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(54)【発明の名称】新規チオエーテル誘導体、その製造方法及び用途
(57)【要約】
【課題】

光又は電気エネルギーによる刺激を受け

ると直ちに発光により応答する例えばメモリーのスイッ
チ機構材料として有用な新規デンドリマー化合物を提供
する。
【解決手段】

コアと、下記式；

【化５９】

〔式中、環Ａは同素又は複素六員環を表す。〕で表され
るユニット１からなる樹状構造と、表面官能基とを必須
構成要素として含有することを特徴とするデンドリマー
化合物。

( 2 )

特開２００２−２２０４６８

1

2

【特許請求の範囲】

ドリマー化合物。

【請求項１】

【請求項４】

コアと、下記式；

【化１】

樹状構造の世代数が２〜１０であって、

樹状構造が、請求項１に記載のユニット１からなる世代
と、請求項２に記載のユニット２からなる世代又は／及
び請求項２に記載のユニット３からなる世代とから構成
されていることを特徴とする請求項１〜２のいずれかに
記載のデンドリマー化合物。
【請求項５】

〔式中、環Ａは同素又は複素六員環を表す。〕で表され
るユニット１からなる樹状構造と、表面官能基とを必須

の環Ａが、ベンゼン環、ピリミジン環又はトリアジン環
10

であることを特徴とする請求項１〜４に記載のデンドリ

構成要素として含有することを特徴とするデンドリマー

マー化合物。

化合物。

【請求項６】

【請求項２】

ユニット１、ユニット２及びユニット３

コアと、請求項１に記載のユニット１及

表面官能基が、置換されていてもよいア

ルキル基、置換されていてもよいアラルキル基、アルコ

び下記式；

キシ基、アルキルカルボキシル基、第四アンモニウム基

【化２】

であることを特徴とする請求項１〜５に記載のデンドリ
マー化合物。
【請求項７】

表面官能基が、ｔ−ブチル基である請求

項６に記載のデンドリマー化合物。
【請求項８】
20

コアが発色官能基であることを特徴とす

る請求項１〜７に記載のデンドリマー化合物。

〔式中、環Ａは同素又は複素六員環を表す。〕で表され

【請求項９】

コアがローダミン色素、キナゾリン、ペ

るユニット２又は／及び下記式；

リレン（perylene）、アゾ化合物、２，５−ジヒドロキ

【化３】

シ安息香酸メチルエステル、ポルフィリン、４，４
ジヒドロキシビフェニル、１−（４，４

，４

−

−トリ

ヒドロキシフェニル）エタンおよびクマリン誘導体から
選ばれる化合物の残基であることを特徴とする請求項１
〜７に記載のデンドリマー化合物。
【請求項１０】
〔式中、環Ａは同素又は複素六員環を表す。〕で表され
るユニット３からなる樹状構造と、表面官能基とからな

下記式；

【化４】
30

ることを特徴とするデンドリマー化合物。
【請求項３】

コアと、請求項１に記載のユニット１か

らなる部分樹状構造、請求項２に記載のユニット２から
なる部分樹状構造及び請求項２に記載のユニット３から

〔式中、環Ａは、

なる部分樹状構造のうち２種以上部分樹状構造を有する

【化５】

樹状構造と表面官能基とからなることを特徴とするデン

１

【請求項１１】

基Ｂ、置換基Ｃ及び置換基Ｄを有し、上記環の結合手以

なってアルカリ金属、水素原子、置換されていてもよい

外の位置は置換されていてもよく、置換基Ｂは、−Ｓ

アルキル基、アラルキル基、カルバモイル基又はチオカ

(Ｏ)ｎ Ｒ

１

｛式中、ｎは０〜２の整数を表し、Ｒ

換基を表す。｝を表し、置換基Ｃは、Ｘ
Ｘ

１

は介在基を表し、Ｒ

２

１

Ｒ

２

１

は置

及びＲ が、それぞれ同一又は異

ルバモイル基である請求項１０に記載のチオ化合物。

｛式中、

【請求項１２】

は置換基を表す。｝を表し、

１

Ｘ

がメチレン基、ジメチルメチレン

基、酸素原子、硫黄原子、スルホキサイド又はスルホン

置換基Ｄは、環Ａと炭素原子を介して結合している置換
基を表す。〕で表されるチオ化合物。

Ｒ

２

を表される環であって、結合手が延びている位置に置換

基である請求項１０又は１１に記載のチオ化合物。
50

【請求項１３】

置換基Ｄが、シアノ基、ホルミル基又

( 3 )

特開２００２−２２０４６８

3
はＸ

２

Ｒ

３

２

〔式中、Ｘ

4

は置換されていてもよいメチレ

ン基、カルボニル基又はチオカルボニル基を表し、Ｒ

されていてもよいアルコキシ基、（７）上記置換基で置

３

換されていてもよいチオアルコキシ基、（８）上記置換

は保護されていてもよい水酸基、メルカプト基又はアミ
ノ基を表す（但し、Ｘ

２

がカルボニル基でＲ

３

基で置換されていてもよいフェニル基、又は（９）上記

が水酸基

置換基で置換されていてもよいアラルキル基を表す。Ｒ

である場合を除く）。〕で表される基である請求項１０

６

〜１２のいずれかに記載のチオ化合物。

ルチオ基、ニトロ基、シアノ基、ジメチルアミノ基、又

【請求項１４】

はジエチルアミノ基を意味する。〕で表される化合物又

３，５−ジメルカプトベンジルアルコ

ール。
【請求項１５】

はその塩。
３，５−ジメルカプトベンジルメルカ

プタン。
【請求項１６】

は水素、水酸基、アルキル基、アルコキシ基、アルキ

【発明の詳細な説明】
10

式

【０００１】
【発明が属する技術分野】本発明は、新規チオエーテル

【化６】

誘導体、その製造方法及び用途、特にＳ含有デンドリマ
ー及びその合成中間体に関する。
【０００２】
【従来の技術】デンドリマー化合物は、特異な高分子構
造を有し、広範囲な分野への応用が期待されている。デ
ンドリマー化合物は中心のコア（核）と、規則的正しい
枝分かれ（ユニット）を繰り返して構成される樹状構造

〔式中、Ｒ１ 及びＲ２ はそれぞれ（１）ナトリウム、カ
リウム等のアルカリ金属、（２）水素原子、（３）フッ

と最外層に配置される表面官能基とが三次元的に展開す
20

る特異な化学構造を有し、例えばナノ科学、通信科学、

素原子、塩素原子、臭素原子、アルコキシ基又はチオア

電子材料科学、医学、薬学、生物学、界面科学、材料科

ルコキシ基等で置換されていてもよいアルキル基、

学等の分野で多くの研究がなされている（ＶＣＨ出版会

（４）上記置換基で置換されていてもよいフェニル基、

社１９９６年発行の「Dendritic Molecules」、１９９

又は（５）上記置換基で置換されていてもよいアラルキ

８年６月現代化学第２０〜４０頁「デンドリマーの分子

ル基、（６）式

設計」、「デンドリマ−の多彩な機能」、高分子４７巻

【化７】

１１月号（１９９８年）「デンドリマーの非線形光学材
料への応用」）。デンドリマーの科学は１９９０年半ば
ころから脚光を浴び研究数が増えてきた最新の科学とい
える。又、例えば医薬・農薬への利用（特開平７−３３
30

