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研究成果の概要（和文）：外部からの酸・塩基の刺激によって分子内に存在する水素結合の位置が切り替わり、
 それを反映して緑色と橙色の蛍光が可逆的に発現する励起状態分子内プロトン移動(ESIPT)型色素BTImPの合成
に成功した。この蛍光クロミズムは、BTImPをNafion膜にドープした場合でも観測され、膜上に酸性および塩基
性の水をインクとして用いることで文字を書いたり消したり出来ることを示した。また、橙色の蛍光は陰イオン
の存在に影響を受けやすいことが判り、その特性を利用することで、乾湿処理による橙/青の蛍光クロミズムや
励起波長に依存した蛍光色変化(青～白～橙)も観測した。

研究成果の概要（英文）：A novel excited state intramolecular proton transfer (ESIPT) fluorophore of 
BTImP, in which the switching of two intramolecular hydrogen bonds was reversibly induced by 
external acid/base stimuli, was designed and synthesized. Its fluorescence color was changed with 
high contrast between green and orange, which could be achieved even in a BTImP-doped Nafion film. 
Writing a letter on the film using acidic or basic water as ink was demonstrated. Furthermore, the 
property that the protonated state of BTImP is sensitive to the surrounding anions provides other 
possibilities not only for blue/orange fluorochromism in Nafion film by dry-wet treatments, but also
 for white light generation in solution by tuning of the excitation wavelength. 

研究分野： 物性化学、材料化学

キーワード： 蛍光　クロミズム　水素結合　励起状態分子内プロトン移動
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これらサリチル酸誘導体をプロトンドナー
として
セプター分子と組み合わせて共結晶の作製
を進めた。
合の制御、及びそれにリンクした蛍光特性
の変調には至っていないが、
確信できる成果であると考えている。
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