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(57)【要約】

（修正有）

【課題】スイッチング機能、特定温度での加熱による再
生不可能な消色および着色状態の可視光下での安定性な
どを備えたジアリールエテン化合物を含むフォトクロミ
ック材料およびそれを含む光機能素子の提供。
【解決手段】下式（Ｉ）：

［式中、Ｘは硫黄原子（Ｓ）またはスルホニル基（ＳＯ
2）であり、Ｚは水素原子（Ｈ）またはフッ素原子（Ｆ

）であり、ＲおよびＲ は同一または異なって炭素数１
〜６のアルキル基または炭素数３〜７のシクロアルキル
基でありかつ少なくともいずれか一方が炭素数３〜７の
第二級アルキル基である］で表わされるジアリールエテ
ン化合物。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（Ｉ）：
【化１】
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［式中、Ｘは硫黄原子（Ｓ）またはスルホニル基（ＳＯ2）であり、Ｚは水素原子（Ｈ）
またはフッ素原子（Ｆ）であり、ＲおよびＲ

は同一または異なって炭素数１〜６のアル

キル基または炭素数３〜７のシクロアルキル基でありかつ少なくともいずれか一方が炭素
数３〜７の第二級アルキル基である］
で表わされるジアリールエテン化合物を含むことを特徴とするフォトクロミック材料。
20

【請求項２】
前記一般式（Ｉ）におけるＸがＳであり、ＺがＦであり、かつＲおよびＲ

がイソプロ

ピル基、sec‑ブチル基またはシクロヘキシル基である請求項１に記載のフォトクロミック
材料。
【請求項３】
請求項１または２に記載のフォトクロミック材料を含むことを特徴とする光機能素子。
【請求項４】
前記光機能素子が、温度センサーである請求項３に記載の光機能素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、ジアリールエテン化合物を含むフォトクロミック材料および光機能素子に関
する。さらに詳しくは、本発明は、材料化学、印刷分野、インク分野、温度管理テープな
どに利用し得るジアリールエテン化合物を含むフォトクロミック材料およびそれを含む光
機能素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
冷凍技術や冷蔵技術の発達により、多くの食品や医薬品などの物品が長期間にわたり、
品質や安全性を保つことができるようになった。また、低温輸送技術の発達と普及により
、市場にも様々な冷凍食品や冷蔵食品が出回るようになってきている。このため、流通過
程や貯蔵過程における物品の温度管理が重要になる。特に物品が食品である場合、停電な
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どの不慮の出来事で、所定の温度に管理ができなくなると、食品に細菌が繁殖し、腐敗・
変質などの原因となる。また、物品が国際的に流通されるようになっている現在、食品物
流業界では、赤道下の船舶輸送時における商品の温度管理（安全性）が問題となっている
。
【０００３】
物品が一度でも管理温度以上の条件下に曝されたか否かは、物品を見ただけでは容易に
判別し難い。このため、低温保存食品などの個々の物品に、温度インジケータや感温色材
などを貼付する物品の温度管理が試みられている。
温度インジケータや感温色材は、物品が管理温度以上の条件下に曝されたときに変色し
、その変色状態がその後長期間にわたって保持されること、すなわちその変色が不可逆型
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であることが望ましい。
【０００４】
そして、様々な材料や応用技術が提案されている。
例えば、特開平１０−２８７８６３号公報（特許文献１）では、発色剤層、検温剤層お
よび顕色剤層を備えた、低温で不可逆に変色（「着色」または「発色」ともいう）する温
度履歴表示体が提案されている。
また、例えば、特開２００４−１８４９２０号公報（特許文献２）では、支持体上に染
料前駆体および、該染料前駆体と加熱時反応して着色体を形成する顕色剤を主成分として
含有する感熱記録層、顔料とバインダーを主成分とする浸透層、融点が０℃以上の感温物
質を内包したマイクロカプセル含有層、保護層を順次積層した示温ラベルが提案されてい