０６３１）、太陽電池、電子写真感光体への利用（特開

で表されるジ置換カルバモイル基又はチオカルバモイル

平１１−４０８７１）、電子材料への利用（特開平１１

基を表す。ここで、Ｒ７ は（１）フッ素原子、塩素原

−１７１８１２）、液晶への利用（特開２０００−２６

子、臭素原子等のハロゲン原子で置換されていてもよい

４９６５）、塗料、インキへの利用（特開平１１−１４

アルキル基、（２）上記置換基で置換されていてもよい

０１８０）、蛍光性樹脂シートへの利用（特開平１１−

フェニル基、又は（３）上記置換基で置換されていても

３２３３２４）、検出又は定量方法への利用（特開平１

よいアラルキル基を表し、Ｚは酸素原子もしくは硫黄原

１−２１８４９４）、生物応答調節剤への利用（特表平

子を表す。ｎは０〜２の整数を、Ｘはメチレン基、ジメ

８−５１０７６１）等、種々の産業上利用可能な発明が

チルメチレン基、酸素原子、硫黄原子、スルホオキサイ

提供されている。

ド、又はスルホン基を表す。Ｒ３ 及びＲ４ は（１）水素
原子、（２）フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロ

【０００３】
40

【発明が解決しようとする課題】本発明は優れた機能を

ゲン原子で置換されていてもよいアルキル基、（３）上

有する新規デンドリマー化合物ならびにその製造のため

記置換基で置換されていてもよいフェニル基、又は

に有用な新規合成中間体を提供することを課題とする。

（４）上記置換基で置換されていてもよいアラルキル

より具体的には、光又は電気等のエネルギーを受ける

基、もしくはＲ３ 及びＲ４ で結合を形成してメチン基、

と、樹状構造部分に存在する電子が直ちに電子不足とな

ケトン基もしくはチオケトン基を形成していてもよい。

っているコアに流入して、コア部分が発光することがで

更に、Ｃ、Ｒ３ 、Ｒ４ 及びＲ５ でシアノ基を形成してい

きる。従って電子材料（例えばメモリーのスイッチ）と

てもよいことを表す。Ｒ５ は（１）水酸基、（２）メル

して有用な新規デンドリマー化合物を提供することを主

カプト基、（３）アミノ基、（４）ホルミル基、（５）

目的とする。本発明のその他の目的は、下記の発明から

フッ素原子、塩素原子、臭素原子等ハロゲン原子で置換

明らかとなる。

されていてもよいアルキル基、（６）上記置換基で置換

50

【０００４】

( 4 )

特開２００２−２２０４６８

5

6

【課題を解決するための手段】上記課題に対して本発明
者らは鋭意検討した結果、本発明のＳ原子含有デンドリ
マー化合物の創製に成功した。又、本発明者らは、本発
明のデンドリマー化合物は樹状構造部に多数のイオウ原
子を使用することで、酸素原子にはないｄ−軌道電子の
活用を検討した。イオウ原子のｄ−軌道電子は酸素原子

〔式中、環Ａは同素又は複素六員環を表す。〕で表され

のｐ−軌道電子よりも原子核により遠く存在するので、

るユニット３からなる樹状構造と、表面官能基とからな

より動きが自由な電子であること、光又は電気エネルギ

ることを特徴とするデンドリマー化合物、（３）

ーがｄ−軌道電子により、電子不足構造となっているコ
アに容易に伝達されること、コア構造に発光性化合物残

コア

と、前記（１）に記載のユニット１からなる部分樹状構
10

造、前記（２）に記載のユニット２からなる部分樹状構

基を用いると伝達された電子によってコア部分が発光す

造及び前記（２）に記載のユニット３からなる部分樹状

ること、酸素原子よりもイオウ原子の方が樹状構造とコ

構造のうち２種以上部分樹状構造を有する樹状構造と表

アとの分極が大きいこと、従って本発明のデンドリマー

面官能基とからなることを特徴とするデンドリマー化合

化合物は例えば電子材料（例えばメモリーのスイッチ手

物、（４）

段）として有用であること等の新知見を得た。

状構造が、前記（１）に記載のユニット１からなる世代

【０００５】又、本発明者らは、Ｓ原子含有デンドリマ

と、前記（２）に記載のユニット２からなる世代又は／

ー化合物は酸化による劣化が起こり得るが、樹状構造の

及び前記（２）に記載のユニット３からなる世代とから

外側（コアと反対側）に表面官能基として、立体的にバ

構成されていることを特徴とする前記（１）〜（２）の

ルキーな置換基（好ましくはｔ−ブチル基）を配するこ

いずれかに記載のデンドリマー化合物、（５）

とにより、デンドリマー化合物の耐久性を増大させ高寿

20

樹状構造の世代数が２〜１０であって、樹

ユニッ

ト１、ユニット２及びユニット３の環Ａが、ベンゼン

命化をもたらすことも知見した。又、本発明者らは、本

環、ピリミジン環又はトリアジン環であることを特徴と

発明のＳ原子含有デンドリマーが特定構造の新規合成中

する前記（１）〜（４）に記載のデンドリマー化合物、

間体から工業的に有利に製造され得ることを知見した。

（６）

本発明者らはこのような数多くの新知見を得、さらに検

基、置換されていてもよいアラルキル基、アルコキシ

討を重ねて、本発明を完成するに至った。

基、アルキルカルボキシル基、第四アンモニウム基であ

【０００６】すなわち、本発明は（１）

コアと、下記

表面官能基が、置換されていてもよいアルキル

ることを特徴とする前記（１）〜（５）に記載のデンド

式；

リマー化合物、（７）

表面官能基が、ｔ−ブチル基で

【化８】

ある前記（６）に記載のデンドリマー化合物、（８）
コアが発色官能基であることを特徴とする前記（１）〜
30

（７）に記載のデンドリマー化合物、（９）

コアがロ

ーダミン色素、キナゾリン、ペリレン（perylene）、ア
ゾ化合物、２，５−ジヒドロキシ安息香酸メチルエステ
ル、ポルフィリン、４，４
ル、１−（４，４

るユニット１からなる樹状構造と、表面官能基とを必須

エタンおよびクマリン誘導体から選ばれる化合物の残基

構成要素として含有することを特徴とするデンドリマー

であることを特徴とする前記（１）〜（７）に記載のデ

化合物、（２）

ンドリマー化合物、（１０）

コアと、前記（１）に記載のユニット

１及び下記式；

，４

−ジヒドロキシビフェニ

〔式中、環Ａは同素又は複素六員環を表す。〕で表され

−トリヒドロキシフェニル）

下記式；

【化１１】

【化９】

〔式中、環Ａは、
【化１２】
〔式中、環Ａは同素又は複素六員環を表す。〕で表され
るユニット２又は／及び下記式；
【化１０】
を表される環であって、結合手が延びている位置に置換
50

