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◆研究キーワード

／

Keywords

錯体化学／無機化学／材料科学／金属錯体のクロモトロピズム／示温材料の開発
Coordination Chemistry ／ Inorganic Chemistry ／ Material Science ／
Inorganic Chromotropism ／ Thermochromic Materials

総数（ 8 ）件／特許（ 5 ）件

◆主要業績

（学術著書）
(B-1)Inorganic Chromotropism(Ed.by Y. Fukuda, Kodansha-Springer,2007)、
（論文―査読審査付）
(p-1)Y.Furuno, H.Sato, J.Yoshida, N.Hoshino, Y.Fukuda, A.Yamagishi, J. Phys. Chem. B, 111, 521-526 (2007):
Linkage eﬀects of Cr(III) acetylacetonato units on chiral induction 0f liquid crystal phases.
(p-2)F.Miura, M.Arakawa, A.Nakao, K.Satoh, Y.Fukuda, Polyhedron, 26, 1570-1578 (2007): Syntheses,
crystal structures and chromotropic properties of Ni(II) mixed ligand complexes containing N-methyl-1,4diazacycloheptane and various
-diketonates.
(p-3)M.Arakawa, H.Miyamae, Y.Fukuda, Bull. Chem. Soc. Jpn., 80, 963-965 (2007): Synthesis, structures and
properties of Ni(II) mixed-ligand complexes containing various
-diketonates and a phosphorous donor
bidentate ligand.
(p-4)M.Arakawa, N.Suzuki, S.Kishi, M.Hasegawa, K.Satoh, E.Horn, Y.Fukuda, Bull. Chem. Soc. Jpn., 81,
127-135 (2008): Synthesis, crystal structure, and chromotropic properties of mixed-ligand Ni(II) complexes
with 1,3-diketonate and P-N bidantate ligands.

◆研究内容

／

Research Pursuits

研究キーワードに示したように、第一遷移金属錯
体を合成し、溶液内や固体でそのクロモトロピズム
を研究した。主に混合配位子ニッケル (II) 錯体である。
これら Ni(II) 錯体は、配位構造の違いのより顕著な色
変化が見られるため、クロモトロピズムの研究に最
適なものである。P-P, P-N, N-N 配位子を用い、相手
配位子としてβ―ジケトナトを用いた、いわゆる混
合配位子錯体である。含まれるそれぞれの配位子の
立体効果や配位力を考慮して最適組み合わせを作っ
てやると、配位子場強度をコントロールすることが
出来、狙った温度で色変化する系を作れる可能性を
持つ。それらのいくつかの例を実証し、論文として
報告している。
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Inorg anic Chromotropism means that the
reversible color change of the coordinat ion
compounds are observed due to outer stimuli,
such as Temperature(Thermochromism), Solve
nt(Solvatochromism), Pressure(Piezochromism,
Light(Photochromism) and Electron(Electroch
romism, redox system). In our research group,
Solvatochromism, Thermochromism, and
Electrochromism of the first transition metal
complexes have been investigated, especially Ni(II)
mixed ligand complexes are interesting from the
chromotropic point of view, because Ni(II) complexes
show drastic color change with the coordination
geometries of the Ni(II) moiety from octahedral to
square planar or other coordination geometries.

◆教育内容

／

Educational Pursuits

私の担当科目は、基礎化学 B、基礎無機化学 II、構
造無機化学、反応無機化学であるが、基礎化学 B では、
化学入門で元素の周期性や物理化学の入門、無機化
学の入門を概説する。基礎無機化学 II では、無機多
原子分子やイオンの構造予測や、電子欠損化合物等、
基礎無機化学 I の続きを講義している。構造無機化学
及び反応無機化学では、錯体化学の基礎（前者）と
その応用（後者）に分けて講義し、また反応無機化
学では受講者とともに、外書講読をすすめている。

My lectures in this year are (1)Basic Chemistry
B, (2) Basic Inorganic Chemistry II, (3) Structural
Inoeganic Chemistry, (4) Inorganic Conpounds,
Properties and Reactivity.
(1) is for 1st year students of Chemistry, Physics, and
Biology, as an introduction of general chemistry,
especially physical and inorganic chemistry. (2)
is general introduction of Inorganic chemistry,
structures and special properties of inorganic
compounds. (3) and (4) are general introduction
of coordination chemistry for 3rd year students in
chemistry course.

◆研究計画
昨年度まで 2 年間の計画で、
「大学発事業化計画：示温材料の開発と偽造防止インクの開発」のテーマの元で、
NEDO 資金（2000 万円強）ならびに企業資金（1000 万円強）で、われわれの研究してきたサーモクロミッ
ク錯体の実用化の開発研究を進めた。その中で、特許 5 件を申請した。こんごその特許を実用化するべく、企
業との連携を保ちつつ研究を進めたい。

◆メッセージ
学部受験生へのメッセージ：
理学部では、学部時代に幅広い科学の基礎を十分に学んでください。それが、将来、大学院や社会にでたと
きにきっと役に立ちます。また、語学（英語）は、発表のためのツールであり、使えて当たり前という時代
になると思われますので、是非、時間を見つけて勉強（慣れることです）してください。
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