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要　　　旨

フタロシアニン誘導体Si(Pc)(OSiR1R2R3)2を用いて凝集状態変化に基づく記録が可能であり，

この凝集状態変化は軸配位子の置換基R1-R3を選択することで制御できることを見出した．また高

分子との混合系記録材料においては，色素と高分子の相互作用は軸配位子の置換基長に大きく依

存する．さらにその構造を単結晶X線回折法によって解析した結果，軸配位子の置換基R1-R3は，

Pc環に対してほぼ平行に広がっているため，大きな軸配位子を有していてもPc環どうしの相互作

用が可能であり，その相互作用形態を軸配位子の置換基R1-R3によって制御できることが明らかに

なった．

ABSTRACT

The aggregation state of the recording layer used phthalocyanine dye derivatives

Si(Pc)(OSiR1R2R3)2 is able to change and to controll by choosing the set of axial substituents R1-R3.

Also the interactions of Pc dyes with polymer are dependent upon the length of axial substituents.

Analysis of crystal and molecular structures by single-crystal X-ray diffraction method reveals that

the Pc skeleton and axial substituents R1-R3 are almost coplanar. This is the reason why interactions

among the Pc macrocyclic rings are still strong even though they have bulky axial substituents. Thus

the dye aggregation state are controlled by the conformation of axial substituents.
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 1．背景と目的

現在，CD-RやDVD-Rのように有機材料を用いた追記型光

ディスクが開発・実用化されている．これらの記録は基本的

に色素の分解によって行われている．色素の分解による記録

では記録領域が広がりやすく，またリムの発生や基板の大き

な変形を伴うため，記録密度が高くなるにつれ良好な記録再

生特性が得られにくくなる．また色素分解には大きなエネル

ギ－が必要となるため，高線速度記録には感度不足で対応で

きなくなることが予想される．

一方，色素分解以外の記録方式としては，色素の会合・

凝集状態を変化させる方式がある．この方式は色素分解によ

る記録よりも高感度で，しかも複素屈折率虚部の大きな変化

を伴うため，高記録コントラストが得られるというメリット

がある．しかしながら，色素の会合・凝集状態を変化させる

ために必要な色素構造やそのメカニズムに関しては，十分な

知見が得られていない．

筆者らは，系列的に構造を変えた色素を合成し，X線単結

晶構造解析によって色素の会合・凝集状態のメカニズムを調

べた．ここでは色素構造解析結果については概略を述べるに

とどめ，主に色素の会合・凝集によるスペクトル変化現象と

色素構造との因果関係について報告する．

 2．技術

2-1 色素／高分子化合物混合系

色素の会合・凝集状態変化を用いて記録を行う方法の1つ

に，色素と高分子化合物の混合系を用いることが提案されて

いる．1)これは，熱によってコンフォメーション変化する導

電性高分子を用いて，会合性の強い色素の会合・凝集状態を

制御するものであり，会合性の強いナフタロシアニン色素の

会合・凝集状態を外部から容易に制御できるようにするため，

ナフタロシアニン色素に軸配位子を導入している．

本実験では，軸配位子を導入したフタロシアニン色素を

用いて，軸配位子を積極的に利用して，色素の会合・凝集状

態を制御することを試みた．まず初めにフタロシニン色素と

高分子化合物の混合系による追記／可逆記録の可能性を検討

した．色素としては有機溶剤への溶解性確保，また高分子化
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合物との相溶性を高める目的で，Fig.1に示すような軸配位

子を有するフタロシアニン(色素1，2，3)を合成した(なお，

以下では軸配位子OSiR1R2R3のうちR1,R2,R3を軸配位子置換基

と呼ぶ ) ． 2) また高分子化合物としては Poly(4-tert-

butylstyrene)を用いた．
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Fig.1 Phthalocyanine (Pc) dye derivatives.

色素と高分子化合物の相互作用の大小を調べるために，

色素と高分子化合物の混合比を変えてガラス基板上にスピン

コ－ト法により膜化し，色素の最大吸収波長の変化を評価し

た．この結果をFig.2に示す．色素1は，膜の最大吸収波長に

色素と高分子化合物の混合比依存性が明瞭に現れない．一方，

色素2，3は，膜の最大吸収波長に色素と高分子化合物の混

合比依存性が明瞭に現れ，膜の最大吸収波長変化量は色素3

が大きくなっている．

Fig.2 Maximum absorption wavelengh dependence on the
mixed ratio of a polymer/dye.
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この結果は，高分子化合物の添加量が少ない場合は，色