基Ｂ、置換基Ｃ及び置換基Ｄを有し、上記環の結合手以

( 5 )

特開２００２−２２０４６８

7

8

外の位置は置換されていてもよく、置換基Ｂは、−Ｓ
(Ｏ)ｎ Ｒ

１

｛式中、ｎは０〜２の整数を表し、Ｒ

換基を表す。｝を表し、置換基Ｃは、Ｘ

１

１

は置

（４）上記置換基で置換されていてもよいアラルキル

｛式中、

基、もしくはＲ３ 及びＲ４ で結合を形成してメチン基、

は置換基を表す。｝を表し、

ケトン基もしくはチオケトン基を形成していてもよい。

置換基Ｄは、環Ａと炭素原子を介して結合している置換

更に、Ｃ、Ｒ３ 、Ｒ４ 及びＲ５ でシアノ基を形成してい

Ｘ

１

は介在基を表し、Ｒ

２

Ｒ

２

記置換基で置換されていてもよいフェニル基、又は

基を表す。〕で表されるチオ化合物、（１１）

１

及

てもよいことを表す、Ｒ５ は（１）水酸基、（２）メル

が、それぞれ同一又は異なってアルカリ金属、水

カプト基、（３）アミノ基、（４）ホルミル基、（５）

素原子、置換されていてもよいアルキル基、アラルキル

フッ素原子、塩素原子、臭素原子等ハロゲン原子で置換

びＲ

２

Ｒ

基、カルバモイル基又はチオカルバモイル基である前記
（１０）に記載のチオ化合物、（１２）

Ｘ

１

がメチレ

されていてもよいアルキル基、（６）上記置換基で置換
10

されていてもよいアルコキシ基、（７）上記置換基で置

ン基、ジメチルメチレン基、酸素原子、硫黄原子、スル

換されていてもよいチオアルコキシ基、（８）上記置換

ホキサイド又はスルホン基である前記（１０）又は（１

基で置換されていてもよいフェニル基、又は（９）上記

１）に記載のチオ化合物、（１３）

置換基で置換されていてもよいアラルキル基を表す、Ｒ

ノ基、ホルミル基又はＸ

２

３

Ｒ

置換基Ｄが、シア

〔式中、Ｘ

２

は置換され

６

ていてもよいメチレン基、カルボニル基又はチオカルボ
ニル基を表し、Ｒ

３

ルカプト基又はアミノ基を表す（但し、Ｘ
ル基でＲ

３

ルチオ基、ニトロ基、シアノ基、ジメチルアミノ基、又

は保護されていてもよい水酸基、メ
２

はジエチルアミノ基を意味する。〕で表される化合物又

がカルボニ

はその塩、に関する。

が水酸基である場合を除く）。〕で表される

【０００７】

基である前記（１０）〜（１２）のいずれかに記載のチ
オ化合物、（１４）

３，５−ジメルカプトベンジルア

ルコール、（１５）

３，５−ジメルカプトベンジルメ

ルカプタン、及び（１６）

は水素、水酸基、アルキル基、アルコキシ基、アルキ

【発明の実施の形態】本発明における用語の定義は、下
20

記のとおりである。アルキル基は直鎖もしくは分枝状で
あってよく、炭素数１〜６のものが優れている。アルコ

式

キシ基は直鎖もしくは分枝状であってよく、炭素数１〜

【化１３】

６のものが優れている。アラルキル基はアリール基とア
ルキル基とが結合した基であって、アルキル基は上記の
同意義であって、アリール基は炭素数５〜１２のものが
優れ、好ましくは炭素数６〜８である。アリール基は複
素芳香環であってよく、１〜３の炭素原子と１〜３の酸
素、イオウ又は／及び窒素原子からなるものが優れてい

〔式中、Ｒ１ 及びＲ２ はそれぞれ（１）ナトリウム、カ
リウム等のアルカリ金属、（２）水素原子、（３）フッ

る。「置換されていてもよい」における置換基としては
30

例えば炭素数１〜２０の炭素数を有する炭化水素基（例

素原子、塩素原子、臭素原子、アルコキシ基又はチオア

えば炭素数１〜６のアルキル基、炭素数５〜１２のアラ

ルコキシ基等で置換されていてもよいアルキル基、

ルキル基等の炭化水素基が好ましい）、炭素数１〜６の

（４）上記置換基で置換されていてもよいフェニル基、

アルコキシ基、ハロゲン、水酸基、メルカプト基等が挙

又は（５）上記置換基で置換されていてもよいアラルキ

げられる。又、介在基としては、例えば直鎖もしくは分

ル基、（６）式

枝状の炭素数１〜６のアルキレン基、−Ｏ−、−Ｓ−、

【化１４】

−ＳＯ２ −、−ＳＯ−又は−Ｏ−、−Ｓ−、−ＳＯ
２

−、もしくは−ＳＯ−を含む炭素数１〜６のアルキレ

ン基が挙げられる。表面官能基は、置換されていてもよ
い炭素数１〜２０の炭化水素基であってよく、好ましく
で表されるジ置換カルバモイル基又はチオカルバモイル

40

基を表す。ここで、Ｒ７ は（１）フッ素原子、塩素原

は式
【化１５】

子、臭素原子等のハロゲン原子で置換されていてもよい
アルキル基、（２）上記置換基で置換されていてもよい
フェニル基、又は（３）上記置換基で置換されていても
よいアラルキル基を表し、Ｚは酸素原子もしくは硫黄原

（式中、Ａは上記の定義と同一）で表わされる。Ａは、

子を表す、ｎは０〜２の整数を、Ｘはメチレン基、ジメ

好ましくは例えば１〜３個の上記アルキル基、１〜３個

チルメチレン基、酸素原子、硫黄原子、スルホオキサイ

の上記アルコキシ基又は／及び１〜３個のＣＯＮＨ（Ｃ

ド、又はスルホン基を表す、Ｒ３ 及びＲ４ は（１）水素

Ｈ２ ）２ Ｎ （ＣＨ３ ）３ 、最も好ましくは１〜３個の

原子、（２）フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロ

ｔ−ブチル基で置換されている。１〜３個のうち、２個

ゲン原子で置換されていてもよいアルキル基、（３）上

＋

50

の置換基による置換が好ましい。

( 6 )