10

る。
【０００５】
しかし、特許文献１および２に記載の温度履歴表示体や示温ラベルは、特定の融点を有
する検温剤や感温物質を用いているために、温度履歴表示体や示温ラベルの製造後、使用
状態に至るまでの輸送・保管時に、所定の温度以下に保つことが必要である。また、材料
が不可逆型であるために、それが一旦変色すると、実用できなくなる。このため、これら
の材料は、温度変化機構を作動可能にするスイッチオン機構を備えていることが望ましい
。
【０００６】
このようなスイッチオン機構を備えた材料（温度履歴表示材）として、紫外線照射によ
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り着色し、温度履歴がスタートするフォトクロミック化合物を利用したものがある。
例えば、国際公開第ＷＯ２００７／１０５６９９号（特許文献３）に記載されている着
色状態の光安定性が従来のものより１０倍高く、着色状態で温度を感知し、不可逆的に消
色するフォトクロミック化合物がある。
しかし、このような機能を発現させるためには、トリフルオロメタンスルホン酸のよう
な強い酸を必要とし、かつ固体状態で所定の機能を発現させるためには、均一に酸を添加
する必要があり、この酸の添加は製造工程上、大きな問題となる。
【０００７】
一般に、フォトクロミック化合物を用いた温度履歴表示材としては、次のような条件（
機能）が考えられ、それらの組み合わせにより、異なる特徴を有する温度履歴表示材を作
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成できる。
（１）スイッチオン機構を備えること（例えば、紫外線照射による着色）
（２）加熱により、再生不可能な消色が起こること
（３）着色状態が可視光下で安定であること
（４）加熱により、色が元に戻り、再生可能であること
【０００８】
これまでにフォトクロミック化合物、特にジアリールエテン化合物として、様々な化合
物が合成され、その温度履歴表示材としての応用が提案されている。以下にそれらの化合
物の有する機能およびそれらを記載する文献を例示する。
（１）および（２）：上記の特許文献３
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（１）および（３）：特許第４０２５９２０号公報（特許文献４）
（１）および（４）：S. Kobatake, K. Uchida, E. Tsuchida, M. Irie, 「Photochrom
ism of Diarylethenes Having Isopropyl Groups at the Reactive Carbons. Thermal Cy
cloreversioin of the Closed‑Ring Isomers」, Chem. Lett., 2000年, 29, 1340‑1341（
非特許文献１）
（１）、（３）および（４）：特許第３９６４２３１号公報（特許文献５）
また、上記の特許文献３には、（１）、（２）および（３）の機能を有するジアリール
エテン化合物が記載されているが、この化合物はこれらの機能を発現させるために、上記
のように酸添加を必要とする。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０−２８７８６３号公報
【特許文献２】特開２００４−１８４９２０号公報
【特許文献３】国際公開第ＷＯ２００７／１０５６９９号
【特許文献４】特許第４０２５９２０号公報
【特許文献５】特許第３９６４２３１号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】S. Kobatake, K. Uchida, E. Tsuchida, M. Irie, 「Photochromism of
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Diarylethenes Having Isopropyl Groups at the Reactive Carbons. Thermal Cyclorev
ersioin of the Closed‑Ring Isomers」, Chem. Lett., 2000年, 29, 1340‑1341
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
上記の先行技術に記載されているような、温度履歴表示材となる従来のフォトクロミッ
ク化合物は、可視光下においてもわずかに消色（「退色」ともいう）するという問題があ
り、可視光下でのさらなる安定性が必要であるという課題がある。
また、機能を発現させるために酸添加を必要としない化合物の開発が望まれる。
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【００１２】
そこで、本発明は、上記の（１）〜（３）の機能を備えかつ酸添加を必要としないジア
リールエテン化合物、すなわちスイッチング機能（紫外線照射による着色）、特定温度で
の加熱による再生不可能な消色、着色状態の可視光下での安定性および着色現象の発現に
酸などの付加成分が不要という機能を備えたジアリールエテン化合物を含むフォトクロミ
ック材料およびそれを含む光機能素子を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明の発明者は、ジアリールエテン化合物について鋭意研究を重ねた結果、特定のジ
アリールエテン系フォトクロミック化合物が、紫外線で着色し、着色状態が可視光下で極
めて安定であり、なおかつ加熱により不可逆的に消色することを見出し、それらの化合物
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もしくはそれらを含む媒体が、酸添加を必要とせず、目的とする温度履歴表示材として利
用できることを見出し、本発明を完成するに到った。
【００１４】
かくして、本発明によれば、一般式（Ｉ）：
【化１】
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【００１５】
［式中、Ｘは硫黄原子（Ｓ）またはスルホニル基（ＳＯ2）であり、Ｚは水素原子（Ｈ）
またはフッ素原子（Ｆ）であり、ＲおよびＲ

は同一または異なって炭素数１〜６のアル

キル基または炭素数３〜７のシクロアルキル基でありかつ少なくともいずれか一方が炭素
数３〜７の第二級アルキル基である］
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で表わされるジアリールエテン化合物を含むことを特徴とするフォトクロミック材料が提
供される。
また、本発明によれば、上記のフォトクロミック材料を含むことを特徴とする光機能素
子が提供される。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、スイッチング機能（紫外線照射による着色）、特定温度での加熱によ
る再生不可能な消色、着色状態の可視光下での安定性および着色現象の発現に酸などの付
加成分が不要という機能を備えたジアリールエテン化合物を含むフォトクロミック材料お
よびそれを含む光機能素子を提供することができる。
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【００１７】
例えば、本発明のジアリールエテン化合物は、一般式（Ｉ）における置換基ＲおよびＲ
を代えることにより、温度センサーの機能温度を変化させることができる。したがって
、様々な温度を感知できる化合物を組み合わせることにより、温度上昇を手軽に管理でき
る温度センサーを提供することができる。
また、温度センサー以外にも多くの用途が考えられ、上記の特許文献５に記載の応用例
も本発明の用途に含まれる。但し、本発明のジアリールエテン化合物は、変色の反応が不
可逆であり、再利用可能な材料ではない。
このように、本発明のジアリールエテン化合物は、様々な用途への展開が予想され、産
業上の利用可能性は高く、その波及効果は大きい。
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【００１８】
また、本発明のフォトクロミック材料は、一般式（Ｉ）におけるＸがＳであり、ＺがＦ
であり、かつＲおよびＲ

がイソプロピル基、sec‑ブチル基またはシクロヘキシル基であ

る場合に、上記の効果がさらに発揮される。
さらに、本発明の前記光機能素子は、温度センサーとして特に優れた効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】光スイッチング機能を有する温度管理識別ラベルの概念図である。
【図２】ジアリールエテン化合物の開環体と閉環体との吸収スペクトルを示す図である。
【図３】ジアリールエテン化合物の開環体と閉環体の吸収波長、モル吸光係数および反応
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量子収率を示す図である。
【図４】ジアリールエテン化合物の閉環体の熱安定性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（ジアリールエテン化合物）
本発明のジアリールエテン化合物は、一般式（Ｉ）：
【化２】
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【００２１】
［式中、Ｘは硫黄原子（Ｓ）またはスルホニル基（ＳＯ2）であり、Ｚは水素原子（Ｈ）
またはフッ素原子（Ｆ）であり、ＲおよびＲ

