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1. 本論文の概要 
 

 科学技術の発展により引き起こされた環境問題の根源となっている汚染物質を定性、

定量的に検出・除去することは持続可能な社会を実現する上で重要である。このような

観点から、特定の化学物質を検出できる化学センサーは大変注目されている。一方で近

年、有機配位子で保護された金クラスター化合物の単結晶 X 線構造同定が飛躍的に進

歩し、光学特性の金属数や幾何構造への顕著な依存性などの金骨格固有のユニークな分

子的性質が明らかにされつつある。被覆する有機配位子の役割については基本的にクラ

スターの構造保持であり、金骨格の特性にはほとんど影響を及ぼさないと考えられてき

た。しかしながら、サイズが小さいクラスターでは金原子のほとんどが骨格表面に位置

し、配位子部位と近接している。そのため、有機部位の摂動効果が顕著となり、結果と

して特異な物性の発現が期待される。このような特性を戦略的に駆使することで金クラ

スターの化学センサーなどへの機能展開が期待されるが、そうした観点からの検討はほ

とんどなかった。 

 本学位論文では、ホスフィン配位子で保護された分子性金クラスターの有機配位子環

境に着目し、チオラートやアセチリドの補助配位子と金骨格の間の相互作用や配位子環

境内でのπ系の相互作用、主配位子であるジホスフィン架橋部のπ系と金骨格の間の相

互作用が金クラスター由来の光学特性に与える影響について検討し、それらの外部刺激

応答性について模索した。 

 第一章では、四つの 1,3–bis(diphenylphosphino)propane（dppp）で保護された Au8ク

ラスター（[Au8(dppp)4R2]2+）が様々な補助配位子を修飾できることに着目して、チオラ

ート配位子による Au8 骨格への電子的な効果について検討した。単結晶 X 線構造解析

により、チオラート配位子の S 原子が Au8 骨格と弱く相互作用していることが示唆さ

れた。チオラート修飾 Au8クラスターは、クロライド型やアセチリド型クラスターと比

較して金骨格に由来する吸収帯が明確にシフトしていた。これらの結果からチオラート

配位子と Au8骨格の間の電子的な相互作用が示唆された。 

 第二章では、外部刺激への応答部位としてピリジンチオラート配位子を修飾した Au8

クラスターを用いて、ピリジル基のプロトン化に対する光学応答挙動について調べた。



 

光吸収応答では、ピリジンチオラート配位子の共鳴構造に依存した吸収帯のシフトを示

した。一方で、発光応答は吸収応答とは異なるメカニズムが関与していることがわかっ

た。単結晶 X 線構造解析と 1H NMR 解析により発光応答はピリジル基のプロトン化よ

り誘起される配位子部位での構造変化が関与していることが示唆された。したがって、

配位子部位の構造変化を通じてクラスターの発光特性を制御できることが明らかにな

った。 

 第三章ではπ系の拡張効果を明らかにするため、新規に 1,3–ブタジイン修飾 Au8 ク

ラスターを合成した。構造解析により、ジイン配位子は exo 位金原子に結合するだけで

なく、近接した Au6コアと相互作用していた。モノイン修飾 Au8クラスターではこのよ

うな相互作用は観測されなかった。IR スペクトル解析から、ジイン修飾 Au8 クラスタ

ーで観測されたこの Au–π相互作用は逆供与性を有していることが示唆された。光学特

性を調べたところ、ジインと Au8骨格の間の電子的なカップングが示唆された。これら

の結果から、ジインは金クラスターとの間に特異な相互作用を生じることが明らかにさ

れた。 

 第四章では主配位子となるジホスフィンの架橋部分に注目して、新規にピリジル架橋

ジホスフィン配位子で保護された金クラスター（Au6、Au7）を合成した。クラスターの

構造解析と安定性評価から、金骨格–配位子間相互作用が金クラスターの安定性を寄与

していることが明らかになった。また、ジホスフィン架橋部のπ系と金骨格の間に電子

的なカップリングがあることがわかった。これらの結果は主配位子のジホスフィンの設

計を通じて金クラスターの安定性や光学特性を制御できることを明らかにした。 

以上のように本学位論文では、金骨格周りの有機配位子が直接的（金骨格–配位子間相

互作用）あるいは間接的（配位子間相互作用）に金クラスターの基本分光物性に影響を

与えることが判明した。従来、金クラスターの性質は金骨格に一義的に依存すると考え

られてきたが、π系を始めとする有機部位との連携をツールとして容易にチューニング

できることを明らかにした。 



 

