(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【化１】

次の一般式（Ｉ）：

｛式中、Ｍは、Ｚｎ、Ｇａ、Ｒｕ、Ｆｅ及びＣｏから成

る群から選択される金属原子を表し、Ｒ1は、アルキル

(2)
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基、無置換のアリール基、アルキル置換アリール基およ

基であり；無置換アリール基が、炭素数６〜１４個のア

びアルキルオキシ置換アリール基からなる群から選択さ

リール基であり；アルキル置換アリール基が、炭素数１

れる１の基を表し、Ｉｍは、以下のイミダゾリル基Ｉｍ

〜１８のアルキル基を置換基として有する炭素数６〜１

1またはＩｍ2：
【化２】

４個のアリール基であり；アルキルオキシ置換アリール
基が、炭素数１〜１８のアルキルオキシ基を置換基とし
て有する炭素数６〜１４個のアリール基である請求項１
に記載のポリ（ポルフィリン）。
【請求項３】

前記一般式（Ｉ）において、Ｍが亜鉛原

子であり、Ｒ1がアルキル基であり、ＩｍがＩｍ1（式
中、Ｒ2は、メチル基である。）である請求項１又は２
に記載のポリ（ポルフィリン）。
（式中、Ｒ2は、水素原子またはメチル基を表す。）を

【請求項４】

表し、ｎは、１以上の整数を表す。ただし、一般式

（ポルフィリン）の製造方法であって、次の工程（ａ）

（Ｉ）の両末端のポルフィリン環の少なくとも一方に

〜（ｃ）：

は、中心金属Ｍが配位していても、配位していなくても

（ａ）一般式（II）で表されるポルフィリン単量体に、

よい。｝で表されるイミダゾリルポルフィリン金属錯体

金属Ｍ（Ｍは、一般式（Ｉ）で規定した通りである。）

を構成単位とするポリ（ポルフィリン）。

をポルフィリンの中心金属として挿入し、一般式（II

【請求項２】

I）で表される相補配位型二量体を得る工程と

前記一般式（Ｉ）において、Ｒ1で表さ

請求項１の一般式（Ｉ）で表されるポリ

れるアルキル基が、炭素数１〜２０個を有するアルキル

【化３】

（式中、Ｍ、Ｒ1、Ｉｍは、一般式（Ｉ）で規定した通

配位型二量体から中心金属を除き、一般式（IV）で表さ

りである。）；

れるメソ型二量体を得る工程と

（ｂ）前記工程（ａ）で得られた一般式（III）の相補

【化４】

（式中、Ｒ1、Ｉｍは、一般式（Ｉ）で規定した通りで

【請求項５】

ある。）；

行われることを特徴とする請求項４に記載のポリ（ポル

（ｃ）前記工程（ｂ）で得られた一般式（IV）のメソ型

フィリン）の製造方法。

二量体に中心金属Ｍ（Ｍは、一般式（Ｉ）で規定した通

【請求項６】

りである。）を挿入し、この中心金属とＩｍを配位させ

に記載の一般式（IV）で表されるメソ型二量体に、金属

ることにより請求項１の一般式（Ｉ）で表されるポリ

Ｍ（Ｍは、一般式（Ｉ）で規定した通り）の塩を中心金

（ポルフィリン）を得る工程を具備することを特徴とす

属として挿入する工程を具備することを特徴とする一般

るポリ（ポルフィリン）の製造方法。

式（Ｉ）で表されるポリ（ポルフィリン）の製造方法。

前記工程（ｃ）が、極性溶媒非存在下で

極性溶媒非存在下の溶媒中で、請求項４

(3)

【請求項７】

極性溶媒非存在下の溶媒中で、請求項４
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seyらは、共有結合でポルフィリンを鎖状に結合したポ

