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(57)【要約】

（修正有）

【課題】キラルな性質を備えた金属化合物や発光性化合
物の製造方法の提供。
【解決手段】直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポ
リマーと、２つのカルボキシル基を備え、４以上の炭素
原子を備えたキラルなジカルボン酸化合物と、を含んで
なる酸塩基型錯体のキラル超分子結晶に加水分解性の珪
素化合物を作用させる加水分解縮合反応により、キラル
超分子結晶の表面にシリカ層を形成させた複合体を得る
シリカ層形成工程と、上記複合体を酸処理して酸処理複
合体を得る酸処理工程と、上記酸処理複合体を由来とす
る被処理粒子の存在下、エチレン性不飽和結合を有する
化合物をモノマーとしてラジカル重合させて、当該モノ
マーを繰り返し単位として含むポリマーを前記被処理粒
子の表面に形成させて樹脂複合体を得る重合工程と、上
記樹脂複合体から上記シリカ層を形成するシリカを除去
する除去工程と、を備えたキラルポリマーの製造方法。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーと、２つのカルボキシル基を備え、４
以上の炭素原子を備えたキラルなジカルボン酸化合物と、を含んでなる酸塩基型錯体のキ
ラル超分子結晶に加水分解性の珪素化合物を作用させる加水分解縮合反応により、前記キ
ラル超分子結晶の表面にシリカ層を形成させた複合体を得るシリカ層形成工程と、
前記複合体を酸処理して酸処理複合体を得る酸処理工程と、
前記酸処理複合体を由来とする被処理粒子の存在下、エチレン性不飽和結合を有する化
合物をモノマーとしてラジカル重合させて、当該モノマーを繰り返し単位として含むポリ
マーを前記被処理粒子の表面に形成させて樹脂複合体を得る重合工程と、
前記樹脂複合体から前記シリカ層を形成するシリカを除去する除去工程と、を備えたキ
ラルポリマーの製造方法。
【請求項２】
前記重合工程において、前記被処理粒子に前記モノマーを接触させた後、前記モノマー
が非水溶性であれば水溶性溶媒中で、前記モノマーが水溶性であれば非水溶性溶媒中で、
前記ラジカル重合を行うことを特徴とする、請求項１記載のキラルポリマーの製造方法。
【請求項３】
前記酸処理複合体に、求核試薬に対して脱離基となる置換基を備えたアルキル基がベン
ゼン環に結合した構造を有する化合物を作用させることで、前記ポリエチレンイミンの窒
素原子が三級化した三級化複合体を得る三級化工程をさらに含み、この工程で得た三級化
複合体を前記被処理粒子として重合工程に付すことを特徴とする、請求項１又は２記載の
キラルポリマーの製造方法。
【請求項４】
求核試薬に対して脱離基となる置換基を備えたアルキル基がベンゼン環に結合した構造
を有する前記化合物が、下記一般式（１）で表す化合物である、請求項３記載のキラルポ
リマーの製造方法。
【化１】
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（上記一般式（１）中、Ｅは、求核試薬に対して脱離基となる置換基であり、Ｒは、一価
の有機基である。）
【請求項５】
求核試薬に対して脱離基となる置換基を備えたアルキル基がベンゼン環に結合した構造
を有する前記化合物が、下記一般式（２）で表す化合物である、請求項３又は４のいずれ
か１項記載のキラルポリマーの製造方法。
【化２】

（上記一般式（２）中、Ｅは、求核試薬に対して脱離基となる置換基である。）
【請求項６】
前記モノマーとしてエチレン性不飽和結合を２つ以上有する化合物を用いることを特徴
とする、請求項１〜５のいずれか１項記載のキラルポリマーの製造方法。
【請求項７】
前記酸処理複合体を焼成することでキラルなシリカ粒子を得た後、そのシリカ粒子にシ
ランカップリング剤を作用させて表面処理シリカを得る表面処理工程をさらに含み、この
工程で得た表面処理シリカを前記被処理粒子として重合工程に付すことを特徴とする、請
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求項１又は２記載のキラルポリマーの製造方法。
【請求項８】
前記モノマーとしてエチレン性不飽和結合を２つ以上有する化合物を用いることを特徴
とする、請求項７記載のキラルポリマーの製造方法。
【請求項９】
前記シランカップリング剤が、ラジカル重合性残基を有することを特徴とする、請求項
７又は８記載のキラルポリマーの製造方法。
【請求項１０】
エチレン性不飽和結合を有する化合物をモノマーとした繰り返し単位を含み、円二色性
スペクトル測定において正又は負のコットン効果が観察されることを特徴とするキラルポ
リマー。
【請求項１１】
前記モノマーが、ジビニルベンゼン、エチレンビスメタクリレート又はＮ，Ｎ＇−メチ
レンビスアクリルアミドである請求項１０記載のキラルポリマー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、キラルポリマーの製造方法、及びキラルポリマーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、分子間相互作用により有機化合物を平衡又は非平衡状態で自己組織化させて得ら
れる、特定の空間形状やナノメートルオーダーの規則的構造等を備えたナノ構造体が盛ん
に提案されている。これらのナノ構造体は、様々な組成の有機／無機複合ナノ材料を構築
するための基盤として用いることができるばかりでなく、各種の材質からなるナノ構造体
を形成するための鋳型としても用いることができることから、学際的分野や産業的分野等
から関心を寄せられている。
【０００３】
このようなナノ構造物の例として、例えば特許文献１には、特定の化学構造を備えた界
面活性剤を溶液中で自己組織化させ、その周囲でシリカ源となる化合物をゾルゲル反応さ
せてメソポーラスシリカ粒子を形成させることが提案されている。また、特許文献２には
、互いに相溶しない非水溶性及び水溶性である２種のポリマーからミクロな相分離構造を
形成させ、これをもとに平均孔径１〜２００ｎｍのシリンダー構造の細孔を備えた多孔質
膜を形成させることが提案されている。また、生体高分子であるＤＮＡやタンパク質が自
己組織化により独特な立体構造を備えたナノ構造体となることもよく知られている。
【０００４】
また、キラリティーを備えたナノ構造体を鋳型とし、その周囲にシリカ等の金属酸化物
の層を成長させることにより、鋳型の持つキラリティーを金属酸化物に転写させることが
提案されている。このような例として、特許文献３には、らせん構造等の光学活性なキラ
ル配向構造を備えた重合体を鋳型とし、当該鋳型に金属ソースを作用させてキラルな有機
／無機複合体を得ることが提案されている。このような有機／無機複合体では、金属酸化
物にキラリティーが転写されているので、例えば触媒活性を備えた金属酸化物を当該有機
／無機複合体の無機成分として選択すれば、キラルな反応場を備えた金属酸化物触媒が得
られる可能性があると考えられる。このような金属酸化物触媒となる可能性を備えたもの
として、本発明者らにより、キラルな金属酸化物ナノ構造体が組み合わさってなる構造体
が提案されている（特許文献４を参照）。
【０００５】
一方、キラリティーを備えた化合物に発光を示す化合物を錯形成等の手段により結合さ
せ、円偏光発光を示す光学機能材料を得ることも提案されている。このような材料の一例
として、非特許文献１には、希土類錯体にキラルな化合物を結合させることにより、希土
類錯体から発せられる蛍光が非円偏光発光から円偏光発光に変化することが報告されてい
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る。また、非特許文献２には、蛍光発光を示す化合物であるチオフェンとキラルな（Ｒ）
−１−（２−ナフチル）エチルアミンとの超分子固体錯体において、円偏光発光が観察さ
れたことが報告されている。また、特許文献５には、キラルな配位子を備えた７配位型の
希土類錯体が円偏光発光を示すことが報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０−２０８９０７号公報
