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 Assembled organic-inorganic hybrid system has a possibility to exhibit multifunctional properties as a 
whole system through the interaction between individual components. From this viewpoint, we have devel-
oped a ferromagnetic organic-inorganic hybrid system, A[FeIIFeIII(dto)3] (A = (n-CnH2n+1)4N, spiropyran; 
dto = C2O2S2), and investigated their multifunctional properties coupled with spin, charge and photon. In 
(n-CnH2n+1)4N[FeIIFeIII(dto)3], a charge transfer phase transition (CTPT) takes place at 122.4 K and 142.8 
K for n = 3 and 4, respectively, where a thermally induced charge transfer occurs reversibly between the 
FeII and FeIII sites. The CTPT and the ferromagnetic phase transition strongly depend on the honeycomb 
ring size in [FeIIFeIII(dto)3]∞. The increase of cation size expands the honeycomb ring, which stabilizes and 
destabilizes the HTP with FeII (t4

2geg
2 : S = 2) and FeIII (t5

2g : S = 1/2) and LTP with FeII (t6
2g : S = 0) and FeIII 

(t3
2geg

2 : S = 5/2), respectively. In order to control the ferromagnetic properties and the CTPT by means of 
photo-irradiation, we synthesized a photo-responsive organic-inorganic hybrid system, (SP-R)[FeIIFeIII(dto)3] 
(SP = spiropyran; R = CH3 (Me), C2H5 (Et), C3H7 (Pr)), and found that this system undergoes the photo-
isomerization of SP-R reversibly in solid state, and the photo-isomerization of SP-Me by UV light irradiation 
partially induces the CTPT from LTP to HTP on the two-dimensional [FeIIFeIII(dto)3] layer and the change 
of TC from 5 K to 22 K.

*小島憲道　フェロー

１．は　じ　め　に
　配位子場がスピンクロスオーバー領域にある混合原子
価錯体では，系全体の自由エネルギーが最も安定になる
ようにスピンと電荷が連動して起こる新しい型の相転移
現象が期待される1）．実際，強磁性を示す鉄混合原子価
錯体（n-CnH2n+1）4N［FeIIFeIII（dto）3］（dto = C2O2S2）におい
て室温から温度を下げてゆくと，この物質が絶縁体であ
るにも係わらず電子がFeIIからFeIIIに一斉に集団移動す
る電荷移動相転移を起こす1–4）．また，［FeIIFeIII（dto）3］錯
体における電荷移動相転移および強磁性転移は対イオン
のサイズに著しく依存することから，対イオンの光異性
化反応を媒介として［FeIIFeIII（dto）3］∞のサイズを光で制
御することにより［FeIIFeIII（dto）3］∞の強磁性およびFeII-

FeIII間の電荷移動を制御することを目指し，光応答性有
機・無機複合錯体（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］（SP = spiropyran；
R = CH3（Me），C2H5（Et），C3H7（Pr））の開発を行った5–7）．
この系では，［FeIIFeIII（dto）3］の層間に挿入したSP-Rが

固体状態で可逆的に光異性化を示すことを明らかにし
た．また，光異性化分子であるスピロピランを対イオン
として導入した光応答性有機・無機複合錯体（SP-Me）
［FeIIFeIII（dto）3］（SP = spiropyran）において，紫外光を
照射することにより，SP-Meの光異性化を媒介として
［FeIIFeIII（dto）3］層で電荷移動相転移が起こることをメス
バウアー分光により明らかにすることができた8）．強磁
性転移の振舞いはSPの置換基Rに著しく依存し，R = Me

およびR = Etでは2段階の強磁性転移を示すが，R = Pr

では1段階の強磁性転移を示す．この原因を探るため，
P = 7.3 GPaにおける磁化率および磁化の温度依存性を調
べたところ，R = Etでは電荷移動相転移を反映したヒス
テリシスが磁化率に現れた．また，圧力の増大とともに
TC = 25 K，TC = 8 Kを反映した磁化が減少し，新たにTC 