に記載の一般式（IV）で表されるメソ型二量体に、金属

ルフィリン多量体（J. Am. Chem. Soc., 118, 3996(199

Ｍ（Ｍは、一般式（Ｉ）で規定した通り）の塩を中心金

6)）を、Fuhrhopらは、電解重合反応でポルフィリン金

属として挿入する工程を具備する一般式（Ｉ）で表され

属錯体を重合し、鎖状の高分子合成（重合度

るポリ（ポルフィリン）の製造方法において、前記重合

報告している（J. Am. Chem. Soc., 121, 6664(199

すべきメソ型二量体のモル数に対する挿入すべき金属Ｍ

9)）。

のモル数の割合を２未満に設定することを特徴とする、

【０００４】しかしながら、これらのポリ（ポルフィリ

一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポルフィリン）（ただ

ン）は、共有結合によりポルフィリン単量体が結合され

し、両末端のポルフィリン環に中心金属Ｍは配位してい

ている。共有結合により結合されたポリ（ポルフィリ

ない。）の製造方法。

ン）は一旦連鎖が形成されると、その結線・断線の制御

【請求項８】

が容易ではないため、光及び電子エネルギー伝達ディバ

極性溶媒非存在下の溶媒中で、請求項１

2000）を

の一般式（Ｉ）（式中、Ｍ、Ｒ１、Ｉｍ、ｎは請求項１

イスとしての応用の幅が狭まる可能性がある。

で規定した通り。）で表されるポリ（ポルフィリン）

【０００５】

に、所定量の極性溶媒を添加することを特徴とする、ｎ

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、ポ

の値が極性溶媒添加前よりも小さい一般式（Ｉ）で表さ

リ（ポルフィリン）であって、ポルフィリン単位により

れるポリ（ポルフィリン）（ただし、両末端のポリフィ

構成される連鎖の切断・再構築を容易に制御し得るもの

リン環には中心金属Ｍが配位する。）を製造する方法。

及びその製造方法を提供することを目的とする。

【発明の詳細な説明】

【０００６】

【０００１】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、イミダゾ

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なポリ（ポル

リルポルフィリン金属錯体の二量体であって、その一方

フィリン）およびその製造方法に関する。

の単量体の中心金属と他方の単量体のイミダゾリル基と

【０００２】本発明のポリ（ポルフィリン）は、光エネ

が互いに配位結合したポルフィリン二量体において、２

ルギー伝達、電子伝達を行うディバイスとして使用し得

つの単量体を結合する配位結合は、その結合力が非常に

るものである。

強いにもかかわらず、メタノール等の配位性溶媒が共存

【０００３】

すると容易に切断されることを見出し、本発明を完成す

【従来の技術】ポルフィリンは、その共役π電子系を利

るに至った。

用して光エネルギー伝達、電子エネルギー伝達を行うデ

【０００７】即ち、本発明は、次の一般式（Ｉ）：

ィバイスとしての利用が期待されている。例えば、Lind

【化５】

｛式中、Ｍは、Ｚｎ、Ｇａ、Ｒｕ、Ｆｅ及びＣｏから成
る群から選択される金属原子を表し、Ｒ1は、アルキル
基、無置換のアリール基、アルキル置換アリール基およ
びアルキルオキシ置換アリール基からなる群から選択さ
れる１の基を表し、Ｉｍは、以下のイミダゾリル基Ｉｍ
1またはＩｍ2：
【化６】

（式中、Ｒ2は、水素原子またはメチル基を表す。）を
表し、ｎは、１以上の整数を表す。ただし、一般式
（Ｉ）の両末端のポルフィリン環の少なくとも一方に
は、中心金属Ｍが配位していても、配位していなくても

(4)
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よい。｝で表されるイミダゾリルポルフィリン金属錯体

り、ＩｍがＩｍ1（式中、Ｒ2は、メチル基である。）で

を構成単位とするポリ（ポルフィリン）を提供する。

あるものを提供する。

【０００８】前記一般式（Ｉ）において、具体的には、

【００１０】また、本発明は、上記一般式（Ｉ）で表さ

Ｒ1で表されるアルキル基は、炭素数１〜２０個を有す

れるポリ（ポルフィリン）の製造方法も提供する。本発

るアルキル基であり；無置換アリール基は、炭素数６〜

明のポリ（ポルフィリン）の製造方法は、次の工程

１４個のアリール基であり；アルキル置換アリール基

（ａ）〜（ｃ）：

は、炭素数１〜１８のアルキル基を置換基として有する

（ａ）一般式（II）で表されるポルフィリン単量体に、

炭素数６〜１４個のアリール基であり；アルキルオキシ

金属Ｍ（Ｍは、一般式（Ｉ）で規定した通り。）をポル

置換アリール基は、炭素数１〜１８のアルキルオキシ基

フィリンの中心金属として挿入し、一般式（III）で表

を置換基として有する炭素数６〜１４個のアリール基で

される相補配位型二量体を得る工程と

あるものを提供する。

【００１１】

【０００９】また、より具体的には、前記一般式（Ｉ）

【化７】

において、Ｍが亜鉛原子であり、Ｒ1がアルキル基であ

【００１２】（式中、Ｍ、Ｒ1、Ｉｍは、一般式（Ｉ）

れるメソ型二量体を得る工程と

で規定した通りである。）；

【００１３】

（ｂ）前記工程（ａ）で得られた一般式（III）の相補

【化８】

配位型二量体から中心金属を除き、一般式（IV）で表さ

【００１４】（式中、Ｒ1、Ｉｍは、一般式（Ｉ）で規

とを特徴とする一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポルフィ

定した通りである。）；

リン）の製造方法も提供する。

（ｃ）前記工程（ｂ）で得られた一般式（IV）のメソ型

【００１７】また、本発明は、極性溶媒非存在下の溶媒

二量体に中心金属Ｍを挿入し、この中心金属とＩｍを配

中で、上記（４）に記載の一般式（IV）で表されるメソ

位させることにより上記（１）の一般式（Ｉ）で表され

型二量体に、金属Ｍ（Ｍは、一般式（Ｉ）で規定した通

るポリ（ポルフィリン）を得る工程を具備することを特

り）の塩を中心金属として挿入する工程を具備する一般

徴とする。

式（Ｉ）で表されるポリ（ポルフィリン）の製造方法に

【００１５】前記工程（ｃ）は、特に、極性溶媒非存在

おいて、前記重合すべきメソ型二量体のモル数に対する

下で行われることを特徴とする。

挿入すべき金属Ｍのモル数の割合を２未満に設定するこ

【００１６】さらに、本発明は、極性溶媒非存在下の溶

とを特徴とする、一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポルフ

媒中で、上記（４）に記載の一般式（IV）で表されるメ

ィリン）（ただし、両末端のポルフィリン環に中心金属

ソ型二量体に、金属Ｍ（Ｍは、一般式（Ｉ）で規定した

Ｍは配位していない。）の製造方法も提供する。

通り）の塩を中心金属として挿入する工程を具備するこ

【００１８】さらに、本発明は、極性溶媒非存在下の溶
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媒中で、上記（１）の一般式（Ｉ）（式中、Ｍ、Ｒ１、