【特許文献２】特開２００９−２５６５９２号公報
【特許文献３】特開２００５−２３９８６３号公報
【特許文献４】特許第６００４２７２号公報
【特許文献５】特開２０１３−１２１９２１号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｈａｏ Ｃｈｅｎ ｅｔ ａｌ．，ＲＳＣ Ａｄｖ．，２０１５，５，
３９９４６−３９９５１
【非特許文献２】Ｘｉｎ−Ｌｉｎｇ Ｌｉｕ ｅｔ ａｌ．，Ｊ．Ｍａｔｅｒ．Ｃｈｅｍ
．Ｂ，４，６２６−６３４（２０１６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上記のようなキラルな性質を備えた金属化合物や発光性化合物は、キラルな反応場を提
供する触媒や円偏光発光材料として有望である。このような背景のもと、本発明は、キラ
リティーを備えた、新たな材料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者は、以上の課題を解決するために次のような検討を鋭意進めた。まず、直鎖状
ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマー及びキラルなジカルボン酸化合物を反応させて
得た酸塩基型錯体のキラル超分子結晶を用い、この超分子結晶に加水分解性の珪素化合物
を作用させてシリカ層を形成させて複合体を得た。このシリカ層には、超分子結晶のキラ
リティーが転写されており、得られた複合体にはシリカ層からなるキラル構造が存在する
。その後、酸処理によりこの複合体から上記ジカルボン酸化合物を除いて酸処理複合体に
変換してから、その酸処理複合体の表面でエチレン性不飽和結合を有する化合物をモノマ
ーとしてラジカル重合させてポリマーを形成させると、そのポリマーの吸収波長域にてキ
ラルなシリカ層に誘起された円二色性が観察されるようになる。そして、驚くべきことに
、この円二色性は、上記シリカ層を除去した後も観察されたことから、単にキラルなシリ
カ層に誘起されて発現したのでなく、ポリマー自身の構造により発現されたものであるこ
とを本発明者は知見した。なお、上記のように、酸処理構造体の表面でモノマーを重合さ
せるに際しては、（１）直鎖状ポリエチレンイミン骨格に含まれるイミノ基（窒素原子）
と、求核試薬に対して脱離基となる置換基を備えたアルキル基がベンゼン環に結合した構
造を有する化合物とを作用させることで、ポリエチレンイミンの窒素原子を修飾しておい
たり、（２）酸処理構造体を焼成してキラルシリカとした後、シランカップリング剤を用
いてキラルシリカ表面を修飾しておいたりするとより良い結果が得られることも本発明者
は併せて知見した。本発明は、このような知見に基づいてなされたものであり、以下のも
のを提供する。
【００１０】
（１）本発明は、直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーと、２つのカルボキ
シル基を備え、４以上の炭素原子を備えたキラルなジカルボン酸化合物と、を含んでなる
酸塩基型錯体のキラル超分子結晶に加水分解性の珪素化合物を作用させる加水分解縮合反
応により、上記キラル超分子結晶の表面にシリカ層を形成させた複合体を得るシリカ層形
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成工程と、上記複合体を酸処理して酸処理複合体を得る酸処理工程と、上記酸処理複合体
を由来とする被処理粒子の存在下、エチレン性不飽和結合を有する化合物をモノマーとし
てラジカル重合させて、当該モノマーを繰り返し単位として含むポリマーを前記被処理粒
子の表面に形成させて樹脂複合体を得る重合工程と、上記樹脂複合体から上記シリカ層を
形成するシリカを除去する除去工程と、を備えたキラルポリマーの製造方法である。
【００１１】
（２）また本発明は、上記重合工程において、上記被処理粒子に上記モノマーを接触さ
せた後、上記モノマーが非水溶性であれば水溶性溶媒中で、上記モノマーが水溶性であれ
ば非水溶性溶媒中で、上記ラジカル重合を行うことを特徴とする、（１）項記載のキラル
ポリマーの製造方法である。
【００１２】
（３）また本発明は、上記酸処理複合体に、求核試薬に対して脱離基となる置換基を備
えたアルキル基がベンゼン環に結合した構造を有する化合物を作用させることで、上記ポ
リエチレンイミンの窒素原子が三級化した三級化複合体を得る三級化工程をさらに含み、
この工程で得た三級化複合体を上記被処理粒子として重合工程に付すことを特徴とする、
（１）項又は（２）項記載のキラルポリマーの製造方法である。
【００１３】
（４）また本発明は、求核試薬に対して脱離基となる置換基を備えたアルキル基がベン
ゼン環に結合した構造を有する上記化合物が、下記一般式（１）で表す化合物である、（
３）項記載のキラルポリマーの製造方法である。
【化１】

（上記一般式（１）中、Ｅは、求核試薬に対して脱離基となる置換基であり、Ｒは、一価
の有機基である。）
【００１４】
（５）また本発明は、求核試薬に対して脱離基となる置換基を備えたアルキル基がベン
ゼン環に結合した構造を有する上記化合物が、下記一般式（２）で表す化合物である、（
３）項又は（４）項のいずれか１項記載のキラルポリマーの製造方法である。
【化２】

（上記一般式（２）中、Ｅは、求核試薬に対して脱離基となる置換基である。）
【００１５】
（６）また本発明は、上記モノマーとしてエチレン性不飽和結合を２つ以上有する化合
物を用いることを特徴とする、（１）項〜（５）項のいずれか１項記載のキラルポリマー
の製造方法である。
【００１６】
（７）また本発明は、上記酸処理複合体を焼成することでキラルなシリカ粒子を得た後
、そのシリカ粒子にシランカップリング剤を作用させて表面処理シリカを得る表面処理工
程をさらに含み、この工程で得た表面処理シリカを前記被処理粒子として重合工程に付す
ことを特徴とする、（１）項又は（２）項記載のキラルポリマーの製造方法である。
【００１７】
（８）また本発明は、上記モノマーとしてエチレン性不飽和結合を２つ以上有する化合
物を用いることを特徴とする、（７）項記載のキラルポリマーの製造方法である。
【００１８】
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（９）また本発明は、上記シランカップリング剤が、ラジカル重合性残基を有すること
を特徴とする、（７）項又は（８）項記載のキラルポリマーの製造方法である。
【００１９】
（１０）本発明は、エチレン性不飽和結合を有する化合物をモノマーとした繰り返し単
位を含み、円二色性スペクトル測定において正又は負のコットン効果が観察されることを
特徴とするキラルポリマーでもある。
【００２０】
（１１）また本発明は、上記モノマーが、ジビニルベンゼン、エチレンビスメタクリレ
ート又はＮ，Ｎ＇−メチレンビスアクリルアミドである（１０）項記載のキラルポリマー
である。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によれば、キラリティーを備えた、新たな材料が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、複合体（ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２）についてのＦＴ−ＩＲスペクト
ルである。
【図２】図２は、Ｄ−／Ｌ−複合体（Ｄ−及びＬ−ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２）につい
ての円二色性スペクトルである。
【図３】図３は、酸処理複合体（ＰＥＩ＠ＳｉＯ２）と複合体（ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠Ｓｉ
Ｏ２）との対比を示すＦＴ−ＩＲスペクトルである。
【図４】図４は、Ｄ−／Ｌ−酸処理複合体（Ｄ−及びＬ−ＰＥＩ＠ＳｉＯ２）の円二色性
スペクトルである。
【図５】図５は、実施例１のキラルポリマーの調製過程で得たＤ−／Ｌ−三級化複合体（
Ｄ−及びＬ−ｂｐ＠ＳｉＯ２）の円二色性スペクトルである。
【図６】図６は、実施例１のキラルポリマーの調製過程で得たＤ−／Ｌ−樹脂複合体（Ｄ