= 6.5 Kの強磁性相が現れた．このことから，常圧にお
けるR = Etの2段階の強磁性相転移は高温相に起因する
ものであり，高圧下で現れたTC = 6.5 Kの強磁性転移が
低温相に起因するものであることが分かった．一方，R 

= Prでは圧力の増大とともにTC = 11 Kを反映した磁化が
減少し，新たにTC = 6.5 Kの強磁性相が現れた．このこ
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とから，常圧における11 Kの強磁性相転移は高温相に
起因するものであり，高圧下で現れた6.5 Kの強磁性転
移が低温相に起因するものであることが分かった．ここ
では（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］を対象に，層間に挿入したス
ピロピラン分子（SP-R）の光異性化が［FeIIFeIII（dto）3］の
電荷移動相転移および強磁性転移に及ぼす効果を報告す
る．

２．	A［FeIIFeIII（dto）3］（A=（n-CnH2n+1）4N，（n-CmH2m+1）3
（n-CnH2n+1）N）における電荷移動相転移

　（n-CnH2n+1）4N［FeIIFeIII（dto）3］は非対称な配位子（dto）
がFeIIとFeIIIを交互に架橋し，二次元蜂の巣構造をとっ
ている 9）．FeIIIサイトは6個の硫黄原子に取り囲まれ低
スピン状態（LS：S = 1/2）をとり，FeIIサイトは6個の
酸素原子で取り囲まれ高スピン状態（HS：S = 2）をとっ
ている．［FeIIFeIII（dto）3］層はカチオン層（n-CnH2n+1）4N+

をはさんで交互に積層しており，（n-CnH2n+1）4N+の一つ
のアルキル鎖はFeとdtoで形成された六角形の穴を貫 

いている9）．Fig.1は200 K，77 Kおよび4 Kにおける
（n-CnH2n+1）4N［FeIIFeIII（dto）3］（n = 3–6）の 57Feメスバウ
アースペクトルの変化を示したものである5，10）．室温に
おける 57Feメスバウアースペクトルは，6個の硫黄原子
が配位したFeIIIサイトのLS状態（S = 1/2），6個の酸素
原子が配位したFeIIサイトのHS状態（S = 2）として帰

属することができる．ところが，n = 3, 4においては200 

Kから77 Kの間でスペクトルが大きく変化している．
77 Kで新たに出現したスペクトルは，LS状態（S = 0）
のFeIIサイトとHS状態（S = 5/2）のFeIIIサイトとして帰
属することができる．即ち，n = 3, 4の錯体は室温では，
FeIIはHS状態（S = 2），FeIIIはLS状態（S = 1/2）をとる
が，200 Kから77 Kの間でFeIIからFeIIIへ電子が集団で
移動し，低温側ではFeIIはLS状態（S = 0），FeIIIはHS状
態（S = 5/2）をとることがわかる．この現象が起こる原
因は，高温相と低温相のギブスエネルギー（G = H – TS）
が非常に近いところにあり，高温相（T >120 K）におい
てFeIIの t2g軌道にある下向きスピンの電子が隣のFeIIIの
t2g軌道に移れば低温相（T<120 K）になる．熱容量の解
析で見積もられた電荷移動相転移（charge transfer phase 

transition：CTPT）におけるエンタルピー変化およびエ
ントロピー変化の値をTable 1に示す5）．電荷移動相転

Fig. 1. 57Fe Mössbauer spectra for (n-CnH2n+1)4N[FeIIFeIII(dto)3] (n = 3–6) at 200 K, 77 K and 4 K. 
A: FeIII (S = 1/2), B: FeII (S = 2), C: FeII (S = 0), D: FeIII (S = 5/2).

Table 1. Enthalpy and entropy changes (ΔH and ΔS) at the charge 
transfer phase transition (TCT) for (n-CnH2n+1)4N[FeIIFeIII(dto)3] 
(n = 3 and 4) obtained by heat capacity measurement.