ましくは、１〜１２である。置換するアルキル基の数及

Ｉｍ、ｎは上記（１）で規定した通り。）で表されるポ

びそれらの置換位置は、アリール基に置換し得る数であ

リ（ポルフィリン）に、所定量の極性溶媒を添加するこ

り、ポルフィリンの重合に障害がない限り特に制限はな

とを特徴とする、ｎの値が極性溶媒添加前よりも小さい

いが、製造の容易性、溶解度等を考慮すると、１〜３個

一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポルフィリン）（ただ

のアルキル基がｏ−、ｍ−、ｐ−位に置換することがで

し、両末端のポリフィリン環には中心金属Ｍが配位す

きる。これらのうち、ｏ−位にアルキル基が置換したも

る。）を製造する方法も提供する。

のは、所望しない副反応を抑える点で好ましい。

【００１９】

【００２８】Ｒ1により表されるアルキル置換アリール

【発明の実施の形態】以下、本発明の一般式（Ｉ）で表

基の具体例としては、４−メチルフェニル、４−オクチ

されるポリ（ポルフィリン）について詳細に説明する。

ルフェニル、２，４，６−トリメチルフェニルを挙げる

【００２０】一般式（Ｉ）において、Ｍは、ポルフィリ

ことができる。

ンの中心金属となり得る金属原子であって、Ｉｍにより

【００２９】Ｒ1により表されるアルキルオキシ置換ア

表されるイミダゾリル基の窒素原子と配位し得るもので

リール基において、アリール部分としては、上記アルキ

あれば特に制限はない。Ｍで表される中心金属の具体例

ル置換アリール基で規定したアリール基と同義である。

を挙げると、Ｚｎ、Ｇａ、Ｒｕ、Ｆｅ及びＣｏが含まれ

【００３０】上記アリール基に置換するアルキルオキシ

る。これらの中心金属のうち、Ｚｎが製造の容易性の観

基には、直鎖、分岐鎖、環状のアルキルオキシ基が含ま

点から好ましい。

れる。このアルキルオキシ基の炭素数は、好ましくは、

【００２１】一般式（Ｉ）において、両末端のポルフィ

１〜２０、より好ましくは、１〜１８である。置換する

リン環の少なくとも一方には、中心金属Ｍが配位してい

アルキルオキシ置換基の数及びそれらの置換位置は、ア

てもしていなくてもよい。即ち、本発明の一般式（Ｉ）

リール基に置換し得る数であり、ポルフィリンの重合に

で表されるポリ（ポルフィリン）は、その両末端のポル

障害がない限り特に制限はないが、製造の容易性、溶解

フィリン環に中心金属Ｍが配位したものと、その一端の

度等を考慮すると、１〜３個のアルキルオキシ基がｏ

ポルフィリン環にのみ中心金属が配位したものと、両末

−、ｍ−、ｐ−位に置換することができる。これらのう

端のポリフィリン環に中心金属が配位していないものと

ち、ｏ−位にアルキルオキシ基が置換したものは、所望

が含まれる。

しない副反応を抑える点で好ましい。

【００２２】一般式（Ｉ）において、Ｒ1は、アルキル

【００３１】Ｒ1により表されるアルキルオキシ置換ア

基、無置換のアリール基、アルキル置換アリール基およ

リール基の具体例としては、４−メトキシフェニル、４

びアルキルオキシ置換アリール基からなる群から選択さ

−オクチルオキシフェニル、４−ドデシルオキシフェニ

れる１の基を表す。

ルを挙げることができる。

【００２３】Ｒ1により表されるアルキル基には、直

【００３２】一般式（Ｉ）において、Ｉｍで表される置

鎖、分岐鎖、環状のアルキル基が含まれる。アルキル基

換または非置換のイミダゾリル基には、以下のＩｍ1及

の炭素数は、好ましくは、１〜２０、より好ましくは、

びＩｍ2：

７〜１８である。Ｒ1により表されるアルキル基は、ポ

【００３３】

ルフィリンの重合に障害がない限り置換基を有していて

【化９】

もよい。
【００２４】Ｒ1により表されるアルキル基の具体例に
は、ｎ−ヘプチル、ｎ−ノニル、ｎ−ウンデシル、ｎ−
トリデシルが含まれる。
【００２５】Ｒ1により表されるアリール基としては、
好ましくは、炭素数４〜１４、より好ましくは、６〜１
２のものが含まれ、具体的には、フェニル、ナフチル、

【００３４】が含まれる。Ｉｍ1及びＩｍ2において、Ｒ

ビフェニルを挙げることができる。
【００２６】Ｒ1により表されるアルキル置換アリール

2は、水素原子またはアルキル基を表す。Ｒ2により表さ
れるアルキル基の炭素数としては、ポルフィリンの重合

基において、アリール部分としては、好ましくは、炭素

に障害がない限り特に制限はないが、好ましくは、１〜

数６〜１４、より好ましくは、６〜１２のアリール基が

４である。Ｒ2は、製造の容易性の観点からメチル基が

含まれ、具体的には、フェニル、ナフチル、ビフェニル

より好ましい。

を挙げることができる。

【００３５】一般式（Ｉ）において、ｎは、ポリ（ポル

【００２７】上記アリール基に置換するアルキル基に

フィリン）の用途に応じて１又はそれ以上の値に適宜設

は、直鎖、分岐鎖、環状のアルキル基が含まれる。この

定することができ、その範囲に特に制限はない。例え

アルキル基の炭素数は、好ましくは、１〜１８、より好

ば、本発明のポリ（ポルフィリン）をナノメートル単位
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の光エネルギー伝達ディバイスとして用いる場合には、

の４つのピロール核により形成されるｐ−軌道平面が互

繰り返し単位の長さ１．４ｎｍから計算して、ｎの最大

いに直交するように直接結合した二量体（以下、この二

値を７１４程度にまですることができる。また、ナノメ

量体を「メソ型二量体」ともいう。）を構成単位として

ートル単位を越えたより長いポリ（ポルフィリン）を所

形成されるものであり、これらのメソ型二量体が、上下

望する場合には、ｎの値をさらに増加させることがで

互い違いになるように鎖状に配置されている。

き、例えば、８００〜１０００程度の値に設定すること

【００３７】メソ型二量体の立体構造は、本発明の一般

もできる。本発明者らは、現段階では、最大でｎが４０

式（Ｉ）で表される金属錯体のポリマーになってもその

０程度のポリ（ポルフィリン）の合成に成功している。

まま維持される。

【００３６】本発明の一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポ

【００３８】

ルフィリン）は、以下に示すように、イミダゾリル基１

【化１０】

つが置換したポルフィリン単量体２つが、各々の単量体

【００３９】メソ型二量体を構成する２つの単量体の各

互いに同じであっても異なっていてもよいが、製造の容

置換基（Ｍ、Ｒ1、Ｉｍ）は、互いに同じでも異なって

易性等を考慮すると同じであることが好ましい。

いてもよいが、製造の容易性、精製の容易性等を考慮す

【００４０】

ると同じであることが好ましい。また、本発明のポリ

【化１１】

（ポルフィリン）を構成する複数個のメソ型二量体は、

【００４１】上記式に示すように、メソ型二量体単位に

体内距離」ともいう。）は、０．８４ｎｍであり、互い

おいて、互いに最も近い中心金属の距離（以下、「二量

に最も近い、１つのメソ型二量体の中心金属と他のメソ
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型二量体の中心金属との距離（以下、「二量体間距離」

位結合は、溶媒の極性に応じて結合状態と解離状態との

ともいう。）は、０．５９ｎｍである｛Cerius（Angew.

