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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記の一般式（１）
【化１】
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（式中、Ａｒは芳香環を示し、Ｒ１は、炭素数６〜３０のアルキル基でエステル化された
光学活性アミノ酸エステルのアミノカルボニル基、又は炭素数６〜３０のアルキル基を有
するアシル基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸のカルボニルアミノ基を
示し、前記光学活性アミノ酸は左手型（Ｓ）又は右手型（Ｒ）のいずれかのキラル体であ
り、ｘはポリイソシアニド基の繰り返しを示す正の数である。）
で表される安定な主鎖らせん構造を有するポリ芳香族イソシアニド誘導体。
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【請求項２】
芳香環が、ベンゼン環である請求項１に記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
【請求項３】
光学活性アミノ酸が、天然のα−アミノ酸である請求項１又は２に記載のポリ芳香族イ
ソシアニド誘導体。
【請求項４】
ポリ芳香族イソシアニド誘導体が、側鎖上で隣接するアミド基とアミド基との間で水素
結合を形成することができるポリ芳香族イソシアニド誘導体である請求項１〜３のいずれ
かに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
【請求項５】
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ポリ芳香族イソシアニド誘導体の持続長が、１００ｎｍ以上である請求項１〜４のいず
れかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
【請求項６】
右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリ芳香族イソシア
ニド誘導体の異性体のジアステレオ異性体の過剰率が、９０％以上である請求項１〜５の
いずれかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
【請求項７】
重量平均分子量Ｍｗと数平均分子量Ｍｎとの比で表される分子量分散Ｍｗ／Ｍｎが、１
．２０より小さいことを特徴とする請求項１〜６のいずれかに記載のポリ芳香族イソシア
ニド誘導体。
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【請求項８】
ポリ芳香族イソシアニド誘導体が、溶液中、又は溶融状態においてコレステリック液晶
相及び／又はネマチック液晶相を示すことができる請求項１〜７のいずれかに記載のポリ
芳香族イソシアニド誘導体。
【請求項９】
ポリ芳香族イソシアニド誘導体が、スメクチック液晶相を形成するものである請求項１
〜８のいずれかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
【請求項１０】
その形状が膜状であることを特徴とする、請求項１〜９のいずれかに記載のポリ芳香族
イソシアニド誘導体。
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【請求項１１】
請求項１〜１０のいずれかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体の少なくとも１種を
含有してなる液晶組成物。
【請求項１２】
液晶組成物が、スメクチック液晶相を形成するものである請求項１１に記載の液晶組成
物。
【請求項１３】
芳香族環に−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基を有し、炭素数６〜３０の疎水性部分を有
する芳香族イソシアニドの同一の単量体を、重合触媒の存在下で重合溶媒中で重合させて
、右巻き若しくは左巻きのいずれか、又はこれらの一方の異性体が過剰に存在する混合物
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からなる安定な主鎖らせん構造を持つポリ芳香族イソシアニド誘導体を製造する方法。
【請求項１４】
重合溶媒の極性により同一の単量体から右巻き、若しくは左巻きのいずれか、又はこれ
らの一方の異性体が過剰に存在する混合物からなる安定な主鎖らせん構造を持つポリイソ
シアニド誘導体を製造する請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
芳香族環の−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基が、炭素数６〜３０のアルキル基でエステ
ル化された光学活性アミノ酸エステルに由来するアミノカルボニル基である請求項１３又
は１４に記載の方法。
【請求項１６】
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芳香族環の−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基が、炭素数６〜３０のアルキル基を有する
基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸に由来するカルボニルアミノ基であ
る請求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項１７】
安定な主鎖らせん構造を持つポリ芳香族イソシアニド誘導体が、右巻き、又は左巻きの
いずれか一方向のらせん構造を有するものである請求項１３〜１６のいずれかに記載の方
法。
【請求項１８】
重合溶媒が、非極性溶媒である請求項１３〜１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
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重合溶媒が、四塩化炭素、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメチルホルムアミド、ベ
ンゼン、クロロホルム、ジクロロメタン、トルエン、又はこれらの混合物から選ばれる溶
媒である請求項１３〜１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
重合溶媒が、非極性溶媒と極性溶媒の混合溶媒である請求項１３〜１９のいずれかに記
載の方法。
【請求項２１】
極性溶媒が、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、アセトン、メタノール、エタノール、
又はこれらの混合物から選ばれる溶媒である請求項１３〜２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
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アミド基を有する芳香族イソニトリルを、イソニトリルのリビング重合特性を有する触
媒の存在下で重合させて、同一の単量体からなる安定な右巻きらせん構造及び左巻きらせ
ん構造からなる主鎖構造を有するポリイソシアニド重合体を製造し、次いで得られた右巻
きらせん構造及び左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリイソシアニド重合体の
混合物を有機溶媒で処理することによりこれらの混合物を分離することからなる同一の単
量体からなる安定な右巻きらせん構造、又は左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有する
ポリイソシアニド重合体を製造する方法。
【請求項２３】
有機溶媒の処理が、有機溶媒に対する溶解性の差である請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
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イソニトリルのリビング重合特性を有する触媒が、有機金属錯体触媒である請求項１３
又は２２に記載の方法。
【請求項２５】
イソニトリルのリビング重合特性を有する触媒が、下記（式２）
【化２】
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で表される、アセチレンで架橋した複核の白金−パラジウム−μ−エチンジイル錯体であ
る請求項１３、２２、又は２３のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
下記の一般式（３）
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【化３】
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（式中、Ａｒは芳香環を示し、Ｒ１は、炭素数６〜３０のアルキル基でエステル化された
光学活性アミノ酸エステルのアミノカルボニル基、又は炭素数６〜３０のアルキル基を有
するアシル基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸のカルボニルアミノ基を
示し、前記光学活性アミノ酸は左手型（Ｓ）又は右手型（Ｒ）のいずれかのキラル体であ
る。）
で表される芳香族イソシアニド誘導体。
【請求項２７】
Ａｒが、ベンゼン環である請求項２６に記載の芳香族イソシアニド誘導体。
【請求項２８】
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光学活性アミノ酸が、天然のα−アミノ酸である請求項２６又は２７に記載の芳香族イ
ソシアニド誘導体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、静的で安定ならせん高分子であるポリイソシアニド誘導体において、単一の
単量体から重合溶媒、温度等の重合反応条件に応じて主鎖のらせん構造の巻き方向が反転
した重合体を製造する方法、及び当該方法により製造された重合体に関する。より詳細に
は、本発明は、芳香族環に−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基を有し、炭素数６以上の疎水
性部分を有する芳香族イソシアニドを、重合溶媒中で重合させることにより、重合溶媒の
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極性により同一の単量体から右巻き、若しくは左巻きのいずれか、又はこれらの混合物か
らなる安定な主鎖らせん構造を持つポリイソシアニド誘導体を製造する方法、及び当該方
法により製造され得るポリ芳香族イソシアニド誘導体、並びに当該ポリ芳香族イソシアニ
ド誘導体を製造するための単量体である芳香族イソシアニド誘導体に関する。
【背景技術】
【０００２】
らせん構造によるキラリティーは高分子物質特有のコンフォメーションに由来するキラ
リティーであり、代表的ならせん高分子物質であるＤＮＡやたんぱく質は、二重らせんや
αヘリックスと呼ばれる特定のらせん構造を形成する。これらは、いずれも一方の鏡像異
性体のみから構成されており、より安定な右巻きのらせん構造をとっている。反対の左巻
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きのらせん構造を構築するには、自然界に殆んど存在しない反対の鏡像異性体を構成単位
として用いなければならない。
また近年、人工的に合成されたらせん高分子も数多く知られているが、一方向巻きに片
寄った安定ならせん高分子を不斉合成で簡便に作ることは非常に困難であり、従来は、い
ずれか一方の向きのらせん構造を有する物質は、構造中にいずれか一方の光学活性体を不
斉源として用いており（特許文献１参照）、他方のらせん構造は他方の光学活性体を原料
として使用しなければならかった。
【０００３】
一方、動的らせん高分子と呼ばれる一群の高分子では、溶液中で右巻きと左巻きのらせ
んの反転が非常に早く起こり、ごく少量の光学活性な部位を側鎖に導入する事によって高
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分子全体を一方向巻きのらせん構造に変える事が可能である（非特許文献１参照）。これ
らの高分子群は、温度、溶媒、光学活性添加物等によって容易にそのらせんの巻き方向を
反転させるため、室温付近において右巻きと左巻きの両方の高分子を観察することが可能
であるが（特許文献２参照）、如何せんそのらせんは動的であるため、外部環境によって
容易にらせんの巻き方が再反転し、機能性材料としての実用性は非常に低い。
この様に、右巻きか、左巻きかの一方向の安定ならせん構造を持つ高分子を同一の単量
体から作り分けることはこれまで不可能であった。
静的で安定な一方向巻きのらせん高分子は、光学分割カラムクロマトグラフィー用の充
填剤、不斉合成用触媒、光学活性配位子材料等として用いることができ、右巻き、左巻き
の２種類を安価、簡便に調製することは分離効率の向上や、不斉合成での望みの光学活性
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体を得る上で非常に重要である。
【０００４】
さらに、らせん高分子は多くの場合、非常に剛直な主鎖構造を持つため、溶液中もしく
は溶融状態においてコレステリック液晶相を示す（特許文献３参照）。本発明者らも剛直
な主鎖構造を持つ高分子化合物や、その液晶としての利用を開発してきた（特許文献４及
び５参照）。
このように、主鎖らせんの巻き方向における右巻き、又は左巻きの割合を自由に制御す
ることができれば、形成されるコレステリック液晶相のらせんピッチ（らせん構造の周期
）も自在に制御することが可能となる。この構造をフィルム中に固定化すれば、様々な光
学デバイスへの応用が簡便にかつ安価で可能となる。

