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　有機化学という分野は、ひとくくりにできない
ほど、研究内容が多岐に渡っている分野である。
すでに我々の生活に役立っている研究もあれば、
発見されて間もない未知の物質の研究もあり、そ
のため、研究者の個性が強く表れやすい分野であ
ると言える。
　高田研究室では、さまざまなアプローチで最先
端の化学に挑戦している。本稿ではその中でも、
プラスチックレンズ原料をはじめとした高分子の
研究と、まだ研究が始まって間もない超分子の研
究について紹介する。

　プラスチックレンズの身近な使用例として、
眼鏡のレンズが挙げられる。以前は眼鏡のレン
ズにはガラスが用いられていたが、現在ではプ
ラスチック製のものが普及している。
　プラスチックレンズは、その軽さや成形の容
易さという点においてガラスレンズより優れて
いる一方、複屈折の問題や屈折率の限度など、
まだまだ改良すべき点もある。
　複屈折とは、光線が物質に入射する際、二つ
の方向に屈折する性質のことである。方解石と
呼ばれる鉱物を文字の上に置くと文字が二重に
見える。これが複屈折の一例である。複屈折は
映像をゆがませるため、レンズの性能を下げて
しまう。プラスチックもまた、複屈折を示しや

すい物質の一つである。一方、ガラスはひずま
せない限り複屈折を示さないことから、高性能
なレンズを必要とする精密機器の光学レンズに
は今なおガラスが用いられている。軽さや成形
の容易なプラスチックレンズを精密機械でも用
いるために、低複屈折を実現したプラスチック
レンズの開発が期待されている。
　また、これまで以上に高い屈折率をもつプラ
スチックレンズも求められている。これを実現
できれば、きわめて高い屈折率を求められる強
度近視者向けの眼鏡のレンズにもプラスチック
レンズが用いられるようになるだろう。
　高田研究室で高性能レンズ原料のモノマーと
して主に研究しているのは、カルド構造をもつ
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生活に根ざした最先端高分子
　分子量が非常に大きい物質のことを、高分子と
呼ぶ。我々にとって身近な高分子の例としては、
ナイロンなどの合成繊維や、ペットボトルなどの
合成樹脂が挙げられる。また、我々の体を構成す
るDNAやタンパク質なども高分子である。高分
子は我々の生活から切り離せないものである。

　高田先生は、高分子の創出を目的として、さま
ざまな性質をもつ物質の研究に取り組んでいる。
本稿では、数多くの研究テーマの中から、高性能
なプラスチックレンズ原料のモノマーの創出と、
硫黄の新たな活用法の研究の、二つのテーマにつ
いて紹介する。
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分子である。カルド構造とは、炭素原子に四つの
芳香環が結合した、ちょうつがいのような構造の
ことである（図１）。先生は、カルド構造をもつ
モノマーを用いて、既存のプラスチックを超える
低複屈折、高屈折率を実現したポリマーを創った。
この二つの特長を実現できた理由として、先生は
次のように考えている。低複屈折は、芳香環の向
きに起因している。カルド構造中の芳香環が互い
に異なる面を向いているため、ポリマー全体で光
学異方性（注１）が打ち消しあったのだ。高屈折
率は、カルド構造中の芳香環による。ポリマーが
芳香環を多く含むため、分子屈折（注２）の値が
大きくなったのだ。これらの性質の他にも、この
ポリマーは耐熱性や透明性の高さなどの、さまざ
まな特長をもつことがわかっている。
　プラスチックは、何らかの構造を組み込んだり、
構成元素を入れ替えたりすることで、物性が大き

く変化する。先生はカルド構造の中心にある炭素
原子をケイ素原子に置換することで耐燃性が向上
することや、前述のカルド構造中のベンゼン環を
ナフタレン環に置換することで屈折率が大きく上
昇することを発見した。プラスチックレンズの分
野の研究は日本が大きく世界をリードしており、
研究室は、さらに高品質なレンズを開発するため、
企業と協力しつつ日々改良を重ねている。

注１：光を当てる方位によって異なる屈折率を示す性質。
注２：1mol 当たりの原子自体がもつ屈折率のことを原子屈折と呼び、分子中に含まれる原子の原子屈折の総和を分子屈折と呼
ぶ。