間の平衡状態にある。具体的には、極性溶媒非存在下で

Chem, Int. Ed. Engl. 33, 655‑657(1994)）により推

は平衡は結合状態側にシフトし（多量体化）、極性溶媒

定｝。

存在下では平衡は解離状態側にシフトする（メソ型二量

【００４２】このように、本発明のポリ（ポルフィリ

体化）。

ン）のメソ型二量体間距離及びメソ型二量体内距離は、

【００４５】メソ型二量体側にシフトさせ得る極性溶媒

天然のアンテナリングのクロロフィル間距離に匹敵する

としては、メタノール、エタノール、ピリジン等を挙げ

短い距離にあるものである。例えば、Rhodopseudomonas

ることができる。また、多量体側にシフトさせ得る極性

acidophilia由来のＢ８５０の二量体内距離は、０．９

溶媒非存在下で用い得る溶媒としては、クロロホルム、

５ｎｍであり、二量体間距離は、０．８９ｎｍであると

ベンゼン、トルエン等の非極性溶媒を挙げることができ

いわれている。このような短い距離にクロロフィルが配

る。

置されることにより、発色団の強い励起相互作用を誘発

【００４６】ポリ（ポルフィリン）のメソ型二量体間配

し、その結果得られる色素の励起子非局在化がピ、超高

位結合の解離・再構築は、ポリ（ポルフィリン）及び二

速励起ダイナミクスの源であるといわれている。このこ

量体に各々特有のソーレー帯における吸収スペクトルや

とからも、本発明のポリ（ポルフィリン）が電子伝達系

蛍光スペクトルのピークの位置の変化により確認するこ

を形成し得ることが強く推測される。

とができる。

【００４３】本発明のポリ（ポルフィリン）鎖の長さ

【００４７】本発明の一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポ

は、合成条件等により異なるが、１１０〜５５０ｎｍの

ルフィリン）の製造方法について説明する。

範囲のものであれば合成できることを確認しているが、

【００４８】本発明の一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポ

この範囲外のものについても可能であると考えている。

ルフィリン）は、次の工程（ａ）〜（ｃ）を経て製造す

また、本発明のポリ（ポルフィリン）鎖の太さは、２．

ることができる。

５ｎｍ程度である。

【００４９】（ａ）一般式（II）で表されるポルフィリ

【００４４】本発明の一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポ

ン単量体に、金属Ｍをポルフィリンの中心金属として挿

ルフィリン）は、溶媒の極性に依存して、メソ型二量体

入し、一般式（III）で表される相補配位型二量体を得

間（１つのメソ型二量体と他のメソ型二量体の間）の配

る工程と

位結合を切断・再構築することができる。即ち、本発明

【００５０】

のポリ（ポルフィリン）において、メソ型二量体間の配

【化１２】

【００５１】（式中、Ｍ、Ｒ1、Ｉｍは、一般式（Ｉ）

れるメソ型二量体を得る工程と

で規定した通りである。）；

【００５２】

（ｂ）前記工程（ａ）で得られた一般式（III）の相補

【化１３】

配位型二量体から中心金属を除き、一般式（IV）で表さ

【００５３】（式中、Ｒ1、Ｉｍは、一般式（Ｉ）で規

フィリン）を得る工程。

定した通りである。）；

【００５４】以下、本発明の一般式（Ｉ）で表されるポ

（ｃ）前記工程（ｂ）で得られた一般式（IV）のメソ型

リ（ポルフィリン）の製造方法を、Ｒ1＝ｎ−Ｃ7Ｈ15、

二量体に中心金属Ｍを挿入し、この中心金属とＩｍを配

Ｍ＝Ｚｎであり、Ｉｍ＝Ｉｍ1（Ｒ2＝メチル基）である

位させることにより一般式（Ｉ）で表されるポリ（ポル

ものを例に挙げて説明するが、他の置換基のものについ
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ても用いる化合物、触媒、反応温度等の反応条件を適宜