−及びＬ−ｂｐ＠ＳｉＯ２＠ＰＤＶＢ）の円二色性スペクトルである。
【図７】図７は、実施例１のＤ−／Ｌ−キラルポリマー（Ｄ／Ｌ−ＰＤＶＢ）の円二色性
スペクトルである。
【図８】図８は、実施例２のキラルポリマーの調製過程で得たＤ−／Ｌ−三級化複合体（
Ｄ−及びＬ−ＣＭＳ＠ＳｉＯ２）の円二色性スペクトルである。
【図９】図９は、実施例２のキラルポリマーの調製過程で得たＤ−／Ｌ−樹脂複合体（Ｄ
−及びＬ−ＣＭＳ＠ＳｉＯ２＠ＰＭＢＡ）の円二色性スペクトルである。
【図１０】図１０は、実施例２のＤ−／Ｌ−キラルポリマー（Ｄ／Ｌ−ＰＭＢＡ）の円二
色性スペクトルである。
【図１１】図１１は、実施例３のキラルポリマーの調製過程で得たＤ−／Ｌ−表面処理シ
リカ（Ｄ−及びＬ−ＳｉＯ２＠ＴＰＭ）の円二色性スペクトルである。
【図１２】図１２は、実施例３のキラルポリマーの調製過程で得たＤ−／Ｌ−樹脂複合体
（Ｄ−及びＬ−ＳｉＯ２＠ＴＰＭ＠ＰＤＶＢ）の円二色性スペクトルである。
【図１３】図１３は、実施例３のＤ−／Ｌ−キラルポリマー（Ｄ／Ｌ−ＰＤＶＢ）の円二
色性スペクトルである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本発明のキラルポリマーの製造方法の第一実施態様及び第二実施態様、並びにキ
ラルポリマーの一実施形態について説明する。なお、本発明は、以下の実施態様及び実施
形態に限定されるものではなく、本発明の範囲において適宜変更を加えて実施することが
できる。
【００２４】
＜キラルポリマーの製造方法の第一実施態様＞
本発明に係るキラルポリマーの製造方法は、直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポ
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リマーと、２つのカルボキシル基を備え、４以上の炭素原子を備えたキラルなジカルボン
酸化合物と、を含んでなる酸塩基型錯体のキラル超分子結晶に加水分解性の珪素化合物を
作用させる加水分解縮合反応により、上記キラル超分子結晶の表面にシリカ層を形成させ
た複合体を得るシリカ層形成工程と、上記複合体を酸処理して酸処理複合体を得る酸処理
工程と、上記酸処理複合体を由来とする被処理粒子の存在下、エチレン性不飽和結合を有
する化合物をモノマーとしてラジカル重合させて、当該モノマーを繰り返し単位として含
むポリマーを上記被処理粒子の表面に形成させて樹脂複合体を得る重合工程と、上記樹脂
複合体から上記シリカ層を形成するシリカを除去する除去工程と、を備える。本発明に係
るキラルポリマーの製造方法が上記の各工程を備えることにより、まず、キラルなジカル
ボン酸化合物の持つキラリティーの反映された超分子結晶が鋳型となり、その鋳型をもと
にして超分子結晶の表面に形成されたシリカ層に当該キラリティーが転写される。その後
、酸処理により超分子結晶の粒子から上記ジカルボン酸化合物を除去した後、その粒子の
表面でモノマーをラジカル重合させ、最後にシリカ層を除去することにより、シリカ層の
キラリティーの転写されたキラルポリマーが生成する。このキラルポリマーは、シリカ層
が持っていたキラリティーが転写されており円二色性を示すので、例えば、円二色性を利
用したセキュリティー用途等の用途で用いることができる。
【００２５】
なお、本発明の実施態様としては、酸処理複合体としてからラジカル重合を行うまでの
間の処理に応じて、第一実施態様と第二実施態様とに分類することが可能である。まずは
第一実施態様について、以下各工程を説明する。
【００２６】
［シリカ層形成工程］
シリカ層形成工程では、直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーと、２つのカ
ルボキシル基を備え、４以上の炭素原子を備えたキラルなジカルボン酸化合物と、を含ん
でなる酸塩基型錯体のキラル超分子結晶に加水分解性の珪素化合物を作用させる。この工
程により、上記キラル超分子結晶の表面にシリカ層を形成させた複合体が得られる。
【００２７】
本発明で用いられる直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーは、下記化学式で
表される構造を分子内に備える。下記化学式で表される構造には二級のアミノ基が含まれ
、このアミノ基の窒素原子が後述するキラルなジカルボン酸化合物に含まれるカルボキシ
ル基と相互作用して酸塩基型の錯体を形成する。上記キラルなジカルボン酸化合物は、二
個のカルボキシル基を備えた二塩基酸であり、二分子のポリマーに含まれるアミノ基のそ
れぞれと錯体を形成することができるので、ポリマーは、キラルなジカルボン酸化合物に
よって架橋される。その結果、複数のポリマーと複数のキラルなジカルボン酸化合物とが
自己組織化した構造を備えた酸塩基型錯体型の超分子結晶が形成される。この超分子結晶
は、上記キラルなジカルボン酸化合物に誘起された、構造的なキラリティーを備える。
【００２８】
【化３】

（上記化学式中、ｎは１以上の整数である。）
【００２９】
直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーは、分子内に上記化学式で示す直鎖状
ポリエチレンイミン骨格を備えていれば足り、その他の部分の構造は特に問わないので、
線状構造はもちろん、星状、櫛状の構造であってもよく、上記化学式からなるホモポリマ
ーであってもよいし、他の繰り返し単位も備えた共重合体であってもよい。直鎖状ポリエ
チレンイミン骨格を備えたポリマーが共重合体である場合、当該ポリマー中の直鎖状ポリ
エチレンイミン骨格部分のモル比が２０％以上であれば安定な結晶を形成できるとの観点
から好ましく、直鎖状ポリエチレンイミン骨格の繰り返し単位数が１０以上となるブロッ
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ク共重合体であることがより好ましい。直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマー
は、上記化学式からなるホモポリマーであることが最も好ましい。
【００３０】
また、直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーとしては、後述するキラルなジ
カルボン酸化合物との間で結晶性の会合体を形成させる能力が高いほど好ましい。したが
って、直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーは、ホモポリマーであっても共重
合体であっても、上記化学式で示される直鎖状ポリエチレンイミン骨格部分に相当する部
分の分子量が５００〜１，０００，０００程度の範囲であることが好ましい。これら直鎖
状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーは、市販品を用いてもよいし、本発明者らが
特開２００９−３００１７号公報等に開示した合成法によって得ることもできる。
【００３１】
本発明で用いられるキラルなジカルボン酸化合物は、４以上の炭素原子を備える。既に
述べたように、このジカルボン酸化合物の備える２個のカルボキシル基が上記のポリマー
を架橋して超分子結晶を形成させるとともに、このジカルボン酸に由来する構造的なキラ
リティーが、形成される超分子結晶に誘起される。ジカルボン酸化合物はＤ−体であって
もＬ−体であってもよい。なお、ジカルボン酸化合物の光学純度は、必ずしも１００％ｅ
ｅである必要はなく、９０％ｅｅ以上であることが好ましく、９５％ｅｅ以上であること
がより好ましく、９８％ｅｅ以上であることがさらに好ましい。
【００３２】
ジカルボン酸化合物としては、４以上の炭素原子と２個のカルボキシル基と不斉炭素と
を備えるものであればよく、直鎖状であるか分枝状であるかを問わない。このようなジカ
ルボン酸化合物としては、酒石酸、アルトラル酸、グルカル酸、マンナル酸、グルロン酸
、イダル酸、ガラクタル酸、タルロン酸等が例示され、酒石酸が好ましく例示される。
【００３３】
本発明で用いられる加水分解性の珪素化合物は、水と反応することにより加水分解され
