変えることで

その性質が変化することは、フタロシアニンの応用性を示している。実用的には、ZnPc
は p 型半導体材料や有機薄膜太陽電池の材料として注目されている物質である。その実
用化に向けては、キャリア注入準位の形成の機構についての基礎的な理解が必要となる。

図 1: 亜鉛フタロシアニン（ZnPc）の単

図 2: フ ッ 素 化 亜 鉛 フ タ ロ シ ア ニ ン

水素の順で結合している。

素になる。

分子。中心から外側へ亜鉛、窒素、炭素、 （F16 ZnPc）の単分子。一番外側がフッ

本研究では第一原理計算により、ZnPc と F16ZnPc の１分子層と２分子層のキャリア

注入準位と各準位の電子密度分布を解析する。分子間に働くファン・デル・ワールス力を

考慮するため、ファン・デル・ワールス密度汎関数法を用い、Vienna Ab-initio Simulation

Package（VASP）というプログラムパッケージ [1,2] を使用した。分子の配向の異なる二
種類（分子が立って結合する場合（図 3）と寝て結合する場合（図 4））を仮定し、原子

を変位させて構造最適化を行うことで安定な分子層を求めた [3,4]。また、分子層の重な
りがキャリア注入準位等に及ぼす影響を調べるため、一分子層と二分子層の結果を比較す
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る。今回の発表では、一分子層の結果を報告する。

図 3: 分子が立って結合する場合の一分子層

図 4: 分子が寝て結合する場合の一分子層

表 1: ZnPc 単分子と F16 ZnPc 単分子の HOMO と LUMO のエネルギー準位

ZnPc 単分子

F16 ZnPc 単分子

EH [eV]

EL [eV]

−4.78

−3.37

−5.42

−4.11

表 1 に ZnPc と F16 ZnPc の単分子の正孔注入準位（HOMO）のエネルギー EH と電

子注入準位（LUMO）のエネルギー EL を示す。真空準位をエネルギーの原点としてい

る。EH と EL のそれぞれについてエネルギー準位を比べると、F16 ZnPc の方が深い準

位になっており、これは F16 ZnPc の電子を受け入れやすい性質に対応している。一方、

ZnPc は F16 ZnPc より高い準位になっており、これは ZnPc の電子を離しやすい性質に
対応している。表 2 に単分子を層状に結合した 1 分子層のエネルギー準位 EH,L と単分

子とのエネルギー差 ∆EH,L を示す。”standing” と ”lying” は、それぞれ、分子が立っ
て結合する場合と分子が寝て結合する場合を示している。エネルギー準位の結果から、層

状にしても単分子の場合と同様に、F16 ZnPc の EH,L の方が ZnPc より低くなることが
分かる。また、∆EH,L に注目すると、ZnPc 層の standing では結合することによりエ

ネルギーが増加し、lying では減少すること、一方、F16 ZnPc 層では逆の傾向があること
が分かる。結合の仕方による違いは、分子に生じる静電ポテンシャルの電気四重極の寄

‒2‒

第21回琉球物性研究会

2021.12.18

与 [5] から説明することができる。電気四重極の静電ポテンシャルは、電気四極子テンソ

ルと分子からの距離と角度に依存している。そのため、分子の結合の仕方でエネルギー準

位が変化する。ZnPc における結果は、ZnPc 分子の分極が図 5 のように、電気四極子テ

ンソルの zz 成分が負であることに起因している。一方、F16 ZnPc 層で逆の傾向があるの
は、図 5 のように、分極ベクトルが ZnPc 分子と逆方向であることに起因している。
表 2: ZnPc 層と F16 ZnPc 層のエネルギー準位と単分子とのエネルギー差

ZnPc 層 (standing)
ZnPc 層 (lying)

F16 ZnPc 層 (standing)
F16 ZnPc 層 (lying)

EH [eV]

EL [eV]

∆EH [eV]

∆EL [eV]

−4.31

−2.91

0.47

0.46

−5.47

−3.41
−4.17

−0.04

−0.04

−3.81

0.39

0.30

−4.82
−5.03

−0.05

−0.06

図 5: ZnPc 分子の電気分極と F16 ZnPc 分子の電気分極
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