る。添加する亜鉛の塩の量は、亜鉛に換算して、一般式

変更することにより製造することができる。また、本発

（II）の単量体に対して、５〜２０倍モル用いることが

明のポリ（ポルフィリン）の製造方法は、これに限定さ

できる。

れるものではない。

【００６５】反応混合物は、通常、室温付近で、１〜３

【００５５】上記工程ａの出発原料である一般式（II）

時間撹拌し、得られた反応溶液を水等の水性溶媒で洗浄

で表されるポルフィリン単量体は、１−メチルイミダゾ

した後、有機層を蒸発させることにより、一般式（II

ール−２−カルボキシアルデヒド、ホルムアルデヒド及

I）で表される相補配位型二量体の粗生成物が得られ

びmeso−（ｎ−ヘプチル）ジピロロメタンを非極性溶媒

る。

中に溶解し、撹拌後、トリフルオロ酢酸を添加し、ジク

【００６６】工程ｂにおいて、上記一般式（III）で表

ロロジシアノ−ｐ−ベンゾキノンを添加することにより

される相補配位型二量体とヨウ素を非極性溶媒に溶解

得られる。

し、有機溶媒に溶解したヘキサフルオロリン酸銀（Ｉ）

【００５６】上記反応において用いる１−メチルイミダ

を添加、撹拌した後、ヨウ素及びヘキサフルオロリン酸

ゾール−２−カルボキシアルデヒド及びホルムアルデヒ

銀（Ｉ）をさらに添加し、撹拌する。反応溶液を水性溶

ドは市販品を用いることができる。meso−（ｎ−ヘプチ

媒で洗浄し、溶媒を除去する。残渣を酸性有機溶媒に溶

ル）ジピロロメタンは、文献等に記載の方法に従い、オ

解し、撹拌する。水性溶媒を添加後、有機溶媒で抽出す

クタナール及びピロールから製造することができる。

ることにより、一般式（IV）で表されるメソ型二量体の

【００５７】１−メチルイミダゾール−２−カルボキシ

粗生成物が得られる。

アルデヒド：ホルムアルデヒド：meso−（ｎ−ヘプチ

【００６７】一般式（III）で表される相補配位型二量

ル）ジピロロメタンの使用モル比は、通常、１：４：２

体を溶解する非極性溶媒としては、クロロホルム等を、

〜１：３：２に設定することができる。

通常、化合物重量に対し５００〜１０００倍量用いるこ

【００５８】非極性溶媒としては、クロロホルム、ＴＨ

とができる。添加するヨウ素およびヘキサフルオロリン

Ｆ等を用いることができ、通常、化合物重量に対し５０

酸銀（Ｉ）は、一般式（III）の二量体に対して、それ

０〜１０００倍の量用いる。

ぞれ０．４〜０．６倍モルおよび０．４〜０．６倍モル

【００５９】反応溶液に添加するトリフルオロ酢酸の量

用いることができる。

は、１−メチルイミダゾール−２−カルボキシアルデヒ

【００６８】ヘキサフルオロリン酸銀（Ｉ）を溶解する

ドに対して通常、１〜３倍モル使用することができる。

有機溶媒としては、アセトニトリル、アセトン等を、ヘ

これらの化合物の反応は、窒素のような不活性気体雰囲

キサフルオロリン酸銀（Ｉ）の重量に対し１００〜２０

気下で、通常、室温付近の温度において、２０〜４０分

０倍量用いることができる。

間撹拌することにより行う。

【００６９】撹拌は、通常、室温で、１〜３時間行う。

【００６０】撹拌後の反応溶液に添加するジクロロジシ

【００７０】更に添加するヨウ素及びヘキサフルオロリ

アノ−ｐ−ベンゾキノンの量は、１−メチルイミダゾー

ン酸銀（Ｉ）の量は、一般式（III）の二量体に対し

ル−２−カルボキシアルデヒドに対して通常、２〜４倍

て、それぞれ、０．４〜０．６倍モル及び０．４〜０．

モル使用することができる。この反応は、通常、３０分

６倍モルに設定することができる。反応溶液の撹拌は、

〜１時間撹拌することにより行う。

通常、１〜３時間行う。

【００６１】得られた反応溶液を重炭酸ナトリウム等の

【００７１】反応溶液を洗浄する水性溶媒としては、重

水性溶媒で洗浄した後、有機層を蒸発させることにより

炭酸ナトリウム水溶液及び水等を用いることができる。

一般式（II）の粗生成物が得られる。この粗生成物は、

【００７２】洗浄後の残渣を溶解させる酸性有機溶媒と

必要に応じてカラムクロマトグラフィー等を用いて精製

しては、反応混合物のｐＨ値を１以下にすることができ

し、工程ａの出発物質として用いることができる。

るものであり、例えば、メタノール／濃塩酸（１０：

【００６２】工程ａにおいて、一般式（II）のポルフィ

１）混合物等を、化合物重量に対し２００〜５００倍量

リン単量体を非極性溶媒に溶解し、亜鉛の塩を有機溶媒

用いることができる。反応溶液は、通常、室温で、２０

に溶解した溶液を添加することにより、一般式（III）

〜４０分撹拌する。

の相補配位型二量体が得られる。

【００７３】得られた反応溶液に添加する水性溶媒とし

【００６３】一般式（II）のポルフィリン単量体を溶解

ては、水等を用いることができ、抽出有機溶媒として

する非極性溶媒としては、クロロホルム、ジクロロメタ

は、クロロホルム等を用いることができる。

ン等を用いることができ、通常、その量は、化合物重量

【００７４】この様にして得られた一般式（III）のメ

に対し１００〜２００倍量に設定することができる。

ソ型二量体の粗生成物は、必要に応じて、重炭酸ナトリ

【００６４】亜鉛の塩を有機溶媒に溶解した溶液として

ウム水溶液及び水のような水性溶媒で洗浄後、クロマト

は、酢酸亜鉛、塩化亜鉛等を、メタノール、エタノール

グラフィー等により精製し、次の工程ｃに供することが

のような有機溶媒に溶解したものを用いることができ

できる。
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【００７５】工程ｃでは、一般式（III）のメソ型二量

