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　石曽根研究室では、「新規モノマーから新規ポリマーを合成すること」を念頭に置いて、さまざまな構造
を有する新規ポリマーの合成を行なっている。本稿ではまず身近なポリマーを紹介した後、モノマーの官
能基が重合反応に与える影響について述べる。そして、石曽根研究室で主に用いられている重合方法と合
成された新規ポリマーについて紹介する。
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身の回りのポリマー

　世の中にはさまざまなポリマーがあり、身の回
りのものにもポリマー製品が多く使われている。
例としては、誰もが普段使っているペットボトル
が挙げられる。これには、PETと略されるポリエ
チレンテレフタレートが原料として使われている。
PETは、モノマーであるエチレングリコールとテ
レフタル酸が縮合反応を起こして生成されるポリ
マーである。このポリマーは透明性と軽さ、そし
て熱を加えると融解する性質をもつので、さまざ
まな形に成形加工することができる。そのため、
ペットボトルは世界中で大量に生産され、使用後
はポリエステル繊維として衣服に利用されている。
　私たちは、ペットボトルのような成形加工され
たポリマーを購入し利用するだけではない。実は、
瞬間接着剤にはモノマーの重合反応を利用してい
るものがある。つまり、瞬間接着剤を使ったこと
がある人は、自らポリマーを作ったことになるの

だ。例えば、シアノアクリレート系接着剤におい
ては、アルキルα-シアノアクリレートが用いられ
ている（図１）。この物質は、エチレンの片方の炭
素に2つの官能基が結合した常温で液体の物質で、
非常に反応性が高い。したがって、空気中の水分
によって迅速に重合反応を起こし、ポリマーとな
ることで硬化する。瞬間接着剤ではこの性質を利
用しているのだ。このように身の回りにはさまざ
まなポリマーがある。
　石曽根研究室では、側鎖に反応性が高い官能基
が導入されたポリマーや、強固な主鎖をもつポリ
マーなどの新規ポリマーの合成を行なっている。
新規ポリマーの合成には既存のポリマーに試薬を
反応させる方法をとることもできるが、先生は新
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図１　アルキルα–シアノアクリレートの構造式



Spring 2015 27

新規ポリマーの合成で踏み出す第一歩

規モノマーを合成してそれを重合する方針をとっ
ている。先生は、新規モノマーを合成することは
新規ポリマーを合成することにつながると考えて
いるからだ。このような方法で新規ポリマーの合
成を行う際には、官能基がモノマーに与える影響
を知ることが非常に重要となる。そこで、官能基
による反応性の違いについて見ていこう。

Nuは求核剤を示す。アニオンは共鳴構造を多くとれるので安定である。曲がった矢印は電子の動き、両矢印は電子配置の変化を表す。

図２　アルキルα–シアノアクリレートのアニオンにおける共鳴構造

さまざまな重合方法

アニオン重合

　ポリマーの合成にはいくつかの方法があり、そ
の一つにアニオン重合がある。アニオン重合とは
活性種がアニオン種である重合反応であり、反応
開始剤には求核剤が用いられる。アニオン重合は、
ほかの重合方法よりも副反応が起こりにくい。そ
のため、石曽根研究室では主にアニオン重合を用
いてポリマー合成を行なっている。例としてスチ
レンの重合について見ていこう。
　スチレンはベンゼン環にビニル基（H2C＝CH-）
が結合した物質で、ビニル基の二重結合が開裂し
てポリマーとなる。では、反応の際にスチレンの
電荷はどのようになっているのだろうか。求核剤
がスチレンに付加すると、アニオンが生成される。
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官能基がモノマーに与える影響

　官能基の影響は具体的にどのようなものがある
のだろうか。例として、前述のアルキルα-シアノ
アクリレートが官能基から受ける影響について説
明する。この物質の二重結合をもつ炭素にはシア
ノ基（-CN）とエステル基（-COOR）が結合し
ている。シアノ基とエステル基は強い電子求引性
をもつので、二重結合のπ電子は2つの官能基側
に引っ張られる。すると、置換基が結合していな
い方の炭素は電荷が正に偏る。そのような状態と
なった炭素原子は負に帯電したイオンであるアニ
オン種や、非共有電子対と反応を起こす。そのた
め、水分子中の非共有電子対とも反応し、重合反
応を起こすのだ。
　次に、求核剤とアルキルα-シアノアクリレート
が反応した場合を考えてみよう。求核剤とは、ア
ニオン種や非共有電子対をもつ分子のことであ
る。ここで、共鳴という考え方が必要となる。共
鳴とは、原子配置は変えずに電子配置のみを変え
た共鳴構造と呼ばれる構造をとることができる状
態のことを指す。分子がこの共鳴構造を多くとれ
るほど、電子の存在できる範囲が広くなるので、
分子全体として安定となるのだ。
　求核剤は電子が乏しく置換基のない炭素と反応
する。すると、電荷をもっていなかったアルキル