素どうしが凝集しあったスペクトルを示すが，高分子添加量

が増加することによって，色素が高分子化合物中に分散され

た状態のスペクトルを示すことを意味している．スペクトル

変化量が大きい色素は，色素どうしの相互作用が大きく，高

分化合物との相溶性が高い色素は，高分子との相互作用が大

きいと言える．したがって，色素1は高分子化合物添加量が

少ない場合の最大吸収波長が色素2，3に比べて短いため，

色素どうしの相互作用が小さく，かつ高分子化合物との相溶

性が色素2，3に比べて悪いこと，および加熱によって容易

に相分離することから，高分子化合物との相互作用力も小さ

いと考えられる．

次に高分子化合物との相溶性が高かった(高分子化合物と

の相互作用が大きい)色素3のスペクトル変化の詳細を調べた．

結果をFig.3に示す．Fig.3の(a)は色素に対する高分子化合物

のモル比(高分子化合物は基本繰返しユニットで計算)が1.03，

(b)は2.57，(c)は10.26の場合を示した．色素に対する高分子

化合物のモル比が1.0～3.0の場合は，熱によって主に色素ど

うしが凝集した状態と，色素が高分子化合物中に分散した状

態間で，スペクトルの可逆変化を発現させることができた

(色素単独の膜における最大吸収波長は698nmであり，溶液

中における最大吸収波長は671nmである)．また色素に対す

る高分子化合物のモル比によって未記録状態を，主に色素ど

うしが凝集した状態とするか，逆に色素が高分子化合物中に

分散した状態とするかを制御できる．このスペクトル変化に

よってFig.4に示すように，ガラス基板／(色素3＋高分子化

合物)／金反射層という層構成(CD-R,DVD-R構造)で，作製直

後の反射スペクトル(a)に対し，高温急冷処理(b)することに

より大きな反射率変化が出現する．またこの反射率変化は，

Fig.5に示すように，良好な繰り返し特性をも有している

(Fig.5は80℃→150℃という10℃おきの加熱と，その後80℃

まで徐冷するサイクルを繰り返したものである．なお観測波

長は715nmである)．ただし色素に対する高分子化合物のモ

ル比が大きくなると，スペクトル変化は起きなくなる．
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Fig.3 Absorption spectra of the Pc dye 3 mixed with a
poly(4-tert-butylstyrene) at room temperature
(20℃), 70℃ and 150℃.
Mixed ratios of a polymer versus Pc dye 3 are (a)
1.03 ; (b) 2.57 ; (c) 10.26.
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Fig.4 Substrate-incident reflective spectra of the Pc dye 3
mixed with a poly(4-tert-butylstyrene). (a)
unrecorded state; (b) recorded state.
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Fig.5 Re-writable characteristics of the Pc dye 3 mixed
with a poly(4-tert-butylstyrene).
Fig.6 ORTEP for drawing for 1.(a) perpendicular to the Pc skeleton; (b) parallel to the Pc skeleton.
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2-2 記録メカニズムの解明

本記録材料系においては，軸配位子置換基が色素どうし

や高分子化合物との相互作用を支配していると考えられるた

め，分子力場計算によって色素1，2，3の最適構造を求めた．

その結果は，軸配位子置換基はフタロシアニン環に対して上

方，または下方にほぼ垂直方向に広がる構造が最安定となっ

た．またR1 = R2 =R3= CH3のX線構造解析の結果から，軸配

位子置換基はフタロシアニン環に対して上方，または下方に

ほぼ垂直方向に広がる構造となる可能性が報告されている．

3)しかし，Fig.2の結果から，長鎖アルキル基が導入された場

合であっても色素間の相互作用が考えられるため，色素間距

離を広げないような構造を考えなければならない．

そこで色素の凝集状態での構造を推定するために単結晶

を作製し，X線構造解析をおこなった．4)その結果，Fig.6～

Fig.7に示すように，軸配位子置換基はフタロシアニン環か
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ら上方または下方に離れるように伸びているのではなく，環

とほぼ平行に伸びていることがわかった．また色素1では，

アルキル基がフタロシアニン環全体を覆うように広がり，そ

の広がりとフタロシアニン骨格の大きさは，ほぼ同一である

ことがわかった．この構造が凝集状態にも同様に反映されて

いると考えれば，軸配位子置換基としてアルキル基を有する

フタロシアニンにおいて，アルキル鎖長やアルキル鎖の組み

合わせによって，色素どうし，あるいは高分子化合物との相

互作用力差が生じていたことが理解できる．
Fig.7 ORTEP for drawing for 2.(a) perpendicular to the Pc skeleton; (b) parallel to the Pc skeleton.
色素と高分子系によるスペクトル変化は，高分子の種類

にも大きく依存し，主鎖に対して大きな側鎖を持つ高分子化

合物でないと色素は高分子中に分散しないことが別の実験か

らわかっており，高分子化合物と色素の相互作用は，高分子

化合物の側鎖と色素の軸配位子置換基間の相互作用であると

考えることができる．軸配位子を持つ色素においては，軸配

位子置換基のアルキル鎖長が長いほど高分子との相溶性が高
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まること，および軸配位子置換基のアルキル鎖がC6H13以下