としては、クロロホルム、ジクロロメタン等を、化合物

体を非極性溶媒に溶解し、有機溶媒に溶解した亜鉛の塩

重量に対し、１００〜２００倍量用いることができる。

を添加、撹拌することにより、一般式（Ｉ）で表される

【００８５】添加すべき金属の塩としては、一般式

本発明のポリ（ポルフィリン）が得られる。

（Ｉ）のＭで規定した金属の酢酸塩、塩酸塩等を用いる

【００７６】工程ｃの反応に用いる非極性溶媒として

ことができる。金属の塩を溶解する有機溶媒としては、

は、クロロホルム、ジクロロメタン等を、化合物重量に

メタノール、エタノール等を用いることができる。

対し１００〜２００倍量用いることができる。

【００８６】重合されるべきメソ型二量体のモル数に対

【００７７】この反応混合物に添加する有機溶媒に溶解

して、配位させるべき金属の量を２倍モルよりも多くす

した亜鉛の塩の溶液としては、酢酸亜鉛、塩化亜鉛等

ると、メソ型二量体に依存して重合度が決定される。こ

を、メタノール、エタノールのような有機溶媒に溶解し

の場合、得られるポリ（ポルフィリン）は、その両末端

た飽和溶液を用いることができる。添加する亜鉛の塩の

に金属Ｍが配位したものが得られる。

量は、亜鉛に換算して、一般式（III）のメソ型二量体

【００８７】一方、重合されるべきメソ型二量体のモル

に対して、５〜２０倍モル用いることができる。

数に対して、添加する金属の量を２倍モルよりも少なく

【００７８】反応は、通常、室温で、１〜３時間撹拌す

（例えば、１．０〜１．５倍モル）に設定すると、その

ることにより行い、本発明の一般式（Ｉ）で表されるポ

両末端に金属Ｍが配位していないポリ（ポルフィリン）

リ（ポルフィリン）が得られる。

であって、全ての重合されるべきメソ型二量体が重合し

【００７９】工程ｃの反応では、ほぼ１００％の収率を

た場合よりも小さい重合度を有するポリ（ポルフィリ

達成することができる。従って、本発明の一般式（Ｉ）

ン）が得られる。

のｎの値は、工程ｃに供する亜鉛に対してメソ型二量体

【００８８】さらに、一般式（Ｉ）のポリ（ポルフィリ

の量を調節することにより所望の値にすることができ

ン）において、その一方のポルフィリン環にのみ中心金

る。

属Ｍが配位したものの重合度の調整は、まず、一般式

【００８０】得られた反応溶液は、水のような水性溶媒

（IV）で表されるメソ型二量体において、一方のポルフ

で洗浄し、溶媒を蒸発除去することにより、精製する。

ィリン環にのみ中心金属を配位させたものを合成し、次

【００８１】本発明の一般式（Ｉ）のポリ（ポルフィリ

いで、所望の重合度を有する本発明の一般式（Ｉ）で表

ン）において、その重合度（ｎ）および両末端のポルフ

されるポリ（ポルフィリン）であって、その両末端に中

ィリン環の少なくとも一方に配位する金属Ｍの有無は、

心金属が配位したものを添加することにより行うことが

反応条件を適宜設定することによって所望の値および所

できる。

望の状態に設定することができる。

【００８９】

【００８２】本発明のポリ（ポルフィリン）を一旦重合

【実施例】本発明の実施例を以下に説明するが、本発明

した後に重合度を調節する場合には、ポリ（ポルフィリ

は、これに限定されるものではない。

ン）を非極性溶媒に溶解し、極性有機溶媒を適量添加す

【００９０】本発明のポリ（ポルフィリン）を以下の方

る。即ち、極性溶媒の添加量を変化させることにより、

法で製造した。

一般式（Ｉ）のｎの値が１のポリ（ポルフィリン）か

【００９１】＜合成例１＞

ら、例えば、ｎの値が４００程度のポリ（ポルフィリ

１）５−（１−メチル−２−イミダゾリル)−１０，２

ン）や、これよりも大きいポリ（ポルフィリン）まで自

０−ビス（ｎ−ヘプチル）ポルフィリン（１）の合成

在に調節できる。この反応に用いる非極性溶媒として、

窒素雰囲気下、１−メチルイミダゾール−２−カルボキ

クロロホルム、ベンゼン、トルエン等を、極性有機溶媒

シアルデヒド（４ｍｍｏｌ）、ホルムアルデヒド（１６

としてはメタノール、エタノール等を用いることができ

ｍｍｏｌ）及びmeso‑（ｎ−ヘプチル）ジピロロメタン

る。添加する極性有機溶媒の量は、非極性溶媒体積１０

（８ｍｍｏｌ）を４００ｍＬのクロロホルムに溶解し、

０に対して、０〜３０用いることができる。反応は、通

トリフルオロ酢酸（８ｍｍｏｌ）を添加した。室温で３

常、室温で数分間撹拌することにより行う。

０分撹拌後、ジクロロジシアノ−ｐ−ベンゾキノン（１

【００８３】上記方法に得られるポリ（ポルフィリン）

２ｍｍｍｏｌ）を添加し、反応混合物を更に１時間撹拌

は、その両末端のポルフィリン環に金属Ｍが配位したも

した。反応溶液を重炭酸ナトリウム水溶液で洗浄し、次

のである。

いで、有機層を蒸発させた。粗生成物をシリカゲルカラ

【００８４】一方、本発明のポリ（ポルフィリン）の重

ムクロマトグラフィー（溶出液：クロロホルム／アセト

合度をその合成過程で調節する場合には、一般式（IV）

ン＝１０：１）により精製し、表題の物質１が０．１１

のメソ型二量体のモル数に対する配位させるべき中心金

ｍｍｏｌ（収率２．８％）得られた。

属のモル数を適宜設定する。具体的には、一般式（IV）

【００９２】質量分析(MALDI‑TOF)

のメソ型を非極性溶媒に溶解し、有機溶媒に溶解した金

測値

属の塩を添加、撹拌する。この反応に用いる非極性溶媒

λabs（クロロホルム）414, 512, 554, 588, 643nm

587.2、計算値

[M+H]+に対する実

587.31

(10)

1Ｈ

特許第３３０３０５３号

ＮＭＲ(270MHz, CDCl3)δ 10.12(s,15,1H), 9.50
(d,J=4.9Hz,3,7,2H), 9.42(d,J=4.9Hz,12,18,2H), 9.35

した後、溶液をクロロホルムで抽出し、重炭酸ナトリウ

(d,J=4.6Hz,2,8,2H), 8.73(d,J=4.6Hz,13,17,2H), 7.69

マトグラフィー｛ＪＡ

(im‑5,s,1H), 7.47(im‑4,s,1H), 4.91(t,J=7.8Hz,CH2),

６０ｃｍの直列）を備える再循環型ＨＰＬＣシステム、

3.35(s,CH3(im),3H), 2.49(quintet,J=7.3Hz,CH2), 1.