20

前記のような剛直棒状らせん構造を持つポリマーの他の例としては、長いｎ−アルキル
鎖、例えばｎ−デシル基を持つポリグルタミン酸も多数報告されている（非特許文献２〜
５参照）。また、ここにおいて、ｎ−デシル基以上の長鎖のアルキル基を有するポリグル
タミン酸では、コレステリック液晶特性ばかりでなくヘキサゴナルカラムナーおよびスメ
クチック相が観察されるとの報告がされている。
更に、前記ポリグルタミン酸と同様に、いくつかの他の剛直または半剛直ポリマーであ
る、セルロース、ポリイソシアネート、ポリシランおよび全芳香族ポリマーにおいても、
サーモトロピック液晶性、およびリオトロピック液晶性を示すことが報告されている。
【０００５】
【特許文献１】特開昭５６−１０６９０７号公報
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【特許文献２】特開２００１−２９４６２５号公報
【特許文献３】特開２００１−１６４２５１号公報
【特許文献４】ＷＯ

０１／７９３１０号公報

【特許文献５】ＷＯ

２００５／０８０５００号公報

【非特許文献１】八島栄次、現代化学， 52 (2000)，
【非特許文献２】Y.Fukuda，R.Gehani and I.Uematsu，Macromolecules，17，1004 (1984
).
【非特許文献３】H.Ono，A.Abe and I.Uematsu，Macromoleccules，18，2141 (1986).
【非特許文献４】T.Nagase，H.Itoh，T.Ishii and T.Satoh，Mol. Cryst.Liq.Cryst.，16
0，432 (1988).
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【非特許文献５】A.Teramoto，M.Kobayashi and T.Norisue，Eds.，Springer‑Verlag，Be
rlin，Heidelberg，p99‑108 (1994).
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、同一の単量体から右巻き、又は左巻きの安定ならせん構造を持つ高分子を自
在に作り分け、さらにその右巻き、又は左巻きの割合を制御する方法を提供することであ
る。また、本発明は、このようないずれの方向のらせん構造を製造することが可能な高分
子材料を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本発明者らは、安定ならせん構造を有するポリイソシアニド高分子重合体類において、
その単量体構造中にアミド基を導入して相互に水素結合を形成させ、重合溶媒、温度を変
化させて水素結合の強弱を調節して重合することにより、それぞれ逆巻きのらせん高分子
が得られ、さらにその右巻き、又は左巻きの割合をも制御できるか否かを鋭意研究を重ね
てきた結果、重合溶媒などの重合条件を特定することにより、得られる高分子重合体のら
せん構造が逆巻きであることを見出した。このように、本発明者らは、高分子材料のらせ
ん構造が重合溶媒などの重合条件によって調節することが可能であることを見出し、同一
の単量体から右巻き、又は左巻きのらせん構造を有する高分子化合物を作り分けることが
できることを見出した。
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さらに、本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、ポリイソシアニド高分子重合体類にア
ミド基を導入して隣接する側鎖間で相互に水素結合を形成させものが、これら右巻き、左
巻きの異性体の溶媒に対する溶解性が著しく違うことを発見し、該溶解性の差を利用して
容易に得られた右巻き、及び左巻きの異性体の混合物を分離することが可能であることも
見出した。これらの知見により本発明を完成するに至った。
【０００８】
即ち、本発明は、芳香族環に−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基を有し、炭素数６以上の
疎水性部分を有する芳香族イソシアニドを、重合溶媒中で重合させることにより、重合溶
媒の極性により同一の単量体から右巻き、若しくは左巻きのいずれか、又はこれらの混合
物からなる安定な主鎖らせん構造を持つポリイソシアニド誘導体を製造する方法に関する
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。
また、本発明は、芳香環に光学活性なアミノ酸又はその誘導体がアミド結合したアミド
基を有する芳香族イソニトリルをリビング重合させてなる、同一の単量体からなる安定な
右巻きらせん構造又は左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリ芳香族イソシアニ
ド誘導体、より詳細には、下記の一般式（１）
【０００９】
【化１】
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【００１０】
（式中、Ａｒは芳香環を示し、Ｒ１は、炭素数６〜３０のアルキル基でエステル化され
た光学活性アミノ酸エステルのアミノカルボニル基、又は炭素数６〜３０のアルキル基を
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有するアシル基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸のカルボニルアミノ基
を示し、前記光学活性アミノ酸は左手型（Ｓ）又は右手型（Ｒ）のいずれかのキラル体で
あり、ｘはポリイソシアニド基の繰り返しを示す正の数である。）
で表される安定な主鎖らせん構造のポリ芳香族イソシアニド誘導体に関する。
さらに、本発明は、右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有する
ポリイソシアニド重合体の混合物を有機溶媒で処理することによりこれらの混合物を分離
することからなる同一の単量体からなる安定な右巻きらせん構造、又は左巻きらせん構造
からなる主鎖構造を有するポリイソシアニド重合体を製造する方法、より詳細には、アミ
ド基を有する芳香族イソニトリルを、イソニトリルのリビング重合特性を有する触媒の存
在下で重合させて、同一の単量体からなる安定な右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造
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からなる主鎖構造を有するポリイソシアニド重合体を製造し、次いで得られた右巻きらせ
ん構造及び左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリイソシアニド重合体の混合物
を有機溶媒で処理することによりこれらの混合物を分離することからなる同一の単量体か
らなる安定な右巻きらせん構造、又は左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリイ
ソシアニド重合体を製造する方法に関する。
本発明の前記した安定な主鎖らせん構造のポリ芳香族イソシアニド誘導体は、溶液中又
は溶融状態においてコレステリック液晶相若しくはネマチック液晶相を示すことができる
ことから、さらに、本発明は、前記した本発明の安定な主鎖らせん構造のポリ芳香族イソ
シアニド誘導体からなる液晶性高分子化合物を提供するものである。
また、本発明は、下記の一般式（３）

10

【００１１】
【化２】

20

【００１２】
（式中、Ａｒは芳香環を示し、Ｒ１は、炭素数６〜３０のアルキル基でエステル化された
光学活性アミノ酸エステルのアミノカルボニル基、又は炭素数６〜３０のアルキル基を有
するアシル基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸のカルボニルアミノ基を
示し、前記光学活性アミノ酸は左手型（Ｓ）又は右手型（Ｒ）のいずれかのキラル体であ
る。）
で表される芳香族イソシアニド誘導体に関する。一般式（３）で表される本発明の芳香族
イソシアニド誘導体は、前記した一般式（１）で表されるポリ芳香族イソシアニド誘導体

30

を製造する際の単量体として使用され得る化合物である。
【００１３】
本発明をさらに詳細に説明すれば以下のとおりとなる。
（１）芳香環に光学活性なアミノ酸又はその誘導体がアミド結合したアミド基を有する芳
香族イソニトリルをリビング重合させてなる、同一の単量体からなる安定な右巻きらせん
構造又は左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリ芳香族イソシアニド誘導体。
（２）下記の一般式（１）
【００１４】
【化３】
40

【００１５】
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（式中、Ａｒは芳香環を示し、Ｒ１は、炭素数６〜３０のアルキル基でエステル化された
光学活性アミノ酸エステルのアミノカルボニル基、又は炭素数６〜３０のアルキル基を有
するアシル基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸のカルボニルアミノ基を
示し、前記光学活性アミノ酸は左手型（Ｓ）又は右手型（Ｒ）のいずれかのキラル体であ
り、ｘはポリイソシアニド基の繰り返しを示す正の数である。）
で表される安定な主鎖らせん構造の前記（１）に記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
（３）芳香環が、ベンゼン環である前記（１）又は（２）に記載のポリ芳香族イソシアニ
ド誘導体。
（４）光学活性アミノ酸が、天然のα−アミノ酸である前記（１）〜（３）のいずれかに
記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。

10

（５）ポリ芳香族イソシアニド誘導体が、側鎖上で隣接するアミド基とアミド基との間で
水素結合を形成することができるポリ芳香族イソシアニド誘導体である前記（１）〜（４
）のいずれかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
（６）ポリ芳香族イソシアニド誘導体の持続長が、１００ｎｍ以上である前記（１）〜（
５）のいずれかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
（７）右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリ芳香族イソ
シアニド誘導体の異性体のジアステレオ異性体の過剰率が、９０％以上である前記（１）
〜（６）のいずれかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
（８）重量平均分子量Ｍｗと数平均分子量Ｍｎとの比で表される分子量分散Ｍｗ／Ｍｎが
、１．２０より小さいことを特徴とする前記（１）〜（７）のいずれかに記載のポリ芳香

20

族イソシアニド誘導体。
（９）ポリ芳香族イソシアニド誘導体が、溶液中、又は溶融状態においてコレステリック
液晶相及び／又はネマチック液晶相を示すことができる前記（１）〜（８）のいずれかに
記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
（１０）ポリ芳香族イソシアニド誘導体が、スメクチック液晶相を形成するものである前
記（１）〜（９）のいずれかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
（１１）その形状が膜状であることを特徴とする、前記（１）〜（１０）のいずれかに記
載のポリ芳香族イソシアニド誘導体。
（１２）前記（１）〜（１１）のいずれかに記載のポリ芳香族イソシアニド誘導体の少な
くとも１種を含有してなる液晶組成物。

30

（１３）液晶組成物が、スメクチック液晶相を形成するものである前記（１２）に記載の
液晶組成物。
（１４）芳香族環に−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基を有し、炭素数６〜３０の疎水性部
分を有する芳香族イソシアニドを同一の単量体を、重合触媒の存在下で重合溶媒中で重合
させて、右巻き若しくは左巻きのいずれか、又はこれらの一方の異性体が過剰に存在する
混合物からなる安定な主鎖らせん構造を持つポリ芳香族イソシアニド誘導体を製造する方
法。
（１５）重合溶媒の極性により同一の単量体から右巻き、若しくは左巻きのいずれか、又
はこれらの一方の異性体が過剰に存在する混合物からなる安定な主鎖らせん構造を持つポ
リイソシアニド誘導体を製造する前記（１４）に記載の方法。

