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【研究の目的および概要】

本研究課題は，優れた機能性分子を創出するための基礎物性研究を目的とした。中でも特に，磁性・誘電性・熱
物性の3つの物性に優れた新規分子を得ることを目指したが，新規物質に限らず既知の物質が秘めた誘電性や熱物
性の発現機構を詳細な測定によって把握することで，分子設計指針の洗練を図ることも同時に視野に入れた。研究
期間中，研究代表者と研究分担者は，次の研究に並行的に取り組んだ。①有機ラジカルと金属錯体を基礎とした新
しい分子磁性体の合成と物性検討：有機ラジカルに多彩な置換基を導入した新規分子の設計と合成を行ない，それ
らの性質や構造を調べる。結晶構造と物性を対照的に考察し，合目的なスピン伝達機構の構築を目指す研究。② 

巨大誘電率を示す金属有機ペロブスカイト化合物中の分子運動の解析：誘電率が非常に大きい分子性誘電体に着目
し，その結晶中の分子の熱運動を解析して物性の発現機構を解明する。これにより，誘電体の機能の進化と洗練に
資する研究。③細孔空間における液晶相形成機構や水の秩序化過程の解析：特殊な環境下にある分子が示す熱挙動
を解析する。簡単な分子の複雑な物性に隠れている機構を調べ，分子を置く “場” がマクロの物性に及ぼす影響を
考察する研究　の3つである。本報告書では，以上の研究内容のうち，主に研究代表者が取り組んだ①の研究成果
に絞って記載する。

【研究の結果】

ラジカル結晶中で電子スピンを集積する方法には，同一分子内に複数のラジカル基を導入して共有結合によって
スピンを並べる方法と，隣りあう分子間に働く分子間相互作用を利用して結晶全体のスピンを並べる方法の二つが
ある。水素結合は分子間に働くものとしては強い相互作用であり，結晶中の分子を整列させるためだけではなく，
隣りあうラジカル分子の間に働く分子間磁気相互作用を制御するためにも利用することができる。また，有機ラジ
カルのスピンはπ電子系を介して伝わりやすく，スピンコミュニケーションのためには分子の平面性を損なわな
い方が良い。これらのことを考えあわせると，平面性が高く水素結合能を持った分子を設計することによって，ラ
ジカル間の磁気的相互作用が系内に拡大できると期待される。そこで今回の研究では4-ピロン環（Figure 1）の構
造に着目した。4-ピロン環は天然にポピー酸やコウジ酸，マルトールなどに含まれるヘテロ六員環として知られる。
ポピー酸は天然のケシから採れる乳液に含まれ，分子内に複数の極性基を持つために多点での水素結合が可能であ
る。また，ホスト－ゲスト化学のホスト分子としての機能もあり，平面性が高く極性基を持った色素分子をホスト
結晶中に取り込み結晶化することも過去に報告されている。多点での相互作用が可能という特色を持つ4-ピロン
環は，スピン同士を連結する構造としても興味深い。
このような背景に着目し，本研究では4-ピロン環構
造を持った複素環含有ラジカル分子を合成すること
でラジカル分子間に水素結合ネットワークをつくり，
それらがスピン集積に有益な影響を及ぼすことを期
待した。さらに，この有機ラジカルは弱い二座配位子
として各種金属に配位する能力があり，磁性金属イオ
ン間のスピンカップラーとして働くことが期待され
たため，数種の金属イオンとの反応についても調べ
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Figure 1　 Molecular structures of poppy acid, kojic acid and 
maltol. Each 4-pyrone parts are shown in red.
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た。その結果，特定の金属イオンと配位化合物を与えることがわかったので，その金属錯体も合成して構造などを
調べた。

【結果・考察】

4-ピロン環構造を持つ有機ラジカルMeO-4py-

NN, MeO-4py-INの合成経路をScheme 1に示す。中
間体は 1H NMRで構造を確認し，目的物のラジカル
はESR（トルエン溶液，室温）がいずれも典型的な
超微細構造を与えることを確認した。ラジカルは精
製後に再結晶して単結晶を作成し，X線結晶構造解
析を行なった。さらに多結晶試料を用いて温度可変
ESR測定を行ない，それぞれのラジカル結晶の磁気
挙動を調べた。
単結晶X線結晶構造解析の結果，二つのラジカル

は類似した構造であることがわかったため，MeO-

4py-NNだけを図に示す（Figure 2）。MeO-4py-NNと
MeO-4py-INは4-ピロン環とイミダゾリン環の最小
二乗平面どうしのねじれ角が6～8°であり，分子
全体として平面性が高いことがわかった。結晶中の
分子の並び方もMeO-4py-NNとMeO-4py-INは非常
に似ており，隣接する分子どうしが頭尾を反対向き
にして交互に並び，メトキシ基の酸素原子とラジカ
ル酸素原子の間が最も接近した二量体構造を形成し
ていることがわかった。この二量体構造が連続して
並び，全体としてラジカル分子が一次元的に並んだ
鎖状構造を作っている。高スピン密度位置に注目す
ると，MeO-4py-NNではラジカル酸素原子どうしが
3.69 Åの距離で鎖状構造を作っているが，MeO-4py-

INではラジカル基の酸素原子が1つ減少したことで
ラジカル部の分子間距離が4.28 Åに増えていた。一
方で，ラジカル基の酸素原子が失われても全体の結
晶構造は大きく変化しないことから，この結晶構造
の決定には4-ピロン環が大きな役割を果たしてい
ることがわかる。
次にMeO-4py-NNの磁気測定の結果について述
べる。ラジカル多結晶試料をESRチューブ中で脱
気し，5Kから温度可変ESR測定を行なった（Figure 

3）。その結果，低温下では常磁性的挙動から外れ反
強磁性転移を示唆する兆候が見られた。結晶構造解

Figure 2　 Molecular structure (left) and crystal packing 
(right) of MeO-4py-NN by X-ray measurement.