(n-CnH2n+1)4N[FeIIFeIII(dto)3] n=3 n=4

Charge-transfer phase 
transition (TCT)

122.4 K 142.8 K

ΔH 1.11 kJ mol–1 888 Jmol–1

ΔS 9.03 J K–1 mol–1 6.64 J K–1 mol–1
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移に伴うスピンエントロピー変化はΔS（spin） = Rln

（10/6） = 4.25 JK–1 mol–1であり，この値は電荷移動相転
移に伴うエントロピー変化の47%に相当することから，
電荷移動相転移の駆動力は高温相と低温相の間のスピン
エントロピーの差によるものと見なすことができる．
　ところが，n = 5, 6では室温から4 Kまで高温相が安定
相であることがFig.1の 57Feメスバウアースペクトルか
らわかる．このように，（n-CnH2n+1）4N［FeIIFeIII（dto）3］に
おける電荷移動相転移は対イオンのサイズに著しく依存
する．磁性に関しては，n = 3–6のすべての物質におい
て強磁性が発現し，それぞれの転移温度はTC = 7 K，7 

K（&13 K），19 K，25 Kである3）．Fig.1における4 K

のスペクトルで明らかなように，n = 3, 4ではそれぞれ
122.4 Kおよび142.8 Kで電荷移動相転移が起こり，低
温相のスピン配置（FeII：S = 0，FeIII：S = 5/2）で強磁性
が発現するが，n = 5, 6では常圧下で電荷移動相転移が起
こらず，n = 3, 4の高温相に相当するスピン配置（FeII：S 

= 2，FeIII：S = 1/2）で強磁性が発現する．
　［FeIIFeIII（dto）3］における電荷移動相転移を引き起こす
要因を詳細に調べるため，［FeIIFeIII（dto）3］の層内距離
（蜂巣構造のサイズ）と層間距離を独立に制御するため一
軸性カチオン（n-CmH2m+1）3（n-CnH2n+1）N+を［FeIIFeIII（dto）3］
の層間に挿入した系（n-CmH2m+1）3（n-CnH2n+1）N［FeIIFeIII

（dto）3］を合成し，結晶構造解析およびメスバウアー分光
測定を行った5）．その結果をFig.2に示す．Fig.2（b）か
ら明らかなように，［FeIIFeIII（dto）3］における蜂巣格子の
サイズ（a）と低温相の割合には密接な比例関係があり，
蜂巣格子が膨張するにつれて低温相が不安定化し，高温
相が安定化していることが分かる．

３．	（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］（SP=spiropyran；R=Me,	
Et,	Pr）における電荷移動相転移と光制御

　これまで述べてきたように［FeIIFeIII（dto）3］錯体におけ
る電荷移動相転移および強磁性転移は対イオンのサイズ

に著しく依存する．そこで対カチオンとして光異性化分
子を導入することができ，固体状態で光異性化反応が起
こることができれば，対イオンの光異性化反応を媒介と
して［FeIIFeIII（dto）3］∞のサイズを光で制御することによ
り［FeIIFeIII（dto）3］∞の強磁性，ひいてはFeII-FeIII間の電荷
移動を制御することが可能となる．この分子設計に基づ
き，光応答性有機・無機複合錯体（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］
（SP = spiropyran；R = CH3（Me），C2H5（Et），C3H7（Pr））
を合成した 7）．Fig.3は光応答性有機・無機複合錯体
（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］の構成要素であるスピロピラン
（spiropyran）および［FeIIFeIII（dto）3］の構造を示したもの
である．

　Fig.4は（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］をKBrで希釈したペ
レットの70 KにおけるUV-vis吸収スペクトルとその光
誘起効果を示したものである6）．350 nmに現れる吸収ス
ペクトルはSP-Meの閉環体（spiropyran型）における
π-π*遷移に帰属され，550 nm付近に現れる吸収スペク

Fig. 2. (a) Mixing ratio between LTP and HTP at 77 K for (n-CmH2m+1)3(n-CnH2n+1)N[FeIIFeIII(dto)3] by means of 57Fe Mössbauer spectroscopy. 
Black and white areas are the LTP and HTP fractions, respectively.

 (b) Relation between the LTP fraction at 77 K and the cell parameter (a) of [FeIIFeIII(dto)3] at room temperature.

