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　豊田研究室では、アントラセンとアセチレンを繋げてさまざまな構造を有する分子を創り出している。
本稿ではまず、物理有機化学について紹介したうえで、アントラセンとアセチレンの構造と性質を述べる。
そして、豊田先生が実際に創り出した分子のいくつかを取り上げ、その構造と物性を物理有機化学の立場
から紹介し、先生の理念へと繋げる。
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物理有機化学の世界へ

　突然だが、右の分子を見てほしい（図１）。この
四量体は豊田先生が創り出した分子の1つである。
一見すると複雑な構造だと思うかもしれないが、
よく見てみると、アントラセンとアセチレンが組
み合わさっているだけだと分かる。アントラセン
とは、3つのベンゼン環が一直線につながった分
子のことだ。先生はこのようにアントラセンを板、
アセチレンを棒と見立て、これらのパーツを組み
合わせることにより、簡単な構造の分子からどれ
だけたくさんの興味深い性質、構造をもった分子
を創り出せるかに挑戦している。
　創り出した分子の物性を調べるうえで先生が専
門としているのは、物理学と有機化学が複合した
物理有機化学という学問領域だ。この学問では有
機化合物の構造や性質をさまざまな測定や理論計
算によって調べ、物質の背後にある原理や法則を
発見することを目指している。先生はこの物理有

機化学という学問の考えに基づいて研究に取り組
んでいる。
　それでは以下で、先生が実際に創り出した分子
の構造や性質を、物理有機化学の視点から詳しく
見ていこう。だがその前に、パーツとなるアント
ラセンとアセチレンについて、その構造と性質を
いくらか知っておきたい。

図１　アントラセン－アセチレン四量体
この分子は4つのアントラセンとアセチレンが交互に繋がった構造
となっている。
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アントラセンとアセチレンの化学

　まずはアントラセンについて説明しよう。この
分子は先に述べたとおり、3つのベンゼン環から
成っている。ここでベンゼンの構造を思い出して
ほしい。ベンゼン中のすべての炭素－炭素結合は
等価であった。これはベンゼンの二重結合に関わ
る電子のうち、π電子と呼ばれる6つの電子が相互
作用し、すべての炭素－炭素結合がπ電子の影響
を等しく受けているからだ。相互作用の結果、π
電子は特定の結合に固定されることなく、環の上
下のドーナツ状に広がった領域に存在するように
なる。実はこれと同様の現象がアントラセンにも

生じている。ベンゼンと違い、すべての炭素－炭
素結合が完全に等価というわけではないが、アン
トラセンでもこの相互作用が起こり、π電子は環
の上下に3つ連なったドーナツ状の領域に存在し
ている（図２ー上）。
　さらにこのπ電子の相互作用によりアントラセ
ンは付加環化反応を起こすことができる（図３）。
名前の通り、付加反応によって環が形成される反
応であり、二分子のアントラセンでは紫外線の吸
収が引き金となって、中央のベンゼン環の間に新
たな環が生じる。ただし、この反応でできる環は
加熱すれば壊れてしまう。つまり、加熱が二分子
のアントラセンに戻る逆反応を引き起こす。
　続いてアセチレンについて述べよう。アセチレ
ンにもπ電子があり、このπ電子は炭素－炭素結
合周りの円柱状領域に存在している（図２ー下）。
そのためアセチレンの両端にアントラセンを繋げ
ると、ここでもπ電子の相互作用が起こり、分子
全体にπ電子の存在領域が広がるようになる。結
果として、アントラセンとアセチレンを繋げた多
くの分子はさまざまな蛍光を発する性質をもつよ
うになる。
　また、アセチレンは2つの炭素－水素単結合と1
つの炭素－炭素三重結合からなる直線分子であ
る。そのため、アセチレンの両端の水素をある分
子で置き換えると、それらの分子は直線的に結ば
れることになる。そして、両端に繋いだ分子はそ
れぞれアセチレンとの結合部位で回転することが
できる。例えばアントラセンとアセチレンを繋げ
ると、両端のアントラセンはアセチレンを1つの
長い回転軸として回転することになる（図４ー上）。
これはアセチレンだからこその機能であって、直
線的に分子を繋げることのできないメタンやエタ
ン、エチレンなどではこうはいかない（図４ー下）。
　さて、これで必要な知識は揃った。それではい
よいよ先生が創り出した分子を紹介しよう。
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図３　光と熱で反応するアントラセン
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図２　アントラセンとアセチレンの構造と電子の広がり
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図４　回転軸として機能する分子
アセチレン以外の分子では、回転部位が直線的に繋がらなかった
り、回転軸が複数になったりする。
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小さな分子の大きな化学