40

（１６）芳香族環の−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基が、炭素数６〜３０のアルキル基で
エステル化された光学活性アミノ酸エステルに由来するアミノカルボニル基である前記（
１）又は（１５）に記載の方法。
（１７）芳香族環の−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基が、炭素数６〜３０のアルキル基を
有する基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸に由来するカルボニルアミノ
基である前記（１４）又は（１５）に記載の方法。
（１８）安定な主鎖らせん構造を持つポリ芳香族イソシアニド誘導体が、右巻き、又は左
巻きのいずれか一方向のらせん構造を有するものである前記（１４）〜（１７）のいずれ
かに記載の方法。
（１９）重合溶媒が、非極性溶媒である前記（１４）〜（１８）のいずれかに記載の方法
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。
（２０）重合溶媒が、四塩化炭素、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメチルホルムアミ
ド、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタン、トルエン、又はこれらの混合物から選ば
れる溶媒である前記（１４）〜（１９）のいずれかに記載の方法。
（２１）重合溶媒が、非極性溶媒と極性溶媒の混合溶媒である前記（１４）〜（２０）の
いずれかに記載の方法。
（２２）極性溶媒が、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、アセトン、メタノール、エタノ
ール、又はこれらの混合物から選ばれる溶媒である前記（１４）〜（２１）に記載の方法
。
（２３）右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリイソシア

10

ニド重合体の混合物を有機溶媒で処理することによりこれらの混合物を分離することから
なる同一の単量体からなる安定な右巻きらせん構造、又は左巻きらせん構造からなる主鎖
構造を有するポリイソシアニド重合体を製造する方法。
（２４）アミド基を有する芳香族イソニトリルを、イソニトリルのリビング重合特性を有
する触媒の存在下で重合させて、同一の単量体からなる安定な右巻きらせん構造及び左巻
きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリイソシアニド重合体を製造し、次いで得られ
た右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造からなる主鎖構造を有するポリイソシアニド重
合体の混合物を有機溶媒で処理することによりこれらの混合物を分離することからなる同
一の単量体からなる安定な右巻きらせん構造、又は左巻きらせん構造からなる主鎖構造を
有するポリイソシアニド重合体を製造する方法。

20

（２５）有機溶媒の処理が、有機溶媒に対する溶解性の差である前記（２３）又は（２４
）に記載の方法。
（２６）イソニトリルのリビング重合特性を有する触媒が、有機金属錯体触媒である前記
（１４）又は（２４）に記載の方法。
（２７）イソニトリルのリビング重合特性を有する触媒が、下記（式２）
【００１６】
【化４】

30

【００１７】
で表される、アセチレンで架橋した複核の白金−パラジウム−μ−エチンジイル錯体であ
る前記（１４）、（２４）、又は（２５）のいずれかに記載の方法。
（２８）下記の一般式（３）
【００１８】
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【化５】

10
【００１９】
（式中、Ａｒは芳香環を示し、Ｒ１は、炭素数６〜３０のアルキル基でエステル化された
光学活性アミノ酸エステルのアミノカルボニル基、又は炭素数６〜３０のアルキル基を有
するアシル基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸のカルボニルアミノ基を
示し、前記光学活性アミノ酸は左手型（Ｓ）又は右手型（Ｒ）のいずれかのキラル体であ
る。）
で表される芳香族イソシアニド誘導体。
（２９）Ａｒが、ベンゼン環である前記（２８）に記載の芳香族イソシアニド誘導体。
（３０）光学活性アミノ酸が、天然のα−アミノ酸である前記（２８）又は（２９）に記

20

載の芳香族イソシアニド誘導体。
【００２０】
本発明は、芳香族環に−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基を有する芳香族イソシアニドが
、重合溶媒中で重合させたときに、重合したポリ芳香族イソシアニド誘導体の側鎖上で隣
接するアミド基間で水素結合を形成するが、当該水素結合の形成が重合溶媒の極性などの
重合条件により変化し、同一の単量体から右巻き、若しくは左巻きのいずれか、又はこれ
らの一方の異性体が過剰に存在する混合物からなる安定な主鎖らせん構造を持つポリイソ
シアニド誘導体を制御して製造することができることを見出したものである。したがって
、本発明の方法は、本発明の単量体を用いることにより、同一の単量体から重合条件の制
御により、生成する重合体の主鎖のらせん構造を右巻き又は左巻きのいずれに制御するこ

30

とを可能にするものである。
【００２１】
また、本発明は、単一の単量体を重合させてなるホモポリイソシアニド重合体であって
、重合体の主鎖の構造が左巻きらせん（Ｍ）構造又は右巻きらせん（Ｐ）構造のどちらか
一方のものが過剰に存在し、光学活性を有するポリイソシアニド重合体を提供するもので
ある。本発明のポリイソシアニド重合体は、静的らせん構造をとるものであり、温度や溶
媒などの外部環境の変化に対して極めて安定にらせん構造を維持することができるもので
ある。
本発明の静的で安定ならせん高分子であるポリイソシアニド誘導体は、リビング重合特
性を有する触媒を用いて重合して、同一の単量体から安定な右巻き、左巻きの主鎖らせん

40

構造を持つ異性体を同時に重合し、溶媒への溶解性の差を利用して、右巻き及び左巻きの
主鎖らせん構造を持つ異性体をジアステレオ異性体過剰率９０％以上で分離することがで
きる。
本発明の方法で得られた、同一のモノマーユニットを有する右巻きらせん構造、又は左
巻きらせん構造を有するの２種類のポリマーは、光学分割カラムクロマトグラフィー用の
充填剤、不斉合成用触媒、光学活性配位子材料等として用いる事ができる。
さらに、本発明のポリイソシアニド誘導体は、リビング重合で合成されているために非
常に狭い分子量分布を持ち、さらに非常に剛直な主鎖構造を持つため、溶液中、もしくは
溶融状態において高分子鎖が並列して層状構造を形成したスメクチック液晶相を発現する
。

50

(11)

JP 5189368 B2 2013.4.24

この自発的に形成される数十ナノメートルスケールの一次元周期構造は、近年、棒状形
態を有する高分子によって実験的に再現する事が確認された液晶相である。この、自発的
に形成されるナノメートルスケールの構造は、溶液中であればその溶媒を蒸発させる事で
、また溶融状態であればガラス転移点以下に冷却する事で容易に固定化可能であり、この
構造を利用して、リタデーション可変位相差板、化学物質認識センサー、高密度記録デバ
イス、一次元光学結晶などの分子素子を大型の製造設備なしに簡便かつ安価に製造する事
が出来る。
【００２２】
本発明のポリイソシアニド重合体は、イソシアニド基（Ｃ＝Ｎ）を有するホモポリマー
であることを特徴とするものである。イソシアニド基における窒素原子の置換基として、

10

アミド基を有することをさらに特徴とするものである。このアミド基の存在により、隣接
する側鎖間で相互に水素結合を形成させることができ、安定ならせん構造を形成すること
ができるだけでなく、有機溶媒に対する溶解度が相違することになり、左巻きらせん（Ｍ
）構造又は右巻きらせん（Ｐ）構造のポリイソシアニド重合体を、有機溶媒に対する溶解
度の差により容易に分離することが可能となった。
本発明の好ましいイソシアニド基における窒素原子の置換基としては、アミド基が結合
した芳香族基が挙げられる。当該アミド基は、アミド基のカルボニル基側で芳香族基に結
合していてもよいし、またアミド基のアミノ基側で芳香族基に結合していてもよい。当該
アミド基は水素結合のためのものであることから、結合の方向性についてはいずれであっ
20

てもよい。
芳香族基としては、炭素数６〜３０、好ましくは６〜２０、より好ましくは６〜１０の
単環式、多環式又は縮合環式の６員芳香環を有する基が挙げられる。好ましい芳香環とし
ては、ベンゼン環、ナフタレン環などが挙げられる。これらの芳香環に結合するアミド基
の位置としては、オルト、メタ、パラのいずれの位置であってもよいが、充分な水素結合
が形成できるように、パラ位のような主鎖から離れた位置が好ましい。
本発明のポリイソシアニド重合体における、好ましいイソシアニド基（Ｃ＝Ｎ）として
は、次のタイプ１及びタイプ２のものが挙げられる。
Ｃ＝Ｎ−（芳香環）−ＣＯＮＨ−Ｒ２

タイプ１

２

タイプ２

Ｃ＝Ｎ−（芳香環）−ＮＨＣＯ−Ｒ
２

（式中、Ｒ

は、アミド基の残基を示す。）

30

本発明のイソシアニド基（Ｃ＝Ｎ）としては、前記したタイプ１及びタイプ２のいずれ
のものであってもよい。アミド基の残基のＲ２としては、らせん構造を安定に形成するこ
とができ、アミド基における水素結合の形成に障害とならないものであって、有機溶媒に
よる溶解度の差が生じるものであれば特に制限はないが、らせん構造を安定にするために
光学活性を有する基であることが好ましい。
【００２３】
本発明における単量体としては、芳香族イソシアニドであって、当該芳香環上に水素結
合が可能な−ＣＯＮＨ−基が存在するものであればよい。好ましい単量体としての芳香族
イソシアニドとしては、前記した一般式（３）で示される芳香族イソシアニド誘導体が挙
げられる。
本発明における好ましい芳香族イソシアニド誘導体としては、次の一般式（４）
【００２４】
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【化６】