Fig. 3.   Schematic representation of spiropyran and [FeIIFeIII(dto)3]
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トルはSP-Meの開環体（merocyanine型）におけるπ-π*

遷移に帰属される．70 Kにおいて，（SP-Me）［FeIIFeIII

（dto）3］をKBrで希釈したペレットに350 nmの紫外光を
40 mW cm–2の強度で照射すると開環体のπ-π*遷移に帰
属される吸収スペクトルが550 nm～600 nm付近に現わ
れ，照射時間とともに成長し，飽和する．開環体のπ-π*

遷移に帰属される吸収スペクトルが飽和した後，白色光
を600 mW cm–2の強度で照射すると，開環体のπ-π*遷
移に帰属される吸収スペクトルは減少し，消失する．す
なわち，［FeIIFeIII（dto）3］の層間に挿入したSP-Meは固体
状態で可逆的に光異性化を示すことが分かった．開環体
のπ-π*遷移に帰属される吸収スペクトルは2本に分裂し
ているが，610 nm付近に現れる長波長側の吸収スペク
トルは開環体のJ─会合体に帰属するものと考えられる．
一般にSPの開環体は不安定で室温では閉環体に戻るが，
開環体がJ─会合体を形成すると，寿命が104程度長くな
ることが知られている11）．（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］で
は，紫外線照射により生成されたSP-Meが室温で1か月

放置しても安定であるのは開環体のJ─会合体形成に因る
ものと思われる．
　Fig.5は（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］における紫外光照射
前後の磁化の温度依存性を示したものである．この系で
は，紫外光照射前はTCT～90 Kで電荷移動相転移が起き，
TCT以下で高温相と低温相の2相が共存し，TC（HTP） = 

22 K，TC（LTP） = 5 Kで2段階の強磁性転移が起こる．
ところが，SP閉環体のπ-π*遷移に相当する350 nmの紫
外光を照射して行くと低温相由来の強磁性相（TC = 5 K）
の割合が減少してゆき，紫外光を4時間照射すると低温
相がほぼ消滅する．また，低温相の減少に伴って高温相
の割合が増加するため，高温相由来の強磁性相（TC = 22 

K）の磁化が増大している．このことは，SP-Meの光異
性化に伴う結晶格子の膨張が高温相を安定化させた解釈
される．また同様の傾向は70 Kにおける紫外光照射で
も観測された．これは，低温相の（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］
に紫外光を照射したことで，SP-Meの光異性化を引き金
としてFeIIからFeIIIへの電子の集団移動が発現し，その
結果高温相が生じた（光異性化誘起電荷移動相転移）と
考えられる．
　これを証明するため（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］における
57Feメスバウアースペクトルの光照射効果の測定を行っ
た．Fig.6（a）に（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］における紫外光
照射前の 57Feメスバウアースペクトルを示す8）．6 Kに
おける紫外光照射前の 57Feメスバウアースペクトルに
は，高温相に由来するFeIII（S = 1/2）およびFeII（S = 2）
のスペクトルに加えて，低温相に由来する内部磁場に
よって6本に分裂したFeIII（S = 5/2）のスペクトルと非
磁性で内部磁場のないFeII（S = 0）のスペクトルが現れ
ている．Fig.6（b）は（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］における
紫外光照射後の 57Feメスバウアースペクトルである．強
磁性相である6 Kにおけるスペクトルには，内部磁場に
よって6本に分裂したFeIII（S = 5/2）のスペクトルと非磁
性で内部磁場のないFeII（S = 0）のスペクトルが消失して
いる8）．（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］における紫外光照射は
300 Kで行ったものであるが，電荷移動相転移を起こし
て低温相が出現した状態で紫外光を照射した場合にも紫
外光照射時間とともに低温相の成分が減少し，かわりに
高温相の成分が増大することが確かめられている．この
ことは，電荷移動相転移よりも低温で紫外光を照射する
と，SP-Meの光異性化に伴う結晶格子の膨張が低温相を
不安定化させ，これがFeIIからFeIIIへの電子の集団移動
を引き起こし，その結果低温相が消滅したものと考えら
れる．
　以上のように，光異性化分子であるスピロピランを対
イオンとして導入した光応答性有機機・無機複合錯体
（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］において，（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］
に紫外光を照射することにより，SPの光異性化を媒介