は同一または異なって炭素数１〜６のアル
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キル基または炭素数３〜７のシクロアルキル基でありかつ少なくともいずれか一方が炭素
数３〜７の第二級アルキル基である］
で表わされることを特徴とする。
【００２２】
一般式（Ｉ）における置換基について説明する。
置換基Ｘは、ＳまたはＳＯ2であり、一般式（Ｉ）のジアリールエテン化合物の合成の
容易性の点でＳが特に好ましい。
置換基Ｚは、ＨまたはＦであり、一般式（Ｉ）のジアリールエテン化合物の保存安定性
の点でＦが特に好ましい。
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【００２３】
置換基ＲおよびＲ

は同一または異なって炭素数１〜６のアルキル基または炭素数３〜

７のシクロアルキル基でありかつ少なくともいずれか一方が炭素数３〜７の第二級アルキ
ル基である。
炭素数１〜６のアルキル基としては、メチル、エチル、ｎ−プロピル、イソプロピル、
ｎ−ブチル、イソブチル、tert−ブチル、sec−ブチル、ｎ−ペンチル、イソペンチル、t
ert−ペンチル、ネオペンチル、ｎ−ヘキシル、ｎ−ヘプチルなどの直鎖または分岐鎖の
アルキル基が挙げられる。
炭素数３〜７のシクロアルキル基としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペ
ンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチルなどが挙げられる。
これらの中でも、一般式（Ｉ）のジアリールエテン化合物の製造コストの点でイソプロ
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ピル基、sec‑ブチル基およびシクロヘキシル基が特に好ましい。
【００２４】
置換基ＲおよびＲ

は、少なくともいずれか一方が炭素数３〜７の第二級アルキル基で

あり、この第二級アルキル基が置換する炭素原子は、第三級炭素原子となる。
第二級アルキル基としては、イソプロピル、イソブチル、sec−ブチル、イソペンチル
、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチルな
どが挙げられる。
置換基ＲおよびＲ

は、合成の容易性の点で、同一、すなわちいずれも第二級アルキル

基であるのが好ましい。
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【００２５】
（ジアリールエテン化合物の製造方法）
本発明のジアリールエテン化合物（以下、「ジアリールエテン化合物（Ｉ）」ともいう
）は、例えば、次のような典型的なルートにより合成することができる。
以下には、置換基ＲおよびＲ

が同一である場合について説明するが、これにより本発

明は限定されない。
また、以下において、置換基ＲおよびＲ
よびＲ

を−ＣＨＲ1Ｒ2（式中、Ｒ1およびＲ2はＲお

の定義に基づいて選択されるアルキル基、またはＲ1およびＲ2が互いに結合して

それらが結合する炭素原子と共に形成されたシクロアルキル基である）、置換基ＺをＦと
して表す。
【００２６】
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【化３】
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【００２７】

20

ジアリールエテン化合物（Ｉ）は、チオフェンと表１に示される置換基Ｒ1およびＲ2を
有するケトンを出発原料として製造することができる。
具体的には、ジアリールエテン化合物（Ｉ）は、製造例に示すように、公知の方法によ
り製造することができる。出発原料およびそれらの使用量や割合、温度、時間、圧力、雰
囲気および溶媒の種類や使用量などの反応条件は、製造するジアリールエテン化合物（Ｉ
）により適宜選択および設定すればよい。
【００２８】
【表１】
30

40
【００２９】
製造された化合物が所望のジアリールエテン化合物（Ｉ）であることは、製造例に示す
ように、核磁気共鳴スペクトル法、質量分析法などの一般的な有機分析手法により確認す
ることができる。
【００３０】
（ジアリールエテン化合物の物性と用途）
本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）は、例えば、下記の一般式（II）で表されるよ
うに、まず紫外光照射により、２つのチオフェン環に結合する２つの置換基Ｒ（Ｒ

＝Ｒ

として表記）が結合して環を形成（閉環）し、着色する（スイッチング機能）。この着色
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は、可視光下で所定の温度（Δ）未満では安定であるが、この所定の温度（Δ）以上の条
件に曝される（加熱される）ことにより消色（退色）する。この消色状態は、紫外光や可
視光下で安定である。
【００３１】
【化４】
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【００３２】
本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）は、一般式（Ｉ）における置換基ＲおよびＲ
を代えることにより変化する。すなわち、本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）を温度
センサーに応用する場合には、作動温度（機能温度）を変化させることができる。
このように本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）は、所望の機能温度を設定し得るＰ
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型のフォトクロミズムの性能を有することから、本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）
を含むフォトクロミック材料を提供することができる。
【００３３】
また、本発明によれば、上記のフォトクロミック材料を含む光機能素子を提供すること
ができる。
例えば、図１に示すように、本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）を含む温度センサ
ーおよび公知の温度センサーから選択される、様々な温度で感知できる温度センサーを組
み合わせることによって、温度上昇を手軽に管理できる。
すなわち、図１は、基板上にそれぞれ異なる温度で感知する３つの温度センサーが設け
られた温度センサーユニットであり、スイッチング前の状態（左図）から、紫外線の照射
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により各温度センサーが着色して温度管理が開始され（中央図）、加熱により一部の温度
センサーが消色して温度経過（履歴）が一目で識別できる（右図）。
【００３４】
また、温度センサー以外にも多くの用途が考えられる。例えば、上記の特許文献５（特
許第３９６４２３１号公報）に記載の応用例、光スイッチング素子、光メモリ素子、光記
録媒体などが挙げられる。
光スイッチング素子に使用する場合、例えば、本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）
を含むフォトクロミック材料を用いて薄膜を形成し、これを用いて光スイッチング素子を
作製する。該フォトクロミック材料の大きな屈折率変化を利用することにより、素子の小
型化が可能になるため好ましい。