日本分析工業株式会社製｝により精製し、表題の物質３

77(quintet,J=7.3Hz,CH2), 1.50(quintet,J=7.3Hz,C
H2), 1.32(m,CH2), 0.89(t,J=7.3Hz,CH3), ‑2.95(s,NH,
2H)。

ム水溶液及び水で洗浄した。生成物を分取ゲル浸透クロ
２Ｈ及び２．５Ｈカラム（各々

が０．０１２ｍｍｏｌ（収率１８％）得られた。
【００９６】質量分析(MALDI‑TOF) [M+H]+に対する実
測値

1172.65、計算値

1172.61

【００９３】２）ビス［５−（１−メチル−２−イミダ

λabs（クロロホルム）415, 453, 525, 562, 597, 657n

ゾリル）−１０，２０−ビス（ｎ−ヘプチル）ポルフィ

m
1Ｈ

リナート亜鉛（II）（２）の合成
１０ｍＬクロロホルム中の上記物質１（０．２０ｍｍｏ

ＮＭＲ(270MHz, CDCl3)δ 9.51 &; 9.52(d &; d,J=
4.6 &; 4.6Hz,3,7,3',7',4H), 9.09 &; 9.15(d &; d,J=4.6

ｌ）の溶液にメタノール中の酢酸亜鉛・二水和物の飽和

&; 4.6Hz,12,18,12',18',4H), 8.89(d,J=4.6Hz,2,8,2',

溶液３ｍＬを添加した。室温で２時間撹拌後、反応溶液

8',4H), 7.98 &; 8.14(d &; d,J=4.6 &; 4.6Hz,13,17,13',

を水で洗浄し、蒸発に供し、表題の物質２が得られた

17',4H), 7.75(s,im‑5,2H), 7.53(s,im‑4,2H), 4.91(b

（０．１８ｍｍｏｌ、収率８８％）。

r,CH2,8H), 3.51(s, CH3(im),6H), 2.50(br,CH2,8H),

[M+H]+に対する実

1.73(br,CH2,8H), 1.45(br,CH2,8H), 1.27(br,CH2,16

649.18、[2M+H]+に対する実測

H), 0.83(t,J=7.0Hz,CH3,6H), 0.82(t,J=7.0Hz,CH3,6
H), ‑2.07(s,NH,4H)。

【００９４】質量分析(MALDI‑TOF)
測値
値

649.29、計算値
1297.0、計算値

1297.58

λabs（クロロホルム）414, 512, 554, 588, 643nm。

【００９７】４）［１５，１５

【００９５】３）１５，１５

−ビス（１−メチル−２

−イミダゾリル）−１０，１０

２−イミダゾリル）−１０，１０

，２０，２０

−テト

トラキス（ｎ−ヘプチル）５，５

−ビスポルフィリナ

−ビスポルフィリン

ート亜鉛（II）］ｎ（４）の合成

，２０，２０

ラキス−（ｎ−ヘプチル）５，５

−ビス（１−メチル−
−テ

（３）の合成

クロロホルム１ｍＬ中の上記物質３（０．０１２ｍｍｏ

上記物質２（０．０６７ｍｍｏｌ）及びヨウ素（０．０

ｌ）の溶液に、メタノール中の酢酸亜鉛・二水和物の飽

３３５ｍｍｏｌ）を２５ｍＬのクロロホルムに溶解し、

和溶液０．３ｍＬを添加した。室温で２時間撹拌後、出

１ｍＬのアセトニトリル中のヘキサフルオロリン酸銀

発物質３は完全に消失したことをＴＬＣにより確認し

（Ｉ）の溶液を添加した。室温で２時間撹拌後、ヨウ素

た。この溶液を水で洗浄し、蒸発に供することにより、

（０．０３３５ｍｍｏｌ）及びヘキサフルオロリン酸銀

表記の物質４が濃い茶色の固形物（０．０１２ｍｍｏ

（Ｉ）（０．０３３５ｍｍｏｌ）を添加し、反応混合物

ｌ、収率１００％）として得られた。

をさらに２時間撹拌した。反応溶液を重炭酸ナトリウム

【００９８】λabs（クロロホルム）412, 490, 584, 64

水溶液で洗浄し、次いで、水で洗浄し、溶媒を蒸発によ

7nm。

り除去した。残渣を１１ｍＬのメタノール／濃塩酸（１

【００９９】＜合成例２＞

０：１）に溶解し、室温で３０分間撹拌した。水を添加

【化１４】

(11)

特許第３３０３０５３号

【０１００】上記合成例１の方法で合成したポリ（ポル

【０１０２】＜合成例３＞１５，１５

−ビス（１−メ

フィリン）物質４（ｎ＜４００）をクロロホルム３ｍＬ

チル−２−イミダゾリル）−１０，１０

の溶かし、０．３ｍＬのエタノールを添加し、室温で数

０

分撹拌することにより、メソ型二量体（ｎ＝１）を得

ルフィリナートモノ亜鉛錯体（５

た。

【０１０３】

【０１０１】このメソ型二量体（ｎ＝１）は、後述する

【化１５】

、２０，２

−テトラキス（ｎ−ヘプチル）−５，５

−ビスポ

）の合成

測定例４に供した。

【０１０４】上記合成例１で得られた物質３

９．４９

ゲル浸透クロマトグラフィー｛ＪＡ

２Ｈ及び２．５Ｈ

μｍｏｌをクロロホルム１ｍＬに溶かし、酢酸亜鉛飽和

カラム（各々６０ｃｍの直列）を備える再循環型ＨＰＬ

メタノール溶液１４μＬを加え、室温で２時間撹拌し

Ｃシステム、日本分析工業株式会社製｝により精製し、

た。ＵＶ等を確認後水で洗浄し、有機層を濃縮し、分取

表題の物質５

が得られた（４．７０μｍｏｌ、収率４

(12)

９％）。

特許第３３０３０５３号

に示す。

【０１０５】質量分析(TOF)m/e 1235.68(M)、計算値
232.65（物質５

1

としての値）

【０１１３】図２から明らかなように、キャストフィル
ムは、ワイヤー様構造を有していた。ほとんどのワイヤ

紫外可視吸収スペクトル(CHCl3)λmax 415.5, 468, 52

ーの長さは、３０ないし２００ｎｍの範囲にあった。典

1, 575, 625, 662nm

型的なワイヤーをより詳細に観察することにより、分子

蛍光スペクトル(CHCl3)λmax 680(λext 416nm)（紫外

の厚みは、０．７ｎｍであると見積もられた。これらの

可視吸収スペクトル及び蛍光スペクトルは、上記物質５

結果は、本発明のポリ（ポルフィリン）が一次元的に広

の形態にあるものの値）。
【０１０６】1Ｈ ＮＭＲ(270MHz, CDCl3)δ 9.65 &; 9.
61(d &; d,J=4.6 &; 4.6Hz,13,17,4H), 9.47 &; 9.49(d &;