Fig. 4. UV-vis absorption change of (SP-Me)[FeIIFeIII(dto)3] in KBr 
pellet for (a) UV irradiation and (b) visible-light irradiation 
at 70 K. UV light irradiation (350 nm with half width of 10 
nm, 40 mW cm–2) was carried out at first. After the absorption 
spectra were saturated, visible-light irradiation (white light, 
600 mW cm–2) was carried out.
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トルはSP-Meの開環体（merocyanine型）におけるπ-π*

遷移に帰属される．70 Kにおいて，（SP-Me）［FeIIFeIII

（dto）3］をKBrで希釈したペレットに350 nmの紫外光を
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て低温相が出現した状態で紫外光を照射した場合にも紫
外光照射時間とともに低温相の成分が減少し，かわりに
高温相の成分が増大することが確かめられている．この
ことは，電荷移動相転移よりも低温で紫外光を照射する
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不安定化させ，これがFeIIからFeIIIへの電子の集団移動
を引き起こし，その結果低温相が消滅したものと考えら
れる．
　以上のように，光異性化分子であるスピロピランを対
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（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］において，（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］
に紫外光を照射することにより，SPの光異性化を媒介

Fig. 4. UV-vis absorption change of (SP-Me)[FeIIFeIII(dto)3] in KBr 
pellet for (a) UV irradiation and (b) visible-light irradiation 
at 70 K. UV light irradiation (350 nm with half width of 10 
nm, 40 mW cm–2) was carried out at first. After the absorption 
spectra were saturated, visible-light irradiation (white light, 
600 mW cm–2) was carried out.
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として［FeIIFeIII（dto）3］層で電荷移動相転移が起こること
をメスバウアー分光法により証明することができた．こ
れをさらに展開させるため，下記に示すSP-R（R = Me, 

Et, Pr）を［FeIIFeIII（dto）3］の層間に挿入した光応答性有
機・無機複合錯体（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］を合成し，その
磁化率および磁化の温度依存性を調べた．

　Fig.7は（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］（R = Me, Et, Pr）をKBr

で希釈したペレットの300 KにおけるUV-vis吸収スペ
クトルとその光誘起効果を示したものである．350 nm

に現れる吸収スペクトルはSP-Meの閉環体（spiropyran

型）におけるπ-π*遷移に帰属され，550 nm付近に現れ
る吸収スペクトルはSP-Meの開環体（merocyanine型）に
おけるπ-π*遷移に帰属される．300 Kにおいて，（SP-R）
［FeIIFeIII（dto）3］をKBrで希釈したペレットに350 nmの
紫外光を照射すると開環体のπ-π*遷移に帰属される吸
収スペクトルが550 nm～600 nm付近に現われ，照射時

Fig. 5. Temperature dependence of the magnetization for (SP-Me)[FeIIFeIII(dto)3] before and after the UV light irradiation (350 nm with half width 
of 10 nm, 40 mW cm–2) for 4 h at room temperature. 

 FCM: field cooled magnetization, RM: remnant magnetization, ZFCM: zero-field cooled magnetization.

Fig. 6. 57Fe Mössbauer spectra of (SP-Me)[FeIIFeIII(dto)3] at 6 K before 
and after UV light irradiation (350 nm with half width of 10 
nm, 40 mW cm–2) for 3 h at 300 K.