40

また光メモリ素子に使用する場合、例えば、本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）を
含むフォトクロミック材料を用いて薄膜を形成し、これを記録層として光メモリ素子を作
製する。記録層へのフォトンモード記録により、記録密度の大幅な向上が可能となるため
好ましく、また多光子吸収反応を利用することにより、三次元的な記録も可能となるため
、記録容量の向上が可能となりさらに好ましい。
【００３５】
上記の薄膜は、その用途（目的）により組み合わせる材料や条件を適宜選択、設定する
ことにより基板上に形成することができる。
基板は、使用する光に対し透明でも不透明であってもよく、当該技術分野で通常使用さ
れているものから適宜選択される。基板の具体的な材質としては、例えば、ガラス、プラ
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スチック、紙、板状または箔状のアルミニウムなどの金属が挙げられるが、これらの中で
も、プラスチックが種々の点から好適である。プラスチックとしては、例えば、アクリル
樹脂、メタクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、ニトロセルロース、ポリエチ
レン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリイミド樹脂、ポリサルホン
樹脂などが挙げられる。
【００３６】
より具体的には、薄膜は、本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）を、必要に応じバイ
ンダー樹脂と共に適当な溶媒に溶解し、ドクターブレード法、キャスト法、スピナー法、
浸漬法などの公知の方法により基板上に塗布し、適宜乾燥することにより形成することが
できる。その膜厚は、通常、２ｎｍ〜５０μｍ、好ましくは１０ｎｍ〜３０μｍである。

10

【００３７】
バインダー樹脂としては、フェノール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂
、ポリ（メタ）アクリル酸メチルなどの（メタ）アクリル系樹脂などが挙げられる。
バインダー樹脂は、一般的にジアリールエテン構造の濃度低下をもたらすため、使用し
ないのが最も好ましいが、使用する場合には、重量比で、本発明のジアリールエテン化合
物（Ｉ）と同量以下、より好ましくは半量以下である。
また、溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、メチルエチルケ
トン、エチルアセテートなどが挙げられる。
【００３８】
薄膜中における本発明のジアリールエテン化合物（Ｉ）の含有量は、特に限定されない

20

が、その用途および吸光度や発光の強度などを考慮して適宜設定すればよい。薄膜が光記
録媒体の記録層である場合には、基板の片面だけでなく両面に設けてもよい。また、記録
層上には、耐候性を向上させる目的で保護膜を設けてもよい。
【実施例】
【００３９】
本発明を以下の製造例、実施例および比較例により具体的に説明するが、本発明はこれ
らの製造例および実施例により限定されるものではない。
製造例の各工程において得られた化合物を、以下の機器および条件で分析して同定し、
またそれらの物性を評価した。
30

【００４０】
（ＮＭＲ）
核磁気共鳴スペクトル装置（ブルカーバイオスピン株式会社（Bruker BioSpin K.K.）
製、型式：ＡＶ−３００Ｎ）を用いて、中間化合物を含む製造例で得られた化合物を測定
した。
溶媒として重クロロホルム、基準物質としてテトラメチルシランを用いた。
【００４１】
（マススペクトル）
質量分析装置（日本電子株式会社製、型式：ＪＭＳ−７００／７００Ｓ）を用いて、中
間化合物を含む製造例で得られた化合物を測定した。
3‑ニトロベンジルアルコールをマトリックスに用いて、FAB+によりイオン化させて測定
した。
【００４２】
（製造例１）
一般式（Ｉ）におけるＸがＳであり、ＺがＦであり、かつＲおよびＲ
基であるジアリールエテン化合物（DE(O2)‑iPr）を製造した。
【００４３】
2‑(2‑ヒドロキシ‑2‑プロピル)チオフェンの合成

がイソプロピル
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【化５】

【００４４】
アルゴン雰囲気下で四つ口フラスコにチオフェン 9.3 g (110 mmol) とエーテル 100 m
L を加えた。0 ℃に冷却し、n‑ブチルリチウムヘキサン溶液（1.6 mol/L） 83 mL (130 m
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mol)をゆっくり滴下した。その後、1 時間還流し、0 ℃に冷却し、無水アセトン 9.8 mL
(130 mmol) を滴下し、室温で 1 時間撹拌した。その後、水を入れ、希塩酸で酸性にして
、エーテルで抽出を行い、硫酸マグネシウムで乾燥させた。その後、シリカゲルカラムク
ロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン:酢酸エチル = 7 : 3)で精製を行った。
【００４５】
収量: 11 g (77 mmol)
収率: 70 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 1.67 (s, 6H), 2.06 (s, 1H), 6.92‑6.98 (m, 2

H), 7.19 (dd, J = 4.7, 1.5 Hz, 1H)
【００４６】

20

2‑イソプロピルチオフェンの合成
【化６】

【００４７】
アルゴン雰囲気下でフラスコに塩化アルミニウム 36 g (270 mmol)を入れ、氷冷しなが
ら、無水エーテル 80 mL をゆっくり滴下した。水素化リチウムアルミニウム 5.0 g (130