　最初に紹介するのは前述したアントラセン－ア
セチレン四量体だ（図１）。その構造を見ていく
と、アントラセンとアセチレンが交互に4つずつ
組み合わさり、輪っか状になっていることがわか
る。この分子はその特徴的な構造により、形状を
独特に変化させることができる。
　順を追ってこの四量体の動きを考えよう。まず、
この四量体をある一方向から見ると正方形の箱の
ようにみなすことができる（図５ー中）。分子は最
初この箱型の状態だとしよう。ここで、4つのア
ントラセンは同時に動くことができる。アセチレ
ンが回転軸として機能するからだ。そうしてアン
トラセンが動くと正方形がひし形に畳まれ、向か
い合うアントラセンは互いに近づき合いファンデ
ルワールス力で会合する（図５ー左、右）。しかし
ファンデルワールス力は弱い相互作用なので、輪っ
か状分子は自発的に箱型の状態に戻ることも可能
だ。結果としてアントラセン-アセチレン四量体
は、畳まれた状態と箱型の状態をパタパタと行き
来する平衡状態となるのである（図５）。
　先生はこの動きを調べる過程で、畳まれた状態
では向かい合うアントラセン同士の距離が0.34 nm
となることを発見した。これは、グラファイトに
おけるグラフェン間の距離と丁度同じである。グ
ラフェンとは、ベンゼン環が蜂の巣状に無数につ
ながった層状の分子のことであり、これが積み重
なるとグラファイトになる。つまり高分子である
グラファイトと同じ構造を生み出す性質が、ベン
ゼン環が3つしかないアントラセンにもあるとい
うことだ。このように、先生が創り出した四量体
が、異なる分子に共通する性質を見出すきっかけ

となったのである。

光と熱で変化する屏風構造

　では、そもそも先生はなぜこのような四量体を
創り出したのだろうか。それは、もしこの四量体
の向かい合ったアントラセン同士で付加環化反応
が起これば、複雑な環状構造をもった興味深い分
子ができると考えたからである。しかし、結果と
して紫外線を当ててもこの反応は起こらず、四量
体は解析不能な構造に変化してしまった。期待し
た反応が起こらなかった理由として、箱型のとき
も畳まれたときも、向かい合うアントラセンの中
央のベンゼン環同士の距離が共有結合を作るには
遠すぎたからだと先生は考えている。
　そこで次に、先生は3つのアントラセンと2つの
アセチレンを交互につなげた鎖状の分子を創り出
した（図６ー左）。先生は、輪っか状でなければ分
子の動きの自由度が高まり、両端のアントラセン
同士で付加環化反応が起こると考えたのだ。そし
て、実際に紫外線を当てると期待通りの反応が生
じた。中央のアントラセンがアセチレンの回転軸
を介して半回転することで、両端のアントラセン
同士が向かい合い、中央のベンゼン環の間に共有
結合が形成されたのである（図６ー右）。全体とし
て見れば、分子が屏風のように折り畳まれる動き
となっている。そのため先生はこの分子を、屏風
を意味するスクリーン型化合物と名付けた。
　このスクリーン型化合物は、鎖状では蛍光を発
するが、紫外線により付加環化反応が起こると蛍
光が弱くなる。これは、向かい合うアントラセン
の中央のベンゼン環同士に、新たな共有結合が生
じることに起因する。ベンゼン環の二重結合が失
われ、分子全体に広がっていたπ電子の存在しう

0.34 nm0.34 nm

炭素原子

水素原子

図５　アントラセン－アセチレン四量体の挙動
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る領域が途切れることで、3つあるアントラセン
のうち2つが蛍光を発する性質そのものを失って
しまったのだ。しかし、加熱すれば折り畳まれた
状態から再び鎖状になり、蛍光が元の強さに戻
る。熱エネルギーの吸収によって、ベンゼン環の
間に生じた共有結合が切れるためだ。
　先生はさらに、アントラセン4つとアセチレン3
つを交互に鎖状に繋げることで、付加環化反応を
2箇所で起こす分子を創ることにも成功している。
繰り返しになるが、先生が創り出したこれらの分
子はほぼすべてアントラセンとアセチレンからで
きている。しかし、たった2つのパーツであって
も適切に組み合わせれば、特定の回転のみを許す
構造や特殊な結合、光学的に面白い物性などを見
出すことができる。先生はこのようにして、アン
トラセンとアセチレンに秘められた多くの可能性
を探求し続けているのだ。

SiiPr3 SiiPr3
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B C

D

SiiPr3

SiiPr3

紫外線

熱

分子がZ型に折り畳まれて付加環化反応をする際に、ABCDのベンゼン環は図のように動く。iPrはイソプロピル基を示す。両端のアセチレ
ンとSiiPrは合成するうえで必要となった置換基である。