　次に、硫黄を利用するための研究について紹介
しよう。石油の精製過程において大量に回収され
る硫黄は、化学工業にとって重要な物質であり、
主に硫酸として国内で多く利用されている。だが、
それでも年間 100 万 t 以上が、無加工で価値の低
いまま余剰硫黄として日本から海外へ輸出されて
いる。高田研究室では高分子の研究と組み合わせ
ることで、この余剰硫黄に付加価値を持たせるた
めの研究を行っている。
　すでに実用化されている先生の研究の一つに、
硫黄を導入した特殊なシランカップリング剤、
CABRUS の合成法に関する研究がある。シラン
カップリング剤とは、ケイ素を含み、有機化合物
と無機化合物を強固に結びつける物質のことで、
以前からエコタイヤなどの材料として注目されて
いた。しかし、以前はこの種のカップリング剤は、
原料である無水ナトリウムオリゴスルフィドが高
価であったため、普及が進まなかった。そこで、
先生は余剰硫黄を活用した無水ナトリウムオリゴ
スルフィドの新しい合成法の研究に着手した。
　先生が着手したのは、固体材料同士を接触させ
ることで生成物を得る、固体 - 固体反応と呼ば

れる反応であった。先生は、ある有機溶媒中で硫
黄とナトリウムにこの反応を試みたところ、無水
ナトリウムオリゴスルフィドの合成がうまく進む
ことを発見した。また、この反応は高い収率を記
録し、さらに、次のCABRUS 合成ステップでは
100 % の収率を記録した。現在では CABRUS が
広く普及しており、CABRUS を製造するプラン
トも建設されている。
　また研究室では、硫黄を導入したプラスチック
の研究も行っている。硫黄は原子屈折（注２）の
値が大きいため、特に、プラスチックレンズ材料
のモノマーに導入する原子として意欲的に研究さ
れている。
　これまで紹介してきたように、高分子は我々の
生活と密接に結びついているため、実用的な研究
は企業と連携して行っている場合も多い。高田研
究室は、実際に企業と共同研究することで、プラ
スチックレンズ、硫黄の研究ともに大きな成果を
上げてきた。また研究室では、らせん構造などの
ユニークな構造を持つ高分子に関する研究も行っ
ている。先生は、これからも高分子研究の最前線
で、さまざまな高分子の創出を続けるだろう。

硫黄を導入した高分子
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図１　カルド構造
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　高田先生は、超分子と呼ばれる分子についても
研究を行っている。超分子とは、複数の分子が相
互作用し合ってはじめて、元の分子にない新しい
特性や機能を示すようになる分子の構成体のこと
である。先生が扱っているのは、超分子の中でも、
ロタキサンやカテナンと呼ばれる分子だ。ロタキ
サンは棒状分子が環状分子を貫通し、さらに棒状
分子の両端にはストッパーに相当する、環部より
大きい部位が結合しており、環状分子が立体障害
で抜けない構造になっている（図２上）。カテナ
ンは複数の環状分子が鎖のように繋がった構造
をしている（図２下）。ロタキサンやカテナンは、
パーツとなる分子が化学結合しているわけではな
いため、ある程度独立して分子の配置が変化する
という特徴をもつ。
　ここで、ロタキサンやカテナンの一般的な合成
法を説明しよう。まず最初に、環状分子に棒状分
子を通し、相互作用によって二つの分子を仮止め
する。本来、環状分子と棒状分子が図２のように
結合した状態はエントロピー的に不利であるから
合成が進まない。しかし、仮止めによって熱的安
定性を高め、条件を有利にすることで反応を進め
ることができる。仮止めする力には水素結合が使
われることが多い。分子を繋ぎ止めておくことが
できる程度の強さを持ちながら、切断が容易であ
るからだ。その後、環状分子が抜けないように棒
状分子の両端にストッパーを付ければロタキサン
となり、両端を結合させて環にするとカテナンと
なる。いずれの場合も最後に仮止めを取り除く。
　ロタキサンやカテナンの研究は、一般的には分

子素子を作るという目的で始まった。素子とは、
固有の機能をもつ、装置や回路などの構成要素と
なる個々の部品のことであり、分子素子とは分子
サイズの素子のことである。現在、さまざまな分
子素子が実用化に向け研究されている。高田研究
室では、現在カテナンを用いた分子素子は研究し
ていないが、これまでに、ロタキサンを用いた分
子シャトルや分子モーター、人工光合成素子の合
成に成功している。
　まず、分子シャトルの研究について説明する。
ロタキサンは、熱運動により、環状分子が棒状分
子に対して平行かつ自由に往復する性質をもつ。
そのような往復する動きは一般的にシャトリング
と呼ばれ、シャトリングをする分子は分子シャト
ルと呼ばれている。ロタキサンのシャトリングを
応用すると、多様な分子素子を作ることができる。
　分子シャトルに関連した先生の研究に分子ス
イッチの研究がある。ロタキサンを利用した分子
スイッチは棒状分子上にステーションと呼ばれる
二つの領域が設定されており、環状分子がどちら
の領域にあるかでオンとオフの状態を表現するこ
とができる分子である。オンとオフの切り替えは
外部からの作用によって環の位置を制御すること
で行う。具体的には、環状分子の位置の偏りをコ
ントロールし、その偏りの割合を読み取ることで
スイッチとするのだ（図３）。切り替えの手段と
して使われることが多いのは、電気的な作用によ
るものと、光による異性化によるものの二種類で
ある。前者の方法では、分子から電子を取り除い
たり付け加えることで分子を帯電させ、クーロン