30

mmol) を加え、2‑(2‑ヒドロキシ‑2‑プロピル)チオフェン 11 g (77 mmol)の無水エーテ
ル (100 mL) 溶液をゆっくり滴下した。その後、1.5 時間還流し、20 wt %の希硫酸で処
理した。エーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒
を留去した。その後、減圧蒸留 (55 (C/3.9 kPa)で精製を行った。
【００４８】
収量: 2.2 g (17 mmol)
収率: 23 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 1.34 (d, J = 6.9 Hz, 6H), 3.19 (sept, J = 6

.9 Hz, 1H), 6.80 (d, J = 3.6 Hz, 1H), 6.92 (dd, J = 5.1, 3.6 Hz, 1H), 7.11 (d, J
= 5.1 Hz, 1H)

40

【００４９】
3,5‑ジブロモ‑2‑イソプロピルチオフェンの合成
【化７】

【００５０】
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フラスコに酢酸 15 mL、水 1 mL、2‑イソプロピルチオフェン 2.2 g (17 mmol) を入れ
、氷冷しながら 臭素 6.0 g (38 mmol) をゆっくり滴下した。その後、水浴で終夜攪拌し
た。 その後、 水酸化ナトリウム水溶液で中和し、エーテルで抽出した。チオ硫酸ナトリ
ウム水溶液、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。そ
の後、カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン)で精製を行った。
【００５１】
収量: 3.0 g (11 mmol)
収率: 61 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 1.27 (d, J = 6.8 Hz, 6H), 3.30 (sept, J = 6

.8 Hz, 1H), 6.85 (s, 1H)

10

【００５２】
3‑ブロモ‑2‑イソプロピル‑5‑フェニルチオフェンの合成
【化８】

20
【００５３】
アルゴン雰囲気にした四つ口フラスコに 3,5‑ジブロモ‑2‑イソプロピルチオフェン 1.1
g (3.9 mmol) を無水 THF 20 mL に入れ ‑78℃で 1.6 M n‑ブチルリチウムヘキサン溶液
2.6 mL (4.2 mmol)をゆっくり滴下した。1 時間攪拌した後、ホウ酸トリ‑n‑ブチル 2.2
mL (8.0 mmol) を滴下し攪拌した。1 時間攪拌した後、水でクエンチして反応を止め、20
wt% 炭酸ナトリウム水溶液 7 mL、Pd(PPh3)4 84 mg (0.074 mmol)、ヨードベンゼン 0.7
5 g (3.7 mmol) を入れ 9 時間加熱還流した。その後、希塩酸で中和しエーテルで抽出し
硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。その後、カラムクロマトマトフィー (溶離
液： ヘキサン)で分離精製を行った。
【００５４】

30

収量: 730 mg (2.6 mmol)
収率: 67 %
1

H NMR (CDCl3, TMS): δ = 1.33 (d, J = 6.8 Hz, 6H), 3.34 (sept, J = 6.8 Hz, 3H

), 7.10 (s, 1H), 7.20‑7.55 (m, 5H)
【００５５】
DE‑iPrの合成
【化９】

40

【００５６】
アルゴン雰囲気下で四つ口フラスコに3‑ブロモ‑2‑イソプロピル‑5‑フェニルチオフェン
730 mg (2.6 mmol)と無水THF 11 mL を加え、‑78 (C で1.6 M n‑ブチルリチウムヘキサ
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ン溶液 1.9 mL (3.0 mmol)をゆっくり滴下し、1 時間攪拌した。その後、ペルフルオロシ
クロペンテン 0.17 mL (1.3 mmol)をゆっくり滴下し、2 時間攪拌した。その後、室温に
戻してクエンチし、希塩酸を用いて中和し、エーテルで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥さ
せた後、溶媒を留去した。その後、カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン)で分
離、精製を行った。
【００５７】
収量: 410 mg (0.71 mmol)
収率: 55%
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 0.95 (d, J = 6.8 Hz, 12H), 2.80 (sept, J =
10

6.8 Hz, 2H), 7.18 (s, 2H), 7.25‑7.57 (m, 10H)
【００５８】
DE(O2)‑iPrの合成
【化１０】

20

【００５９】
ジクロロメタン 8 mL、DE‑iPr 0.20 g (0.35 mmol)を入れたフラスコに、m‑クロロ過安
息香酸 (純度 ca. 70%、含水) 0.20 g (0.79 mmol)を加え 3 日間攪拌した。その後、中
和し、ジクロロメタンで抽出を行った。飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥し、
溶媒を留去した。カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン:酢酸エチル = 85 : 15
)で分離、精製を行った。
30

【００６０】
収量: 140 mg (0.23 mmol)
収率: 66 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 1.13 (d, J = 7.0 Hz, 6H), 1.25 (d, J = 6.8

Hz, 6H), 2.79 (sept, J = 7.0 Hz, 1H), 2.88 (sept, J = 6.8 Hz, 1H), 6.79 (s, 1H),
7.15 (s, 1H), 7.28‑7.70 (m, 10H)
FAB‑MS: 609.1332 (MH+). Calculated for C31H27F6S2: 609.1357.
【００６１】
（製造例２）
一般式（Ｉ）におけるＸがＳであり、ＺがＦであり、かつＲおよびＲ
であるジアリールエテン化合物（DE(O2)‑sBu）を製造した。