縮合反応を生じさせるものであればよい。このような化合物としては、テトラメトキシシ
ラン、トリメトキシシラン、ジメトキシシラン、テトラエトキシシラン、トリエトキシシ
ラン、ジエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、トリプロポキシシラン、ジプロポキ
シシラン、テトライソプロポキシシラン、トリイソプロポキシシラン、ジイソプロポキシ
シラン等のアルコキシシラン、ジクロロシラン、テトラクロロシラン等のハロゲン化シラ
ン、オルトケイ酸テトラエチル等を挙げることができる。これらの中でも、アルコキシシ
ランが好ましく挙げられ、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン等が特に好まし
く挙げられる。これらの珪素化合物は、一種を単独で用いてもよいし、複数種を組み合わ
せて用いてもよい。
【００３４】
本工程では、まず、直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーとキラルなジカル
ボン酸とを水中で作用させて、これらと水分子とからなる超分子結晶を形成させる。次に
、このような超分子結晶を形成させるための一態様について説明する。この態様では、ポ
リマー水溶液調製小工程と、ジカルボン酸水溶液調製小工程と、混合小工程と、析出小工
程と、を順次行う。以下、これらの工程について説明する。
【００３５】
ポリマー水溶液調製小工程では、直鎖状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーの水
溶液が調製される。このとき、水溶液を調製するのに用いる水は、加温されることにより
、８０℃以上の熱水となっていることが好ましい。また、このとき用いられる直鎖状ポリ
エチレンイミン骨格を備えたポリマーについては、既に述べた通りである。
【００３６】
ポリマーの水溶液を調製する手順の一例としては、ポリマーの粉末を蒸留水に加え、そ
れを８０℃以上まで加熱することによってポリマーを溶解させることを挙げることができ
る。このとき、水溶液におけるポリマーの濃度は、０．５〜８質量％の範囲であることが
好ましい。
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【００３７】
調製されたポリマーの水溶液は、加温された状態のままで、後述の混合小工程に付され
る。
【００３８】
ジカルボン酸水溶液調製小工程は、特に限定されないが、上記のポリマー水溶液調製小
工程と並行して行われることが好ましい。この小工程では、上述のジカルボン酸化合物の
水溶液を調製する。ここで用いられるジカルボン酸化合物はキラル（光学活性体）である
。なお、水溶液を調製するのに用いる水は、加温されることにより、８０℃以上の熱水と
なっていることが好ましい。
【００３９】
ジカルボン酸化合物の水溶液を調製する手順の一例としては、当該ジカルボン酸化合物
の粉末を蒸留水に加え、それを８０℃以上まで加熱することによってジカルボン酸化合物
を溶解させることを挙げることができる。このとき、水溶液におけるジカルボン酸化合物
の濃度は、０．５〜１５質量％の範囲であることが好ましい。
【００４０】
調製されたジカルボン酸化合物の水溶液は、加温された状態のままで、後述の混合小工
程に付される。
【００４１】
混合小工程では、上記のポリマーの水溶液とジカルボン酸化合物の水溶液とを混合させ
て混合水溶液を得る。このとき、混合される２つの水溶液は、いずれも８０℃以上程度の
温度に加温されていることが好ましい。
【００４２】
ポリマーの水溶液とジカルボン酸化合物の水溶液とを混合させる際、ポリマーの直鎖状
ポリエチレンイミン骨格に含まれる二級アミノ基１当量に対して、ジカルボン酸化合物に
含まれるカルボキシル基が、０．５〜１．５当量であることが好ましく、０．９〜１．１
当量であることがより好ましく、１当量であることがさらに好ましい
【００４３】
この小工程で調製された混合水溶液は、析出小工程に付される。
【００４４】
析出小工程では、混合小工程で得られた混合水溶液中にポリマーとジカルボン酸化合物
との酸塩基型錯体を析出させる。この酸塩基型錯体は、既に述べたように、キラルな超分
子結晶（キラル超分子結晶）である。なお、以下の記載では、キラル超分子結晶のことを
単に超分子結晶とも呼ぶ。
【００４５】
この小工程を行うにあたり、加温された状態である混合水溶液を冷却する。このときの
冷却方法については、特に限定されるものでないが、一例として空気雰囲気下で自然冷却
して室温まで水温を下げる方法を挙げることができる。この過程で水溶液中に白い固体が
析出するが、この粉末は、ナノサイズである酸塩基型錯体の結晶（超分子結晶）が凝集し
てできた多孔質の複合体である。なお、上記のように自然冷却を行うに際して、混合され
た水溶液を静置したまま放置してもよいし、当該水溶液に撹拌や振動を与えることによっ
て固体の析出を促進してもよい。得られた白色の析出物は、濾別等の手段により単離され
る。単離された後の析出物を蒸留水やエタノール、アセトン等の有機溶媒で適宜洗浄し、
乾燥させてもよい。
【００４６】
上記のようにして得られた超分子結晶は、上述の加水分解性の珪素化合物との反応に付
される。この反応は、水中に分散させたキラル超分子結晶に、加水分解性の珪素化合物、
又は加水分解性の珪素化合物と水との混合物を加えて撹拌することにより行われる。この
過程で加水分解性の珪素化合物は、加水分解縮合反応を生じ、キラル超分子結晶の表面に
シリカ層を形成させる。この層には、珪素原子（Ｓｉ）と酸素原子（Ｏ）とからなるポリ
マー［（−Ｓｉ−Ｏ−）ｎ］や、珪素の水酸化物等が含まれるが、本発明ではこれらもシ
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リカとして扱う。
【００４７】
キラル超分子結晶と加水分解性の珪素化合物との混合比は、特に限定されず、キラル超
分子結晶のほぼ全体にシリカ層が形成されるように適宜調節すればよい。このような混合
比の一例として、加水分解性の珪素化合物としてテトラメトキシシランを用いた場合には
、１．２ｇ程度のキラル超分子結晶に対して、８０ｍＬの水と１２ｍＬのテトラメトキシ
シランとを加えることを挙げられるが、特に限定されない。また、この反応を行うにあた
り、室温で２時間程度撹拌することを反応条件として挙げることができるが、特に限定さ
れない。
【００４８】
シリカ層形成工程を経て、キラル超分子結晶の表面にシリカ層が形成された複合体は、
酸処理工程に付される。
【００４９】
［酸処理工程］
酸処理工程では、シリカ層形成工程で得られた複合体を酸処理する。これにより、複合
体に含まれる超分子結晶からジカルボン酸化合物が除去され、上記複合体は酸処理複合体
となる。その結果、複合体には、超分子結晶を構成していた直鎖状ポリエチレンイミン骨
格を備えたポリマーと、シリカ層とが残される。キラル源となるジカルボン酸化合物が複
合体から除去されるが、ジカルボン酸化合物のキラリティーはシリカ層へ転写されており
、この工程を経た複合体は、依然として構造的なキラリティーを有している。また、直鎖
状ポリエチレンイミン骨格を備えたポリマーとジカルボン酸化合物の超分子結晶からジカ
ルボン酸化合物が除去されることにより、塩基触媒を必要とする後述の重合工程にて、ポ
リエチレンイミン骨格に含まれる二級アミノ基が塩基触媒として機能することになる。
【００５０】
酸処理のために用いる酸としては、塩酸、硫酸、硝酸等の酸を例示できる。酸として例
えば塩酸を用いる場合、２．５ｍｏｌ／Ｌ程度の塩酸水溶液に上記複合体を加え、室温で
１時間程度撹拌すればよい。塩酸水溶液の量としては、複合体１ｇに対して５０ｍＬ程度
を例示できるが、特に限定されず、複合体の分散の程度を観察しながら適宜増減すればよ
い。
【００５１】
上記酸処理の後、複合体の分散された酸水溶液から遠心分離等の手段により複合体を分
取し、希アンモニア水、次いで蒸留水で洗浄する。洗浄後に複合体を分離し、これを乾燥
させることにより酸処理複合体が得られる。
【００５２】
酸処理工程で調製された酸処理複合体は、三級化工程に付される。
【００５３】
［三級化工程］
