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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 

 電子・光学機能を発現するソフトマテリアルとして、π共役分子からなるディスコティック液晶が注目されている。最近

研究代表者は、ディスコティック液晶の代表的なメソゲンであるトリフェニレンに対し、イミダゾリウムイオンを末端に有

するアルキル側鎖を導入した誘導体が、低温領域で Ia3d の空間群に属する双連続キュービック構造を、高温領域で

カラムナー構造を形成することを見出した。ディスコティック液晶分子がキュービック相を発現する例は極めて限られて

いる。さらにX線回折パターンの解析から、ここで観測されたキュービック構造は、これまでIa3dの空間群として想定さ

れていたジャイロイド構造とは異なる三次元構造を有している可能性が示唆された。本研究では、「ディスク状分子が

形成する双連続キュービック相」という過去にほとんど例を見ない液晶における、前例なき三次元分子集合構造と相

転移挙動の全貌を、「合成化学」と「結晶学」を駆使して解明することを目的とした。はじめに、双連続キュービック相を

発現するディスク状液晶分子群の探索として、最近研究代表者が独自に開発したトリフェニレンヘキサカルボン酸エス

テルをコアとする類縁体を合成した。その相挙動を調べたところ、驚くべきことに、この分子が形成する液晶は高いモノ

ドメイン性を示した。液晶のモノドメイン化は極めて大きな挑戦を伴うが、構造の全貌解明には不可欠な課題であっ

た。さらに幸運にも、放射光 X線を用いてこの液晶からの反射を収集したところ、電子密度解析が可能な良好なデータ

を得ることができた。そして、結果として得られた描像は、ジャイロイドとリングからなる新しい三次元構造であった。一

方、本研究課題の展開研究として、ある種の対アニオンを用いた誘導体を合成し、その液晶挙動を調べたところ、これ

までの常識では説明できない特異な外部刺激応答性を示す可能性も見出している。 
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欧文概要 ＥＺ 

 

Discotic liquid-crystalline materials consisting of π-conjugated molecular building blocks have attracted 
considerable attention as a new class of soft materials that exhibit electronic and optical functions.  
Triphenylene (TP) derivatives, in particular, hexaalkoxytriphenylenes, have been extensively used for a 
mesogen in the design of discotic liquid crystals.  We previously reported that alkoxytriphenylene derivatives, 
carrying imidazolium ion-terminated paraffinic side chains, exhibit a unique phase sequence involving 
bicontinuous Ia3d cubic and hexagonal columnar mesophases at low and high temperature regions, 
respectively.  However, it still remains unclear how the TP molecules assemble into such a cubic geometry.  
The present research aimed to elucidate the full structural aspects of this new class of liquid-crystalline 
materials with Ia3d symmetry.  After many trials, we successfully found that the use of triphenylene 
hexacarboxylic ester as a mesogenic core can provide a monodomain Ia3d cubic mesophase.  This finding 
allowed us to unveil the electron density map of the material, which was indeed unprecedented and 
characterized by a hybrid structure of gyroid and ring-like assemblies.  Furthermore, we also obtained 
preliminary results that a derivative of the imidazolium-triphenylene molecule carrying particular counter anions 
possibly shows an unprecedented phase-transition behavior in response to an external stimulus. 
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