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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 
個々の分子レベルで磁石として振る舞う金属錯体を「単分子磁石(SMM)」と呼ぶ．従来の「古典磁石」が磁石として振る
舞う仕組みは，スピンキャリア間の相互作用により磁化ベクトルの反転が凍結されていることに起因するが，孤立した
「単分子磁石」における特異な磁気特性の発現は，強い磁気異方性のため分子内に形成されたエネルギー障壁によ
り，分子レベルで磁化ベクトルが固定されることに因る．有機－無機ハイブリッド化合物である金属錯体でそのような
物性を発現させるためには，的確な配位子場を与えるような有機配位子を設計・選択し，大きな角運動量と磁気異方
性を有する金属イオンをその配位子場中に配置させ，金属イオンのもつ磁化ベクトルの向きを特定の方向に固定する
分子設計が重要である．本研究においては重希土類金属イオンであるテルビウム，ジスプロシウム，ホルミウム，ある
いはエルビウムを対象に，個々の金属イオンの基底電子配置と電子雲形状を考慮しつつ，容易軸型の強い磁気異方
性が発現するために最適な配位子場の設計指針を提案した．これにより，１）これまでに報告されてきた単分子磁石
の中でも最も高いエネルギー障壁を有する Dy(III)単分子磁石，２）世界で二例目，分子設計によるものとしては世界
で初となEr(III)単分子磁石の合成，に成功するとともに，３）重希土類系の金属錯体を系統的に解析し，磁気異方性
を定量的に算出するための方法論の開発に成功した．３）の成功により，これまでは偶然性に頼っていた単分子磁石
の合成に対し，合理的な分子設計の可能性も提示できた． 
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欧文概要 ＥＺ 

Single-molecule magnets (SMMs) are a class of metal-organic compounds, which were discovered in the early 
1990s. SMMs exhibit hysteresis of magnetization upon external magnetic field even though they have no 
long-range cooperative interactions. This behavior originates in a large magnetic moment and uni-axial 
magnetic anisotropy, which gives rise to a double-well potential of the spin-up and the spin-down states and 
relaxation phenomenon between them. To achieve better SMM features, introduction of the heavy lanthanide 
ions (Ln) such as Tb and Dy are becoming popular because of their large angular momentum in the ground state 
as well as a large uni-axial magnetic anisotropy. We have developed the method to achieve the large magnetic 
anisotropy by the appropriate designing of the ligand field (LF) anisotropy, which led to a large barrier for spin 
flipping, Δ/kB, up to 400 K even though the complex involves only one Dy(III) ion as a spin carrier.  The 
novel SMMs are suitable for fundamental studies of the magnetic relaxation processes such as a quantum 
tunneling, and the detailed investigation are on progress in the field of synthetic studies as well as theoretical 
and physical studies. 
 

 