三級化工程は、後述する重合工程にて用いられる被処理粒子を調製する工程である。本
工程では、酸処理工程を経た酸処理複合体に、求核試薬に対して脱離基となる置換基を備
えたアルキル基がベンゼン環に結合した構造を有する化合物を作用させることで、上記ポ
リエチレンイミンの窒素原子が三級化した三級化複合体を得る。酸処理複合体には、上記
キラル超分子結晶に由来するポリエチレンイミンが含まれており、本工程では、このポリ
エチレンイミンのイミノ基（二級アミノ基）の求核性を備えた窒素原子と、求核試薬に対
して脱離基となる置換基を備えたアルキル基がベンゼン環に結合した構造を有する化合物
とを反応させる。これにより、酸処理複合体のポリエチレンイミンの窒素原子が三級化し
、アルキルベンゼン骨格が酸処理複合体に導入される。この処理を受けた酸処理複合体を
三級化複合体と呼ぶ。
【００５４】
後述する重合工程に備えてこのような三級化複合体を形成しておくと、次のような２つ
の利点がある。１つ目は、三級化複合体表面にモノマーを導入しやすくするための表面改
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質が行われる点である。後述する重合工程にてシリカ層のキラリティーの転写されたポリ
マーを得るためには三級化複合体の表面でモノマーの重合を行うことが必要になるが、こ
のような表面改質がなされることにより、より多くのモノマーが物理吸着により三級化複
合体の表面に集合する。２つ目は、得られるポリマーのキラリティーをより高める点であ
る。三級化複合体に含まれるポリエチレンイミンは、キラルなシリカ層に固定されること
で構造的なキラリティーを有しているが、このポリエチレンイミンの主鎖に沿って嵩高い
ベンゼン環が導入されることで、そのベンゼン環が例えば螺旋構造等といったキラリティ
ーを有する状態で配列する。その結果、三級化複合体の表面に集合したモノマーが上記の
ベンゼン環の配列に応じて配置されることになり、これらを重合することでシリカ層のキ
ラリティーがより強く転写されたポリマーとなることが期待される。すなわち、本工程は
、酸処理複合体に含まれるシリカ層のキラリティーをポリマーへより強く転写させるため
の下準備となるものである。
【００５５】
求核試薬に対して脱離基となる置換基を備えたアルキル基がベンゼン環に結合した構造
を有する化合物としては、下記一般式（１）で表すものを好ましく挙げることができる。
【００５６】
【化４】

【００５７】
上記一般式（１）中、Ｅは、求核試薬に対して脱離基となる置換基である。そのような
置換基としては、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、トシル基、メシル基等が挙げられる
。これらの中でも、塩素原子が好ましく例示される。
【００５８】
上記一般式（１）中、Ｒは、一価の有機基である。このような有機基としては、置換基
を有してもよいアリール基、炭素数１〜８のアルキル基、ビニル基等が例示される。これ
らの中でも、置換基を有してもよいアリール基、及びビニル基が好ましく例示され、さら
には置換基を有してもよいアリール基がより好ましく例示され、さらには求核試薬に対し
て脱離基となる置換基を備えたアルキル基を有するアリール基が特に好ましく例示される
。Ｒが置換基を有してもよいアリール基や、求核試薬に対して脱離基となる置換基を備え
たアルキル基を有するアリール基であることにより、ポリエチレンイミンの主鎖に沿って
側鎖として導入される置換基がより嵩高となり、シリカ層のキラリティーがさらに強くポ
リマーへ転写される。これらの中でも、上記化合物として下記一般式（２）で表すものが
好ましく挙げられる。
【００５９】
【化５】

【００６０】
上記一般式（２）中、Ｅは、求核試薬に対して脱離基となる置換基である。そのような
置換基としては、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、トシル基、メシル基等が挙げられる
。これらの中でも、塩素原子が好ましく例示される。
【００６１】
上記化合物が一般式（２）で表すものであることにより、ポリエチレンイミンに含まれ
る複数のイミノ基のうちの２つの窒素原子同士がビフェニル構造を有する化合物により架
橋されることになるので、シリカ層のキラリティーがさらに強くポリマーへ転写されるこ
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とが期待される。
【００６２】
酸処理複合体を上記化合物により処理する方法としては、酸処理複合体を適切な溶媒に
分散させ、上記化合物とアルカリ塩とを混合して５０〜１００℃程度で１日程度撹拌する
ことを挙げられる。溶媒としては、アルコール類、特にはメタノールやエタノールを好ま
しく挙げることができる。また、酸処理複合体と上記化合物の混合比としては、酸処理複
合体中のイミノ基に対して上記化合物を１当量以上とすることを挙げられる。このような
一例として、酸処理複合体１ｇに対して上記化合物を０．３ｇ程度であることを挙げられ
るが、特に限定されない。反応後、酸処理複合体を濾別して適当な溶媒で洗浄することに
より、三級化複合体が得られる。
【００６３】
三級化工程を経た三級化複合体は、重合工程に付される。
【００６４】
［重合工程］
重合工程は、酸処理複合体を由来とする被処理粒子の存在下、エチレン性不飽和結合を
有する化合物をモノマーとしてラジカル重合させて、当該モノマーを繰り返し単位として
含むポリマーを上記被処理粒子の表面に形成させて樹脂複合体を得る工程である。なお、
本実施態様において、酸処理複合体を由来とする被処理粒子とは上記三級化複合体を意味
する。
【００６５】
重合工程に際しては、重合により形成されるポリマーに三級化複合体のキラリティーを
転写させるため、モノマーを三級化複合体の表面付近に存在させるための工夫を施すこと
が望ましい。このような工夫の一例として、三級化複合体（すなわち被処理粒子）にモノ
マーを接触させた後、モノマーが非水溶性であれば水溶性溶媒中で、モノマーが水溶性で
あれば非水溶性溶媒中で、ラジカル重合を行うことを挙げることができる。このようにす
ると、例えばモノマーがジビニルベンゼンのように非水溶性である場合、液体であるジビ
ニルベンゼン中に三級化複合体を浸漬させて三級化複合体の表面にジビニルベンゼンを吸
着させた後、三級化複合体の固体を濾別し、これを水中に投入する。すると、非水溶性の
ジビニルベンゼンは水中へ拡散することなく三級化複合体の表面に留まるので、この水中
でラジカル重合開始剤を用いてラジカル重合を行えば、三級化複合体の表面で重合反応を
行うことができる。このようにして得られたポリマーには、三級化複合体に含まれるシリ
カ層のキラリティーが転写されることになる。上記とは逆に、例えばＮ，Ｎ＇−メチレン
ビスアクリルアミドのような水溶性のモノマーを用いる場合には、非水溶性溶媒中でラジ
カル重合を行えばよい。
【００６６】
水系溶媒としては水と混合可能な極性溶媒が挙げられ、このような極性溶媒としては、
水、メタノール、エタノール等が挙げられ、これらの中でも水が好ましく挙げられる。ま
た、非水溶性溶媒としては、トルエン、キシレン等の炭化水素類が挙げられ、これらの中
でもトルエンが好ましく挙げられる。
【００６７】
モノマーとしては、エチレン性不飽和結合を有する化合物を特に限定されずに挙げるこ
とができるが、常温又は加熱により液体となるものであれば、上記のように三級化複合体
の表面にモノマーを吸着させることができるので好ましい。このようなモノマーとしては
、スチレン、ジビニルベンゼン、メチル（メタ）アクリレート，ｔ−ブチル（メタ）アク
リレート，フェニル（メタ）アクリレート，ベンジル（メタ）アクリレート，トリフェニ
ルメチル（メタ）アクリレート，Ｎ，Ｎ＇−ジメチルアミノ（メタ）アクリレート，ヒド
ロキシエチル（メタ）アクリレート，グリシジル（メタ）アクリレート，エチレンビス（
メタ）アクリレート，３−（トリメトキシシリル）プロピル（メタ）アクリレート等の（
メタ）アクリレート類、アクリル酸、メタクリル酸、Ｎ，Ｎ＇−メチレンビスアクリルア
ミド等が挙げられる。これらのモノマーの中でも、エチレン性不飽和結合を２つ以上有す