新しい結合のかたち

スイッチON スイッチOFF

環の移動によりスイッチのONとOFFを切り換える

図３　分子スイッチ図２　ロタキサンとカテナン
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力によって環状分子の位置を制御する。後者の方
法では、当てる光の波長を変えると構造が変化す
る部位を棒状分子に導入しておくことで、立体障
害によって環状分子を局在化させることができる
ようにする。以前は、位置の偏りの割合を７対３
程度までしかコントロールすることができなかっ
た。しかし、先生は、後者の方法でアゾベンゼン
の構造を棒状分子に導入することで、環状分子を
局在化させ、この割合を 10 対０までコントロー
ルすることに成功した。
　次に、分子モーターの研究について紹介する。
ロタキサンの環状分子は、動きに棒状分子の存在
以外の制約を受けないが、どちらに動くかを制御
することは難しい。先生は、環状分子と棒状分子
の反応によって、立体障害を生み出すことで環状
分子が直進する分子モーターを合成した。
　ここで、分子モーターの原理を説明する。まず、
環状分子と近接することで変化が起こる構造を棒
状分子の何箇所かに導入する。その構造を導入し
た点を環状分子が通過すると反応が起こり、大き
い立体障害をもつ構造に変化する。すると、環状
分子は元々あった方向に引き返すことができなく
なり、一方向に進むしかなくなる。このような点
を狭い間隔で設定することで環状分子を直進させ
ることができる（図４）。先生はこれまでの研究
で、ある系に存在する複数の分子モーターの環状
分子全てを、1nm程度ではあるが、直進させる
ことができた。
　最後に、人工光合成素子の研究を紹介する。 
光合成で大切なことは光捕集と電荷分離の二つで
ある。まず、光捕集系で光エネルギーを吸収し、
電荷分離系にエネルギーを伝える。電荷分離系で
はエネルギーを受け取ると、フラーレンに向かっ
て電子が飛び出し、電荷が分離する。電荷分離の

状態をある程度維持することができれば水を分解
することができ、これが光合成の第一段階となる。
　先生は光捕集素子として、らせん状にナフタレ
ンを配置した分子を合成した。これは吸収した光
エネルギーをナフタレン環同士の間で伝搬する仕
組みになっており、光エネルギーを利用可能なエ
ネルギーにして電荷分離素子に伝える。電荷分離
素子としてはロタキサンにフラーレンC60 を導入
した分子素子を合成した。電子を引きつけ、貯め
る性質があるフラーレンC60 は、電子の受容体と
して優れているのだ。そして、実際にこれらの素
子を用いて人工的に光捕集や電荷分離を行うこと
ができた（図５）。
　しかし、人工光合成の研究は類似の内容の論文
を先に提出されてしまい、先生の研究として評価
されることはなかった。このような研究競争の激
しさの中で、なお先生はまた新たな分子素子を合
成しようと熱意を注いでいる。
　ロタキサンは高い生理活性をもつことから、高
田研究室では分子素子のみならず、医薬品として
応用する研究もしている。ある種のロタキサンは
シアン化カリウムに並ぶ毒性をもつ一方で、高性
能な抗ガン剤としても機能することがわかった。
高濃度のある種のロタキサンをラットの尻尾から
注射すると即死するが、低濃度で用いるとガン細
胞や腫瘍の成長を抑制することができることがわ
かった。この効果は、ロタキサンとして分子が構
成されている時のみ発揮される。棒状分子のみ、
環状分子のみ、もしくはバラバラの状態の混合物
を用いた時には効果は無く、その原因は現在研究
中である。超分子にはこのように未だ解明されて
いない性質が秘められていると考えられている。
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図４　分子モーター
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図５　人工光合成素子
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　最後に、超分子をポリマーにして応用する研究
について紹介しよう。先生はポリロタキサン構造
をもつ特殊なゲルを世界で初めて合成した。この
ゲルは水や有機溶媒を吸収し、大きく膨張する性
質をもっている（図６）。液体を吸収して膨張す
るゲルは他にも多数存在するが、一般にそれらの
ゲルは強度が低い。例えば、それらのゲルはある
一点に強い力が働くとその点で共有結合がちぎれ
てしまい、使い物にならなくなってしまう。また、
温度変化に対しても表面の共有結合がちぎれてし
まうため弱い。それに対し、このポリロタキサン
ゲルは架橋点が固定されておらず高分子鎖が比較
的自由に動くので、よく伸長する。さらに、一点
に力を加えても全体に力が等しく分散するため、
結合が壊れにくい（図７）。
　この他にもポリロタキサンゲルは、温度によっ
て伸縮したり、親水性か撥水性か、透明か不透明
かなどの性質が瞬時に切り替わったりするという
特徴を持つ。これらの変化の速さも他のゲルでは
確認されていない。これらの変化が起こる原因は
不明であるが、ポリロタキサンゲルがミクロドメ
イン構造を形成していることが要因ではないかと
先生は考えている。ドメインとは塊を意味し、ミ
クロドメイン構造とは、非常に小さなドメインが
散らばっている構造のことを指す。温度が上昇す
ると分子運動が激しくなり、吸収した水を弾き飛
ばして親水性の部分同士、疎水性の部分同士で集
まりだす。これにより小さなドメインが集合し大
きなドメインとなり、この変化が物性の変化とし
て現れる。変化の速さについては、ドメインの集
合、離散が速やかに行われることで実現する、と

