圧電体としての活用を指向した柔粘性/強誘電性分子結晶の開発
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Ferroelectrics are materials that have spontaneous electric polarization, the direction of which can be reversed by
inverting the external electric field. Molecular ferroelectric crystals have recently attracted growing interest as potential
alternatives to conventional ceramic ferroelectrics, especially due to their non-toxicity and solution processability. We
have recently developed a new type of molecular ferroelectric crystals, i.e., plastic/ferroelectric crystals, which have a
plastic crystal phase at high temperature and a ferroelectric phase at room temperature. Plastic crystals represent a
unique compound class that is often encountered in molecules with globular structures. The highly symmetric cubic
crystal structure of plastic crystals endows these materials with multiaxial ferroelectricity that allows a
three-dimensional realignment of the polarization axes of the crystals, which cannot be achieved using conventional
molecular ferroelectric crystals with low crystal symmetry. The plastic/ferroelectric crystals showed ferroelectric
polarization switching in the form of polycrystals. Free-standing films can be easily prepared by pressing powdered
samples of these compounds owing to the malleability of the plastic crystals. The obtained films exhibited relatively
large piezoelectric responses.
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Fig. 1 Poling process of bulk polycrystalline samples of
multiaxial ferroelectric crystals. Microcrystalline grains
are enclosed by solid lines. Polarization axes of the
grains are indicated by arrows.
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この 2 つの化合物はいずれも正四面体に近い構造
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る大きさの自発分極を示したが，この違いは結晶構
造における陽イオンと陰イオンのずれの大きさの違
いにより説明できた．
また，1 と 2 の多結晶体が高い圧電性を示すこと
がわかった．圧電テスターを用いて多結晶フィルム
Fig. 2 Fabrication of self-standing polycrystalline
films of 1.

の圧電係数 d33 を測定したところ，1 は 80 pC/N 程度,

化合物 1 および 2 の自立多結晶膜は室温付近の III

程度)よりも大きな値が得られた．

2 は 110 pC/N であり，市販の圧電ポリマー(30 pC/N

相および IV 相において強誘電性を示し，その自発分
極の大きさは相によって異なることがわかった(Fig.
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3)．単結晶 X 線構造解析で得られた結晶構造から，
III 相および IV 相では，陽イオンと陰イオンが対称
的な配置からずれた結晶構造をとっていることがわ
かった．化合物 1 および 2 のいずれも，ほぼ無極性
のイオン性分子で構成されている．従って，分子の
もつ双極子モーメント由来の分極は非常に小さく，
結晶の自発分極は主として陽イオンと陰イオンの配
置のズレによって発生している．このことは，過レ
ニウム酸キヌクリジニウムにおいて，極性を持つキ
ヌクリジニウムイオンの双極子モーメントの反転が
強誘電性を担っていたのとは対照的である．また，
化合物 1 および 2 はいずれも，III 相と IV 相で異な

化合物 1 と 2 が高い圧電性を示した原因はまだ明
らかではなく，その解明は今後の検討課題といえる．
現時点で考え得る１つの要因として，これらの強誘
電性結晶の分極の発現機構が挙げられる．いずれの
結晶もその自発分極が主にカチオンとアニオンの位
置のズレで生じている．従って，圧力印加による格
子変形が直接分極量の変化につながる．そのために，
大きな圧電性が表れたと推測できる．それ以外の要
因としては，結晶が柔らかく弾性変形しやすい可能
性が挙げられる．柔粘性結晶/強誘電性結晶は高温の
柔粘性結晶相では圧力により塑性変形(不可逆変化)
する．そのため，粉末試料を，容易に半透明の多結
晶膜に加圧成形できる．これらの結晶は室温の強誘
電相でも比較的柔らかいことが予想され，加圧によ
り容易に弾性変形(可逆変化)し，それが大きな圧電
性につながっている可能性もある．
ごく最近，我々は，過レニウム酸キヌクリジニウ
ムと類似した構造を持つ分子からなる柔粘性/強誘
電性分子結晶を新たに開発し，その多結晶フィルム
が 90 pC/N 程度の大きな圧電性を示すことを明らか
にした(論文投稿中)．この化合物は陽イオンと陰イ
オンで構成されているものの，その強誘電性の分極
は，主として極性分子の双極子モーメントに由来し
ている．このような分極発現の機構の違いにもかか
わらず，柔粘性/強誘電性結晶が大きな圧電性を示し
たことは，これらの物質に共通する特徴が圧電性発
現に大きな役割を果たしていることを示唆している．
従って，これらの結果は，柔粘性/強誘電性イオン結
晶が，圧電材料の有望な開発対象であることを示し
ているといえる．

Fig. 3 Polarization–electric field diagrams of
polycrystalline films of (a) 1 and (b) 2 under an a.c.
electric field (10 Hz).
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