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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
フォトクロミック分子の光異性化反応により強誘電性を可逆的に変化させる有機分子結晶を創製することを目的とし
た。水素結合部位と光反応部位を融合した分子を設計・合成し、光異性化反応に伴う電子構造の変化をプロトン移動
挙動の変化へと反映させ、強誘電物性に変調を与えることを目指した。分子間水素結合におけるプロトン移動により
誘電応答を示すことが期待される 3-ヒドロキシエノン構造やイミダゾール構造を有するジアリールエテン系フォトクロミ
ック分子を新規に合成した。これらの分子は紫外光・可視光の照射により閉環・開環異性化反応を起こし、溶液中でフ
ォトクロミズムを示した。合成した分子のいくつかについては、単結晶を得ることができ、Ｘ線回折により結晶構造を解
析した。当初の予想の通り、3-ヒドロキシエノンあるいはイミダゾールの水素結合により一次元鎖構造が形成されてい
た。また、結晶中においてジアリールエテン分子の光反応部位は反応活性な立体配座に固定されており、光照射によ
りフォトクロミズムを示した。単結晶試料に電極配線を施し、誘電物性を計測した。しかし、これまでに測定した単結晶に
ついては、明確な誘電応答は観測されず、分子間プロトン移動は起きていないことが示唆された。また、分極電場ヒステリ
シスの測定においても強誘電体に特徴的なヒステリシスループは認められなかった。今回合成した分子については、一
次元鎖の対称性が低いためにプロトン移動ポテンシャルが非対称になり、プロトンが単一のサイトに局在し、電場印加下
でも隣接サイトへ移動できず、誘電応答を発現しないと考察した。このような結晶構造の対称性の問題に遭遇し、研究期
間内には有機強誘電体の発見とその光応答の観測には至らなかったが、本研究の分子設計により、単結晶相で光反応
する水素結合一次元鎖構造を構築できることを見出した。 
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欧文概要 ＥＺ 
 
   Aiming to create photoresponsive organic ferroelectrics that change their electrical properties 
upon isomerization reactions of photochromic molecules, new photochromic diarylethene derivatives 
having 3-hydroxyeneone or imidazole structures with hydrogen-bonding ability have been designed 
and synthesized. The molecules underwent photochromism in organic solvents upon alternate 
irradiation with ultraviolet and visible light. X-Ray crystallographic analysis on some of the 
compounds revealed that one-dimensional chain structures were formed by intermolecular 
hydrogen-bonding interactions between 3-hydroxyenone or imidazole groups and the diarylethene 
molecules adopted photoreactive conformations in the crystals. The compounds also underwent 
photochromism in the crystalline phase. By dielectric measurement on the single-crystalline samples 
it is suggested that there is no dielectric anomaly and intermolecular proton transfer does not 
occur. No hysteresis loop characteristic for ferroelectric materials was observed in polarization 
hysteresis measurement. The absence of intermolecular proton transfer can be ascribed to the 
asymmetric structures of the hydrogen-bonding chains in which the proton transfer potential is 
asymmetric, thus the protons are localized at one site and are not able to transfer to the adjacent 
molecule. Although the discovery of ferroelectric crystals and photocontrol of their electrical 
property have not been achieved in this research period due to the problem on the crystal structure 
symmetry, this work presented the design and synthesis of photoreactive hydrogen-bonding structures 
composed of photochromic diarylethene molecules.  
 

 