10
【００２５】
（式中、Ｒ１は、炭素数６〜３０のアルキル基でエステル化された光学活性アミノ酸エス
テルのアミノカルボニル基、又は炭素数６〜３０のアルキル基を有するアシル基でＮ−ア
シル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸のカルボニルアミノ基を示し、前記光学活性ア
ミノ酸は左手型（Ｓ）又は右手型（Ｒ）のいずれかのキラル体である。）
で表される芳香族イソシアニド誘導体が挙げられる。
【００２６】
このような疎水性を有する光学活性な基としては、炭素数６〜３０のアルキル基でエス
テル化された光学活性アミノ酸エステルから誘導される基、炭素数６〜３０のアルキル基
を有する基でＮ−アシル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸から誘導される基などが挙
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げられるが、これらに限定されるものではない。
本発明における好ましい「−ＣＯＮＨ−構造を有する置換基」としては、一般式（１）
又は（３）におけるＲ１が、アミノ酸のカルボキシル基がＣ６〜Ｃ３０、好ましくはＣ６
〜Ｃ２２のアルキル基でエステル化されたアミノ酸のアミノカルボニル基の場合は、前記
した「タイプ１」に相当するものであり、また、Ｒ１がアミノ酸のアミノ基がＣ６〜Ｃ３
０、好ましくはＣ６〜Ｃ２２のアルキル基でアミド化されたアミノ酸のカルボニルアミノ

基の場合は、前記した「タイプ２」の相当するものである。アミノ酸のアミノ基とカルボ
キシル基を除いた部分を式ＡＡで示すとすれば、一般式（１）又は（３）におけるＲ１が
アミノ酸のカルボキシル基がＣ６〜Ｃ３０、好ましくはＣ６〜Ｃ２２のアルキル基でエス
テル化されたアミノ酸のアミノカルボニル基の場合のＲ１は、次の一般式（５）、
＊

−ＣＯＮＨ−ＡＡ

−ＣＯＯＲ

30

（５）

で表されることになる。
また、一般式（１）又は（３）におけるＲ１がアミノ酸のアミノ基がＣ６〜Ｃ３０、好
ましくはＣ６〜Ｃ２２のアルキル基でアミド化されたアミノ酸のカルボニルアミノ基の場
合のＲ１は、次の一般式（６）、
−ＮＨＣＯ−ＡＡ＊−ＮＨＣＯ−Ｒ２

（６）

で表されることになる。
式（５）及び（６）におけるＲ及びＲ２は、これらの基に疎水性を付与するための基を
示し、式（５）及び（６）におけるＡＡ＊は、アミノ酸からアミノ基部分及びカルボキシ
基部分を除いた構造を示し、これらの基に光学活性を付与するための基である。

40

前記式（５）及び（６）におけるアミノ酸としては、光学活性を有するものであれば特
に制限はないが、入手の容易性からは、天然型のα−アミノ酸が好ましい。光学活性体と
しては、Ｄ体でもＬ体でもよい。好ましいアミノ酸としては、アラニン、ロイシン、イソ
ロイシン、トレオニンなどが挙げられる。
前記式（５）におけるＲ基における疎水性の基としては、炭素数６以上、好ましくは炭
素数６〜３０、６〜２２、６〜２０の直鎖状又は分岐状のアルキル基が挙げられる。
前記式（６）におけるＲ２基における疎水性の基としては、炭素数６以上、好ましくは
炭素数６〜３０、６〜２２、６〜２０の直鎖状又は分岐状のアルキル基、又は当該アルキ
ル基から誘導されるアルコキシ基が挙げられる。
これらのアルキル基の好ましい例としては、オクチル基、デシル基、ドデカニル基など
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が挙げられる。
【００２７】
これらの単量体は、公知の各種の方法により製造することができる。好ましい製造法の
例としては、例えば、ニトロ安息香酸を光学活性アミノ酸エステルを用いてアミド化した
後、ニトロ基を還元してアミノ基とし、当該アミノ基を蟻酸又はその反応性誘導体などを
用いてホルミル化し、次いでトリホスゲンなどを用いてイソニトリル化することにより製
造することができる。また、ニトロアニリンを用いて、Ｎ−アシル化光学活性アミノ酸で
アシル化した後、同様にして対応する前記一般式（３）又は（４）で表される芳香族イソ
シアニドを製造することもできる。
【００２８】

10

これらの単量体を重合する方法としては、通常のポリイソシアニドの製造方法により行
うことができる。例えば、重合溶媒中で遷移金属触媒の存在下に反応させる方法などが挙
げられる。使用される遷移金属触媒としては、ニッケル、ロジウムなどの塩や錯体が挙げ
られるが、ニッケルの塩が好ましい。ニッケル塩の好ましい例としては、塩化ニッケルな
どが挙げられる。
重合溶媒としては、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化
水素類；ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類；アセト
ンなどのケトン類；酢酸エチルなどのエステル類；ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化
水素類：ジメチルホルムアミドなどのジアルキルアミド類などが挙げられる。また、溶媒
の極性を上げるために、メタノール、エタノールなどのアルコール類を少量転化したもの

20

であってもよい。これらの溶媒は、これらを単独で使用することもできるが、任意に混合
して使用することもできる。
重合温度としては、０℃〜２００℃、好ましくは室温〜１５０℃が挙げられる。
重合反応の終了後は、メタノールなどのアルコール類を反応混合物中に添加した後、沈
殿物を分離することにより単離することができる。必要により各種の精製手段により精製
することもできる。
【００２９】
このようにして本発明の前記一般式（１）で表される安定な主鎖らせん構造のポリ芳香
族イソシアニド誘導体を得ることができる。このようならせん構造は、主鎖のねじれによ
るものであるが、ポリ芳香族イソシアニド誘導体の側鎖上で隣接するアミド基間で特定の

30

方向での水素結合が形成されることにより、螺旋構造の安定性が保持されるものと考えら
れる。
本発明の一般式（１）で表されるポリ芳香族イソシアニド誘導体は、芳香環として前記
した単量体と同じものを有するものであり、好ましい本発明の一般式（１）で表されるポ
リ芳香族イソシアニド誘導体としては、芳香環がベンゼン環である次の一般式（７）
【００３０】
【化７】
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【００３１】
（式中、Ｒ１は、炭素数６〜３０のアルキル基でエステル化された光学活性アミノ酸エス
テルのアミノカルボニル基、又は炭素数６〜３０のアルキル基を有するアシル基でＮ−ア
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シル化されたＮ−アシル光学活性アミノ酸のカルボニルアミノ基を示し、前記光学活性ア
ミノ酸は左手型（Ｓ）又は右手型（Ｒ）のいずれかのキラル体であり、ｘはポリイソシア
ニド基の繰り返しを示す正の数である。）
で表されるポリ芳香族イソシアニド誘導体が挙げられる。一般式（７）におけるＲ１及び
ｘは前記した一般式（１）で説明してきたものと同じである。
本発明の前記一般式（１）で表されるポリ芳香族イソシアニド誘導体の分子量として、
特に制限はないが、好ましくは１００００〜１００００００、好ましくは３００００〜５
０００００、より好ましくは５００００〜５０００００程度、５００００〜１５００００
程度が挙げられる。前記一般式（式１）における繰り返し数ｘにおいては、ｘが５０〜２
０００、好ましくは１５０〜１５００程度が挙げられる。また、ポリ芳香族イソシアニド
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誘導体の持続長としては、長ければ長いほど好ましく、例えば５ｎｍ以上、好ましくは１
０ｎｍ以上、より好ましくは２０ｎｍ以上、さらには、５０ｎｍ以上、好ましくは１００
ｎｍ以上のものが挙げられる。
本発明のポリ芳香族イソシアニド誘導体は、室温で固体状であり、通常の高分子物質と
どうような成形を行うこともできる。例えば、膜状に成形することもでき、当該膜状にお
いても方向性を整えることにより、さらに機能的な高分子物質として作用させることもで
き得る。
【００３２】
らせん構造を有するポリイソシアニド重合体類におけるらせん構造の巻く方向性につい
ては、ポリイソシアニドの主鎖の吸収帯である３００〜４００ｎｍ付近のＣＤスペクトル