Scheme 1.   Molecular structure of SP-R (R = Me, Et, Pr).
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間とともに成長し，飽和する．開環体のπ-π*遷移に帰属
される吸収スペクトルが飽和した後，550 nmの可視光
を照射すると，開環体のπ-π*遷移に帰属される吸収ス
ペクトルは減少し，消失する．すなわち，［FeIIFeIII（dto）3］
の層間に挿入したSP-Rは固体状態で可逆的に光異性化
を示すことが分かった．
　Fig.8に（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］（R = Me, Et, Pr）の磁化
の温度依存性を示す．Fig.8から明らかなように，強磁性
転移の振舞いはSPの置換基Rに著しく依存し，R = Me

およびR = Etでは2段階の強磁性転移を示す．一方，R = 

Prでは1段階の強磁性転移を示す．磁化率の挙動を調べ
てみると，R = Meでは電荷移動相転移に伴うヒステリ
シスが磁化率の温度変化に現れるのに対し，R = Etでは
ヒステリシスが現れない．1段階の強磁性転移を示すR 

= Prにおいても磁化率にヒステリシスは現れない．この
原因を探るため，P = 7.3 GPaにおける磁化率および磁化
の温度依存性を調べたところ，R = Etでは電荷移動相転
移を反映したヒステリシスが磁化率に現れた．また，圧
力の増大とともにTC = 25 K，TC = 8 Kを反映した磁化が
減少し，新たに6.5 KにZFCMの極大を持つ強磁性相が

Fig. 7. UV-vis absorption change of (SP-R)[FeIIFeIII(dto)3](R = Me, Et, Pr) in KBr pellet for UV irradiation (λ = 350 nm) and visible-light 
irradiation (λ = 550 nm) at 300 K. UV light irradiation (350 nm with half width of 10 nm) was carried out at first. After the absorption 
spectra were saturated, visible-light irradiation (λ = 550 nm) was carried out.

Fig. 8. Temperature dependence of the magnetization for (SP-R)[FeIIFeIII(dto)3] (R = Me, Et, Pr) synthesized by MeOH/H2O. 
FCM: field cooled magnetization, RM: remnant magnetization, ZFCM: zero-field cooled magnetization.
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間とともに成長し，飽和する．開環体のπ-π*遷移に帰属
される吸収スペクトルが飽和した後，550 nmの可視光
を照射すると，開環体のπ-π*遷移に帰属される吸収ス
ペクトルは減少し，消失する．すなわち，［FeIIFeIII（dto）3］
の層間に挿入したSP-Rは固体状態で可逆的に光異性化
を示すことが分かった．
　Fig.8に（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］（R = Me, Et, Pr）の磁化
の温度依存性を示す．Fig.8から明らかなように，強磁性
転移の振舞いはSPの置換基Rに著しく依存し，R = Me

およびR = Etでは2段階の強磁性転移を示す．一方，R = 

Prでは1段階の強磁性転移を示す．磁化率の挙動を調べ
てみると，R = Meでは電荷移動相転移に伴うヒステリ
シスが磁化率の温度変化に現れるのに対し，R = Etでは
ヒステリシスが現れない．1段階の強磁性転移を示すR 

= Prにおいても磁化率にヒステリシスは現れない．この
原因を探るため，P = 7.3 GPaにおける磁化率および磁化
の温度依存性を調べたところ，R = Etでは電荷移動相転
移を反映したヒステリシスが磁化率に現れた．また，圧
力の増大とともにTC = 25 K，TC = 8 Kを反映した磁化が
減少し，新たに6.5 KにZFCMの極大を持つ強磁性相が

Fig. 7. UV-vis absorption change of (SP-R)[FeIIFeIII(dto)3](R = Me, Et, Pr) in KBr pellet for UV irradiation (λ = 350 nm) and visible-light 
irradiation (λ = 550 nm) at 300 K. UV light irradiation (350 nm with half width of 10 nm) was carried out at first. After the absorption 
spectra were saturated, visible-light irradiation (λ = 550 nm) was carried out.