α-シアノアクリレートはアニオンとなる。生成
されたアニオンは、官能基の影響により共鳴構造
をとることができるため安定となる（図２）。つま
り、官能基は反応を起こしやすくするだけではな
く、活性種を安定化することもできるのだ。活性
種とは化学反応の際に生成されるアニオンなどの
中間物のことで、非常に反応性が高い。活性種の
反応性が高すぎると、副反応が起こりやすく目的
の生成物の収率が低下してしまう。そのため、活
性種を安定化することは欠かせないことだ。
　ポリマー合成の際にも、活性種を安定化させる
ことが欠かせない。そのため、官能基の影響を考
慮しなくてはならない。それと同時に、どのよう
な重合方法を用いるかを考えることも重要とな
る。これから、石曽根研究室で主に用いられてい
る重合方法について説明していく。
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付加する位置はベンゼン環かビニル基であるが、
ベンゼン環に付加するとベンゼン環自体がもつ共
鳴構造による安定性が失われてしまう。そのため、
求核剤はビニル基に付加する。この時、ベンゼン
環が結合しているα炭素ではなく、その隣のβ炭
素に付加すると、アニオンはベンゼン環の共鳴構
造による影響を受けて安定化する（図３）。した
がって、ビニル基のβ炭素に付加することになり、
α炭素上に新たなアニオンが生成することにな
る。このアニオンは強力な求核剤であるため、ほ
かのスチレンのβ炭素に付加することができる。
この付加の連続によりポリスチレンが生成される
のだ（図４）。
　アニオン重合が進行するかどうかを知るには、
標的となる分子の電荷の偏り、つまりモノマーの
反応性がどの程度であるかを知る必要がある。例
としてスチレンとアルキルα-シアノアクリレート
を比較してみよう。スチレンのβ炭素の反応性は
極めて低いので、反応開始剤には非常に強い求核
剤が必要となる。一方、アルキルα-シアノアクリ
レートはシアノ基とカルボニル基によって電子が

通常の付加重合 リビング重合
活性種活性が消失した末端

活性種

溶媒など

通常の付加重合では、活性種は溶媒とも反応を起こす。しかし、リビング重合ではそれが起きない。

図５　通常の付加重合とリビング重合の違い
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図４　ポリスチレン合成の反応機構
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図３　求核剤が付加したスチレンの共鳴構造

　数ある反応系の中でもリビング重合と呼ばれる
反応系は特異である。基本的に、重合の際にはモ
ノマーを反応させてポリマーを生成するが、反応
後にモノマーを加えてもそれ以上反応を起こすこ
とはできない。これは、ポリマー主鎖の成長反応
以外に停止反応が起きてしまい、ポリマー末端の
活性が消失するからだ。また、活性種が溶媒など
と反応して別の活性種となる連鎖移動反応という
反応も起きる。活性種となった溶媒により、新し
い開始反応が起きてしまうのだ。これらにより、
分子量が均一ではないポリマーが生成されること
になる。一方、リビング重合ではポリマー末端が
常に活性な状態にある、つまり末端が「生きてい
る」のだ（図５）。この重合では開始反応と成長反
応しか存在しないため、重合の停止には停止剤を
投入する必要がある。裏を返せば、モノマーを加
えた分だけポリマー主鎖を長くすることができる
うえに、生成されるポリマーの分子量は均一にな
る。つまり、生成されるポリマーの分子量の分布
が狭くなり、望んだ分子量のポリマーを作りやす

強く引っ張られているため、反応性が高い。重合
の際には、強い求核剤を用いると官能基と副反応
が起きてしまうこともあるので、弱い求核剤が開
始剤として用いられる。この例からわかるように、
重合の際にはモノマーの反応性を考えて開始剤を
選ぶ必要があるのだ。

リビング重合
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図７　ポリ（p –ジビニルベンゼン）合成の反応機構
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図６　カリウムt –ブトキシドの構造式

くなる。末端が生きていることは非常に珍しく、
さまざまなことが可能となる。例えば、ポリマー
末端へ官能基を導入したり、異なるモノマーを新
たに反応系に添加して共重合体を合成したりする
ことができるのだ。
　また、石曽根研究室では合成したポリマーの物
性についても調べている。その際、リビング重合
を行うことができる反応系は重宝される。という
のも、リビング重合ではポリマーの分子量を制御
できるからだ。ポリマーの分子量が大きくなると
主鎖の影響が大きくなり、側鎖や末端の官能基の
影響が小さくなる。また、分子量分布が広いとど
の分子量のポリマーの影響が物性に現れているの
かがわからない。つまり、ポリマーの分子量を制
御できるリビング重合は物性測定において欠かせ
ないのだ。