2.  本論文の目的 
 

 結晶構造解析の進歩により、金クラスターの電子・光学的な特性が金骨格の幾

何構造や構成金原子数に依存することが明らかにされつつある。従来、表面の有

機配位子はあくまで保護剤としてのみ働き、電子的にはほとんど影響しないと

考えられてきた。しかしながら、構成金原子数が二十数個程度以下でサイズが極

めて小さい場合には金原子のほとんどが配位子部位と近接しているため、有機

部位の摂動効果が顕著となり、結果として特異な物性が発現することが期待さ

れる。こうした特性を戦略的に駆使することで金クラスターの化学センサーな

どへの機能展開が期待されるが、そうした観点からの検討はほとんどなかった。 

 そこで本学位論文では、有機配位子の中でも特にπ系に着目し、構造明確な

Au8、Au7、Au6クラスター（Figure 9）との相互作用を多面的に調べるとともに、

それらのクラスター固有の光学特性に対して有機配位子が与える影響を明らか

にすることを目的とした。また、それらの知見を踏まえて、外部刺激に対する応

答機能についても検討した。 

 

 

3.  1 章の概要 

 
Figure 1.  Structures of diphosphine–protected Au8, Au7 and Au6 clusters. 



 

 

 新規にチオラート配位子を有する[core+exo]–型 Au8 クラスターを合成した。単結晶

X 線構造解析により、チオラート配位子は exo 位金原子と結合し、さらに隣接する Au6

コアとも相互作用していた。チオラオート修飾 Au8クラスターの光学特性を調べたとこ

ろ、チオラート配位子は結合あるいは相互作用を通じて Au8骨格に電子的な摂動効果を

示すことが明らかになった。チオラート配位子のπ系は Au8骨格と電子的にカップリン

グすることがわかった。さらに、S や N などのヘテロ原子は金骨格と相互作用し、金骨

格の電子状態に影響を及ぼすことが示唆された。これまで金クラスターの光学特性は金

骨格の構成金原子数あるいは幾何構造に一義的に依存すると考えられてきた。しかしな

がら、これらの結果から金クラスターの光学特性が表面有機配位子の影響を受けること

が明らかにされた。また、有機配位子の設計を通じて金クラスターの光学特性を制御で

きることがわかった。この知見は金クラスターをクロモジェニックなセンシング材料と

して利用できる可能性を示した。 

 

 

 

 

Figure 2.  Schematic illustration of Auedge–S interaction in thiolate-
modified Au8 cluster. 



 

4.  2 章の概要 
 

 ピリジンチオラート修飾 Au8 クラスターがピリジル基のプロトン化によって光学応

答を示すことを明らかにした。これらのクラスターはピリジル基のプロトン化によって

吸収帯および発光帯のレッドシフトと発光強度の増大を示した。吸収帯および発光帯の

シフトについては異性体でシフト幅が大きく異なり、ピリジンチオラートの共鳴構造に

依存していた。一方で、発光応答は光吸収応答とは異なるメカニズムであることが示唆

された。構造解析よりにピリジル基のプロトン化前後で配位子環境の構造が変化してい

ることがわかった。ピリジル基がフリーベース状態ではピリジル基とそれに隣接するジ

ホスフィンのフェニル基がヘリーボーン状に配列していた。プロトン化状態においては

それらの芳香環がπ–スタックを形成していた。このスタック形成が基底状態と励起状

態の構造変化を抑制したためクラスターの発光が増大したと考えられる。同様に、電子

吸引性のニトロ基を導入したフェニレンチオラート修飾クラスターにおいても同様の

構造変化と発光増大が観測された。したがって、金クラスターの発光特性を配位子部位

の構造設計を通じてチューニングできることが明らかになった。これらの結果は、金ク

ラスターを有用な化学センサーとして応用するための設計指針となる。 

 

 

 

 
Figure 3.  Schematic illustration of orientation change of aromatic rings and 
photoluminescence response up on pyridine protonation (4 and 4’). 



