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技術の紹介

Fig
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１） 水素ガスー酸素ガス（還元ー酸化）に応答する多環芳香族化合物
一般に安価で安全な多環芳香族化合物
に由来する光学特性を利用した検出技術
は、近年大きな注目を集めている。我々は
独自の手法で大量合成可能なピセン
13,14-ジオンが、水素ガス（還元条件）に応
答し、可視光条件では、黄色が無色に変化
し、紫外線照射下では無蛍光から青色蛍
光に変化する技術を開発した。また、生じ
るピセン13,14ジオールは酸素ガス（酸化条
件）と反応し、水素ガスとは逆の色調変化
を生み出す。なお、この技術は繰り返し利
用することが可能である。

ピセン-1 3 ,1 4 -ジオール

ピセン -1 3 ,1 4 -ジオン

可視光条件下

紫外光照射条件下
（ 3 6 5 nm ）

COMMUNICATION

２） 導電性を有する多環芳香族化合物に組み込まれた安定ラジカル種
幅広いπ共役系を持つ多環芳香族化合物を電子
材料として応用する研究が世界各国で進められて
いる。我々はオルトキノン構造を組み込んだ多環
芳香族化合物に、光照射下、ハロゲン化ホウ素を

作用させると、室温でも安定なラジカル種が生成
することを見出した。この、新奇ラジカル種は、結
晶状態で高い導電性（〜106 Ω cm）を示す。ラジカ
ルを有する芳香環化合物が結晶中で積層構造を
形成していることが、この特異な電気特性を生み
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