がsec‑ブチル基
40

【００６２】
2‑(2‑ヒドロキシ‑2‑ブチル)チオフェンの合成
【化１１】

【００６３】
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アルゴン雰囲気下で四つ口フラスコにチオフェン 17 g (200 mmol) とエーテル 180 mL
を加えた。0 ℃に冷却し、n‑ブチルリチウムヘキサン溶液（1.6 mol/L） 150 mL (240 m
mol)をゆっくり滴下した。その後、1.5 時間還流し、0 ℃に冷却し、メチルエチルケトン
22 mL (240 mmol) を滴下し、室温で 1 時間撹拌した。その後、水を入れ、希塩酸で酸
性にして、エーテルで抽出を行い、硫酸マグネシウムで乾燥させた。その後、シリカゲル
カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン:酢酸エチル = 7 : 3)で精製を行った。
【００６４】
収量: 20 g (130 mmol)
収率: 63 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 0.89 (t, J = 7.5 Hz, 3H), 1.61 (s, 3H), 1.8

10

9 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 2.00 (s, 1H), 6.85 (dd, J = 3.6, 1.2 Hz, 1H), 6.89 (dd, J
= 5.0, 3.6 Hz, 1H), 7.14 (dd, J = 5.0, 1.2 Hz, 1H)
【００６５】
2‑sec‑ブチルチオフェンの合成
【化１２】

20
【００６６】
アルゴン雰囲気下でフラスコに塩化アルミニウム 26 g (190 mmol)を入れ、氷冷しなが
ら、無水エーテル 70 mL をゆっくり滴下した。水素化リチウムアルミニウム 3.6 g (94
mmol) を加え、2‑(2‑ヒドロキシ‑2‑ブチル)チオフェン 7.8 g (50 mmol)の無水エーテル
(70 mL) 溶液をゆっくり滴下した。その後、1.5 時間還流し、20 wt %の希硫酸で処理し
た。エーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留
去した。その後、減圧蒸留 (58 (C/2.7 kPa)で精製を行った。
【００６７】
収量: 1.7 g (12 mmol)
収率: 25 %

30

1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 0.88 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 1.30 (d, J = 7.0

Hz, 3H), 1.57‑1.70 (m, 2H), 2.84‑2.98 (m, 1H), 6.71 (d, J = 3.5 Hz, 1H), 6.84 (d
d, J = 5.1, 3.5 Hz, 1H), 7.04 (d, J = 5.1 Hz, 1H)
【００６８】
3,5‑ジブロモ‑2‑sec‑ブチルチオフェンの合成
【化１３】

40

【００６９】
フラスコに酢酸 11 mL、水 1 mL、2‑sec‑ブトキシチオフェン 1.7 g (12 mmol) を入れ
、氷冷しながら 臭素 1.36 g (26 mmol) をゆっくり滴下した。その後、水浴で終夜攪拌
した。 その後、 水酸化ナトリウム水溶液で中和し、エーテルで抽出した。チオ硫酸ナト
リウム水溶液、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。
その後、カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン)で精製を行った。
【００７０】
収量: 2.9 g (9.7 mmol)
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収率: 80 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 0.90 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 1.24 (d, J = 6.9

Hz, 3H), 1.54‑1.66 (m, 2H), 3.00‑3.14 (m, 1H), 6.78 (s, 1H)
【００７１】
3‑ブロモ‑2‑sec‑ブチル‑5‑フェニルチオフェンの合成
【化１４】

10

【００７２】
アルゴン雰囲気にした四つ口フラスコに 3,5‑ジブロモ‑2‑sec‑ブチルチオフェン 1.6 g
(5.4 mmol) を無水 THF 30 mL に入れ ‑78℃で 1.6 M n‑ブチルリチウムヘキサン溶液 3
.7 mL (5.9 mmol)をゆっくり滴下した。1 時間攪拌した後、ホウ酸トリ‑n‑ブチル 2.2 mL
(8.0 mmol) を滴下し攪拌した。1 時間攪拌した後、水でクエンチして反応を止め、20 w
t% 炭酸ナトリウム水溶液 10 mL、Pd (PPh3)4 120 mg (0.11 mmol)、ヨードベンゼン 1.1
g (5.4 mmol) を入れ 10 時間加熱還流した。その後、希塩酸で中和しエーテルで抽出し
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硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。その後、カラムクロマトマトフィー (溶離
液： ヘキサン)で分離精製を行った。
【００７３】
収量: 840 mg (2.8 mmol)
収率: 52 %
1

H NMR (CDCl3, TMS): δ = 0.93 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 1.30 (d, J = 6.9 Hz, 3H),

1.60‑1.72 (m, 2H), 3.03‑3.17 (m, 1H), 7.01 (s, 1H), 7.16‑7.47 (m, 5H)
【００７４】
DE‑sBuの合成
【化１５】

30

40
【００７５】
アルゴン雰囲気下で四つ口フラスコに3‑ブロモ‑2‑sec‑ブチル‑5‑フェニルチオフェン 7
00 mg (2.4 mmol)と無水THF 10 mL を加え、‑78 (C で1.6 M n‑ブチルリチウムヘキサン
溶液 1.7 mL (2.7 mmol)をゆっくり滴下し、1 時間攪拌した。その後、ペルフルオロシク
ロペンテン 0.16 mL (1.2 mmol)をゆっくり滴下し、2 時間攪拌した。その後、室温に戻
してクエンチし、希塩酸を用いて中和し、エーテルで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥させ
た後、溶媒を留去した。その後、カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン)で分離
、精製を行った。
【００７６】
収量: 420 mg (0.69 mmol)
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収率: 58%
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 0.55‑0.70 (m, 6H), 0.70‑0.90 (m, 6H), 1.10‑