特開２００２−２２０４６８

9

10

【０００８】本発明において、同素又は複素六員環とし

メトキシ基、エトキシ基、ｉ−プロポキシ基、ｔ−ブト

ては、具体的にはベンゼン環、ピリジン環、トリアジン

キシ基等が挙げられる。発色官能基としては、公知の発

環、ジアジン環（たとえばピリダジン環、ピリミジン

色官能基であってよく、具体的には例えばＤ−ダミン色

環、ピラジン環など）が挙げられる。表面官能基として

素、キナゾリン、ペリレン、アゾ化合物、２，５−ジヒ

は、具体的にはｔ−ブチル基、ＣＯＮＨ（ＣＨ２ ）２ Ｎ

ドロ安息香酸メチルエステル、ポルフィリン、４，４

＋

−ジヒドロキシビフェニル又は１−（４，４

（ＣＨ３ ）３ 、メトキシ基などのアルコキシ基等が挙

，４

−

げられるが、本発明においては最も好ましくはｔ−ブチ

トリヒドロキシフェニル）エタンから導かれる基が好ま

ル基である。アルキル基は、直鎖もしくは分枝状であっ

しい。上記（１０）〜（１４）に記載された合成中間体

てよく、好ましくは炭素数がＣ１

− ４

であるものが好ま

しい。具体的には、メチル、エチル、ｎ−プロピル、イ

は新規化合物であるが、自体公知の反応に従い工業的に
10

容易に製造され得るその一例を以下に示す。

ソプロピル、ｔ−ブチル等が挙げられる。アラルキル基

【０００９】

としては、ベンジル、フェネチル等が挙げられる。アル

【実施例】

コキシは、直鎖もしくは分枝状であってよく、好ましく

【化１６】

は炭素数がＣ１

−

４

であるものが好ましく、具体的には

【００１０】このようにして得られる合成中間体を用い

50

て、デンドリマーを製造する。自体公知の反応手段、例

( 7 )

特開２００２−２２０４６８

11

12

えば中心のコアから外側の樹状構造さらに表面官能基に

ント合成法のいずれでもよい。このようにして下記する

向かって化学合成を進めていくダイバージェント合成法

化合物やデンドリマーが得られる。

又は最外層の表面官能基から内側に向かって樹状構造さ

【００１１】

らにコアに向かって化学合成を進めていくコンバージェ

【化１７】

【００１２】上記の製造方法の反応をさらに進めると例

得られる。

えば下記するより世代数の大きいデンドリマー化合物が

【化１８】

( 8 )

特開２００２−２２０４６８

13

【００１３】

14

【化１９】

( 9 )

特開２００２−２２０４６８

15

16

【００１４】次いで、実施例を用いて本発明を説明する
が、本発明は実施例のみ限定して解釈すべきではない。
実施例に関する反応を図示する。Ｅｘは実施例を表す。

【００１５】
30

【化２０】

( 10 )

特開２００２−２２０４６８

17

【００１６】

18

【化２１】

( 11 )

特開２００２−２２０４６８

19

【００１７】

20

40

【化２２】

( 12 )

特開２００２−２２０４６８

21

【００１８】

22

【化２３】

( 13 )

特開２００２−２２０４６８

23

【００１９】

24

【化２４】

( 14 )

特開２００２−２２０４６８

25

上記と同様にして下記化合物を製造できる。
【００２０】

26

【化２５】

( 15 )

特開２００２−２２０４６８

27

【００２１】

28

【化２６】

( 16 )

特開２００２−２２０４６８

29

【００２２】

30
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【化２７】

( 17 )

特開２００２−２２０４６８

31

32

【００２３】

【化２８】

【００２４】

【化２９】

( 18 )
33

【００２５】
【化３０】

特開２００２−２２０４６８
34

( 19 )

特開２００２−２２０４６８

35

36
【００２６】
【化３１】

( 20 )

特開２００２−２２０４６８

37

38

【００２７】本発明化合物の用途についての一例を図に
基づいて具体的に説明する。図１は、本発明の単一電子
トンネル素子の層構成を示す模式図である。本発明で
は、基板１上に下部電極２、下部ポリイミドＬＢ膜層
３、中間電極層４、上部ポリイミドＬＢ膜層５及び上部
電極６を順次積層することにより、単一電子トンネル素
子を構成する。基板１を構成する材料としては特に制限

【００２９】次に、下部ポリイミドＬＢ膜層３の上に、

はなく、例えば金属、ガラス、陶磁器、セラミックス、

中間電極層４として本発明デンドリマー分子を挿入した

プラスチック等の通常電子部材の基板として使用される

ポリイミドＬＢ膜を単分子層形成する。その際に、本発

材料を使用することができる。また、下部電極２及び上

30

明デンドリマー分子を中間電極として機能させるために

部電極６としては、金、銀、銅などの金属薄膜等を使用

は、ポリイミドLB膜中に本発明デンドリマー分子を適当

することができる。下部電極２の上には、下部ポリイミ

な濃度（0. 01‐1％）で使用することが必要である。中

ドＬＢ膜層３を形成させる。本発明において、ポリイミ

間電極層４の上には、上部ポリイミドＬＢ膜層５を下部

ドＬＢ膜とはラングミュア・ブロジェット法により形成

ポリイミドＬＢ膜層３と同様に形成させる。この上部ポ

された、ポリイミドの単分子膜あるいはその累積膜を意

リイミドLB膜層５は、２０−３０層のポリイミド単分子

味する。本発明の単一電子トンネル素子では、この下部

膜を累積することで構成される。この上部ポリイミドLB

ポリイミドＬＢ膜層３を１３−３０層のポリイミド単分

膜層５の上に、上部電極６を積層することによって、本

子膜を累積することで構成できる。ポリイミドＬＢ膜を

発明の単一電子トンネル素子が得られる。この単一電子

構成するポリイミドとしては、各種の構造を有するポリ
イミドを使用することが可能であるが、式２５で表され

トンネル素子では、電子トンネル層となる、下部ポリイ
40

ミドＬＢ膜層３、上部ポリイミドＬＢ膜層５及び中間電

る繰り返し単位を有するポリイミドを使用した場合に

極層4を全てポリイミドＬＢ膜からなる有機分子材料に

は、単分子膜の厚さが制御可能となるので好ましい。そ

より構成することで、良好な単一電子トンネル伝導特性

の場合、ポリイミドＬＢ膜層３の形成は、ポリイミドの

を発現させることが可能となる。

前駆体であるポリアミド酸の状態で単分子膜の累積を行

【００３０】実施例１

った後に、化学処理によりイミド化を行うことが好まし

メチル

い。

造

【００２８】

【化３３】

【化３２】

３，５−ビス−ジメチルチオベンゾエートの製

( 21 )

特開２００２−２２０４６８

39

メチル

40

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルフェ

ニルベンゾエート２０ｇを乾燥メタノール５００に加熱

点４６℃。
10

溶解し、窒素雰囲気中ナトリウムメトキシド３０ｇを滴

1

H‑NMR(δppm, CDCl3 , TMS); 2.5(6H, s), 3.9(3H, s),
7.2(1H, s), 7.6(2H, s)

