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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 

 強相関電子系物質は、通常のバンド理論に依らない種々の興味深い電子物性を有することから、これまで主に無機

物を対象として物性物理学の観点から結晶状態の研究が展開されてきた。これに対し本研究では、有機物特有の高

い設計性と、主鎖である無機高分子由来の一次元電子系を併せ持つナノワイヤー金属錯体、「擬一次元ハロゲン架

橋金属錯体 (1D錯体) 」を用いて、強相関電子系ソフトマテリアルという新材料の創製を目的とした。 

 1D 錯体において強相関電子系を実現するには、主鎖の金属イオンが+3 価のみの平均原子価状態をとる必要があ

る。一方、ソフトマテリアル化に必要なアルキル鎖の導入を行うには、主鎖の金属イオンは Pd又は Ptイオンが望まし

いが、これらの金属イオンでは、ほぼ例外なく+2価/+4価の混合原子価状態となることが知られていた。そこで本研究

では、まず初めに平均原子価状態を取り得る配位子系を探索した。種々の配位子を合成して 1D 錯体を合成していく

過程で、エチレンジアミンのメチレン基の一つの水素原子がアミノメチル基に置き換わった配位子 

(2S,3S)-2,3-diaminobutane-1,4-diol (dabdOH) を用いた場合には、Br 架橋 Pd 錯体において、室温でも平

均原子価状態となっていることが明らかとなった。これは OH 基の立体障害が 1D 錯体の構造制御にうま

く働いたことに由来していると考えられる。dabdOH 配位子の選定までにやや時間を要したものの、この

配位子が平均原子価状態の実現に極めて有効であることは、1D 錯体の研究において大きなブレークスルー

となった。間もなく、配位子へのアルキル鎖の導入による 1D 錯体の液晶化、さらには電子物性と液晶相の

協同変化といった新機能の創出が実現すると見込まれる。 
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欧文概要 ＥＺ 

 Strongly-correlated electron system has been of intense interest due to its unique electronic properties. While 

most studies of strongly-correlated electron system have been based on crystalline inorganic compounds, the 

soft materials with strongly-correlated electron system have never been reported. In this research, I focused on 

quasi-one-dimensional halogen-bridged metal complexes (1D complexes) as the promising hybrid materials 

constructed from flexible and designable organic moieties and inorganic main chain with one-dimensional (1D) 

electron system. The goal of this research is to create the first soft materials with strongly-correlated electron 

system. 

 The charge of the ions in the main chain should be +3 (averaged valence = AV state) in order to be in 

strongly-correlated electron system. However, the most suitable metal ions for 1D chain (Pd and Pt ions) are 

typically in +2/+4 mixed valence (MV) state. Therefore, I searched the organic ligand which induces AV state. 

Finally, I found that (2S,3S)-2,3-diaminobutane-1,4-diol (dabdOH) derives AV state even at room temperature 

by the steric hindrance around OH group. The discovery of dabdOH was a great breakthrough for the study of 

1D complexes. The synthesis of liquid crystals by introducing alkyl chains in dabdOH ligand and the control of 

electronic states by phase transition will be achieved in the near future.  

 