Fig. 8. Temperature dependence of the magnetization for (SP-R)[FeIIFeIII(dto)3] (R = Me, Et, Pr) synthesized by MeOH/H2O. 
FCM: field cooled magnetization, RM: remnant magnetization, ZFCM: zero-field cooled magnetization.
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現れた（Fig.9）．このことから，常圧におけるR = Etの2

段階の強磁性相転移は高温相に起因するものであり，高
圧下で現れた6.5 Kの強磁性転移が低温相に起因するも
のであることが分かった．一方，R = Prでは圧力の増大
とともにTC = 11 Kを反映した磁化が減少し，新たに6.5 

KにZFCMの極大を持つ強磁性相が現れた（Fig.10）．
このことから，常圧における11 Kの強磁性相転移は高
温相に起因するものであり，高圧下で現れた6.5 Kの強
磁性転移が低温相に起因するものであることが分かっ
た．（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］における強磁性転移および電
荷移動相転移がSPの置換基Rに著しく依存し，また合
成時の溶媒に対しても依存することを解明するには単結
晶の合成と単結晶X線構造解析が必要であり，今後の課
題である．

４．ま　　と　　め
　配位子場がスピンクロスオーバー領域にある混合原子
価錯体では，系全体の自由エネルギーが最も安定になる
ようにスピンと電荷が連動して起こる新しい型の相転移
現象が期待される．実際，強磁性を示す鉄混合原子価錯
体（n-CnH2n+1）4N［FeIIFeIII（dto）3］において室温から温度を
下げてゆくと，この物質が絶縁体であるにも係わらず電
子がFeIIからFeIIIに一斉に集団移動する電荷移動相転移

Fig. 9.   Temperature dependence of the magnetization for (SP-Et)[FeIIFeIII(dto)3] at various applied pressures.

を起こす．また，［FeIIFeIII（dto）3］錯体における電荷移動
相転移および強磁性転移は対イオンのサイズに著しく依
存する．本研究では，対イオンの光異性化反応を媒介と
して［FeIIFeIII（dto）3］∞のサイズを光で制御することによ
り［FeIIFeIII（dto）3］∞の強磁性およびFeI-FeII間の電荷移動
を制御することを目指し，光応答性有機・無機複合錯体
（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］（SP = spiropyran；R = CH3（Me），
C2H5（Et），C3H7（Pr））の開発を行った．この系では，
［FeIIFeIII（dto）3］の層間に挿入したSP-Rが固体状態で可
逆的に光異性化を示すことを明らかにした．また，光異
性化分子であるスピロピランを対イオンとして導入した
光応答性有機・無機複合錯体（SP-Me）［FeIIFeIII（dto）3］
（SP = spiropyran）において，紫外光を照射することに
より，SP-Meの光異性化を媒介として［FeIIFeIII（dto）3］層
で電荷移動相転移が起こることをメスバウアー分光によ
り明らかにすることができた．強磁性転移の振舞いは
SPの置換基Rに著しく依存し，R = MeおよびR = Etで
は2段階の強磁性転移を示すが，R = Prでは1段階の強
磁性転移を示す．この原因を探るため，P = 7.3 GPaにお
ける磁化率および磁化の温度依存性を調べたところ，R 

= Etでは電荷移動相転移を反映したヒステリシスが磁化
率に現れた．また，圧力の増大とともにTC = 25 K，TC = 

8 Kを反映した磁化が減少し，新たに6.5 KにZFCMの

Fig. 10.   Temperature dependence of the magnetization for (SP-Pr)[FeIIFeIII(dto)3] at various applied pressures.
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極大を持つ強磁性相が現れた．このことから，常圧にお
けるR = Etの2段階の強磁性相転移は高温相に起因する
ものであり，高圧下で現れた6.5 Kの強磁性転移が低温
相に起因するものであることが分かった．一方，R = Pr

では圧力の増大とともにTC = 11 Kを反映した磁化が減
少し，新たに6.5 KにZFCMの極大を持つ強磁性相が現
れた．このことから，常圧における11 Kの強磁性相転
移は高温相に起因するものであり，高圧下で現れた6.5 

Kの強磁性転移が低温相に起因するものであることが分
かった．以上のように，（SP-R）［FeIIFeIII（dto）3］における
強磁性転移および電荷移動相転移がSPの置換基Rに著
しく依存し，また合成時の溶媒に対しても著しく依存す
ることが判明したが，そのメカニズムを解明するには単
結晶の合成と単結晶X線構造解析が必要であり，現在進
行中である．
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