下した。その後、混合物を１時間加熱還流下に反応させ

【００３１】実施例２

てから、少し冷やし、沃化メチルを過剰に加え、混合物

３，５−ジメチルメルカプトベンジルアルコールを経て

を３時間加熱還流下に反応させ、減圧下に濃縮して得た

３，５−ジメチルメルカプトベンジルブロマイドの製造

残渣をクロロホルムを用いるクロマトグラフィーで精製

【化３４】

して目的物を得た。収量１０．５ｇ（７９．３％）、融

ソディウムジヒドロビス（２−メトキシエトキシ）アル

30

色の透明液となるが徐々に白結晶（

−

ＰＰｈ３ →０）が

ミネート（トルエン中７０％、５０ｇ、０．１７モル）

析出する。３時間２０〜２５℃で反応後、白結晶を除

を乾燥テトラヒドロフランに窒素気流中に溶解し、これ

き、濃縮し残渣をカラムクロマト（ＣＨ２ Ｃｌ２ ：ヘキ

にメチル

サン＝１：１）で精製し、３，５−ジメチルメルカプト

３，５−ジメチルメルカプトベンゾエート２

２．８ｇのテトラヒドロフラン１００ｍＬ溶液を５〜１

ベンジルブロマイドを得た。収量２１．６ｇ（８２

０℃で滴下した。その後、混合物を同温度で６時間撹拌

％）、融点７６〜７７℃。ＴＨＦはテトラヒドロフラン

した。これを５０ｍＬの濃塩酸と氷水１Ｌとの混合物に

を表わす（明細書の他の個所でも同じ）。

加え、クロロホルム１Ｌで抽出した。抽出液をクロロホ

【００３２】実施例３

ルムを展開液としたクロマトグラフィーで精製した。溶

メチル

出液を減圧下に濃縮乾固して得られた残渣を石油エーテ
ルで洗浄して３，５−ジメチルメルカプトベンジルアル

３，５−ビス−（３，５−ジメチルメルカプト

ベンジルオキシ）ベンゾエートを経て３，５−ビス−
40

（３，５−ジメチルメルカプト−ベンジルオキシ）ベン

コールを得て、このものを乾燥ＴＨＦ３００ｍＬに溶解

ジルアルコールの製造

する。さらにＣＢｒ４ ３５ｇを加えて、１０℃以下で攪

【化３５】

拌しながらＰＰｈ３ ２７ｇを加える。反応液は一旦淡黄

( 22 )

特開２００２−２２０４６８
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42

３，５−ジメチルメルカプトベンジルブロマイド２１．

８モル）にメチル

０ｇ（０．０８０モル）、メチル

３，５−ジヒドロキ

メルカプトベンジルオキシ）ベンゾエート２１．０ｇを

３，５−ビス−（３，５−ジメチル

シベンゾエート６．７ｇ（０．０４０モル）、炭酸カリ

１８０ｍＬのテトラヒドロフランに溶解した溶液を窒素

ウム２８．０ｇ（０．２０モル）および１８−クラウン

気流中５〜１０℃で３０分間で滴下した。その後、反応

−６

２．１ｇ（０．００８０モル）を乾燥アセトン５

混合物を５時間撹拌し、これを希塩酸２Ｌ中にあけた。

００ｍＬに加え、窒素雰囲気中１５時間、加熱還流させ

クロロホルム１Ｌで抽出した。抽出液を減圧下に濃縮乾

て反応させた。反応液から不溶物を濾去し、濾液を減圧

固し、残渣をクロロホルムを展開溶媒とするカラムクロ

下に濃縮乾固した。残渣をクロロホルムを展開液とした

マトグラフィーで精製して、３，５−ビス−（３，５−

カラムクロマトグラフィーで精製し、溶出液を減圧下に
濃縮してメチル

３，５−ビス−（３，５−ジメチルメ

ジメチルメルカプト−ベンジルオキシ）ベンジルアルコ
40

ールを得た。収量１７．５ｇ（８５．６％）。

ルカプトベンジルオキシ）ベンゾエートを得た。収量２

1

１．０ｇ（９８．９％）、融点１２１〜１２２℃

s), 4.9(4H, s), 6.5〜7.0(9H, m)

1

【００３３】実施例４

H‑NMR(δppm, CDCl3 , TMS) ; 2.4(12H, s), 3.8(3H,

H‑NMR(δppm, CDCl3 , TMS); 2.4(12H, s), 4.6(2H,

s), 4.9(4H, s), 6.3〜7.2(9H, m)

３，５−ビス−（３，５−ジメチルメルカプト−ベンジ

ソディウム

ルオキシ）ベンジルブロマイドの製造

ジヒドロビス（２−メトキシエトキシ）ア

ルミネート（トルエン中７０％、２２．７ｇ、０．０７

【化３６】

( 23 )

特開２００２−２２０４６８
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44

３，５−ビス−（３，５−ジメチルメルカプト−ベンジ

ビス−（３，５−ジメチルメルカプト−ベンジルオキ

ルオキシ）ベンジルアルコール１７．０ｇ（０．０３３

シ）ベンジルブロマイドを得た。

モル）とテトラブロモカーボン１４．２ｇ（０．０４３

1

モル）とをテトラヒドロフラン１００ｍＬに溶解し、

s), 4.9(4H, s), 6.5〜7.1(9H, m)

１．０〜１０℃でトリフェニルフォスフィン

【００３４】実施例５

１１．３

H‑NMR(δppm, CDCl3 , TMS) ; 2.4(12H, s), 4.4(2H,

ｇ（０．０４３モル）を少しづつ加える。その後、上記

メチル

温度に反応液を保ちながら７時間撹拌した。これを氷水

シベンゾエートの製造

３００ｍＬにあけて、クロロホルムで抽出した。抽出液

３，５−ビス−ジメチルチオカルバモイルオキ

20

【化３７】

30

た。融点１３２〜１３３℃。

をクロマトグラフィーで精製して、７．０ｇの３，５−

メチル

３，５−ジヒドロキシベンゾエート（１６８．

1

２ｇ、１．０００モル）、ジメチルチオカルバモイル
クロライド（２８０．４ｇ、２．２０モル、純度：９７

H‑NMR(CDCl3 ); 3.34(6H, s, Me x 2), 3.44(6H, s, Me
x 2), 3.90(3H, s, Me), 7.05‑7.09(1H, m, ph‑H), 7.