20

に現れるピークが正であれば、その主鎖らせんの巻き方向は右巻きであり、負であれば左
巻きであることが知られている（例えば、Takei，F.；Hayashi，H，；Onitsuka，K.；Kob
ayashi，N.；Takahashi，S. Angew. Chem.，Int. Ed. 2001，40，4092‑4094.を参照され
たい。）。したがって、らせん構造が、右巻きか左巻きかは、ＣＤスペクトルにより、簡
単に決定することができる。また、ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）などを用いてその表面を直
接観察することによっても確認することができる。
【００３３】
従来の方法では、使用する単量体のキラリティーによりらせん構造の方向性が決められ
るでいたが、本発明の方法によれば、同一の単量体、即ち同じキラリティーを有する単量
体であっても、重合条件を変化させることにより、らせん構造の方向性を選定することが
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明らかになった。これは、単量体としてアミド結合を有する光学活性体を含有する芳香族
イソシアニドを使用することによるものと考えられる。このような単量体は、単量体のキ
ラリティーに依存することなく、いずれの方向においても安定ならせん構造を維持するこ
とが可能な水素結合を形成することができるからであると考えられる。
後述する比較例にも記載されているように、アミド結合ではなく、エステル結合を有す
る場合には、らせん構造を制御することはできないことからも、アミド結合の存在がらせ
ん構造の方向性の制御に大きな役割を果たしているものと考えられる。
また、アミド基に結合している基における疎水性部分の炭素数が５以下の場合には、い
かなる溶媒、反応温度でも主鎖のらせん構造は左巻きとなり、らせん構造の方向性を制御
することはできなくなる。したがって、この部分の疎水性もらせん構造の制御には大きな
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役割を果たしていると考えられる。
【００３４】
重合条件としては、使用する溶媒の選択が重要と考えられる。重合過程に於ける重合溶
媒として、例えば、四塩化炭素、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメチルホルムアミド
、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタン、若しくはトルエン、又はこれらの混合物を
用いた場合には、波長３２０〜４００ｎｍにかけてポリマーの主鎖由来の正のＣＤピーク
を誘起させ、右巻きのらせん構造をもたらす。一方、トルエンなどの非極性溶媒に、他の
極性溶媒、例えば、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、アセトン、又はエタノールを添加
した混合溶媒を用いた場合には、波長３２０〜４００ｎｍにかけてポリマーの主鎖由来の
負のＣＤピークを誘起させ、左巻きのらせん構造をもたらす。このような極性溶媒の添加
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量としては、トルエンなどの非極性溶媒に対して容量で、１：０．００１〜１、好ましく
は１：０．００５〜０．１が挙げられるが、必ずしもこの範囲に限定されるものではない
。また、極性、非極性の溶媒を混合すると、その混合の比率により応じてらせんの向きを
任意に制御することもできる。
また、重合温度としては、高温、例えば６０℃以上、好ましくは８０℃以上にした場合
には左巻きのらせん構造が生成しやすくなると考えられる。
したがって、右巻きのらせん構造を生成させようとする場合には、例えば、四塩化炭素
、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメチルホルムアミド、ベンゼン、クロロホルム、ジ
クロロメタン、若しくはトルエン、又はこれらの混合物を用いて、室温のような比較的低
温で重合させることが好ましく、また左巻きのらせん構造を生成させようとする場合には
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、トルエンなどの非極性溶媒に、他の極性溶媒、例えば、酢酸エチル、テトラヒドロフラ
ン、アセトン、又はエタノールを添加した混合溶媒を用いて、１００℃程度の高温で重合
させるのが好ましい。こうした効果は、特に四塩化炭素中での右巻きのらせん構造の形成
と、１００℃トルエン中での左巻きのらせん構造の形成で特に著しく観察される（下記の
実施例を参照。）。
【００３５】
また、本発明のポリイソシアニド重合体を製造するための対応するイソニトリルを重合
する方法としては、リビング重合が挙げられる。当該リビング重合方法自体は公知の方法
であり、公知の操作手段により重合させることができる。本発明の方法におけるイソニト
リルのリビング重合特性を有する触媒としては、公知の各種の触媒を使用することができ
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る。好ましい触媒としては、パラジウム、白金などの金属を含有してなる有機金属錯体触
媒、より好ましい触媒としては前記した式（２）で表されるアセチレンで架橋した複核の
白金−パラジウム−ｍ−エチンジイル錯体が挙げられる。この錯体は鬼塚らの方法により
製造することができる（K. Onitsuka, K. Yanai, et al., Organometallics 1994, 13, 3
862‑3867.; K. Onitsuka, T. Joh, et al., Bull. Chem. Soc. Jpn. 1992, 65, 1179‑118
1.）。
重合は、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）などの溶媒の存在下で行うのが好ましい。溶媒
としては、単量体を溶解することができるものであればよく、好ましくはＴＨＦなどのエ
ーテル系のものが挙げられる。単量体の濃度としては、０．０００１Ｍ〜５Ｍ、好ましく
は０．００１Ｍ〜１Ｍ程度が挙げられる。重合温度としては、室温から溶媒の沸点までを
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選択できるが、好ましくは５０〜７０℃程度が挙げられる。
本発明の方法により製造されるポリイソシアニド重合体の重量平均分子量Ｍｗとしては
、前記してきたように１００００〜１００００００、好ましくは３００００〜５００００
０、より好ましくは５００００〜１５００００程度が挙げられる。本発明のポリイソシア
ニド重合体重量平均分子量Ｍｗと数平均分子量Ｍｎとの比で表される分子量分散Ｍｗ／Ｍ
ｎとしては、特に制限はないが、好ましくは１．５０未満、より好ましくは１．２０以下
、１．１６以下のものが挙げられる。
【００３６】
前記した方法による重合では左巻きらせん（Ｍ）構造のポリイソシアニド重合体と右巻
きらせん（Ｐ）構造のポリイソシアニド重合体の両方が、これらの混合物として得られる
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。この分離が従来は非常に困難であったが、本発明のアミド基を有するポリイソシアニド
重合体は、意外なことに左巻きらせん（Ｍ）構造のポリイソシアニド重合体と右巻きらせ
ん（Ｐ）構造のポリイソシアニド重合体とでは、有機溶媒に対する溶解度が相違する。し
たがって、この混合物を有機溶媒で処理すれば、どちらか一方のらせん構造のものだけが
溶解し、他方が沈殿として残るので、これを濾過することにより、どちらか一方のらせん
構造のもが過剰になったポリイソシアニド重合体を得ることができる。この過剰率は特に
制限はないが、好ましくは一方の異性体のジアステレオ異性体過剰率が、８０％以上、よ
り好ましくは９０％以上である。有機溶媒の選択により、通常は９０％以上のジアステレ
オ異性体過剰率とすることができる。
有機溶媒としては、ポリイソシアニド重合体のアミノ酸部分の種類や分子量にもよるが

50

(16)

JP 5189368 B2 2013.4.24

、アセトン、もしくは、アセトンとクロロホルム、アセトンとテトラヒドロフランなどの
２種以上の溶媒が混合された溶媒系が挙げられる。特に好ましい有機溶媒としては、アセ
トンが挙げられる。使用する有機溶媒の量は、有機溶媒の種類やポリイソシアニド重合体
の種類により相違するが、一般的には、例えば、ポリイソシアニド重合体の重量の１０倍
から５０００倍、好ましくは１００倍から１０００倍程度であるが、これに限定されるも
のではない。
【００３７】
処理手段としては、前記の方法で製造されたポリイソシアニド重合体の混合物を有機溶
媒に懸濁させ、室温から溶媒の沸点までの温度、好ましくは室温付近の温度で充分に攪拌
し、不溶物を濾過して、不溶物と溶液とを分離する。不溶物はそのまま一方の異性体が過
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剰になったものとして使用することもできるが、クロロホルムやＴＨＦなどに再度溶解さ
せて、再沈殿させることにより精製することもできる。また、濾過により得られた溶液は
通常の方法で有機溶媒を留去することにより固体状の一方の異性体が過剰になったものを
得ることができる。
得られた一方の異性体が過剰になったポリイソシアニド重合体のらせん構造は、公知の
各種の手段により解析することができる。例えば、らせん構造を有するポリイソシアニド
重合体類については、その主鎖吸収帯である３００−４００ｎｍ付近のＣＤスペクトルに
現れるピークが正であれば、その主鎖らせんの巻き方向は右巻きであり、負であれば左巻
きであることが知られている（Takei, F.; Hayashi, H,; Onitsuka, K.; Kobayashi, N.;
Takahashi, S. Angew. Chem., Int. Ed. 2001, 40, 4092‑4094.）。
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【００３８】
本発明の液晶組成物を使用する液晶素子の表示方式に関しては、特に限定されるもので
はない。例えば、ヘリカル変歪型、ＳＳＦＬＣ型、ＴＳＭ型、Ｇ−Ｈ（ゲスト−ホスト）
型、フィールドシーケンシャルカラー型などの各種の表示方式を使用することができる。
また、本発明の液晶組成物を使用する液晶素子の駆動方法は、セグメント型、単純マト
リックス型などのパッシブ駆動型であってもよく、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）型、ＭＩ
Ｍ（メタル−インスレーター−メタル）型等のアクティブ駆動型とすることもできる。
【発明の効果】
【００３９】
本発明によれば、右巻き、又は左巻きの安定ならせん構造を持つ高分子材料を、同一の
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単量体から安価、簡便に作り分けることが可能となり、右巻き、左巻きの２種類の静的で
安定な一方向巻きのらせん構造を有する高分子材料を単一の単量体から供給することが可
能となる。右巻き、左巻きの２種類のらせん構造を簡便に製造することができることは、
光学分割カラムクロマトグラフィー用の充填剤、不斉合成用触媒、光学活性配位子材料等
の用途において分離効率の向上や、不斉合成で望みの光学活性体を得る上で非常に重要な
ことである。
また、本発明の方法によれば、静的で安定ならせん高分子であるポリイソシアニド誘導
体において、リビング重合特性を有する触媒を用いて重合して、同一の単量体から安定な
右巻き、左巻きの主鎖らせん構造を持つ異性体を同時に重合し、溶媒への溶解性の差を利
用して、右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造の主鎖らせん構造を持つそれぞれの異性

40

体をジアステレオ異性体過剰率９０％以上で分離できる。
さらに、本発明のポリイソシアニド誘導体は、非常に剛直な主鎖構造を持つため溶液中
、もしくは溶融状態においてコレステリック液晶相およびネマチック液晶相を示す。重合
反応条件、及び後処理条件を変えることにより、主鎖らせんの巻き方向における右巻き、
左巻きの割合を制御する事が可能であるため、形成されるコレステリック液晶相のらせん
ピッチ（らせん構造の周期）も自在に制御することができるようになる。
この様な自発的に形成されるナノメートルスケールの構造はその溶媒を蒸発させること
、又はガラス転移点以下に冷却する事で容易に固定化可能であり、光通信に利用されてい
る１５５０ｎｍ，及び１３００ｎｍの赤外光の円偏光フィルター、リタデーション可変位
相差板、化学物質認識センサー、高密度記録デバイス等としての利用が考えられ、これら
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の分子素子を大型の製造設備なしに簡便かつ安価に製造することが出来るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、本発明の方法により製造された右巻き、及び左巻きらせん構造を持つ、
ポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステル）ポリマーＬ１Ｒ及びポ
リマーＬ１ＬのＣＤスペクトルである。
【図２】図２は、本発明の右巻きらせん構造を持つポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ
−アラニンデシルエステル）ポリマーＬ１ＲのＡＦＭでの観察結果を示す図面に代わる写
真である。図２の左側は、観察結果をモデル化して示したものである。
【図３】図３は、本発明の左巻きらせん構造を持つ、ポリ（４−イソシアノベンゾイル−