1.55 (m, 4H), 2.38‑2.58 (m, 2H), 7.15 (s, 2H), 7.18‑7.53 (m, 10H)
【００７７】
DE(O2)‑sBuの合成
【化１６】

10

【００７８】
ジクロロメタン 7 mL、DE‑sBu 0.20 g (0.33 mmol)を入れたフラスコに、m‑クロロ過安
息香酸 (純度 ca. 70%、含水) 0.18 g (0.73 mmol)を加え 8 日間攪拌した。その後、中
和し、ジクロロメタンで抽出を行った。飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥し、

20

溶媒を留去した。カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン:酢酸エチル = 9 : 1)
で分離、精製を行った。
【００７９】
収量: 90 mg (0.14 mmol)
収率: 42 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 0.50‑1.95 (m, 16H), 2.33‑2.63 (m, 2H), 6.75

‑7.75 (m, 12H)
【００８０】
（製造例３）
一般式（Ｉ）におけるＸがＳであり、ＺがＦであり、かつＲおよびＲ

がシクロヘキシ

30

ル基であるジアリールエテン化合物（DE(O2)‑cHx）を製造した。
【００８１】
2‑(1‑ヒドロキシ‑1‑シクロヘキシル)チオフェンの合成
【化１７】

40
【００８２】
アルゴン雰囲気下で四つ口フラスコにチオフェン 6.7 g (80 mmol) とエーテル 75 mL
を加えた。0 ℃に冷却し、n‑ブチルリチウムヘキサン溶液（1.6 mol/L） 59 mL (94 mmol
)をゆっくり滴下した。その後、1.5 時間還流し、0 ℃に冷却し、シクロヘキサノン 10 m
L (97 mmol) を滴下し、室温で 1 時間撹拌した。その後、水を入れ、希塩酸で酸性にし
て、エーテルで抽出を行い、硫酸マグネシウムで乾燥させた。その後、シリカゲルカラム
クロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン:酢酸エチル = 7 : 3)で精製を行った。
【００８３】
収量: 14 g (77 mmol)
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収率: 96 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 1.2‑2.0 (m, 10H), 2.04 (s, 1H), 6.95 (dd, J

= 4.8, 3.6 Hz, 1H), 6.98 (dd, J = 3.6, 1.4 Hz, 1H), 7.19 (dd, J = 4.8, 1.4 Hz,
1H)
【００８４】
2‑シクロヘキシルチオフェンの合成
【化１８】

10

【００８５】
アルゴン雰囲気下でフラスコに塩化アルミニウム 41 g (310 mmol)を入れ、氷冷しなが
ら、無水エーテル 90 mL をゆっくり滴下した。水素化リチウムアルミニウム 5.7 g (0.1
5 mol) を加え、2‑(1‑ヒドロキシ‑1‑シクロヘキシル)チオフェン 14 g (77 mmol)の無水
エーテル (110 mL) 溶液をゆっくり滴下した。その後、1.5 時間還流し、20 wt %の希硫
酸で処理した。エーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し
、溶媒を留去した。
【００８６】

20

収量: 11 g (66 mmol)
収率: 86 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 1.0‑2.2 (m, 10H), 2.7‑2.9 (m, 1H), 6.80 (d, J
= 3.4 Hz, 1H), 6.92 (dd, J = 5.1, 3.4 Hz, 1H), 7.11 (d, J = 5.1 Hz, 1H)

【００８７】
3,5‑ジブロモ‑2‑シクロヘキシルチオフェンの合成
【化１９】

30

【００８８】
フラスコに酢酸 62 mL、水 4 mL、2‑シクロヘキシルチオフェン 11 g (0.066 mol) を
入れ、氷冷しながら 臭素 7.6 mL (24g; 0.15 mol) をゆっくり滴下した。その後、水浴
で終夜攪拌した。 その後、 水酸化ナトリウム水溶液で中和し、エーテルで抽出した。チ
オ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を
留去した。その後、カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン)で精製を行った。
収量: 14 g (0.043 mol)
収率: 65 %
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 1.0‑2.0 (m, 10H), 2.8‑3.0 (m, 1H), 6.85 (s, 1

H)
【００８９】
3‑ブロモ‑2‑シクロヘキシル‑5‑フェニルチオフェンの合成

40
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【化２０】

【００９０】

10

アルゴン雰囲気にした四つ口フラスコに 3,5‑ジブロモ‑2‑シクロヘキシルチオフェン 1
4 g (0.043 mol) を無水 THF 60 mL に入れ ‑78℃で 1.6 M n‑ブチルリチウムヘキサン溶
液 30 mL (0.048 mol)をゆっくり滴下した。1 時間攪拌した後、ホウ酸トリ‑n‑ブチル 13
mL (0.048 mol) を滴下し攪拌した。1 時間攪拌した後、水でクエンチして反応を止め、
20 wt% 炭酸ナトリウム水溶液 35 mL、Pd (PPh3)4 180 mg (0.17 mmol)、ヨードベンゼン
5.6 mL (10 g; 0.049 mol) を入れ 10 時間加熱還流した。その後、希塩酸で中和しエー
テルで抽出し硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。その後、カラムクロマトマト
フィー (溶離液： ヘキサン)で分離精製を行った。
【００９１】
収量: 4.6 g (0.014 mol)