図６　スクリーン型化合物

立体化学の新たな視点

　先生はどういったことがきっかけで2つのパー
ツを組み合わせて分子を創る研究を始めたのだろ
うか。これには立体異性体に対する新たな見方を
もたらした研究が関係している。

130年前の理論を見直す

　まずは酒石酸分子 (CH(OH)COOH)2を考えて
ほしい。この分子の立体異性体は何種類あるだろ
うか。これは、中央にある炭素間結合を回転軸と
して酒石酸の分子構造を片方の炭素側から眺め、
それぞれの炭素について水素原子 (-H)→ヒドロキ
シ基 (-OH)→カルボキシ基 (-COOH)と見ていっ
たときに左右どちら回りで結合しているかを場合
分けしてみればよい。それぞれの炭素の結合に左
回りと右回りの2種類があるので、その組み合わ
せは計4種類となる。しかしこのうち、それぞれ
の炭素の結合がどちらも同じ回り方をしている2
つの酒石酸分子は同一構造になっている（図７）。
一方の酒石酸分子を180°回転させれば、もう一方
と回り方が一致することがわかるだろう。これは
この酒石酸分子中央に対称面が存在するため生じ
る幾何学的な性質である。言い換えれば、この酒
石酸分子は鏡像が元の分子と同一になるというこ
とだ。以上で、酒石酸分子には立体異性体が3種
類あるとわかった。
　これらの立体異性体において、結合の回り方が
それぞれの炭素で一致しない2種類については、
分子内に不斉中心の炭素が2つあり、偏光を回転
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図７　酒石酸分子の立体異性体
下二つの酒石酸は炭素の結合の回り方が同じなので同一構造になっ
ている。
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図８　酒石酸のメソ化合物の配座異性体
それぞれの酒石酸分子を、一方の炭素側から見たNewman投影
図で描いている。
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トリプチセン部分

図９　酒石酸型分子
上下のトリプチセンがもつベンゼン環の水素が互いにぶつかり合
い、分子は回転できなくなっている。

させることから光学活性を示す。一方でもう一種
類の立体異性体は、2つの不斉中心となる炭素が
あるが、偏光を回転せず光学不活性となる。それ
は、先ほど述べたとおり分子内に対称面があり、
それぞれの不斉中心で生じる偏光の回転がちょう
ど逆になるためである。分子全体ではそれぞれの
部位で生じる偏光の回転が相殺されてしまうわけ
だ。現在、このように対称面をもつため光学不活
性となる化合物はメソ化合物と呼ばれている。メ
ソ化合物の光学不活性の理由を説明する上記の考
えは1879年にドイツで出版されたLandolt,H.H.著 
“Das Optische Vermögen Organischer Substanzen”
（有機物質の光学活性について）で初めて提唱され
て以来、何十年も正しいと思われてきた。
　しかしこの説明は、メソ化合物が光学不活性と
なる理由として本当に十分だろうか。結論から言
えば、この説明では不十分である。実は、配座異
性体の概念、すなわち分子の結合の回転によって
生じる立体異性体が考慮されていないのである。
　酒石酸のメソ化合物に再び目を向けよう。中央
にある炭素間の結合は単結合であるから、溶液中
で酒石酸分子はこれを軸として回転している。こ
こで瞬間的に分子を見ると回転は止まったとみな
せ、酒石酸の安定な配座異性体が3つ考えられる
（図８）。この3つが安定になるのは、立体障害と
呼ばれる分子内で生じる原子の反発が、考えられ
る他の配座異性体より小さいためである。そして
これら3つの配座異性体に、それぞれの鏡像を割

り当ててみる。すると今度は、2つの配座異性体
で鏡像が重ならないのだ。つまり厳密には、一分
子だけに注目するとメソ化合物にも瞬間的には鏡
像が重なることのない、光学活性の状態が存在す
るというわけである。それでもメソ化合物が光学
不活性を示すのは、溶液中では他の配座異性体も
同時に存在し、全体として平均すれば偏光の回転
がちょうど打ち消されてしまうからだ。
　この配座異性体の理論は1945年の論文で提案さ
れたものであり、その論文の中で先のドイツの専
門書に書かれた説明が不十分であることが指摘さ
れていた。しかしこれはあくまで理論上の考えで
あるため、実験的な証明が必要である。この証明
には、メソ化合物の光学活性を示す配座異性体を
単離すればよい。ところが当時の化学では光学活
性を示す配座異性体だけを単離することはできな
かった。立体障害がそれほど大きくなく、それぞ
れの配座異性体は単結合の回転により非常に速く
交換してしまうためだ。
　それから60年後、豊田先生はこの理論を実証で
きる酒石酸型分子を創ることに成功した（図９）。
この分子には、アントラセンから合成されるトリ
プチセンが単結合で2つ繋がった構造にいくつか
の置換基が付いている。分子内ではトリプチセン
がもつ3つのベンゼン環の水素原子が非常に混み
合い、立体障害で分子の単結合が回転軸として機
能できない。結果、3つの配座異性体それぞれの
単離が可能となり、そのうち2つの配座異性体に
おいて光学活性を確かめることができたのだ。
　ドイツの専門書が出版されてから、メソ化合物