10

Ｌ−アラニンデシルエステル）ポリマーＬ１ＬのＡＦＭでの観察結果を示す図面に代わる
写真である。図３の右側は、観察結果をモデル化して示したものである。
【図４】図４は、比較例で示したアミド結合を持たないポリ（４−イソシアノベンゾイル
−Ｌ−乳酸デシルエステル）ポリマーＬ２Ｒ及びポリマーＬ２ＬのＣＤスペクトルである
。
【図５】図５は、本発明のポリイソシアニド重合体の（±）体、（−）体、及び（＋）体
の、ＵＶ検出器及びＣＤ検出器を用いたＳＥＣ溶出曲線を測定した結果を示すものである
。
【図６】図６は、本発明のポリイソシアニド重合体の（±）体、（−）体および（＋）体
20

の、ＣＤスペクトルを測定した結果を示すものである。
【図７】図７は、本発明のポリイソシアニド重合体の（±）体、（−）体および（＋）体
の、ＡＦＭ写真を撮影した結果を示す図面に代わる写真である。
【図８】図８は、本発明のポリイソシアニド重合体の（−）体および（＋）体のクロロホ
ルム溶液の、偏光顕微鏡写真を撮影した結果を示す図面に代わる写真である。
【図９】図９は、本発明のポリイソシアニド重合体の（−）体および（＋）体のＡＦＭ写
真を撮影した結果を示す図面に代わる写真である。
【図１０】図１０は、本発明のポリイソシアニド重合体の（−）体および（＋）体のクロ
ロホルム濃厚溶液から徐々に溶媒を蒸発させる事により作製した固体サンプルの小角Ｘ線
散乱プロファイルを測定した結果を示すものである。

30

【００４１】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実施例により何
ら限定されるものではない。
なお、核磁気共鳴（ＮＭＲ）スペクトルは、Ｖａｒｉａｎ

ＡＳ５００分光計を用いて

、１Ｈ−ＮＭＲでは５００ＭＨｚ、また１３Ｃ−ＮＭＲでは１２５ＭＨｚで操作し、内部
標準物質としてテトラメチルシラン（ＴＭＳ）を用いて測定した。
赤外吸収（ＩＲ）スペクトルは、Ｊａｓｃｏ

ＦＴ／ＩＲ−６８０分光光度計を用いて

測定した。
吸収スペクトルおよび円二色性（ＣＤ）スペクトルは、ポリマー濃度はモノマーユニッ
トを基に計算し、光路長１．０ｍｍの石英セルを用いて、それぞれＪａｓｃｏ
分光光度計およびＪａｓｃｏ

Ｖ５７０
40

Ｊ８２０分光偏光計を用いて測定した。

旋光度は、光路長２．０ｃｍの石英セルを用いて、Ｊａｓｃｏ

Ｐ−１０３０偏光計を

用いて測定した。
サイズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ）は、紫外・可視検出器（Ｊａｓｃｏ
２０７０）とＣＤ検出器（Ｊａｓｃｏ

ＣＤ−２０９５）を備えたＪａｓｃｏ

０８０を用いて行った。また、２本のＴｏｓｏｈ
ＨＸＬ−Ｍ

ＴＳＫｇｅｌ

ＵＶ−
ＰＵ−２

Ｍｕｌｔｉｐｏｒｅ

ＳＥＣカラム（３０ｃｍ）をシステムに繋げ、テトラ−ｎ−ブチルアンモニ

ウムブロミド（０．１ｗｔ％）を含むテトラヒドラフラン（ＴＨＦ）溶液を溶離液として
、流速を１．０ｍＬ／ｍｉｎとした。分子量較正曲線は、ポリスチレン標準物質を用いて
得た。
原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）は、高配向熱分解グラファイト（ＨＯＰＧ）を基盤とし、Ｖ
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ＩＩＩａ又はＮａｎｏｓｃｏ

ＩＶ顕微鏡を用いて行った。それぞれのポリマーの乾燥ベンゼン溶液（０．０１５

ｍｇ／ｍＬ）を調製し、２０ｍＬをＨＯＰＧ上にキャストすることによりサンプルを調製
した。溶液のキャストは、ベンゼン蒸気雰囲気下、室温で行い、さらに１２時間ベンゼン
蒸気に晒した後に減圧乾燥した。
【実施例１】
【００４２】
４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステルの製造
次に示す製造経路により、単量体の４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエ
ステルを製造した。

10

【００４３】
【化８】

20

30
【００４４】
ニトロ安息香酸を、ｔ−ブタノールとジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）中で縮合剤とし
てＤＣＣの存在下で、Ｌ−アラニンデシルエステルと反応させてアミド化した、得られた
アミド体を常法にしたがって接触還元してニトロ基をアミノ基に還元した後、酢酸エチル
中で無水酢酸の存在下に蟻酸と反応させて、Ｎ−ホルミル化して、４−ホルムアミノベン
ゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステルを製造した。
乾燥した三口フラスコ（１００ｍＬ）中に、得られた４−ホルムアミノベンゾイル−Ｌ
−アラニンデシルエステル２００ｍｇ（０．５３１ｍｍｏｌ）を入れ十分脱気し、アルゴ
ンガス置換した後、乾燥ジクロロメタン６ｍＬ、トリエチルアミン０．１４８ｍＬ（１．

40

０６ｍｍｏｌ）を入れ、氷浴上で攪拌溶解した。これに、乾燥ジクロロメタン１０ｍＬに
溶解させたトリホスゲン８７ｍｇ（０．２９２ｍｍｏｌ）を添加して、室温で１時間攪拌
、反応させた。反応後、ジクロロメタン５０ｍＬを加えた反応液に飽和炭酸水素ナトリウ
ム水溶液１００ｍＬを添加して抽出し、さらに無水硫酸マグネシウム２０ｍｇを加えて脱
水処理を行った。ジクロロメタンの減圧除去後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラ
フィーによって目的のイソシアニド生成物を単離した。
【実施例２】
【００４５】
次に示す右巻きらせん構造を持つポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシ
ルエステル）：ポリマーＬ１Ｒの製造
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【００４６】
【化９】

10

【００４７】
乾燥した重合管（１０ｍＬ）中に原料モノマーである４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−
アラニンデシルエステル５０ｍｇ（０．１４０ｍｍｏｌ）を入れ十分脱気し、窒素ガス置
換した後、四塩化炭素１．４ｍＬを入れ、室温で攪拌、溶解した。これに、乾燥エタノー
ル１４μＬに溶解させた塩化ニッケル六水和物０．３３ｍｇを添加して、窒素雰囲気下、
室温で２４時間攪拌、反応させた。反応後、反応液をメタノール中に滴下し、３０００回
転／分の遠心分離によって沈殿物を得た。この沈殿物を回収、乾燥することによってポリ

20

（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステル）（以下、ポリマーＬ１Ｒと
いう。）を得た。得られたポリマーの数平均分子量は約８万４千であった。
【実施例３】
【００４８】
次に示す左巻きらせん構造を持つポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシ
ルエステル）：ポリマーＬ１Ｌの合成
【００４９】
【化１０】
30

【００５０】

40

乾燥した重合管（１０ｍＬ）中に原料モノマーである４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−
アラニンデシルエステル５０ｍｇ（０．１４０ｍｍｏｌ）を入れ十分脱気し、窒素ガス置
換した後、トルエン１．４ｍＬを入れ、室温で攪拌、溶解した。これに、乾燥エタノール
１４μＬに溶解させた塩化ニッケル六水和物０．３３ｍｇを添加して、窒素雰囲気下、１
００℃で６日間攪拌、反応させた。反応後、反応液をメタノール中に滴下し、３０００回
転／分の遠心分離によって沈殿物を得た。この沈殿物を回収、乾燥することによってポリ
（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステル）（以下、ポリマーＬ１Ｌと
いう。）を得た。得られたポリマーの数平均分子量は約２３万であった。
【実施例４】
【００５１】
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実施例２及び３で製造した右巻き、又は左巻きのらせん構造を持つ、ポリ（４−イソシ
アノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステル）ポリマーＬ１Ｒ及びポリマーＬ１ＬのＣ
Ｄスペクトル測定による主鎖らせん構造の巻き方向の確認
１ｍｇのポリマーＬ１ＲおよびポリマーＬ１Ｌをそれぞれ５ｍＬのクロロフォルムに溶
解し、円二色性スペクトル（ＣＤ）を測定したところ、ポリマーＬ１Ｒについては波長３
２０−４００ｎｍにかけてポリマーの主鎖由来の正ＣＤピークが観察されたが、ポリマー
Ｌ１Ｌについては波長３２０−４００ｎｍにかけてポリマーの主鎖由来の負ＣＤピークが
観察された。これらの結果を図１に示す。図１の実線はポリマーＬ１Ｒを示し、破線はポ
リマーＬ１Ｌを示す。
この結果、ポリマーＬ１ＲはＣＤスペクトルにおいて３００−４００ｎｍ付近に正のピ

10

ークを示しており、また反対にポリマーＬ１Ｌは負のピークを示していることから、ポリ
マーＬ１Ｒは右巻きの、またポリマーＬ１Ｌは左巻きの主鎖らせん構造をとっていること
が分かった。
【００５２】
さらに、これらの右巻き、又は左巻きらせん構造を持つ、ポリ（４−イソシアノベンゾ
イル−Ｌ−アラニンデシルエステル）ポリマーＬ１ＲおよびポリマーＬ１ＬのＡＦＭ観察
による主鎖らせん構造の巻き方向の確認を行った。
０．２ｍｇのポリマーＬ１Ｒ及びポリマーＬ１Ｌを、それぞれ１ｍＬのトルエンに溶解
し、この溶液をＨＯＰＧ（高配向性熱分解グラファイト）上にスピンキャストし、ＡＦＭ
（原子間力顕微鏡）を用いてその表面を観察した。得られた結果をポリマーＬ１Ｒについ

