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本研究課題は、純粋な無機化合物である環状モリブデンクラウンクラスター
(MC)と機能性有機分子とを複合化させることによる新規な無機・有機ハイブリ
ッドマテリアルの開発を目的とする。環状構造を有する MC は鮮やかな青色を
呈する無機色素分子であり、1995 年における発見以降、包接型錯体の形成など
さまざまな発展が期待されてきたが、その研究はほとんど進んでいない。本研
究課題では、MC を機能性分子と複合化させることにより、一般に機能修飾が
困難である無機クラスターを機能化し、新規な超分子マテリアルの開発を行う。
本研究は、自然界に存在する鉱物の新たな活用法を提示するものであり、無機
化合物のマテリアルとしての新たな魅力を示し、次世代の物質創造への新しい
一歩を刻むものになるであろう。
Molybdenum blue, formed by partial reduction of MoVI in an acidic aqueous solution,
had been an enigmatic inorganic material due to its vivid blue color. It is a mixture of
different polyoxomolybdate (POM) clusters consisting of mixed-valent MoV and MoVI
nuclei.

Although the initial exploration was made more than 200 years ago, the first

success in structural analysis of POM clusters was reported only recently in 1995,
where Müller and coworkers isolated a crown–shaped POM cluster (MC) and obtained
its crystal structure.

Despite their interesting potentials in materials sciences, no

examples have yet been reported for utilization of such inorganic nano-objects for the
fabrication of discrete inorganic/organic nanocomposite materials.

In this study we

will investigate basic properties of MC, and further perform fictionalization of MC with
organic molecules via inclusion complexations.
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図 2. MC のサイクリックボルタモグラム
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図 3. MC/Porphyrin/Chiral Ammonium 塩
による CD スペクトル
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図 4. MC と分子ワイヤーによる無機/有機ポリロタキサン
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