％）、炭酸カリウム（３００ｇ、２．１７モル）および

64‑7.67(2H, s, ph‑H)

アセトン（３０００ｍＬ）を撹拌機付きの５Ｌ丸底フラ

ＭｅはＣＨ３ を、ｐｈはフェニルを表わす（上記、下記

スコに入れた。反応混合物を撹拌下に４０〜５０℃で２

の本明細書を通じて同じ）。

４時間反応させた。反応混合物を減圧濃縮してアセトン

【００３５】実施例６

を除去し過剰量の水で冷却するとメチル

メチル

３，５−ビス

−ジメチルチオカルバモイルオキシベンゾエートが無色
結晶として得られ、これをエチルアルコールから再結晶
すると２９７．５ｇ（収率８７％）の針状晶が得られ

メチル

【化３８】
40

３，５−ビス−ジメチルチオカルバモイルオキ

シベンゾエート（２９７．０ｇ、０．８６７モル）を２

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファ

ニルベンゾエートの製造

１０〜２１３℃で撹拌下に１，３−イミダゾリジノン
50

（１０００ｍＬ）に加えた。加熱還流条件下に反応を３

( 24 )

特開２００２−２２０４６８
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46

時間行い、１，３−イミダゾリジノンを溜去すると粘稠

ゾエートが無色針状晶として得られた。２１９ｇ（収率

な液体が得られた。これに酢酸エチル（１０００ｍＬ）

７４％）、融点１２８〜１３０℃

を加え、５％冷水酸化ナトリウム水溶液（３００ｍＬ）

1

および飽和食塩水（３００ｍＬ）で洗浄し、硫酸マグネ

e), 7.82(1H, S, ph‑H),8.17(2H, s, ph‑H)

シウムを用いて乾燥した。酢酸エチルを溜去した後、残

【００３６】実施例７

渣をトルエン（５００ｍＬ）で再結晶するとメチル

メチル

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルベン

【化３９】

メチル

（収率６２．５％）の無色粉末が得られた。融点６１〜

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファ

H‑NMR(CDCl3 ); 3.05(12H, s, Me x 4), 3.90(3H, s, M

３，５−ジメルカプトベンゾエートの製造

ニルベンゾエート（３４．２ｇ、０．１００モル）を４

６２℃。

３ｇの２８％ソディウムメトキシドメチルアルコール溶

1

液（０．２２３モル）とメチルアルコール（１５０ｍ

e), 7.30(1H, t, J=0.1 Hz, ph‑H), 8.67(2H, d, J=0.1

Ｌ）との混合物と２２〜２５℃で反応させた。５００ｍ
Ｌの氷水で冷却し、反応混合物を濃塩酸で中和すると無

H‑NMR(CDCl3 ); 3.51(2H, s, SH x 4), 3.87(3H, s, M
Hz, ph‑H)

20

【００３７】実施例８

色結晶が得られた。これをメチルアルコールで精製する

エチル

とメチル３，５−ジメルカプトベンゾエート１２．５ｇ

【化４０】

（Ｅｔはエチルを意味する。以下同じ。）

30

３，５−ジメルカプトベンゾエートの製造

プト安息香酸は

Boiko,V.N.; Shchupak,G.M.; Yagupo

常法によるエステル化反応により上記の反応を行い、エ

l'skii,L.M. Zh. Org. Khim. (1985), 21(7), 1470−14

チル

77に記載の製造方法によって製造した。

３，５−ジメルカプトベンゾエートを製造した。

融点４９〜５１℃。

【００３８】実施例９

1

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニル安息

H‑NMR(CDCl3 ); 1.36(3H, t, J＝0.02 He, Me), 3.51(2

H, s, SH x 2), 4.33(2H, q, CH2 ), 7.31(1H, s, ph‑

香酸

H), 7.68(2H, s, ph‑H)

【化４１】

又上記化合物の遊離カルボン酸である３，５−ジメルカ

メチル

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファ

テル（３００ｍＬ×３）で抽出し、硫酸マグネシウムで

ニルベンゾエート（３．４２ｇ、１０ミリモル）および

乾燥した。反応混合物を減圧下に濃縮し、酢酸エチルエ

５％水酸化ナトリウム水溶液（１０ｍＬ、１２．５ミリ

ステルを溜去すると無色結晶を得た。これをエチルアル

モル）とを撹拌下に２２〜２５℃で３時間反応させた。

コールから精製すると２．８６ｇ（収率８７．２％）で

反応混合物を５０ｍＬの氷水で冷却し、酢酸エチルエス

50

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニル安息

( 25 )

特開２００２−２２０４６８
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48

香酸を無色針状晶として得た。融点１９６〜１９８℃

【００３９】実施例１０

（分解）。

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルベン

1

ジルアルコール

H‑NMR(DMSO‑d6 ); 2.96(6H, s, Me x 2), 3.03(6H, s,

Me x 2), 7.82(1H, s, ph‑H), 7.88(1H,s, ph‑H), 8.10

【化４２】

(1H, s, ph‑H), 10.5(1H,br‑s, OH)

２０ｍＬのトルエンに溶解したメチル

３，５−ビス−

とするカラムクロマトグラフィーで精製すると３，５−

ジメチルカルバモイルスルファニルベンゾエート（３．

ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルベンジルアル

４２ｇ、１０ミリモル）をソディウム

コール（１．２１ｇ、収率３８．５％）が無色油状物と

ジヒドロビス

（２−メトキシエトキシ）アルミネート（トルエン中７

して得られた。

０％、８．７ｇ、３０．１ミリモル）に１５〜３０℃で

1

H‑NMR(CDCl3 ); 2.90(6H, s, Me x 2), 2.94(6H, s, Me

加え、撹拌下３時間加熱還流条件下に反応させた。反応

x 2), 4.67(1H, s, OH), 4.50(2H, s, CH2 ), 7.38(2H,

混合物を１０ｍＬの濃硫酸を含む５０ｍＬの氷水で冷却

s, ph‑H), 7.44(1H, s, ph‑H)

し、酢酸エチルエステル（３０ｍＬ×３）で抽出し、抽
出液を硫酸マグネシウムで乾燥した。反応混合物を減圧

【００４０】実施例１１
20

下で濃縮し、酢酸エチルエステルを溜去すると２．５４

３，５−ジメルカプトベンジルアルコールの製造
【化４３】

ｇの無色油状物を得た。これをクロロホルムを溶出溶媒

３，５−ビス−ジカルバモイルスルファニルベンジルア

30

【００４１】実施例１２

ルコールを水酸化ナトリウムを使用する常法の加水分解

３，５−ジメルカプトベンジルメルカプタンの製造

により３，５−ジメルカプトベンジルアルコールを得

【化４４】

る。

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルベン

カプトベンジルメルカプタンを得る。

ジルアルコールを水酸化ナトリウムを使用する常法によ

【００４２】実施例１３

り３，５−ジメルカプトベンジルアルコールを得て、こ

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルアニ

れを実施例１７と同様にブロム化して３，５−ジメルカ

リンの製造

プトベンジルブロマイドを得て、これを常法に従いチオ

【化４５】

尿素と反応させたのち分解反応を行い、３，５−ジメル

( 26 )

特開２００２−２２０４６８
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50

常法に従い、３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスル

【００４３】実施例１４

ファニルベンズアミドをＮａＮＯ３ ／ＨＣｌと反応させ
て、３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニル

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルベン
10

ズアミドの製造

アニリンを得る。

【化４６】

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルフェニル安息

ァニルベンズアミドが得られた。融点２６４〜２６５

香酸（３．２８ｇ、１０ミリモル）とチオニルクロライ

20

℃。

ド（３０ミリモル）とを３０ｍＬのトルエンに加え、混

【００４４】実施例１５

合物を加熱還流条件下で２時間反応させた。過剰のチオ

メチル

ニルクロライドとトルエンを除いた後、残渣をアンモニ

ルベンジルスルファニル）ベンゾエートの製造

アエタノール溶液（１０％、１０ｍＬ）にそそぐと無色

【化４７】

３，５−ビス−（３，５−ジ−ターシャルブチ

結晶として３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルフ

メチル

３，５−ジメルカプトベンゾエート（２０．０

（３，５−ジ−ターシャルブチルルベンジルスルファニ

ｇ、１００．０ｍｍｏｌ）、３，５−ジ−ターシャルブ

ル）ベンゾエートを得た。融点１０２〜１０３℃。

チルベンジルブロマイド（５７．０ｇ、２０１．２ｍｍ

1

ｏｌ）、０．３ｇの１８−クラウンエーテル−６（和光
純薬製）および炭酸カルシウム（２８．０ｇ、２０２．

H‑NMR(CDCl3 ); 1.29(36H, S, tert‑Bu‑H), 3.70(3H,

S, Me), 3.90(4H, S, SCH2 ), 7.10(4H, S, ph‑H), 7.29
40

(3H, br‑S, ph‑H), 7.77(12H, S, ph‑H)

６ｍｍｏｌ）をアセトン３５０ｍＬに加えて、１２時間

【００４５】実施例１６

加熱還流する。反応終了後、析出塩を除き、アセトンを

３，５−ビス−（３，５−ジ−ターシャルブチルベンジ

除去し、残渣をカラムクロマトグラフィーで精製し（ｎ

ルスルファニル）ベンジルアルコールの製造

−ヘキサン：ジクロルメタン＝１：１）、目的物を無色

【化４８】

針状晶として５３．０ｇのメチル

３，５−ビス−

( 27 )
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メチル

52

３，５−ビス−（３，５−ジ−ターシャルブチ

ルベンジルスルファニル）ベンゾエート（５２．０ｇ、

物質として３，５−ビス−（３，５−ジ−ターシャルブ
20

チルベンジルスルファニル）ベンジルアルコール４．９

８６．０ｍｍｏｌ）をトルエン３００ｍＬに溶解し、３

６ｇを得た。

５℃以下に保ちながらソディウムジヒドロビス（２−メ

1

トキシエトキシ）アルミネートの７０％トルエン溶液

S, S‑CH2 ), 4.67(2H, S,CH2 O), 7.23‑7.26(7H, m, ph‑

（５２ｇ、１８０．０ｍｍｏｌ）を滴下し、同条件で２

H), 7.42(2H, S, ph‑H)

時間撹拌する。反応終了後、冷１０％塩酸溶液５００ｍ

【００４６】実施例１７

Ｌ中に反応液を注入し、１０分間撹拌後トルエン層を分

３，５−ビス−（３，５−ジ−ターシャルブチルベンジ

離、無水ＭｇＳＯ４ で脱水する。トルエン層を濃縮後、

ルスルファニル）ベンジルブロマイドの製造

カラムクロマト精製（ジクロルメタン）し、無色粘稠性

【化４９】

３，５−ビス−（３，５−ジ−ターシャルブチルベンジ

ｇ、８９．６ｍｍｏｌ）を１０℃以下で撹拌しながら加

ルスルファニル）ベンジルアルコール（４９．０ｇ、８

える。反応液は、一旦透明液となり徐々に無色結晶が析

４．９ｍｍｏｌ）および四臭化炭素（２８．２ｇ、８

出してくる。その後、反応混合物を２５〜３０℃で１夜

５．０ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（テトラヒドロフラン）３０

撹拌し、析出晶を濾去し濃縮する。残渣はカラムクロマ

０ｍＬに溶解し、トリフェニルホスフィン（２３．５

50

H‑NMR(CDCl3 ); 1.42(36H, S, tert‑Bu‑H), 4.18(4H,

ト精製（ｎ−ヘキサン：ジクロルメタン＝１：１）し、

( 28 )

特開２００２−２２０４６８

53

54

無色粘稠物質として３，５−ビス−（３，５−ジ−ター

H), 7.43(2H, S, ph‑H)

シャルブチルベンジルスルファニル）ベンジルブロマイ

【００４７】実施例１８

ド３４．８ｇを得た。

デンドリマーＩの製造

1

【化５０】

H‑NMR(CDCl3 ); 1.43(36H, S, tert‑Bu‑H), 4.18(4H,

S, SCH2 ), 4.44(2H, S, CH2 Br), 7.23‑7.25(7H, m, ph‑

３，５−ビス−（３，５−ジ−ターシャルブチルベンジ

S, Me), 3.89(12H, S, SCH2 ), 7.10(12H, S, ph‑H), 7.

ルスルファニル）ベンジルブロマイド（３４．０ｇ、５

30(7H, S, ph‑H), 7.78(2H, S, ph‑H)

３．１ｍｍｏｌ）を用いて、実施例１５と同様の方法で

【００４８】実施例１９

目的物として２１．０ｇのデンドリマーＩ（無色粘稠物

デンドリマーＩＩの製造

質）を得た。

【化５１】

1

H‑NMR(CDCl3 ); 1.28(72H, S, tert‑Bu‑H), 3.76(3H,

( 29 )

特開２００２−２２０４６８
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56

デンドリマーＩ（２０．０ｇ、１５．１７ｍｍｏｌ）を

H), 7.30(7H, S, ph‑H), 7.76(2H, S, ph‑H)

用いて、実施例１６と同様の方法で目的物デンドリマー

【００４９】実施例２０

ＩＩを１３．４ｇ（無色粘稠性物質）を得た。

デンドリマーＩＩＩの製造

1

【化５２】

H‑NMR(CDCl3 ); 1.40(72H, S, tert‑Bu‑H), 4.03(12H,

S, SCH2 ), 4.68(2H, S,CH2 O), 7.09‑7.16(12H, m, ph‑

( 30 )

特開２００２−２２０４６８

57

58

デンドリマーＩＩ（１３．０ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）を

H), 7.30(7H, S, ph‑H), 7.70(2H, S, ph‑H)

用いて、実施例１７と同様の方法で６．７ｇの目的物デ

【００５０】実施例２１

ンドリマーＩＩＩを無色粘稠性物質として得た。

デンドリマーＩＶの製造

1

【化５３】

H‑NMR(CDCl3 ); 1.40(72H, S, tert‑Bu‑H), 4.02(12H,

S, SCH2 ), 4.41(2H, S,CH2 Br), 7.10‑7.20(12H, m, ph‑

( 31 )

特開２００２−２２０４６８

59

デンドリマーＩＩＩを用いて、実施例１８と同様の反応

60

40

中で反応させて、デンドリマーＩＶを製造する。

によりデンドリマーＩＶを製造する。すなわち常法に従

【００５１】実施例２２

いデンドリマーＩＩＩと６，８−ジニトロ−２，４−ジ

３，５−ジメルカプトベンズアミドの製造

メルカプトキナゾリンと１，８−ジアザビシクロ（５．

【化５４】

４．０）ウンデック−７−エンとをテトラヒドロフラン

( 32 )