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るものが好ましく、そのような観点からはジビニルベンゼン、エチレンビス（メタ）アク
リレート、Ｎ，Ｎ＇−メチレンビスアクリルアミド等が好ましく挙げられる。これらのモ
ノマーは、単独で、又は複数を組み合わせて用いることができる。なお、「（メタ）アク
リレート」とは、メタクリレート及び／又はアクリレートを意味する。
【００６８】
ラジカル重合開始剤としては、有機過酸化物、アゾ化合物等の公知のものが挙げられる
。このようなラジカル重合開始剤としては、２，２＇−アゾビス（イソブチロニトリル）
、２，２＇−アゾビス（２−メチルプロピオンアミジン）ジハイドロクロライド、過酸化
ベンゾイル等が挙げられる。
【００６９】
ラジカル重合は、例えば室温〜１００℃程度の温度で１〜２４時間程度行えばよい。ラ
ジカル重合完了後、遠心分離やろ過等の手段で固体を回収し、適切な溶媒で洗浄してから
乾燥させることにより、三級化複合体（すなわち被処理粒子）の表面にポリマーが形成さ
れた樹脂複合体が得られる。
【００７０】
得られた樹脂複合体は、除去工程に付される。
【００７１】
［除去工程］
除去工程は、上記樹脂複合体からシリカ層を形成するシリカを除去する工程である。
【００７２】
樹脂複合体からシリカ層を除去するには、シリカを溶解することのできるアルカリ溶液
やフッ化水素酸溶液に樹脂複合体を浸漬すればよい。浸漬してから数時間程度撹拌した後
、遠心分離やろ過等の手段で固体を回収し、水や適切な溶媒で洗浄してから乾燥させるこ
とにより、キラルポリマーが得られる。アルカリ溶液としては、５質量％程度の水酸化ナ
トリウム水溶液が好ましく例示される。
【００７３】
＜キラルポリマーの製造方法の第二実施態様＞
次に、本発明に係るキラルポリマーの製造方法の第二実施態様について説明する。第二
実施態様では、上記第一実施態様で説明したシリカ層形成工程及び酸処理工程を経ること
で得た酸処理複合体を焼成する焼成工程、焼成工程で得たキラルなシリカ粒子にシランカ
ップリング剤を作用させて表面処理シリカを得る表面処理工程を備え、この表面処理シリ
カを被処理粒子として重合工程及び除去工程に付すことを特徴とする。シリカ層形成工程
及び酸処理工程、並びに重合工程及び除去工程については、既に説明した第一実施態様に
おけるものと同様であるので、ここでの説明を省略する。
【００７４】
［焼成工程］
焼成工程は、酸処理工程で得た酸処理複合体を焼成することでキラルなシリカ粒子を得
る工程である。酸処理複合体には、キラル超分子結晶からキラリティーの転写されたシリ
カ層とキラル超分子結晶に由来するポリエチレンイミンとが含まれ、これらのうち有機物
であるポリエチレンイミンを焼成により取り除き、酸処理複合体に含まれていたキラルな
シリカ層をシリカ粒子として得るのが本工程である。
【００７５】
焼成の条件としては３００〜８００℃程度にて空気雰囲気で加熱することを挙げること
ができるが、特に限定されない。焼成後のシリカ粒子は、円二色性スペクトル測定により
コットン効果が観察され、キラル超分子結晶から転写されたキラリティーを維持している
ことが確認できる。
【００７６】
焼成工程を経たキラルなシリカ粒子は、表面処理工程に付される。
【００７７】
［表面処理工程］
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表面処理工程は、焼成工程にて得たシリカ粒子にシランカップリング剤を作用させて表
面処理シリカを得る工程である。この工程で得た表面処理シリカは、被処理粒子として重
合工程に付されることになる。
【００７８】
重合工程の前に、シリカ粒子にシランカップリング剤による処理を行っておくことによ
り、上記三級化工程と同様の効果が期待できる。すなわち、表面処理シリカ（被処理粒子
）の表面にモノマーを導入しやすくなることと、キラリティーを備えたシリカ粒子の表面
に嵩高い置換基を導入することによりシリカ粒子のキラリティーをポリマーへより強く転
写させることの２つの効果である。
【００７９】
以上の観点からは、嵩高い置換基を備えたシランカップリング剤を用いて表面処理を行
うことが好ましい。このようなシランカップリング剤としては、トリメトキシフェニルシ
ラン、（ｐ−クロロメチル）フェニルトリメトキシシラン、３−（トリメトキシシリル）
プロピルメタクリレート等が好ましく挙げられる。シランカップリング剤は、ラジカル重
合性残基（すわなちエチレン性不飽和結合）を有することが好ましく、このような観点か
らは、３−（トリメトキシシリル）プロピルメタクリレート等がより好ましく挙げられる
。
【００８０】
シリカ粒子に表面処理を行うに際しては、炭化水素系の溶媒にシランカップリング剤を
溶解させ、この溶液中にシリカ粒子を投入して３０〜５０℃程度で２４時間程度撹拌する
ことを挙げることができる。炭化水素系の溶媒としては、トルエンが好ましく挙げられる
。シランカップリング剤と炭化水素系の溶媒との混合比率としては、特に限定されないが
、シランカップリング剤：炭化水素系溶媒の体積比で１：４程度が例示できる。シランカ
ップリング剤と炭化水素系溶媒の混合溶液とシリカ粒子との混合例としては、シリカ粒子
０．３ｇに対して混合溶液１０ｍＬ程度を挙げることができるが特に限定されない。表面
処理を終えた後、遠心分離やろ過等の手段により固体を取り出し、その固体を適当な溶媒
で洗浄して乾燥させることにより表面処理シリカが得られる。
【００８１】
得られた表面処理シリカは、被処理粒子として重合工程及び除去工程に付される。これ
らの工程を経ることによりキラルポリマーが得られる。なお、既に説明した通り、重合工
程におけるモノマーとしてジビニルベンゼンが好ましく用いられる。
【００８２】
＜キラルポリマー＞
上記のキラルポリマーの製造方法で得られるキラルポリマーもまた本発明の一つである
。このキラルポリマーは、エチレン性不飽和結合を有する化合物をモノマーとした繰り返
し単位を含み、円二色性スペクトル測定において正又は負のコットン効果が観察されるこ
とを特徴とする。このキラルポリマーは、粒子状であり、キラルシリカを由来とするキラ
リティーを維持している。このため、円二色性スペクトル測定においてコットン効果を示
す。なお、既に説明した通り、上記モノマーとしてはジビニルベンゼン又はＮ，Ｎ＇−メ
チレンビスアクリルアミドが好ましく挙げられる。
【実施例】
【００８３】
以下、実施例を示すことにより本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の実
施例に何ら限定されるものではない。
【００８４】
［直鎖状ポリエチレンイミン（ＬＰＥＩ）の合成］
市販のポリエチルオキサゾリン（質量平均分子量５０，０００、平均重合度約５００、
Ａｌｄｒｉｃｈ社製）３０ｇを５ｍｏｌ／Ｌの塩酸水溶液（１５０ｍＬ）に溶解させた。
その溶液をオイルバスにて９０℃に加温し、その温度で１０時間撹拌した。反応溶液にア
セトン（５００ｍＬ）を加えてポリマーを完全に沈殿させ、それを濾別し、メタノールで
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３回洗浄して白色のポリエチレンイミンの粉末を得た。得られた粉末を Ｈ−ＮＭＲ（重
水）にて分析したところ、ポリエチルオキサゾリンの側鎖のエチル基に由来した１．２ｐ
ｐｍのピーク（ＣＨ３）と２．３ｐｐｍのピーク（ＣＨ２）とが完全に消失していること
が確認された。したがって、得られたポリマーでは、ポリエチルオキサゾリンが完全に加
水分解され、ポリエチレンイミンに変換されたことが示された。
【００８５】
［Ｄ−及びＬ−複合体（Ｄ−及びＬ−ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２）の調製］
２００ｍＬビーカーにＤ−酒石酸０．６０ｇ（４．０ｍｍｏｌ）及び蒸留水２００ｍＬ
を加え、１００℃で加熱溶解させて酒石酸溶液とした。５００ｍＬビーカーにＬＰＥＩ０
．６３ｇ（繰り返し単位換算で８．０ｍｍｏｌ）及び蒸留水２００ｍＬを加えて１００℃
で加熱溶解させ、上記酒石酸溶液の全量を加えて１００℃で３分間撹拌した。反応溶液を