Figure 3　 Red triangle means the temperature dependence 
of ESR signal intensity (IESR) of crystalline 
sample of MeO-4py-NN. Blue cross denotes the 
reciprocal of IESR (right axis).

Scheme 1　Syntheses of MeO-4py-NN and MeO-4py-IN.



36

析結果から，二量体モデルと一次元反強磁性鎖モデルのどちらを用いて解析を行なうか判断が難しいところではあ
るが，今回は一次元反強磁性鎖モデルを仮定し，その理論式を用いた。その結果，MeO-4py-NNでは隣りあうラジ
カル間に J/kB = －10.8Kの大きさで反強磁性的相互作用が働いていることが示唆された。4-ピロン環構造を持った
ラジカルでは，ラジカル基と4-ピロン環がつくる二量体が安定な構造であり，その二量体構造を単位としたラジ
カルの一次元鎖状配列が磁気挙動を決定づけていることがわかった。
次に金属錯体について述べる。得られた有機ラジカルを金属錯体とするため，別途合成した金属錯体

M(hfac)2•2H2O（M; 遷移金属イオン）をn-ヘキサン
溶液にしてから共沸脱水し，有機ラジカルのクロロ
ホルム溶液を加えるという合成方法をとった。今回
合成した4-ピロン環含有ラジカル数種類と金属イ
オン数種類を組み合わせて多くの反応を試したと
ころ，MeO-4py-NNとCu(hfac)2の反応溶液を不活性
ガス雰囲気下で静置したときに金属錯体を緑色針
状結晶として取り出すことができた。単結晶X線構
造解析の結果をFigure 4に示す。ラジカル分子はニ
トロキシド基の酸素原子のみならず，ピロン環の
酸素原子でも金属イオンに配位し，結晶構造中でMeO-4py-NNラジカルと
Cu2+が交互に繰り返す一次元鎖状構造ができていることがわかった。ピロ
ン環とニトロキシド基の酸素原子がそれぞれ異なるCu2+に trans-型に配位
することで一次元鎖構造を作っており，ラジカルとCu2+の結合距離は，d 

(NO…Cu) = 2.52Å , d (C=O…Cu) = 2.27Åであった。長い配位結合距離は
Cu2+で顕著な Jahn-Teller 効果によるもので，この結合が z軸方向であるこ
とを示している。このこととラジカル 軌道との結合角度を合わせて考え
ると，重なり積分をもたないことが予想され，このNO…Cu2+間には弱い
強磁性的相互作用が働くと予期される。この金属錯体は溶液中では解離し
てしまうことが予想されるため，固体状態でESR測定を行なった（Figure 5）。
その結果，金属イオンに由来する非常に幅の広い信号と有機ラジカルに由
来する狭い信号が同時に観測された。温度可変ESR測定やSQUID測定を
行なうことで磁気相互作用の強さを見積もることが残された課題である。

【研究の考察・反省】

本研究課題を通じて，上述の有機ラジカルをはじめとする多くの新規物質が合成され，構造決定が行われた。さ
らに，既知物質がもつ詳しい熱物性や誘電率についても掘り下げた研究を行なうことができた。さらに詳しい物性
解析や構造決定，物性発現機構の解明を行なうことが望まれる物質もいくつか残されており，来年度以降の自然科
学研究所共同研究課題として発展を図ることも重要であると考えている。

【研究発表】

・ 日本化学会第96春季年会　Research on the nitroxide radicals that adsorbed to the porous compound.　秋庭健人，小
林広和，岩堀史靖　2016年3月26日／同志社大学京田辺キャンパス

Figure 4　 One-dimensional alternating chain consists of 
MeO-4py-NN and Cu(hfac)2 that found by X-ray 
measurement.

Figure 5　 E S R  s p e c t r u m  o f  t h e 
polycrystal l ine sample 
o f  M e O - 4 p y - N N  a n d 
Cu(hfac)2.
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・ ESR study of molecular orientation and dynamics of TEMPO derivatives in CLPOT 1D nanochannels. H. Kobayashi, Y. 

Furuhashi, H. Nakagawa and T. Asaji, Magnetic Resonance in Chemistry, 2016, 54, accepted for publication.

・ Proton dynamics in the hydrogen bonds of 4-amino-3,5-dihalogenobenzoic acid. T. Asaji, K. Ueda and M. Oguni, Chem. 

Phys. 2015, 457, 32-36.

・ Dynamics of TEMPOL Radicals in TPP 1D Nanochannels and Different Molecular Orientation from Other TEMPO 

Derivatives. H. Kobayashi, K. Aoki and T. Asaji, Chem. Lett. 2015, 44, 893-895.

・ Low-temperature thermal properties of the aqueous solutions of simple aminoalcohols: Finding of peculiarities in 

1-amino-2-propanol solutions. Y. Shen, A. Nagoe, M. Oguni, H. Kawaji and H. Fujimori Thermochimica Acta 2015, 605, 

115-120.