新規ポリマーを合成する

p –ジビニルベンゼンのリビングアニオン重合

　石曽根研究室ではp-ジビニルベンゼン（DVB）
を重合して、新たなポリマーであるポリ（p-ジビ
ニルベンゼン）注）（PDVB）を合成した。モノマー
であるDVBは、スチレンのパラ位にビニル基が結
合している物質だ。ビニル基を有しているポリ
マーはさまざまな反応を起こすことが期待できる

ため、古くからDVBの片方のビニル基を残存させ
たまま重合することが試されてきたが、架橋反応
が起きてしまいうまくいかなかった。スチレンに
1つビニル基が結合しただけで、狙い通りにポリ
マーを作ることが非常に難しくなるのだ。
　DVB単独でのアニオン重合は溶媒のテトラヒド
ロフラン（THF）中において-78℃で進行するが、
同時に架橋反応が起きてゲル化するので溶けなく
なってしまう。ただし、1分という短時間の重合
では分子量分布の広いポリマーが生成しているこ
とが確認された。このポリマーは、分岐が多数存
在している構造と推定されている。つまり、側鎖
のビニル基に副反応が起きてしまっているので、
目的の直鎖状のポリマーではない。しかし可溶性
であったことから、反応を制御することができれ
ば分子量分布の狭いPDVBが合成できるのではな
いかと考えられた。
　そこで、石曽根研究室ではDVBのアニオン重合
をカリウム t -ブトキシド（ t -BuOK）（図６）や
その他試薬を混ぜたTHF中において-78℃で行
なった。すると、片方のビニル基のみを選択的に
反応させた、分子量分布の狭いPDVBを合成でき
た（図７）。そのため、ポリマー中のビニル基を利
用して官能基などを導入したポリマーを合成する
ことができるようになった。
　t -BuOKを導入することで重合がうまくいった
ことについて、先生は次のように考えている。ま

　注 )　ポリマーの名称は「ポリ（モノマーの名称）」と名付けることになっており、本稿ではそれに従う。

　以上のように、アニオン重合やリビング重合と
いった反応系は、新規ポリマーを合成することに
貢献している。石曽根研究室ではこれらの重合を
使ってどのような新規ポリマーを合成しているの
だろうか。
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エキソメチレンモノマーのアニオン重合
　また、エキソメチレンモノマーであるベンゾフ
ルベン（図９⊖左）からもポリマーを生成するこ
とができる。ベンゾフルベンはAと似た構造だが、
Aよりも単結合と二重結合が連続した共役系が長
く、分子全体が平面に近いため共鳴の影響がより
大きくなる。したがって、メチレン基の炭素に開
始剤である求核剤が付加すると、生成されたアニ
オンは安定化するのだ。そのため、アニオン重合
を行うと非常に高い反応性を示した。また、この
重合がリビング重合であることもわかった。
　では、ベンゾフルベンを重合させるとどのよう
なポリマーとなるのだろうか。生成物の安定性の
問題から、1位と2位の炭素だけでなく、1位と4位
の炭素も結合してポリマーとなる（図９⊖右）。つ
まり、ポリマー主鎖に環状構造を含むポリマーが
生成するのだ。このポリマーは、主鎖中に環状構
造をもつことで主鎖は動きにくくなるため、強固
な構造となる。

H2C
x 1-x
H2C

1

2

4

3

図９　ベンゾフルベンとそのポリマーの構造式

構造式中のxは分子中の割合を示す。ｘ＝0.09～0.43

A B C

図８　エキソメチレンモノマーの構造式と３Dモデル

　石曽根研究室では、環構造に対して突き出たメ
チレン基（＝CH2）をもった炭化水素モノマーで
ある、エキソメチレンモノマー（図８⊖上）の重
合を行なっている。
　環が小さいエキソメチレンモノマーはアニオン
重合しやすく、重合率が100%に近くなるモノマー
もある。だが、環が大きくなると重合性が低下し
てしまう。具体的には、五員環のAでは重合率が
100%、六員環のBでは67%、七員環のCでは0%
となっている。この重合率の違いは各モノマーの
立体構造にある（図８⊖下）。エキソメチレン基と
ベンゼン環のなす二面角は、Aが最も平面に近く、
Cでは60度ほど平面から離れている。重合させる
ときに共鳴構造を考えることが重要であることは
前述したが、共鳴の影響は二重結合同士の位置関
係が平面から遠ざかると小さくなる。このため、
共鳴の影響がAでは大きくCでは小さいのであ
る。また、炭素―炭素二重結合の炭素原子では、
理想的な結合角は120度である。六員環のBと七
員環のCではほぼ120度だが、五員環のAでは歪
みが大きく理想的とはいえない。この環の歪みも
また、重合を促進する一因である。