水浴中で室温まで急冷した後、アンモニア水を加えてｐＨ４．０に調整した。得られた溶
液を冷蔵庫内で２０時間静置後、得られた懸濁液から白色固体を遠心分離で回収し、蒸留
水で２回洗浄してキラル超分子結晶を得た。テトラメトキシシラン（ＴＭＯＳ）１２ｍＬ
及び蒸留水８０ｍＬの混合溶液に、上記手順で得たキラル超分子結晶を加え、室温で２時
間撹拌した。遠心分離で固体を回収し、蒸留水で１回、アセトンで２回洗浄した後、室温
で減圧乾燥し、白色固体のＤ−複合体（Ｄ−ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２とも呼ぶ。）を
得た。Ｄ−複合体は、Ｄ−酒石酸を含むキラル超分子結晶の表面に加水分解縮合反応によ
りシリカ層を形成させたものである。また、Ｄ−酒石酸に代えてＬ−酒石酸を用いたこと
以外は同様の手順にて、Ｌ−複合体（Ｌ−ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２とも呼ぶ。）を得
た。
【００８６】
得られた複合体（ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２）について、固体状態でＫＢｒ法により
ＦＴ−ＩＲを測定した。その結果を図１に示す。図１は、得られた複合体（ＰＥＩ／Ｔａ
ｒｔ＠ＳｉＯ２）についてのＦＴ−ＩＲスペクトルである。図１に示すように、３３２２
−１
−１
ｃｍ
にＮ−Ｈ結合、１５９７ｃｍ
にＣ＝Ｏ基の振動がそれぞれ観察され、ＬＰＥ
−１
Ｉと酒石酸との超分子錯体の存在が確認された。また、１０７１ｃｍ
にＯ−Ｓｉ−Ｏ
結合の伸縮振動が観察されたことから、シリカ層の析出した複合体（すなわちＰＥＩ／Ｔ
ａｒｔ＠ＳｉＯ２）の存在が確認された。
【００８７】
得られたＤ−／Ｌ−複合体のそれぞれについて、円二色性（ＣＤ）測定を行った。その
結果を図２に示す。図２は、得られたＤ−／Ｌ−複合体（Ｄ−及びＬ−ＰＥＩ／Ｔａｒｔ
＠ＳｉＯ２）についての円二色性スペクトルである。図２に示すように、Ｌ−ＰＥＩ／Ｔ
ａｒｔ＠ＳｉＯ２は、２１０ｎｍに正のコットン効果を示し、Ｄ−ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠Ｓ
ｉＯ２は、これとは逆に、負のコットン効果を示した。これらは、酒石酸自体のコットン
効果とは逆の符号のコットン効果となるため、酒石酸のキラリティーが複合体へ転写され
ているものと考えられる。
【００８８】
［Ｄ及びＬ−酸処理複合体（Ｄ及びＬ−ＰＥＩ＠ＳｉＯ２）の調製］
スクリュー管にＤ−複合体（Ｄ−ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２）を１．０ｇ入れ、２．
５Ｍ塩酸水溶液を５０ｍＬ加え室温で１時間撹拌し、遠心分離で白色固体を回収した。こ
の操作を５回繰り返した後、蒸留水で１回、アセトンで１回洗浄し、室温で乾燥させた白
色粉末０．５ｍｇと０．１ｗｔ％アンモニア水０．１ｍＬをスクリュー管に加え、室温で
３０分間撹拌した。遠心分離により固体を回収し、蒸留水で１回、アセトンで２回洗浄し
た後、減圧乾燥させてＤ−酸処理複合体（Ｄ−ＰＥＩ＠ＳｉＯ２とも呼ぶ。）を得た。ま
た、Ｄ−複合体に代えてＬ−複合体（Ｌ−ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２）を用いたこと以
外は同様の手順で、Ｌ−酸処理複合体（Ｌ−ＰＥＩ＠ＳｉＯ２とも呼ぶ。）を得た。
【００８９】
得られた酸処理複合体（ＰＥＩ＠ＳｉＯ２）について、固体状態でＫＢｒ法によりＦＴ
−ＩＲを測定した。その結果を図３に示す。図３は、得られた酸処理複合体（ＰＥＩ＠Ｓ
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ｉＯ２）と複合体（ＰＥＩ／Ｔａｒｔ＠ＳｉＯ２）との対比を示すＦＴ−ＩＲスペクトル
−１
である。図３に示すように、１０７１ｃｍ
にシリカのＯ−Ｓｉ−Ｏ結合の伸縮振動が
観察され、シリカの存在が確認された。一方で、酒石酸に由来するＣ＝Ｏ基の伸縮振動が
減少していることから、塩酸水溶液により酒石酸が除去されたことがわかる。
【００９０】
得られたＤ−／Ｌ−酸処理複合体のそれぞれについて、円二色性測定を行った。その結
果を図４に示す。図４は、得られたＤ−／Ｌ−酸処理複合体（Ｄ−及びＬ−ＰＥＩ＠Ｓｉ
Ｏ２）の円二色性スペクトルである。図４に示すように、図２に比較して円二色性スペク
トルでは２１０ｎｍの酒石酸のコットン効果が減少し、吸収スペクトルにおいても２００
ｎｍ付近の吸収が減少していることがわかる。これらのことから、酸処理複合体では酒石
酸が取り除かれていることがわかる。
【００９１】
［実施例１］
上記手順で得た酸処理複合体をもとに、４，４＇−ビス（クロロメチル）ビフェニル（
ｂｐ）の処理による三級化工程、ジビニルベンゼン（ＤＶＢ）をモノマーとした重合工程
、及び水酸化ナトリウム水溶液を用いた除去工程を経て実施例１のキラルポリマーを得た
。その手順は、次の通りである。
【００９２】
・三級化工程
１００ｍＬの反応容器に、Ｄ−又はＬ−酸処理複合体（ＰＥＩ＠ＳｉＯ２）０．４ｇ、
メタノール８０ｍＬ、炭酸カリウム０．２７ｇ及び４，４＇−ビス（クロロメチル）ビフ
ェニル（ｂｐ）０．１２ｇを加え、７０℃で２４時間撹拌した。吸引濾過により固体を回
収し、脱イオン水、メタノール、及びアセトンによりそれぞれ洗浄した後、減圧乾燥させ
三級化複合体（ｂｐ処理物）の白色固体を得た。得られたＤ−／Ｌ−三級化複合体のそれ
ぞれについて、円二色性測定を行った。その結果を図５に示す。図５は、得られたＤ−／
Ｌ−三級化複合体（Ｄ−及びＬ−ｂｐ＠ＳｉＯ２）の円二色性スペクトルである。図５に
示すように、２２０〜３１０ｎｍに正と負のコットン効果がそれぞれ観察された。また、
ＴＧＡによる質量分析を行ったところ、酸処理複合体よりも有機物が増加していることが
確認され、三級化によりｂｐが導入されていることが示唆された。
【００９３】
・重合工程
５ｍＬのスクリュー管に、Ｄ−又はＬ−三級化複合体（ｂｐ処理物）０．３ｇ及びジビ
ニルベンゼン（ＤＶＢ）３ｍＬを加え、室温で２時間撹拌した。吸引濾過で固体を回収し
、白色固体を得た。次いで、１０ｍＬの反応容器に、この白色固体０．３ｇ、脱イオン水
５ｍＬ及び２，２＇−アゾビス（２−メチルプロピオンアミジン）ジハイドロクロライド
（ＡＡＰＨ、ラジカル重合開始剤）０．０３ｇを加え、容器内部を窒素置換してから８０
℃で２０時間撹拌した。遠心分離で固体を回収し、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、メタ
ノール、アセトンによりそれぞれ洗浄した後、減圧乾燥させ樹脂複合体を得た。得られた
Ｄ−／Ｌ−樹脂複合体のそれぞれについて、円二色性測定を行った。その結果を図６に示
す。図６は、得られたＤ−／Ｌ−樹脂複合体（Ｄ−及びＬ−ｂｐ＠ＳｉＯ２＠ＰＤＶＢ）
の円二色性スペクトルである。図６に示すように、３００〜３４０ｎｍに正と負のコット
ン効果がそれぞれ観察された。また、得られた樹脂複合体では、ＩＲスペクトルにて２９
−１
２７ｃｍ
のＣ−Ｈ伸縮振動が観察され、ＴＧＡによる質量分析にて三級化複合体より
も有機物が増加していることが確認されたことから、ＤＶＢのラジカル重合によりポリマ
ーの形成が確認された。
【００９４】
・除去工程
５ｍＬのスクリュー管に、樹脂複合体０．１ｇ及び５ｗｔ％ＮａＯＨ水溶液（１５ｍＬ
）を加え、室温で４時間撹拌した。遠心分離により固体を回収し、脱イオン水、及びアセ
トンによりそれぞれ洗浄した後、減圧乾燥させて実施例１のキラルポリマーを得た。得ら
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れたＤ−／Ｌ−キラルポリマーのそれぞれについて、円二色性測定を行った。その結果を
図７に示す。図７は、実施例１のＤ−／Ｌ−キラルポリマー（Ｄ／Ｌ−ＰＤＶＢ）の円二
色性スペクトルである。図７に示すように、２７０〜３２０ｎｍに正と負のコットン効果
がそれぞれ確認された。また、得られたキラルポリマーでは、ＩＲスペクトルにて１０８
−１
５ｃｍ
におけるＯ−Ｓｉ−Ｏの吸収の減少が観察され、ＴＧＡによる質量分析により
