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仮訳 
 

ティンカートイ（組立ブロック玩具）のような 
（金属有機構造体）材料における導電性への先駆的な道筋が 

Science 誌に掲載される(米国) 
 

2013 年 12 月 9 日 
 
 
 カリフォルニア州リバーモア ― サンディア国立研究所の研究者が、金属有機構造体

(MOF)材料の導電性を実現する新しい方法を考案した。この開発がエレクトロニクス、

センサー、エネルギー変換、エネルギー貯蔵の未来に大きな影響を与える可能性がある。 
 
 Science 誌の掲載論文「Tunable Electrical Conductivity in Metal-Organic 
Framework Thin-Film Devices」は、Science Express の 12 月 5 日版で公表された。サ

ンディアの研究グループと国立標準技術研究所（NIST）の共同研究者によって共同執筆

された論文は、MOF の導電性を 100 万倍増加させることに成功した実験の技術について

述べている。 
 
 「根本的に、本研究は MOF 材料における導

電プロセスの解明に大きく役立ちました。」と

語るのはサンディアの材料科学者で論文の主執

筆者である Alec Talin 氏である。 
 
 導電性を有する MOF のアプリケーションに

は、化学センサー、医療診断、エネルギー捕捉

及び貯蔵、マイクロエレクトロニクスが含まれ

ると、サンディアのシニア研究者の Mark 
Allendorf,氏は言った。  
 
 
金属有機構造体：化学者のための「ティンカー

トイ」 

サンディア国立研究所の研究者である

Mark Allendorf,氏(左)、Alec Talin(中央)、 
Francois Leonard 氏が金属有機構造体

(MOF)の導電性を計測する。Science 誌に

発表された論文に記述されたように、チー

ムは MOF の導電性を 100 万倍高める技術

を開発した。(写真提供：Dino Vournas) 
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材料研究者たちは、金属有機構造体を、主としてガス貯蔵、ドラッグ・デリバリー及

び多孔質材料の従来のアプリケーション等に使用することを考えていた。分子の足場骨

組みに似た結晶構造は、金属イオンで互いに連結した強固な有機分子で構成されている。

こうした無機と有機の要素のハイブリッドが、ナノ細孔性、極めて大きな表面積、並外

れた熱的安定性といった独自の特性の組み合わせを作り出し、安価で従来の無機半導体

の優れた性能と導電性を有した有機ポリマーの特徴である製造の容易さを兼ね備えた新

素材を追求する化学者たちを魅了している。 
 

この研究結果が 28年間のサンディアでのキ

ャリアの中で最もエキサイティングな開発で

あると語った化学者で MOF の専門家である

Allendorf 氏は、これらを化学者の「ティンカ

ートイ」に例えた。 
 
 「子供の時遊んだ『ティンカートイ』を想   

像すると、基本的に棒でお互いをつなげられ

る穴の空いた木の球であることを思い出すで

しょう。」と Allendorf 氏は説明した。「金属

有機構造体も同じように働きます。球の代わ

りに金属イオン、棒の代わりに有機分子とな

るだけです。」 
 
 分子の足場骨組みの内部に生じた空間にゲスト分子を満たすことができるということ

が、MOF が導電するように細孔を利用するという着想をサンディアの Talin 氏にもたら

した。 
 
 「重要なことは、MOF は特別なアプリケーションに適用できる分子の性質を有すると

いうことです。つまり、シリコンや銅のような従来の無機電子材料とは異なり、MOF 上

で化学特性を活用できます。」と Talin 氏。分子は、電子デバイスを製造できる「究極の

小規模構成単位」であるが、操作や組織化が非常に難しいため、実用的な「分子電子工

学」は実現していない。「配置したい分子をどのように結合するのか ― これらの課題

が材料科学者たちを悩ませ続けています。」と Talin.氏は語った。 
 
 
空間の力 

 
 そこで、Talin.氏は異なるアプローチを考えた。「MOF を用い、分子を組織化するた
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めにナノ細孔を使うことで、この問題を克服するこ