Spring 2016 13

構造から視る化学の世界

も光学不活性になりうるというこの発見まで、お
よそ130年の歳月が経っている。先生は一世紀以
上も前に考えられていたメソ化合物に対する解釈
を見直し、より厳密な理論を完成させたのだ。

配座異性体の単離可能性

　こうして大きな研究テーマを1つ終えた先生は、
さらに新たな可能性を求めて配座異性体に関する
研究を推し進めた。アセチレン軸をもった分子に
ついて、配座異性体と立体障害の関係を明らかに
するというものだ。
　メソ化合物の研究では、酒石酸型分子は単離が
可能であった。それは、分子の回転する部位であ
るトリプチセンの立体障害が大きかったからだ。
では、アセチレンを分子に組み込んだらどうなる
だろうか。アセチレンは単結合より長い回転軸と
してはたらくため、分子の両端にある回転する部
位はお互い遠くなり、立体障害は小さくなってし
まうだろう。しかしそのような分子であっても、
回転を遅くすれば配座異性体を単離できるのでは
ないだろうか。先生はこのように考えたのである。
　一般に立体異性体を単離可能にするには、立体
障害のエネルギーが100 kJ/mol以上必要なことが
熱力学的な理論計算により知られている。そこで
先生は、この数値を越えることを目標にして、立
体障害を大きくするために分子の回転部位にかさ
高い置換基を付けることを試みた（図１０）。かさ
高い置換基があれば、アセチレン軸による立体障
害の低下を打ち消せると期待したのだ。
　そして実際にそういった分子をいくつも合成し、
配座異性体は単離できるのか、立体障害のエネル
ギーはどの程度なのか一つひとつ調べていくと、
先生の期待に沿う結果が得られた。目標の数値に
は届いておらず単離はできなかったものの、立体
障害のエネルギーは大きくなっており、分子の回
転も確実に遅くなっていることがわかったのであ
る。置換基をよりかさ高いものに変え、立体障害
をさらに大きくしていけば、配座異性体を実際に
単離することもできるだろう。
　回転軸の長い分子であっても配座異性体は存在
しうるという今までにない考え方を化学の世界に
もたらしたこの研究の意義は大きい。
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図１０　先生が合成したアセチレン軸をもつ分子の一例
置換基をもつフェニル基をアントラセンに繋ぐことで立体障害が
大きくなり、アントラセンの回転は遅くなっている。

一人の化学者として

　先生は、異なる分子に共通する性質を発見し、
厳密な理論や今までにない考え方を生み出した。
これまでに述べてきたこれらの研究からは、先生
が志すものが見えてくる。それはどのような化学
者も少なからず夢見ており、物理有機化学という
学問にも繋がっている。先生が目指すもの、それ
は物質の本質に関わる原理や法則の発見なのだ。
　このような発見には多くの苦労が伴う。例えば
分子を合成する際、どのような激しい条件下でも
反応が進まなかったり、精製中に分解してしまっ
たりする。豊田先生と研究室の学生は多くの研究
時間をこれらの問題の解決に費やしているという。
　そして、これらの困難を乗り越えていく姿から
は先生の研究に対する想いを見ることができる。
今一度、アントラセン-アセチレン四量体を見て
ほしい（図１）。この分子の動きを知った今なら、
構造を純粋に面白いと思える分子を創ろうとする
先生の想いが伝わっては来ないだろうか。このよ
うに物質そのものを楽しめるからこそ、先生は自
身の研究に熱意をもって取り組めるのだろう。
　豊田先生は物理有機化学の考えに基づいて、物
質の理解を深める研究を今日も続けている。一人
の化学者としてその目標に突き進んでいく先生の
目には既に、私たちがまだ知らない化学の世界が
映っているのかもしれない。

　研究室の移転等でお忙しい中、幾度にもわたる
取材や質問に丁寧に対応してくださった豊田先生
に心より御礼申し上げます。 （飯野 翼）

執筆者より