シリカ含有量が２．６０％となったことが確認された。これらの結果から、実施例１のキ
ラルポリマーには、上記Ｄ−／Ｌ−複合体におけるシリカ層のキラリティーが転写され、
そのキラリティーが当該シリカの除去後も維持されていることがわかる。
【００９５】
［実施例２］
上記手順で得た酸処理複合体をもとに、クロロメチルスチレン（ＣＭＳ）の処理による
三級化工程、Ｎ，Ｎ＇−メチレンビスアクリルアミドをモノマーとした重合工程、及び水
酸化ナトリウム水溶液を用いた除去工程を経て実施例２のキラルポリマーを得た。その手
順は、次の通りである。
【００９６】
・三級化工程
５０ｍＬの反応容器に、Ｄ−又はＬ−酸処理複合体（ＰＥＩ＠ＳｉＯ２）１ｇ及び炭酸
カリウム０．３ｇを加え、さらに脱水メタノール４０ｍＬに分散させたクロロメチルスチ
レン０．３ｇを加えて、７０℃で２４時間撹拌した。遠心分離により固体を回収し、ＴＨ
Ｆ、脱イオン水、及びアセトンによりそれぞれ洗浄した後、減圧乾燥させ三級化複合体（
ＣＭＳ処理物）の白色固体を得た。得られたＤ−／Ｌ−三級化複合体のそれぞれについて
、円二色性測定を行った。その結果を図８に示す。図８は、得られたＤ−／Ｌ−三級化複
合体（Ｄ−及びＬ−ＣＭＳ＠ＳｉＯ２）の円二色性スペクトルである。図８に示すように
、２５０〜３００ｎｍに正と負のコットン効果がそれぞれ観察された。このＣＤ活性は、
キラルシリカによって誘起されたビニル残基の有機ＣＤと考えられる。また、ＴＧＡによ
る質量分析を行ったところ、酸処理複合体よりも有機物が増加していることが確認された
ことから、三級化によりＣＭＳが導入されていることが示唆された。
【００９７】
・重合工程
５ｍＬのスクリュー管に、Ｄ−又はＬ−三級化複合体（ＣＭＳ処理物）０．３ｇ、Ｎ，
Ｎ＇−メチレンビスアクリルアミド（ＭＢＡ）０．５ｇ及びメタノール２ｍＬを加え、室
温で２時間撹拌した。吸引濾過で固体を回収し、白色固体を得た。次いで、１０ｍＬの反
応容器に、この白色固体０．３ｇ、トルエン５ｍＬ及び２，２＇−アゾビス（イソブチロ
ニトリル）（ＡＩＢＮ、ラジカル重合開始剤）０．０３ｇを加え、容器内部を窒素置換し
てから８０℃で２０時間撹拌した。遠心分離で固体を回収し、脱イオン水、メタノール、
アセトンによりそれぞれ洗浄した後、減圧乾燥させ樹脂複合体を得た。得られたＤ−／Ｌ
−樹脂複合体のそれぞれについて、円二色性測定を行った。その結果を図９に示す。図９
は、得られたＤ−／Ｌ−樹脂複合体（Ｄ−及びＬ−ＣＭＳ＠ＳｉＯ２＠ＰＭＢＡ）の円二
色性スペクトルである。図９に示すように、２４０〜３００ｎｍに正と負のコットン効果
がそれぞれ観察された。また、得られた樹脂複合体では、ＩＲスペクトルにて１７００ｃ
−１
ｍ
にＣ＝Ｃに起因する吸収の増加が観察され、ＴＧＡによる質量分析にて三級化複合
体よりも有機物が増加していることが確認されたことから、ＭＢＡのラジカル重合により
ポリマーの形成が確認された。
【００９８】
・除去工程
５ｍＬのスクリュー管に、樹脂複合体０．１ｇ及び５ｗｔ％ＮａＯＨ水溶液（１５ｍＬ
）を加え、室温で４時間撹拌した。遠心分離により固体を回収し、脱イオン水、及びアセ
トンによりそれぞれ洗浄した後、減圧乾燥させて実施例２のキラルポリマーを得た。得ら
れたＤ−／Ｌ−キラルポリマーのそれぞれについて、円二色性測定を行った。その結果を
図１０に示す。図１０は、実施例２のＤ−／Ｌ−キラルポリマー（Ｄ／Ｌ−ＰＭＢＡ）の
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円二色性スペクトルである。図１０に示すように、２６０〜３１０ｎｍに正と負のコット
ン効果がそれぞれ確認された。また、得られたキラルポリマーでは、ＩＲスペクトルにて
−１
１０８５ｃｍ
におけるＯ−Ｓｉ−Ｏの吸収の減少が観察され、ＴＧＡによる質量分析
によりシリカ含有量が２．８０％となったことが確認された。これらの結果から、実施例
２のキラルポリマーには、上記Ｄ−／Ｌ−複合体におけるシリカ層のキラリティーが転写
され、そのキラリティーが当該シリカの除去後も維持されていることがわかる。
【００９９】
［実施例３］
上記手順で得た酸処理複合体をもとに、焼成により有機物を分解してシリカ粒子とする
焼成工程、３−（トリメトキシシリル）プロピルメタクリレート（ＴＰＭ）の処理による
表面処理工程、ジビニルベンゼン（ＤＶＢ）をモノマーとした重合工程、及び水酸化ナト
リウム水溶液を用いた除去工程を経て実施例３のキラルポリマーを得た。その手順は、次
の通りである。
【０１００】
・焼成工程及び表面処理工程
Ｄ−又はＬ−酸処理複合体を６００℃で３時間焼成し、シリカ粒子とした。１０ｍＬの
反応容器にこのシリカ粒子０．３ｇを入れた後、窒素下で脱水トルエン８ｍＬ及び３−（
トリメトキシシリル）プロピルメタクリレート（ＴＰＭ）２ｍＬを加え、４０℃で２４時
間撹拌した。吸引濾過により固体を回収し、メタノールで洗浄した後、減圧乾燥させ表面
処理シリカ（ＴＰＭ処理物）の白色固体を得た。得られたＤ−／Ｌ−表面処理シリカのそ
れぞれについて、円二色性測定を行った。その結果を図１１に示す。図１１は、得られた
Ｄ−／Ｌ−表面処理シリカ（Ｄ−及びＬ−ＳｉＯ２＠ＴＰＭ）の円二色性スペクトルであ
る。図１１に示すように、２１０〜３００ｎｍに正と負のコットン効果がそれぞれ観察さ
−１
れた。また、得られた表面処理シリカでは、ＩＲスペクトルにて１７００ｃｍ
にＣ＝
Ｃに起因する吸収が観察され、ＴＧＡによる質量分析にて有機物の存在が確認された。
【０１０１】
・重合工程
５ｍＬのスクリュー管に、Ｄ−又はＬ−表面処理シリカ（ＴＰＭ処理物）０．３ｇ及び
ジビニルベンゼン（ＤＶＢ）３ｍＬを加え、室温で２時間撹拌した。吸引濾過で固体を回
収し、白色固体を得た。次いで、１０ｍＬの反応容器に、この白色固体０．３ｇ、脱イオ
ン水５ｍＬ及び２，２＇−アゾビス（２−メチルプロピオンアミジン）ジハイドロクロラ
イド（ＡＡＰＨ、ラジカル重合開始剤）０．０３ｇを加え、容器内部を窒素置換してから
８０℃で２０時間撹拌した。遠心分離で固体を回収し、ＴＨＦ、メタノール、アセトンに
よりそれぞれ洗浄した後、減圧乾燥させ樹脂複合体を得た。得られたＤ−／Ｌ−樹脂複合
体のそれぞれについて、円二色性測定を行った。その結果を図１２に示す。図１２は、得
られたＤ−／Ｌ−樹脂複合体（Ｄ−及びＬ−ＳｉＯ２＠ＴＰＭ＠ＰＤＶＢ）の円二色性ス
ペクトルである。図１２に示すように、２５０〜３２０ｎｍに正と負のコットン効果がそ
れぞれ観察された。また、得られた樹脂複合体のＴＧＡによる質量分析にて表面処理シリ
カよりも有機物が増加していることが確認されたことから、ＤＶＢのラジカル重合により
ポリマーの形成が確認された。
【０１０２】
・除去工程
５ｍＬのスクリュー管に、樹脂複合体０．１ｇ及び５ｗｔ％ＮａＯＨ水溶液（１５ｍＬ
）を加え、室温で４時間撹拌した。遠心分離により固体を回収し、脱イオン水、及びアセ
トンによりそれぞれ洗浄した後、減圧乾燥させて実施例３のキラルポリマーを得た。得ら
れたＤ−／Ｌ−キラルポリマーのそれぞれについて、円二色性測定を行った。その結果を
図１３に示す。図１３は、実施例３のＤ−／Ｌ−キラルポリマー（Ｄ／Ｌ−ＰＤＶＢ）の
円二色性スペクトルである。図１３に示すように、２５０〜３２０ｎｍに正と負のコット
ン効果がそれぞれ確認された。また、得られたキラルポリマーでは、ＩＲスペクトルにて
−１
１０８５ｃｍ
におけるＯ−Ｓｉ−Ｏの吸収の減少が観察され、ＴＧＡによる質量分析
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によりシリカ含有量が４．９０％となったことが確認された。これらの結果から、実施例
３のキラルポリマーには、上記Ｄ−／Ｌ−複合体におけるシリカ層のキラリティーが転写
され、そのキラリティーが当該シリカの除去後も維持されていることがわかる。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

(20)

【図５】
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【図１３】
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