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Novel design strategies for functional chromophores have received considerable attention for a variety of 
applications, including the acquisition of multi-color and white-light emissive materials as well as left or right 
circularly polarized luminescence (CPL) materials. However, many of the previously studied materials have 
non-negligible drawbacks such as (i) tedious and time-consuming preparation, and (ii) the high costs (typically 
requiring rare-earths, novel metals, and chiral ligands). Therefore, novel CPL chromophores are still in high 
demand that have the advantages of facile preparation, low cost, and the use of abundant elements. Here we 
report a set of novel chiroptical chromophores, dinuclear triple-stranded helicates, composed of 
tetradentate ligands with trivalent metal ions (Al, Ga, and In) and their chiroptical properties.  
 
1. 緒言 

情報技術への応用が期待されるキラル材料分野では、同じ化合物でも、エナンチオマーによって異なる発光特

性(円偏光性)を有しており、次世代の革新的材料として有機ELディスプレイ(円偏光方式)やセキュリティインク

等の高度な光情報プロセシングへの応用が期待されている。1 これまでに円偏光発光材料として、ヘリセン誘導

体を代表とするπ共役有機分子やレアアースを含む金属錯体、キラル共役高分子、キラル超分子集合体などが報

告されている。なかでも“らせん錯体”は、らせん対称軸に沿って右巻き（P）および左巻き（M）のらせんキラ

リティ(軸不斉)を本質的に有している為、分子内にキラル源の修飾を必要とせず、らせん錯体を出発物質とした

機能設計は容易であることが挙げられる。一方で、魅力的な特

徴を有すらせん錯体は、金属イオンの数と配置を制御するため

に、緻密に設計された有機配位子と適切な金属イオンまたは金

属錯体フラグメントと組み合わせて設計する必要があり、その

合成は容易ではない。特にらせん反転を生じない“静的な”ら

せん錯体の創製が円偏光発光材料には必要不可欠である。 

以上の背景の下、本研究では複数の配位サイトと柔軟な構造

を有すイミノピロール型配位子と13族元素（アルミニウム、ガ

リウム、インジウム）を組み合わせることで二核三重らせん錯

体の新しい分子モデルの開拓に取り組んだ。なかでもアルミニ

ウムは地球の地殻中に酸素、ケイ素に次いで存在する金属元素

(~8 %)であり、安価に利用できる。また三重らせん構造は通常

の螺旋構造や二重螺旋構造と比較して熱や溶媒、光学分割の

様々な環境下でラセミ化やキラリティの反転、分解が起こりに

くいなど、静的ならせん錯体として振る舞うことが期待され

る。 
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図 1. 本研究の位置付け 図１　本研究の位置付け．
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2. 結果と考察 

3 種のイミノピロール型配位子を設計し、それぞれの配位子と 3 価のアルミニウムイオンから構成される二核三重らせ

ん錯体の合成を行った(図 2(a))。得られたらせん錯体は対称軸に沿って右巻き(P)と左巻き(M)のらせん状の不斉性を有

することが、単結晶 X 線構造解析によって確認された。そこでキラルカラムを固定相とした高速液体クロマトグラフィー

（HPLC）を用いることにより、光学分割を行い、右巻き(P)と左巻き(M)のらせん錯体の単離を行った。紫外光照射下にお

いて、異なる 3 種配位子の構造特有な青(462 nm)、黄(555 nm)、橙(589 nm)の多色の円偏光発光性が観測され、溶液状

態、固体状態ともに良好な異方性因子(10-3程度)を達成した(図 2(b))。発光量子収率は高いもので 50%程度であった。さ

らに溶液中では青色発光と黄色発光を示すらせん錯体の混合溶液を調製することにより、白色の円偏光発光の取り出し

を達成した。 

続いてイミノピロール配位子とアルミニウムと同族の金属イオンである、ガリウム(Ga)、インジウム(In)に関しても同

様の合成法を検討することにより、二核三重らせん錯体が得られることを見いだした。得られたらせん錯体は対称軸に沿

って右巻き(P)と左巻き(M)のらせん状の不斉性を有することが、単結晶 X 線構造解析によって確認され、HPLC を用いて

光学分割を行い、右巻き(P)と左巻き(M)のらせん錯体の単離が可能であることが分かった。一方で、金属イオンの違いに

関わらず発光色は同様であり、また発光量子収率は、アルミニウムに比べてガリウム、インジウム錯体ともに１０分の１

程度と小さくなることが分かった。一方でこれら３種のらせん錯体はいずれもトルエンやクロロホルム等の非極性溶媒

中だけでなく、DMSO 等の極性溶媒中においても安定に存在することが、吸収スペクトルや可変温度(VT)NMR を用いて確認

された。特に DMSO 中で高い熱安定性(120℃まで)が観測されたことは、剛直な３重らせん構造を形成していることに起因

していると考察している。 

 
図 2.(a)３種のアルミニウム二核三重らせん錯体の構造、(b)二核三重らせん錯体の光学特性 

 

3. 結論 

複数の配位サイトと柔軟な構造を有すイミノピロール型配位子と 13 族元素（アルミニウム、ガリウム、インジウム）

を用いた二核三重らせん錯体の合成を行うことにより、多色の円偏光発光の実現を達成した。二核三重らせん錯体となる

ことで、一般的なキラル錯体では類をみない高い溶媒、熱安定性を示すことが明らかとなった。これらの成果は、３価金

属と配位子を用いた様々な組み合わせからなる、安価で簡便な円偏光発光材料の調製に有効であることを提示しており、

錯体化学および光化学、構造化学上価値ある研究であると考えている。 
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図２　（ａ）3種のアルミニウム二核三重らせん錯体の構造，(ｂ）二核三重らせん錯体の光学特性．
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