先生は仮説を立てている。
　さらに特筆すべき点はポリロタキサンゲルのリ
サイクル性の高さにある。ロタキサン同士は直接
共有結合しているわけではないので、ポリロタキ
サンゲルを分解しても、ロタキサンの化学結合を
切らずに済む。実際に分解したところ、ロタキサ
ンの原料となる分子の回収率は97 %におよんだ。
さらに、再び架橋したところ、最終的に、ほとん
ど欠損することなくゲルに戻すことができた。
　しかし、高田先生は、実際の素材としての利用
を目標にポリロタキサンを研究しているわけでは
ない。先生は、超分子を用いた具体的な材料を創
出することではなく、今後の材料創出の手がかり
になる考え方を発見することを目標として研究し
ているのだ。
　他にも研究室では、反応物以外の物質を加えず
にロタキサンの架橋を可能にする手法についても
研究している。反応を促進する目的で触媒を加え
ることが多々あるが、反応の後に触媒を取り除か
なければならないため、場合によっては大きな手
間になる。触媒を使うことなく、外部刺激により
反応を促進することができればそのような手間を
省くことができ、大変都合がよい。先生は、熱や
光を用いた架橋法を中心に研究している。
　また、外部刺激を用いる反応の中には溶媒を加
えなくても重合が進むものもある。先生が発見し
た反応に、ロタキサンの原料となる各成分の混合
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図６　ポリロタキサンゲルの膨潤率

力を受けても架橋点が自在に動くので、
全体に力が等しく分散する

図７　ポリロタキサンゲルの架橋構造

絡み合う超分子の世界
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物を乳鉢中でこすり合わせていくと、棒状分子に
複数の環状分子が自然に入り込んでいくという反
応がある。この反応が起こる原因は不明であり、
現在研究中である。
　カテナンの研究としては、ポリカテナンの合成
に研究室は挑戦している。ポリカテナン合成はそ
の複雑さから、超分子を扱う研究者の目標の一つ
である。従来では環の原料となる部分を単純に繋
ぎ合わせることで合成に挑戦していたが、この方
法では鎖状に繋がった環ができるとは限らない。
実際には環が分岐したり、直鎖分子として結合し
たりしてしまう結果になってしまい、大量の環を
繋ぐことは不可能である（図８上）。現在、七つ
の環状分子が繋がったカテナンまで合成されてい
るが、それ以上の環状分子が繋がったカテナンを
合成する技術はまだ確立されていない。
　そこで先生は、Diels-Alder 重合と呼ばれる反
応を用いて合成を試みた。Diels-Alder 重合と

は共役ジエンとアルケンから六員環構造を作る
反応のことである。ジエンとは、二重結合を二
つもち、それらが一つの単結合によって隔てら
れている炭化水素のことである。この反応が起
こる二点は決まっており、正確に環と環を繋げ
ていくことができる。その後、図８下のように、
Diels-Alder 重合によって生成した環構造の一部
を切断すればポリカテナンとなるのだ。しかし、
芳香環を構成する部分の結合が強く、切断するこ
とができなかった。だが、この実験は、正確に二
点で反応させることが重要であるという新たな指
針を先生に示した。先生は、合成の成功を目標に
試行錯誤をしている。
　超分子は研究が始まってから日が浅く、さまざ
まな方向から研究ができると先生は言った。１分
子のスケールで見ても、ポリマーのスケールで見
ても興味深い研究対象であり、今までにない材料
や医薬品への応用が期待されている。

Diels-Alder重合による合成法

基本的な合成法

合成に成功した例 環が分岐している例 直鎖分子として結合している例

切断

図８　ポリカテナンの合成法

　本稿の執筆に当たり、高田先生には高分子や超
分子のお話を伺いました。化学を志す私にとって、
これらのお話は大変興味深い内容でした。

　ご多忙の中、たび重なる取材や質問に快く応じ
てくださった高田先生に厚く御礼申しあげます。          
               （尾崎　拓里）