特開２００２−２２０４６８
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62

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルベン

【００５２】実施例２３

ズアミドを常法による水酸化ナトリウム水溶液を用いる
加水分解に付して、３，５−ジメルカプトベンズアミド

３，５−ジメルカプトアニリンの製造
10

【化５５】

を製造する。

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルアニ
リンを常法による水酸化ナトリウム水溶液を用いる加水

【００５３】実施例２４
20

分解に付して、３，５−ジメルカプトアニリンを製造す

３，５−ジメルカプトベンズニトリルの製造
【化５６】

る。

３，５−ビス−ジメチルカルバモイルスルファニルベン

30

【００５４】実施例２５

ズニトリルを常法による水酸化ナトリウム水溶液を用い

メチル

る加水分解に付して、３，５−ジメルカプトベンズニト

ルベンジルスルファニル）ベンゾエートの製造

リルを製造する。

【化５７】

メチル

３，５−ジメルカプトベンゾエート（２０．０

時間反応させた。アセトンと塩を除去したのち、残渣を

ｇ、１００．０ミリモル）と３，５−ジ−ターシャルブ

ジクロロメタンを展開溶媒とするカラムクロマトグラフ

チルベンジルブロマイド（分子量２８３．２５、５７．

ィーで精製して、メチル

０ｇ、２０１．２ミリモル）および炭酸カリウム（分子

ターシャルブチルベンジルスルファニル）ベンゾエート

量１３８．２１、２８．０ｇ、２０２．６ミリモル）を

を針状晶として得た。

３５０ｍＬアセトンに加え、混合物を加熱還流下で１２

50

３，５−ビス−（３，５−ジ−ターシャルブチ

【００５５】実施例２６

３，５−ビス（３，５−ジ−

( 33 )
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63
メチル

64

３−ジメチルアミノスルファニル−５−ヒドロ

【化５８】

キシベンゾエイトの製造

実施例５および６の操作法に準じて半量のジメチルチオ

５０−１００nmの酸化膜形成の無いＡｕ電極からなる上

カルバモイルクロライドを使用してメチル

部電極６と上部予備電極７を形成し、単一電子トンネル

３−ジメチ

ルアミノスルファニル−５−ヒドロキシベンゾエイトを
メチル

20

３，５−ジヒドロキシベンゾエイトから２６％

素子を得た。この例における、上部予備電極７は、上部
電極６と共に、本発明素子の特性上の差異を比較するた

の収率で製造した。融点１３５〜１３８℃。

めに、予備的に形成したものである。また、上部電極６

1

H‑NMR(CDCl3 ) ; 3.00 & 3.05(6H, s & s, 2 x Me), 3.

及び上部予備電極７の作成時には、下部電極２のエッジ

58(1H, br‑s, OH),3.84(3H, s, Me), 7.05, 7.47 & 7.7

からの絶縁破壊並びに下部ポリイミドＬＢ膜層３、中間

8(3H, s, s & s, Ph‑H)

電極層４及び上部ポリイミドＬＢ膜５での欠陥による短

【００５６】実施例２７

絡を防ぐために下部電極２のエッジを覆うエッジ被覆層

図２−図４は、本発明の単一電子トンネル素子の一例を

８を積層した。これらの操作で、素子面積５０Ｘ１００

示す模式図である。図２は平面図、図３は図２のＸＹ線

μｍ角の単一電子トンネル素子を作成した。作成した本

における断面図、そして図４は素子の接合部分を拡大し

発明化合物利用の単一電子トンネル素子は、下部電極２

た概念図である。図３において記号９は、下部ポリイミ

30

と上部電極６間の抵抗が数１００Mから数１０GΩとなる

ドＬＢ膜層３、中間電極層４及び上部ポリイミドＬＢ膜

ため、測定は２端子法を用い、クライオスタット中、一

層５からなる電子トンネル層をあらわす。この単一電子

定温度の下で、ステップ電圧１７を印可して電流計１８

トンネル素子では、ガラス基板１の上に下部電極２とし

で電流を測定した。絶対温度５．２Kにおいて測定した

て、真空蒸着法により膜厚１００nmで酸化膜形成の無い

Ｉ−Ｖ特性を図５に示す。この図より、５．２Kの極低

Ａｕ電極を形成させた。次に、下部電極２の上に、上記

温ではあるが、単一電子トンネル特性である等間隔の電

の式２５で表される重合度を有するポリイミドＬＢ膜を

圧ステップが明確に現れている。単一電子トンネル現象

２５層累積後、化学処理によりイミド化させて、下部ポ

に基づくステップ電圧幅は、中間電極４と下部電極２あ

リイミドＬＢ膜層３を形成させた。次に、式２５で表さ

るいは上部電極６の容量をＣ、電子電荷量をｅとする

れるポリイミドと上記式２４で表わされるデンドリマー
を、５００：１となるように混合し、下部ポリイミドＬ

と、ｅ／Cの一定電圧幅となることがわかっている。図
40

５より、その電圧幅は、０次、1次とも約１００ｍＶと

Ｂ膜層３と同様にして、本発明デンドリマー分子を挿入

なっており、明らかに単一電子トンネル特性を示してい

したポリイミドＬＢ膜の単分子層からなる中間電極４を

る。なお、本明細書では％は重量％を表し、溶媒比は容

形成した。分子占有面積の実験から、この中間電極４で

量比で表してある。

は、ほぼ１μｍ角の面積幅に上記の式２４の化合物が１

【００５７】

０００個程度存在し、中間電極として有効に機能した。

【発明の効果】本発明のデンドリマー化合物は、光又は

中間電極層４の上には、下部ポリイミドＬＢ膜層３と同

電気エネルギーによる刺激を受けると、直ちに発光によ

様にして、ポリイミドＬＢ膜を３０層累積した後に、化

り応答し、例えばメモリーのスイッチ機構材料として有

学処理によりイミド化させて、上部ポリイミドLB膜層５

用である。

を形成させた。最後に、上部ポリイミドＬＢ膜層５の上

【図面の簡単な説明】

に、下部電極２に交差する形で真空蒸着法により、膜厚

50

【図１】

本発明の単一電子トンネル素子の層構成を示

( 34 )
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65

66

す模式図である。

３

下部ポリイミドＬＢ膜層

【図２】

４

中間電極層

平面図である。

本発明の単一電子トンネル素子の１例を示す

５

上部ポリイミドＬＢ膜層

【図３】

図２のＸＸ線における断面図である。

６

上部電極

【図４】

図２の素子の接合部分を拡大した概念図であ

７

上部予備電極

８

エッジ被覆層

９

電子トンネル層

１０

単一電子トンネル素子

１７

ステップ電圧

１８

電流計

る。
【図５】

本発明の単一電子トンネル素子の５．２Ｋに

おけるＩ−Ｖ特性を示すグラフである。
【符号の説明】
１

基板

10

２

下部電極
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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