になると高分子化合物との相溶性が低下することから(この

現象は色素の軸配位子置換基がフタロシアニン骨格に対し上

下方向に広がる構造では説明できない)，色素の軸配位子置

換基がフタロシアニン骨格に略平行に広がる色素においては，

その置換基がフタロシアニン環から十分はみ出る長さが必要

であると考えることができる．また，化合物1では3つの長

い置換基がフタロシアニン環を覆い尽くすように広がるので，

色素どうしの相互作用力を著しく低下させ(色素間距離7.536

Å)，安定な色素凝集状態が形成されないと考えられる．一

方，化合物2のように，化合物1よりも長い置換基を1つ有し

ていても，残りの置換基が短い場合は，置換基がフタロシニ

ン環を覆い尽くさないので，色素どうしの相互作用力が十分

働き(色素間距離7.046Å)，安定な色素凝集状態が形成され

る．

したがって，高分子化合物との混合系で用いる色素の軸

配位子置換基としては，高分子化合物との相互作用を高める

ために，少なくともフタロシアニン骨格から十分はみ出す長

さのアルキル基が必要であり，色素どうしの相互作用を高め

るためには，全ての置換基を長くしないことが重要である．

また，高分子化合物には色素軸配位子置換基と十分相互作用

できるアルキル部位を有する側鎖が必要となる．

2-3 色素単独系

従来から，軸配位子を有する色素は色素間の相互作用力

を容易に制御できるため，高分子との混合系に適する色素と

して用いられており，その有用性は前記実験で確認すること

ができた．しかし，軸配位子によって色素間の相互作用力が

制御できるのであれば，色素単独でも十分スペクトル変化が

起きる可能性がある．また色素／高分子化合物混合系では，

記録は高分子化合物の軟化等の熱変化によって生じるため，

色素分解による記録に比べて再現性や安定性が悪いというデ

メリットが生じる可能性が考えられる．

そこで次に，単に色素凝集状態と高分子への分散状態に

よるスペクトルシフトでななく，色素どうしのみの相互作用

力変化に基づくスペクトル変化(スペクトル形状の変化)を起

こさせることを検討した．色素3は，Fig.2で見られたように，

色素間の相互作用が大きいため，この色素3のR1,R2を変える

ことでスペクトル変化を起こさせることが可能か検証した．
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そこで新たにR1 = R2 = n-C3H7 ，R3 = C12H25 なるフタロシア

ニン誘導体を合成し(色素4)，その特性を評価した．その結

果，色素2，3では色素どうしの相互作用力変化に基づく新

たなスペクトルを出現させることはできなかったが(色素の

凝集と分散によるスペクトルシフトのみが生じた)，色素4に

おいては，Fig.8に示すように，単なるスペクトルシフトで

はなく，新たなスペクトルを出現させることが可能となった．

Fig.8 Absorption spectra of the Pc dye 4 at room
temperature (20℃) and 150℃.

この原因は，単結晶のX線構造解析の結果において，軸配

位子置換基がフタロシアニン環とほぼ平行に伸びていること

によって，フタロシアニン環窒素原子と軸配位子のアルキル

基間で水素結合の可能性が示唆されたことにあると考えるこ

とができる．4)この軸配位子置換基とフタロシアニン骨格間

の水素結合が存在することによって，軸配位子置換基の熱振

動による自由度が低下し，色素の会合・凝集力が高まると考

えられる．色素2，3で色素どうしの相互作用力変化に基づ

く新たなスペクトルを出現させることはできなかった原因は，

軸配位子の3つのアルキル基のうち，2つはCH3基であり，フ

タロシニン骨格の窒素原子と水素結合できる位置にないため，

水素結合によって置換基の自由度を低下させる効果が十分働

かないことが原因であると考えられる．

一方色素4はR1,R2がn-C3H7基であり，フタロシニン骨格の

窒素原子と水素結合できる状態になり，この水素結合箇所の

増加によって置換基の自由度を低下させる効果が十分働くも

のと考えられる．なお，R1,R2が小さい色素3に対して，R1,R2

が大きい色素4のほうが色素どうしの相互作用が高まってい

ることは，水素結合による軸配位子置換基の自由度低下の効

果を考えたことが正しいこと暗示する結果と考えられる．
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この色素の会合を制御して，新たなスペクトルを生じさ

せる記録方法は，記録前後で特に複素屈折率の虚部が大きく

変化するため，非常に大きな記録コントラストがとれ，また

色素を分解する従来の方法に比べて必要なレ－ザ照射強度は

低く，高感度である．さらに分解によって記録する方法で見

られるような記録ピット周辺の大きなリムは存在せず，基板

や反射層にも大きな変形を引き起こさないため，低ジッタを

実現させることが可能となる．

 3．まとめ

軸配位子型フタロシアニンおよび軸配位子型フタロシア

ニン／高分子化合物混合系の追記／可逆スペクトル変化メカ

ニズムを解明し，新規な非穴あけ(光学定数変化型)追記／可

逆記録材料の可能性を提案できた．
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