20

収率: 33 %
1

H NMR (CDCl3, TMS): δ = 1.1‑2.1 (m, 10H), 2.87‑3.05 (m, 1H), 7.11 (s, 1H), 7

.2‑7.6 (m, 5H)
【００９２】
DE‑cHの合成
【化２１】
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【００９３】
アルゴン雰囲気下で四つ口フラスコに3‑ブロモ‑2‑シクロヘキシル‑5‑フェニルチオフェ
ン 4.6 g (14 mmol)と無水THF 65 mL を加え、‑78 (C で1.6 M n‑ブチルリチウムヘキサ
ン溶液 11 mL (17 mmol)をゆっくり滴下し、1 時間攪拌した。その後、ペルフルオロシク

40

ロペンテン 0.95 mL (7.3 mmol)をゆっくり滴下し、2 時間攪拌した。その後、室温に戻
してクエンチし、希塩酸を用いて中和し、エーテルで抽出、硫酸マグネシウムで乾燥させ
た後、溶媒を留去した。その後、カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン)で分離
、精製を行った。
【００９４】
収量: 600 mg (0.91 mmol)
収率: 6.4%
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 0.9‑1.7 (m, 20H), 2.3‑2.5 (m, 2H), 7.23 (s,

2H), 7.25‑7.60 (m, 10H)
【００９５】
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DE(O2)‑cHxの合成
【化２２】

10

【００９６】
ジクロロメタン 10 mL、DE‑cH 0.24 g (0.37 mmol)を入れたフラスコに、m‑クロロ過安
息香酸 (純度 ca. 70%、含水) 0.46 g (1.86 mmol)を加え 8 日間攪拌した。その後、中
和し、ジクロロメタンで抽出を行った。飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥し、
溶媒を留去した。カラムクロマトグラフィー (溶離液： ヘキサン:酢酸エチル = 9 : 1)
で分離、精製を行った。
【００９７】
収量: 51 mg (0.074 mmol)

20

収率: 20%
1

H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS): δ = 0.8‑2.2 (m, 20H), 2.3‑2.6 (m, 2H), 6.7‑7.8(

m, 12H)
【００９８】
（実施例１）
製造例で得られたジアリールエテン化合物および比較化合物をそれぞれ5 mgとポリスチ
レン50 mgとをトルエン10 mLに溶解させた。得られた溶液をシャーレに移し、ろ紙に浸漬
し、室温で２時間乾燥させた。
得られたろ紙の塗膜部分に、紫外線ランプ（アズワン株式会社製、型式：ＳＬＵＶ−４
）を用いて、紫外光（波長３６５ｎｍ）を１０秒間照射し、蛍光灯の可視光下（紫外線カ
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ット）、30℃で２日放置し、経時的に塗膜部分の色の変化を観察した。
製造例２のジアリールエテン化合物（DE(O2)‑sBu）の場合、紫外光照射により、ろ紙の
塗膜部分が紫色に着色し、その着色は蛍光灯の可視光下で安定であったが、２日後にはほ
ぼ無色になった。
【００９９】
（実施例２）
下記の一般式（II）表される化合物について、温度センサーへの応用の可能性を検討し
た。
一般式（II）で表される化合物のトルエン溶液を石英セルに入れ熔封した後、紫外線を
照射して、その着色を確認後、100℃で放置して、経時的にセル中の色の変化を観察し、
一部の試料については、吸光光度計（日本分光株式会社製、型式：Ｖ−５６０）を用いて
、吸収スペクトルを測定した。
【０１００】
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【化２３】

10
【０１０１】
表２「ジアリールエテン閉環異性体の熱安定性」に示すように、Y = SO2, R =

i

Prおよ

び s‑Buの２種類の化合物のみ、本発明の所望の機能を示した。
すなわち、これら２種類の化合物は、紫外光照射で紫色に着色し、着色状態は光によっ
i

て安定で、100 ℃において半減期10分（R =

Pr）、1.2分（R = s‑Bu）で退色し、退色し

た状態も光に安定である。なお、着色状態はY = Sの化合物に比べて、100倍の光安定性を
有し、可視光下で極めて安定である。これら２種類の化合物の反応は不可逆であり、温度
センサーとしては一度しか使うことができず、元に戻すことはできない。なお、Rの置換
基が１級のアルキル基の場合には、このような現象は起こらない。

20

【０１０２】
ここで、「半減期」とは、相当する物質が半分の量に達するのに要する時間を意味し、
着色状態の可視域の吸収極大波長における吸光度変化から決定することができる。
【０１０３】
【表２】
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【０１０４】
40

（実施例３）
Y = SO2, R =

i

Prおよび s‑Buの２種類の化合物について、放置温度をそれぞれ30℃、4

0℃、50℃、60℃、70℃、80℃および90℃とすること以外は実施例２と同様にして、半減
期を測定した。得られた結果を表３に示す。
【０１０５】
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【表３】

【０１０６】
図２は、ジアリールエテン化合物の開環体と閉環体との吸収スペクトルを示す図である

10

。
Y = SO2, R = s‑Buの化合物では、開環体で282 nm、閉環体で555 nmに吸収スペクトル
のピークを有することがわかる。
【０１０７】
図３は、ジアリールエテン化合物の開環体と閉環体の吸収波長、モル吸光係数および反
応量子収率を示す図である。
【０１０８】
図４は、ジアリールエテン化合物の閉環体の熱安定性を示す図である。
すなわち、Y = SO2, R =
熱安定性、Y = SO2, R =

i

Prの化合物の閉環体における60℃、70℃、80℃および90℃の

i

Prおよび s‑Buの化合物の閉環体における50℃、60℃および70

℃の熱安定性を示す図である。これらの図によれば、加温により熱退色が進行されること
がわかる。

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】
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