とができます。秘訣は全体の構造体と結合して、相

互作用する適切な種類の分子を選ぶことです。」い

くつかの金属有機構造体には、ティンカートイの球

に細孔に入り込む分子を結合することができる空い

た穴がある、と Talin 氏は言う。 
 
 「このアプローチはシリコンとは異なるため、そ

の電気特性を変えることはできません。」と Talin
氏。「（シリコンでは、）微量のドーパントをシリ

コンに加えたり、他の不純物を導入したりしますが、

我々のアプローチは、まさに希望どおりの特性の材

料をオーダーメイドですぐに作れる可能性がありま

す。これが分子電子工学の長所です。」 
 
 自らの仮説を検証するために、サンディアと

NIST の研究者たちはテトラシアノキノジメタン

（TCNQ）と呼ばれる分子を構造体に追加した。最

初に、表面にプラチナ電極を模様付けした基板に

MOF 薄膜をコーティングした。（次に）同基板を、

TCNQ 分子を含んだ溶液に浸した。この TCNQ 分

子は MOF の細孔に浸透することが分かっている。

TCNQ を含んだ MOF 薄膜が電極の接点を介して、

計測用の電流計に接続された。 
 
 「正直、うまくいくとは思っていませんでした。」と Allendorf 氏は言った。「しかし、

それが科学のすばらしいところで、間違いが幸運に結びつくのです。」 
 
実験結果は良好 

 
最初は比較的少量であったが、研究チームは MOF 材料が導電しているのを発見した。

「何か良いことが起こったのは明らかだったので、とてもワクワクしました。」と

Allendorf 氏。 
 
 研究所の製造プロセスを最適化することで薄膜の品質を少しずつ、しかし重要な改善

を加えながら、何度も実験が繰り返された。 
 
 「条件は重要です。それで、私たちはゲスト分子を受け入れる構造体をどのように準

実験で、サンディア国立研究所の研究者が

TCNQ と呼ばれる分子を金属有機構造体

(MOF)に加えた。この短い動画は MOF を

通して電気が流れる道筋を形成した TCNQ
分子の鎖を描いている。碧青色の球は炭素

原子、白色は水素、青色は窒素、赤は酸素、

赤銅色は銅を表している。(動画提供：サン

ディア国立研究所) 
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備するかについては、とても慎重になる必要がありました。」と Allendorf 氏は語った。

薄膜から水分や過剰な溶剤を取り除くことは、取るに足らないことではない、と彼は言

った。研究チームは数か月に亘りプロセスを微調整した。そうすることにより、導電性

が急増し始めた。 
 
 「増加率は膨大でした。」と Talin 氏、材料の導電性は、今や当初の材料と比べて百万

倍高く、過去に報告された金属有機構造体を使ったどんなものよりも 1,000 倍高くなっ

ている、と彼は言った。 
 
 研究者たちは、本アプローチの特許の取得を計画しており、また、他のゲスト分子で

実験するため、さらなる資金提供を得たいとしている。 
 
 
ムーアの法則と他のアプリケーションに対応する 

 
「このプロジェクトの大きな成功が、電気的に活性化する材料の設計における全く新

しい道筋を開きます。」と Talin 氏。有機材料は安価かつ機械的柔軟性を提供する、と彼

は強調した。「呼気分析やマイクロエレクトロニクス等、この研究に関連する潜在的な

アプリケーションは何百もあります。」 
 
 ムーアの法則について行くための、より小さく、より速い電子デバイスを製造する能

力は、いつも分子電子工学の分野での動機付けになった、と Allendorf 氏。MOF には細

孔サイズ又は約 1nm の大きさで分子電子デバイスを製造する潜在力がある。 
 
 太陽光発電技術が、潜在力のあるもう一つのアプリケーションである、と Allendorf
氏は言った。そして、米・エネルギー省のエネルギー効率・再生可能エネルギー部はい

くつかの初期研究に資金提供を実施した。「導電性を有した MOF を使って、安価な多結

晶シリコン等の従来の無機薄膜材料で実現可能な高い変換効率と、有機太陽電池の柔軟

性をとても上手く組み合わせることができるかもしれません。」 
 
 「次の段階では、異なるホスト分子とゲスト分子の調査が必要です。」と Talin 氏。「異

なる MOF 構造や有機分子を用いて、新しい挙動が出現するかどうかを観察する実験を行

いたいと考えています。新たに知ることで、どうなるのかを見てみたいです。」 
 
 サンディア国立研究所は、DOE の国家核安全保障庁のための多種のプログラムを行う

研究所で、ロッキード･マーティン社 (Lockheed Martin company) の 100%子会社であ

るサンディア社(Sandia Corporation)によって運営されている。サンディア国立研究所の

主な施設はニューメキシコ州アルバカーキとカリフォルニア州リバーモアにあり、国家
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安全保障、エネルギー･環境技術、そして経済競争の分野における重要な研究開発という

責務がある。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料はサンディア国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Pioneering path to electrical conductivity in ‘Tinkertoy’ materials to appear in 
Science”  
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/mof_materials/ 
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