　石曽根研究室では、特徴的な環構造をしたアダ
マンタンという物質についても研究している。ア
ダマンタンは、化学式がC10H16でダイヤモンドの

骨格のような構造をしている（図１０）。この物質
は試薬と反応しにくく、熱的に安定な性質をも
つ。この性質は、アダマンタンがポリマーの側鎖
に導入されていても現れることがわかった。合成
されたポリマーのガラス転移点に大きな変化が現
れたのだ。ガラス転移点とは、加熱された非結晶

ポリ（アダマンタン）の合成

ず、ビニル基のβ炭素と開始剤の s -ブチルリチウ
ムが反応してアニオンが生成する。このアニオン
は共鳴による安定化と、会合したt -BuOKの分子
の大きさによる反発の影響を受ける。また、アニ
オンがカリウムと塩をつくるため反応性が低下す
る。そのため、生成したポリマーに残存する側鎖
のビニル基への反応が抑制されたのだ。

図１０　アダマンタンの構造式
これらは、同じアダマンタンを違う位置から見たものである。
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性高分子の粘度が急激に低下し、流動性を増して
液体状態になる温度である。つまり、ガラス転移
点が高い物質ほど熱に強いということになる。実
際に、スチレンのパラ位にアダマンタンを導入し
重合させると、分子量が26,000のポリマーではガ
ラス転移点が234℃と測定された。同じ分子量の
ポリスチレンのガラス転移点が100℃程度なので、
ポリマー側鎖にアダマンタンを含んでいると熱に
強くなることがわかる。
　また、主鎖がアダマンタンのみのポリマーの合
成にも成功した。このポリマーを作る方法は2つ
ある。一つは1,3-ジブロモアダマンタンの二量体
（図１１）を利用して重合する方法で、もう一つは
1,3-デヒドロアダマンタン（図１２）という環状
モノマーから重合する方法だ。
　まずは、二量体を利用する方法について説明す
る。臭素が結合している炭素はほかの炭素と比べ
て反応性が高くなっている。そこで、その炭素同
士をカップリング反応で結合させ臭素を脱離し、
四量体を生成する。このカップリング反応を繰り
返すことでポリマーを生成するのだ。だが、この
方法は効率的ではなかったため、現在はもう1つ
の方法でポリマーを生成している。
　1,3-デヒドロアダマンタンは構造を見てわかる
ように、アダマンタン骨格中に架橋をすることで
生成できる。この架橋部分の長さが特徴的であ
る。アダマンタンの1位と3位の炭素間の距離は
0.2525 nmだが、1,3-デヒドロアダマンタンでは
0.1562 nmとなるので相当歪んでいることがわか
る。ポリマーを合成する際にはこの歪みを利用す
る。歪みを解消するために架橋の部分は開裂しや
すくなっている。そのため、さまざまな試薬と反
応して開環重合が起き、ポリマーとなるのだ。す
でにアダマンタンが30個から40個つながったポリ
マーの合成に成功している。
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図１１　ジブロモアダマンタンの二量体の構造式
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図１２　1,3–デヒドロアダマンタンの開環重合

次の段階への基礎を築く

　新規ポリマーの合成をするために、石曽根研究
室ではガラスを加工して反応器具を自作してい
る。重合に使用するモノマーや活性種には水や酸
素と反応してしまう物質もあるので、製作した反
応器具の内部を真空にして用いる。なぜ自作する
必要があるのかというと、世の中にはさまざまな
反応器具があるが、目的の反応に適したものがあ
るとは限らないからだ。石曽根研究室に所属した
学生は、バーナーを操りガラス管を溶接すること
で、行いたい反応に最適な反応器具を作る技術を
習得する。最適な反応器具を用いることで、少量
のモノマーや開始剤を使った精密なポリマー合成
を行うことができるため、ガラス加工は欠かせな
い技術なのだ。
　精密に重合された新規ポリマーは特徴的な性質
をもつ。そのため、さまざまな分野への実用化が
考えられる。先生は既存のポリマーを対象とした
研究ではなく、新規ポリマーを合成する研究をし
たいと言う。新規ポリマーを合成することは困難
だが、既存のポリマーだけでは研究に限界がある。
魅力的な性質をもつポリマーを合成できれば、そ
れを応用しようとする人も現れるだろう。応用が
期待できる新規ポリマーを作り出すことを目標と
して、石曽根研究室では研究を続けている。

　取材の際には、ポリマーについての非常に興味
深いお話を伺うことができました。また、実験室
の様子も見せていただき、ポリマー合成が具体的
にどのようなものであるかを知ることができまし
た。最後になりますが、石曽根研究室の皆様に心
より御礼申し上げます。
 （安形 佳宏）
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