 

5.  3 章の概要 
 

 初めてジイン配位子を有する金クラスターの合成に成功した。単結晶 X 線構造解析

および IR スペクトル解析から、このジイン修飾 Au8 クラスターではモノイン型にはな

い特異な Au–π相互作用が発現することがわかった。また、NMR 解析によりそのよう

な相互作用は溶液中においても保持されていることが示唆された。この相互作用はジイ

ン型クラスターのみで観測されたことから、Au8 骨格からジインのπ*への逆供与が関

与していることが示唆された。クラスターの光学特性について調べたところ、ジインと

金骨格の間に電子的な相互作用が観測された。これらの結果は、金クラスターの価電子

（6s）がジインの C≡C を活性化していることを明らかにした。このように、分子性の

金クラスターでは単核錯体には見られない新たな機能が発現することがわかった。した

がって、金クラスターはジインなどの共役π系と特異な反応性を示すことが期待される。 

 

 

 

 
Figure 4.  Schematic illustration of back–donation–like interactions involving 
the electron donation from Au6 core to butadiynyl unit. 
 



 

6.  4 章の概要 
 

 ピリジン架橋ジホスフィン配位子を用いて Au6クラスターの合成に成功した。2,6–ピ

リジン架橋ジホスフィンで保護された Au6クラスターは、溶液中で容易に Au7クラスタ

ーへと変換されることがわかった。単結晶 X 線構造解析から、Au7クラスターでは金骨

格とピリジンの窒素原子および酸素原子が相互作用していることが明らかにされた。こ

の Au–ピリジン相互作用は Au–N 結合と Au–π結合から増強されていることが示唆さ

れた。一方で、このような Au–ピリジン相互作用は Au6クラスターでは観測されなかっ

た。したがって、Au7 クラスターの形成にはこのような金骨格–配位子間相互作用が関

与していることが示唆された。また、これらのピリジン架橋ジホスフィン保護金クラス

ターでは配位子架橋部のπ系と金骨格が電子的なカップリングしていることがわかっ

た。以上の結果により、ジホスフィン配位子の設計を通じてクラスターの光学特性や安

定性をチューニングできることが明らかになった。 

 

 

 
 

Figure 5.  Schematic illustration of Au–pyridine interaction in [Au7(2,6–
PyDP)4]2+. 



 

7.  本学位論文における結論 
 本学位論文では、ジホスフィン配位子で保護された分子性金クラスターの配位子環

境に着目し、有機配位子が関与した相互作用が与える光学特性への影響について検討し

た。第一章では、四つの 1,3–bis(diphenylphosphino)propane（dppp）で保護された Au8

クラスター（[Au8(dppp)4R2]2+）におけるチオラート配位子の S 原子と Au8 骨格の間の

相互作用を明らかにした。また、チオラート配位子は Au8骨格に電子的な性質に影響を

及ぼすことがわかった。第二章ではピリジンチオラート配位子を修飾した Au8クラスタ

ーがピリジル基のプロトン化により光学応答を示すことがわかった。光吸収応答は、ピ

リジンチオラート配位子の共鳴構造に依存した吸収帯のシフトを示した。一方で、発光

応答はプロトン化より誘起される配位子部位での構造変化が関与していることが示唆

された。第三章ではπ系の拡張効果として新規に 1,3–ブタジイン修飾 Au8 クラスター

を合成し、ジイン配位子と Au8骨格の間の Au–π相互作用を明らかにした。この相互作

用はジイン配位子において特有の現象であることから、Au8骨格からジイン配位子のπ

*への逆供与が関与していることが示唆された。第四章では主配位子となるジホスフィ

ンの架橋部分に注目して、新規にピリジル架橋ジホスフィン配位子で保護された金クラ

スター（Au6、Au7）を合成し、金骨格–配位子間相互作用が金クラスターの安定性を寄

与していることが明らかになった。また、ジホスフィン架橋部のπ系と金骨格の間に電

子的なカップリングがあることがわかった。 

 以上の結果から、金骨格周りの有機配位子が直接的（金骨格–配位子間相互作用）あ

るいは間接的（配位子間相互作用）に金クラスターの光学特性に影響を与えることがわ

かった。従来、金クラスターの性質は金骨格に一義的に依存すると考えられてきたが、

π系を始めとする有機部位が関与する相互作用を通じて容易にチューニングできるこ

とを明らかにした。最後に、本学位論文に関わる研究において有機配位子が関与する相

互作用を通じた金クラスターの機能を明らかにしたことは、学術的な関心だけでなく、

センシング材料として応用展開が期待される。 