がる連鎖であると結論付けることと矛盾がないと考え

d,J=4.6 &; 4.6Hz,3',7',4H), 9.38 &; 9.33(d &; d,J=4.6

４の吸収スペクトルを測定し（島津製作所社製ＵＶ３１

&; 4.6Hz,12',18',4H), 9.09 &; 9.07(d &; d,J=4.6 Hz,

００ＰＣ）、イミダゾリルポルフィリンの亜鉛との複合

る。
【０１１４】＜測定例３＞上記合成例１で得られた物質

2,8,4H), 8.98(d,J=4.6Hz,12,18,2H), 8.87(d,J=4.6Hz,

体（上記合成例１で得られた物質３）及び遊離塩基型イ

2',8',4H), 8.33 &; 8.15(d &; d,J=4.6 &; 4.6Hz,13',1

ミダゾリルポルフィリン（上記合成例１で得られた物質

7',4H), 7.81(s,im‑4',2H), 7.59(s,im‑5',2H), 7.45

１）の吸収スペクトルと比較した。溶媒としては、何れ

(d,J=4.6Hz,12,18,2H), 6.02(s,im‑5,2H), 5.74 &; 5.76

もクロロホルムを用いた。

(d &; d, J=4.6 &; 4.6Hz, 3,7,4H),5.14 &; 4.82(br,CH2,

【０１１５】得られた吸収スペクトルを図３に示す。図

16H), 3.58(s,CH3(im'),6H), 2.97,2.75 &; 2.44(br,C
H2,16H), 1.94(s,CH3(im),6H), 1.55(br,CH2), 0.94(t,

３中、太い実線は物質４を、実線は物質３を、点線は物

J=6.8Hz,CH3,24H), ‑1.94(s,NH,4H)。

【０１１６】図３から、物質４は、４１２及び４９０ｎ

【０１０７】＜測定例１＞上記合成例１で得られた［１

ｍに２つのピークを有する。これに対して、物質１は、

５，１５

４１４ｎｍに単一ピークを有し、物質３は、４１５及び

１０，１０

−ビス（１−メチル−２−イミダゾリル）−
，２０，２０

−テトラキス（ｎ−ヘプチ

質１を表す。

４５３ｎｍに２つのピークを有することが分かる。

ル）５，５−ビスポルフィリナート亜鉛（II）］ｎ（物

【０１１７】＜測定例４＞クロロホルム中の物質４に対

質４）の分子量をゲル浸透クロマトグラフィー（ＪＡ
４ＨＡカラム、４５ｃｍ、排除限界５×１０5ダルト

する極性溶媒の影響を吸収スペクトルにより検討し、極

ン、日本分析工業株式会社製）により測定した。

【０１１８】クロロホルム１００体積に対して、０、

【０１０８】図１に物質４のクロマトグラム（実線）

１、２、３、４、５、７、９、１０、１２、１４、１

を、標準混合物であるポリスチレンのクロマトグラム

６、２０、２５及び３０体積の量のエタノールを添加

（波線）と併せて示す。

し、各々の吸収スペクトルを観察した。

【０１０９】図１から明らかなように、物質４の溶出曲
線は、分子量５．５×１０5の標準物質よりも前に溶出

【０１１９】得られた吸収スペクトルを図４に示す。図

を開始し、１×１０5においてピークに達した。分子量
１×１０5は、約８０個のビス（イミダゾリルポルフィ

高めたスペクトルであることを示している。

リン）単位（分子量１２９８）がイミダゾールと亜鉛と

（ポルフィリン）に特有のソーレー帯における２つのピ

の配位結合により結合しているものに相当する。

ークの幅は、エタノールの添加により狭まり、長波長側

【０１１０】Cerius（Angew. Chem, Int. Ed. Engl. 3

（４９０ｎｍ）のピークは、等吸収点（４７８ｎｍ）を

3, 655‑657(1994)）を用いる分子量計算によれば、繰り

通過してより短い波長へシフトする。この短波長側への

返し単位の分子長は、１．４３ｎｍであると見積もられ

シフトは、３０％エタノールの添加により飽和に達し、

るので、物質４のポリ（ポルフィリン）鎖長は、最長５

４１ｎｍのピーク幅になった。この４１ｎｍのピーク幅

５０ｎｍ、分布のピークにおいて１１０ｎｍになる。

は、物質３（メソ型二量体）に対応する波長である。

【０１１１】＜測定例２＞物質４のクロロホルム溶液を

【図面の簡単な説明】

雲母板上へ流延することによりキャストフイルムを調製

【図１】図１は、本発明のポリ（ポルフィリン）の分子

した。キャストフィルムにおいて、本発明のポリ（ポル

量を測定するためのゲル浸透カラムクロマトグラム。

フィリン）の長さは、３０〜２００ｎｍを有し、厚みは

【図２】図２は、本発明のポリ（ポルフィリン）のキャ

０．７ｎｍを有していた。

ストフィルムの原子間力顕微鏡写真。

【０１１２】得られたフイルムの原子間力顕微鏡像（１

【図３】実施例で得られた化合物の吸収スペクトル。

０ｎｍの曲率を有する走査プローブ顕微鏡システムＳＰ

【図４】本発明のポリ（ポルフィリン）への極性溶媒の

１３８００Ｎ、セイコーインスツルメンツ社製）を図２

影響を検討するための吸収スペクトル。

性溶媒と重合度との関係を調べた。

４中、矢印が示す方向は、その方向にエタノール濃度を
【０１２０】図４から明らかなように、本発明のポリ

(13)

【図１】

【図４】

特許第３３０３０５３号

【図３】

(14)

特許第３３０３０５３号

【図２】
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