20

て図２に、ポリマーＬ１Ｌについて図３にそれぞれ示す。
この結果、明瞭に、それぞれ図２においてはポリマーＬ１Ｒが右巻きのらせん構造とし
て、図３においてはポリマーＬ１Ｌが左巻きのらせん構造として観察された。なお、図２
の左側は、及び図３の右側は、観察結果をモデル化して示したものである。
【００５３】
比較例１
置換基としてアミド結合を持たない乳酸デシルエステル誘導体の製造
前記した実施例と同様な方法により、次に示す製造経路により、置換基としてアミド結
合を持たないポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−乳酸デシルエステル）を製造した。
【００５４】
【化１１】

30

40

【００５５】
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（１）原料モノマーである４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−乳酸デシルエステルの合成
乾燥した三口フラスコ（１００ｍＬ）中に４−ホルムアミノベンゾイル−Ｌ−乳酸デ
シルエステル２００ｍｇ（０．５３０ｍｍｏｌ）を入れ十分脱気し、アルゴンガス置換し
た後、乾燥ジクロロメタン６ｍＬ、トリエチルアミン０．１４８ｍＬ（１．０６ｍｍｏｌ
）を入れ、氷浴上で攪拌溶解した。これに、乾燥ジクロロメタン１０ｍＬに溶解させたト
リホスゲン８７ｍｇ（０．２９２ｍｍｏｌ）を添加して、室温で１時間攪拌、反応させた
。反応後、ジクロロメタン５０ｍＬを加えた反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液１０
０ｍＬを添加して抽出し、さらに無水硫酸マグネシウム２０ｍｇを加えて脱水処理を行っ
た。ジクロロメタンの減圧除去後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーによっ
て生成物を単離した。

10

【００５６】
（２）次に示すポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−乳酸デシルエステル）：ポリマー
Ｌ２Ｒの合成
【００５７】
【化１２】

20

【００５８】
乾燥した重合管（１０ｍＬ）中に原料モノマーである４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−
乳酸デシルエステル５０ｍｇ（０．１４０ｍｍｏｌ）を入れ十分脱気し、窒素ガス置換し

30

た後、四塩化炭素１．４ｍＬを入れ、室温で攪拌、溶解した。これに、乾燥エタノール１
４μＬに溶解させた塩化ニッケル六水和物０．３３ｍｇを添加して、窒素雰囲気下、室温
で２４時間攪拌、反応させた。反応後、反応液をメタノール中に滴下し、３０００回転／
分の遠心分離によって沈殿物を得た。この沈殿物を回収、乾燥することによってポリ（４
−イソシアノベンゾイル−Ｌ−乳酸デシルエステル）（以下、ポリマーＬ２Ｒという。）
を得た。得られたポリマーの数平均分子量は約２７万であった。
【００５９】
（３）次に示すポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−乳酸デシルエステル）：ポリマー
Ｌ２Ｌの合成
【００６０】
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【化１３】

10

【００６１】
乾燥した重合管（１０ｍＬ）中に原料モノマーである４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−
乳酸デシルエステル５０ｍｇ（０．１４０ｍｍｏｌ）を入れ十分脱気し、窒素ガス置換し
た後、トルエン１．４ｍＬを入れ、室温で攪拌、溶解した。これに、乾燥エタノール１４
μＬに溶解させた塩化ニッケル六水和物０．３３ｍｇを添加して、窒素雰囲気下、１００
℃で６日間攪拌、反応させた。反応後、反応液をメタノール中に滴下し、３０００回転／
分の遠心分離によって沈殿物を得た。この沈殿物を回収、乾燥することによってポリ（４
−イソシアノベンゾイル−Ｌ−乳酸デシルエステル）（以下ポリマーＬ２Ｌ）を得た。得

20

られたポリマーの数平均分子量は約２２万であった。
【００６２】
（４）ポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−乳酸デシルエステル）ポリマーＬ２Ｒ及び
ポリマーＬ２ＬのＣＤスペクトル測定による主鎖らせん構造の巻き方向の確認
１ｍｇのポリマーＬ２ＲおよびポリマーＬ２Ｌをそれぞれ５ｍＬのクロロフォルムに溶
解し、円二色性スペクトル（ＣＤ）を測定したところ、ポリマーＬ２Ｒ、ポリマーＬ２Ｌ
いずれについても波長３２０−４００ｎｍにかけてポリマーの主鎖由来の負のＣＤピーク
が観察された。これらの結果を図４に示す。図４の実線はポリマーＬ２Ｒの場合を示し、
破線はポリマーＬ２Ｌの場合を示す。
この結果、置換基としてアミド結合を持たないポリマーＬ２Ｒ及びポリマーＬ２Ｌは、

30

いずれもＣＤスペクトルにおいて３００−４００ｎｍ付近に負のピークを示していること
から、ポリマーＬ２ＲおよびポリマーＬ２Ｌは左巻きの、主鎖らせん構造をとっているこ
とが分かった。したがって、置換基としてアミド結合を持たない単量体イソシアニドから
は、らせん構造を制御した高分子材料を得ることができないことが分かった。
【００６３】
製造例１
単量体４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステルの製造
梶谷らの方法（T. Kajitani, K. Okoshi, S.‑i. Sakurai, J. Kumaki, E. Yashima, J.
Am. Chem. Soc. 2006, 128, 708‑709.）にしたがって、次に示す反応スキームにより４
−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステルを製造した。
【００６４】
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【化１４】

10

【００６５】

20

乾燥した三口フラスコ（１００ｍＬ）中に４−ホルムアミノベンゾイル−Ｌ−アラニン
デシルエステル２００ｍｇ（０．５３１ｍｍｏｌ）を入れ十分脱気し、アルゴンガスで置
換した後、乾燥ジクロロメタン６ｍＬ、トリエチルアミン０．１４８ｍＬ（１．０６ｍｍ
ｏｌ）を入れ、氷浴上で攪拌溶解した。これに、乾燥ジクロロメタン１０ｍＬに溶解させ
たトリホスゲン８７ｍｇ（０．２９２ｍｍｏｌ）を添加して、室温で１時間攪拌、反応さ
せた。反応後、ジクロロメタン５０ｍＬを加えた反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液
１００ｍＬを添加して抽出し、さらに無水硫酸マグネシウム２０ｍｇを加えて脱水処理を
行った。ジクロロメタンを減圧除去した後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィ
ーによって目的の生成物を単離した。
【００６６】

30

製造例２
アセチレンで架橋した複核の白金−パラジウム−ｍ−エチンジイル錯体の製造
イソシアニドのリビング重合特性を有するアセチレンで架橋した複核の白金−パラジウ
ム−ｍ−エチンジイル錯体を、鬼塚らの方法（K. Onitsuka, K. Yanai, F. Takei, T. Jo
h, S. Takahashi, Organometallics 1994, 13, 3862‑3867. K. Onitsuka, T. Joh, S. Ta
kahashi, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1992, 65, 1179‑1181.）にしたがって製造した。
【実施例５】
【００６７】
次の式に示される右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造を持つポリ（４−イソシアノ
ベンゾイル−Ｌ−アラニンデシルエステル）の混合物の製造
【００６８】
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【化１５】

10
【００６９】
前記した製造例１で製造した原料モノマーである４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−アラ
ニンデシルエステルを、乾燥させた重合管（２０ｍＬ）に移した後、減圧乾燥させた。三
方コックを取り付け、十分乾燥させたテトラヒドラフラン（ＴＨＦ）（１．３５ｍＬ）を
シリンジで加えた。そこに、別途調製したイソシアニドのリビング重合特性を有するアセ
チレンで架橋した複核の白金−パラジウム−ｍ−エチンジイル錯体のＴＨＦ溶液（５．６
ｍＭ、０．５ｍＬ）をシリンジで加えた。この時の原料モノマーと重合触媒の濃度は、そ
れぞれ０．２Ｍと０．００２Ｍとした。この溶液を、窒素雰囲気下、５５℃で２０時間撹
拌した。得られたポリマーを、大量のメタノールを用いて再沈殿させた後に遠心分離する

20

ことにより回収し、室温で減圧乾燥した。目的のポリマー（（±）体）は１００ｍｇ（収
率１００％）得られた。得られたポリマー（（±）体）のスペクトルデータは以下の通り
である。
ＩＲ（ＣＨＣｌ３，ｃｍ−１）：３２８４（νＮ−Ｈ），１７４４（νＣ＝Ｏ

エステ

ル），
１６３３（アミドＩ），１５３４（アミドII）；
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，５５℃）：

δ

0.87 (broad, CH3, 3H), 1.26 (broad, CH2, 14H),
1.53 (broad, CH3 and CH2, 5H), 4.09 (broad, CH2, 2H),
30

4.51 (broad, CH, 1H), 4.8‑7.7 (broad, aromatic, 4H),
7.9‑9.0 (broad, NH, 1H)；
［α］Ｄ２５
元素分析

−９９５°

（ｃ

０．１，クロロホルム）；

（Ｃ２１Ｈ３０Ｎ２Ｏ３）ｎとして：
計算値

Ｃ

７０．３６；

Ｈ

８．４４；

Ｎ

７．８１；

実測値

Ｃ

７０．２３；

Ｈ

８．５６；

Ｎ

７．６８．

【実施例６】
【００７０】
右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造を持つポリ（４−イソシアノベンゾイル−Ｌ−
アラニンデシルエステル）の混合物の右巻きらせん構造及び左巻きらせん構造の異性体へ
40

の分離
実施例５で得られたポリマー（７０．８ｍｇ）を、アセトン（３０ｍＬ）に懸濁させ、
室温で３時間撹拌した。ろ過後、ろ液を乾燥することにより（＋）体（１０．０ｍｇ，
１４％）を得た。
また、アセトン不溶部として得られたポリマーを少量のクロロホルムに溶解させ、大量
のアセトンを用いて再沈殿させた後、フィルターろ過を行った。この操作を数回繰り返し
た後、（−）体（４４．５ｍｇ，６３％）を得た。得られた（＋）体および（−）体のス
ペクトルデータは以下の通りである。
（＋）体：
ＩＲ（ＣＨＣｌ３，ｃｍ−１）：３２７０（νＮ−Ｈ），１７４２（νＣ＝Ｏ
ル），

エステ
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１６３６（アミドＩ），１５３２（アミドII）；
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，５５℃）：

δ

0.90 (broad, CH3, 3H), 1.29 (broad, CH2, 14H),
1.62 (broad, CH3 and CH2, 5H), 4.11 (broad, CH2, 2H),
4.51 (broad, CH, 1H), 4.9‑7.7 (broad, aromatic, 4H),
8.3‑9.0 (broad, NH, 1H)；
［α］Ｄ２５
元素分析

＋１５３０°

（ｃ

０．０５，クロロホルム）；

（Ｃ２１Ｈ３０Ｎ２Ｏ３）ｎとして：
計算値

Ｃ

７０．３６；

Ｈ

８．４４；

Ｎ

７．８１．

実測値

Ｃ

７０．１８；

Ｈ

８．４４；

Ｎ

７．７８．

10

（−）体：
ＩＲ（ＣＨＣｌ３，ｃｍ−１）：３２８４（νＮ−Ｈ），１７４３

（νＣ＝Ｏ

エス

テル），
１６３３（アミドＩ），１５３４（アミドII）．
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，５５℃）：

δ

0.87 (broad, CH3, 3H), 1.25 (broad, CH2, 14H),
1.53 (broad, CH3 and CH2, 5H), 4.09 (broad, CH2, 2H),
4.51 (broad, CH, 1H), 4.8‑7.7 (broad, aromatic, 4H),
7.9‑8.9 (broad, NH, 1H)；
［α］Ｄ２５
元素分析

−１６１５°

（ｃ

０．１，クロロホルム）；
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（Ｃ２１Ｈ３０Ｎ２Ｏ３）ｎとして：
計算値

Ｃ

７０．３６；

Ｈ

８．４４；

Ｎ

７．８１．

実測値

Ｃ

７０．３５；

Ｈ

８．３６；

Ｎ

７．６４．

【実施例７】
【００７１】
右巻きらせん構造、及び左巻きらせん構造を持つ、ポリ（４−イソシアノベンゾイル−
Ｌ−アラニンデシルエステル）（−）体および（＋）体のＣＤスペクトル測定による主鎖
らせん構造の巻き方向の確認
それぞれのポリマーについて、ＳＥＣ測定の結果を図５に、クロロフォルム中でのＣＤ
スペクトルを測定した結果を図６に示す。また、（±）体、（−）体および（＋）体の、

30

ＳＥＣ測定より求めた分子量データとＣＤスペクトルより求めた円偏光二色性のそれぞれ
の結果を次の表１にまとめた。
【００７２】
【表１】

40

【００７３】
メタノール不溶部として得られた（±）体のＳＥＣ測定を行ったところ、生成ポリマー
は二峰性を示し、分子量の異なる二成分の混合物であることがわかった（図５参照）。さ
らに、それぞれのポリマーは異なる符号のＣＤを示した。そこで、アセトンを用いて可溶
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媒分別することにより得られたポリマー（不溶部：（−）体、可溶部：（＋）体）につい
て、再度ＳＥＣ測定を行った。その結果、それぞれのポリマーは単峰性のクロマトグラム
を示し、数平均分子量（Ｍｎ）および多分散度（Ｍｗ／Ｍｎ）は（−）体が１２０，００
０でＭｗ／Ｍｎが１．０６、（＋）体が５６，０００でＭｗ／Ｍｎが１．１１であった（
図５及び表１参照）。これらの結果より、メタノール不溶部として得られた（±）体は、
分子量および主鎖のらせんの巻き方向が異なる二成分の混合物であり、それらのポリマー
はアセトンへの溶解性が異なることが示された。
次に、分離前の（±）体の円二色性（ＣＤ）スペクトルをクロロホルム中で測定したと
ころ、ポリマー主鎖の吸収領域である３６０ｎｍ付近に負のコットン（Ｃｏｔｔｏｎ）効
果が観測された（図６参照）。これは、（±）体が左右どちらか一方向巻きに偏ったらせ

10

ん構造を形成していることを示している。また、分離した（−）体および（＋）体のＣＤ
スペクトルは互いに逆符号のコットン（Ｃｏｔｔｏｎ）効果を示し、そのパターンは鏡像
関係に近く、またＣＤ強度は分離前の（±）体と比べて極めて大きなものであった。図６
にそれぞれのポリマーの室温でのＣＤスペクトルを示す。
以上の結果は、（−）体と（＋）体は互いに逆巻きのジアステレオマーの関係にあるら
せん構造を有しており、重合反応中に両らせんポリマーがリビング的に生成していること
を示している。
らせん構造を有するポリイソシアニド重合体類については、その主鎖吸収帯である３０
０−４００ｎｍ付近のＣＤスペクトルに現れるピークが正であれば、その主鎖らせんの巻
き方向は右巻き、負であれば左巻きである事が下記非特許文献により知られている（Take

20

i, F.; Hayashi, H,; Onitsuka, K.; Kobayashi, N.; Takahashi, S. Angew. Chem., Int
. Ed. 2001, 40, 4092‑4094.参照）
図６から、（＋）体はＣＤスペクトルにおいて３００−４００ｎｍ付近に正のピークを
示しており、また反対に（−）体は負のピークを示している事から、（＋）体は右巻きの
らせん構造、（−）体は左巻きのらせん構造の主鎖らせん構造をとっていることが分かる
。
【実施例８】
【００７４】
右巻きらせん構造、及び左巻きらせん構造を持つ、ポリ（４−イソシアノベンゾイル−
Ｌ−アラニンデシルエステル）（−）体および（＋）体のＡＦＭによる主鎖らせん構造の

30

巻き方向の確認
次に、ＡＦＭを用いて（−）体と（＋）体のらせん構造の直接観察を試みた。得られた
結果を図７に示す。その結果、ポリマーの主鎖領域に負のコットン（Ｃｏｔｔｏｎ）効果
を示した（−）体では左巻き、正のコットン（Ｃｏｔｔｏｎ）効果を示した（＋）体では
右巻きのらせん構造がそれぞれ観察された。より広範囲のＡＦＭ観察を詳細に行ったとこ
ろ、それぞれのらせん構造はほぼ一方向巻きであることが明らかになった。すなわち、（
−）体と（＋）体のらせん構造は、それぞれジアステレオマーの関係にある左巻きと右巻
きのらせんであることがわかった。
【実施例９】
【００７５】

40

右巻きらせん構造、及び左巻きらせん構造を持つ、ポリ（４−イソシアノベンゾイル−
Ｌ−アラニンデシルエステル）（−）体および（＋）体のクロロホルム濃厚溶液の偏光顕
微鏡写真によるスメクチック相の確認
それぞれのポリマーについて、クロロホルム濃厚溶液（約１５％）作成し、偏光顕微鏡
観察を行なった。結果を図８に示す。（−）体および（＋）体共に、スメクチック液晶相
に特徴的なファンシェイプ組織が観察される。このことから、（−）体および（＋）体共
に、クロロホルム濃厚溶液中においてスメクチック相を形成していることがわかった。
【実施例１０】
【００７６】
右巻きらせん構造、および左巻きらせん構造を持つ、ポリ（４−イソシアノベンゾイル
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−Ｌ−アラニンデシルエステル）（−）体および（＋）体のキャストフィルムのＡＦＭに
よる高次構造の観察
それぞれのポリマーについて、基板上にキャストしたフィルムのＡＦＭ観察を行なった
。結果を図９に示す。その結果、明瞭な層状構造が（−）体および（＋）体共に観察され
た。このことから、（−）体および（＋）体共に、スメクチック相を形成していることが
わかった。
【実施例１１】
【００７７】
右巻きらせん構造、および左巻きらせん構造を持つ、ポリ（４−イソシアノベンゾイル
−Ｌ−アラニンデシルエステル）（−）体および（＋）体のキャストフィルムの小角Ｘ線

10

散乱実験
それぞれのポリマーについて、クロロホルム濃厚溶液から徐々に溶媒を蒸発させる事に
より作製した固体サンプルの小角Ｘ線散乱実験を行った。その結果、（−）体および（＋
）体それぞれについて、散乱角（２θ ）０．９２° 、１．５１° に小角反射が出現し
、その面間隔は９５．６Å（オングストローム）、５８．４Å（オングストローム）であ
った。結果を図１０に示す。これらの値が、ＡＦＭ観察において測定される分子長とほぼ
同程度である事から、（−）体および（＋）体共にスメクチック相を形成している事がわ
かった。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
右巻き、及び左巻きの２種類のらせん構造を有する高分子材料を単一のモノマー材料か
ら簡便に、かつ安価に製造することができることは、光学分割カラムクロマトグラフィー
用の充填剤、不斉合成用触媒、光学活性配位子材料等の用途において分離効率の向上や、
不斉合成での望みの光学活性体を得る上で非常に重要なことである。
本発明は、右巻き、及び左巻きの２種類のらせん構造を有する高分子材料を単一のモノ
マー材料から簡便に、かつ安価に製造することができる方法、及びそのためのモノマー材
料を提供するものであり、材料産業のみならず、これらの材料を使用する光学分割カラム
クロマトグラフィー用の充填剤、不斉合成用触媒、光学活性配位子材料などを使用する化
学物質に関する産業、液晶産業、光学材料や光学素子産業において極めて有用である。
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【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

【図７】

【図８】
【図６】
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【図９】
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