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(54)【発明の名称】ゲル化剤及びその製造方法
(57)【要約】
【課題】

極性、非極性を問わず、種々の立体構造、電

子的性質を有する分子からなるあらゆる流動性化合物に
対して、ゲル形成能を一般的に有するとともに高効率に
て、ゲル形成能を発現し得るゲル化剤を提供する。
【解決手段】

ゲル化剤は、自己組織化の凝集力として

π−πスタッキングを利用して３次元構造体を形成し、
内部に流動性化合物の分子を取り込むことによって、流
動性化合物をゲル化する。さらに、ゲル化剤は、外部か
らの刺激に対する応答性を有し、外部刺激によりゲル化
する。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

力として水素結合を利用している（それぞれの低分子ゲ

【請求項１】ビスサリチルアルジミンを配位子として有

ル化剤に関する文献は次の通り。（ａ）；K.Hanabusa,

する環状多核金属錯体を含んでいることを特徴とする請

M.Yamada,M.Kimura,H.Shirai,Angew.Chem.Int.Ed.Eng

求項１記載のゲル化剤。

l.,35,p.1949(1996)、（ｂ）；J.Makarevic,M.Jokic,B.

【請求項２】上記環状多核金属錯体は、一般式

Peric,V.Tomisic,B.Kojic‑P.,M.Zinic,Chem.Eur.J.,7,

【化１】

p.3328,(2001)、（ｃ）；J.van Esch,F.Schoonbeek,M.d
e Loos,H.Kooijman,A.L.Spek,R.M.Kellogg,B.L.Fering
a,Chem.Eur.J.,5,p.937(1999)、（ｄ）；K.Yoza,Y.Ono,
K.Yoshihara,T.Akao,H.Shinmori,M.Takeuchi,S.Shinka
10

i,D.N.Reinhoudt,Chem.Commun.p.907(1998)、（ｅ）；
U.Maitra,P.V.Kumar,N.Chandra,L.J.D'Souza,M.D.Prasa
nna,A.R.Raju,Chem.Commun.,p.595(1999)、（ｆ）；A.A
jayagosh,S.J.George,J.Am.Chem.Soc.,123,p.5148(200
1)）。
【０００４】また、図３（ａ）（ｂ）に示す低分子ゲル
化剤は、コレステロール類似化合物等の疎水性部位（コ
レステロール部位）間に働くファンデルワールス力（分
子間相互作用）を利用して、低分子ゲル化剤を凝集させ
ている（文献：（ａ）；Y.C.Lin,B.Kachar,R.G.Weiss,

20

J.Am.Chem.Soc.,111,p.5542(1989)、（ｂ）；K.Murata,
M.Aoki,T.Suzuki,T.Harada,H.Kawabata,T.Komori,F.Ohs
eto,K.Ueda,S.Shinkai,J.Am.Chem.Soc.,116,p.6664(199
4)）。

（式中、Ｍ1 ，Ｍ2 は、それぞれ２価の金属を表し、Ｒ1

【０００５】上記の低分子ゲル化剤は、水素結合やファ

〜Ｒ8 は、それぞれＨ又はアルキル基を表し、ｎは、５

ンデルワールス力を利用して、低分子ゲル化剤を自己集

又は７である）にて表され、anti体であることを特徴と

合させて３次元構造を形成し、流動性化合物を取り込む

する請求項１記載のゲル化剤。

ことによって、ゲル化している。

【請求項３】（ＣＲ9 Ｒ1 0 ）m 鎖（ここで、Ｒ9 ，Ｒ

【０００６】上記の低分子ゲル化剤のうち、図２（ｅ）

1 0

は、それぞれＨ又はアルキル基を表し、ｍは、５又は

７である）を有するビスサリチルアルジミンと２価の金

に示す低分子ゲル化剤は、自己組織化の凝集力として、
30

主として水素結合を利用し、さらに、補助的にドナー・

属塩とを反応させることを特徴とするゲル化剤の製造方

アクセプター相互作用を用いている。また、図２（ｆ）

法。

に示す低分子ゲル化剤は、水素結合を主な凝集力とし、

【請求項４】anti体を単離することを特徴とする請求項

補助的にπ−πスタッキングを利用している。

３記載のゲル化剤の製造方法。

【０００７】

【発明の詳細な説明】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記水

【０００１】

素結合を主要因とする低分子ゲル化剤では、極性溶媒と

【発明の属する技術分野】本発明は、液状化合物に添加

の間で多様な水素結合が生成するという問題を有してい

することにより、流動性化合物の流動性を低下させて固

る。例えば、極性溶媒と低分子ゲル化剤との間に水素結

化させるゲル化剤に関するものである。
【０００２】

合が形成されると、低分子ゲル化剤間の水素結合による
40

自己組織化が阻害され、ゲル形成を好適に行うことがで

【従来の技術】ゲル化剤は、ゲル化剤自身の自己組織化

きなくなる。また、用いる極性溶媒よっては、低分子ゲ

によって３次元構造体を構築し、この３次元構造体内

ル化剤間の水素結合に関与し、低分子ゲル化剤の自己組

に、有機溶媒等の流動性化合物を取り込んでいる。これ

織化を促進して、ゲル形成を好適に行う場合もある。こ

により、流動性化合物の流動性を低下させ、固体状のゲ

のように、水素結合を主要因とする低分子ゲル化剤で

ルが形成される。このようなゲル形成能を有するゲル化

は、形成される水素結合の多様性のために、用いる極性

剤として、これまでに、例えば図２（ａ）〜（ｆ）及び

溶媒の影響を受けてゲル形成能が異なってしまい、種々

図３（ａ）（ｂ）に示すように、数多くの低分子ゲル化

の極性溶媒に対して高いゲル形成能を発現することが難

剤が見出されている。

しい。

【０００３】図２（ａ）〜（ｆ）に示す低分子ゲル化剤

【０００８】例えば、図２（ａ）に示す低分子ゲル化剤

は、ゲル化を実現するために、自己組織化の主たる凝集

50

は、酢酸エチルに対しては好適に用いることができる

( 3 )
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3

4

が、ベンゼンに対するゲル化能は低い。また、図２
（ｂ）及び図２（ｅ）に示す低分子ゲル化剤は、使用範
囲がアルコールに限定される。
【０００９】また、自己組織化のもう一つの駆動力とし
て利用されているファンデルワールス力は、低分子ゲル
化剤の疎水性部位間に働く。そのため、ファンデルワー
ルス力を駆動力とする低分子ゲル化剤は、疎水性部位間
に働くファンデルワールス力を阻害することなく、この
ファンデルワールス力によって分子を配列することがで
きる溶媒にしか用いることができないという問題があ

10

る。つまり、ファンデルワールス力を主要因とする低分
子ゲル化剤にてゲル化を行うことができる溶媒は、ファ
ンデルワールス力を阻害しない長鎖アルキル基を有する
アルコールや炭化水素に限られてしまう（例えば、図３
（ａ））。
【００１０】このように、従来の低分子ゲル化剤は、特
定の化合物に対してのみゲル形成能を示すため、使用範
囲が限定され、汎用性に乏しいという問題がある。

【００１７】（式中、Ｍ1 ，Ｍ2 は、それぞれ２価の金属

【００１１】また、従来の低分子ゲル化剤の中には、凝

を表し、Ｒ1 〜Ｒ8 は、それぞれＨ又はアルキル基を表

集力として、水素結合やファンデルワールス力ととも

20

し、ｎは、５又は７である）にて表され、anti体である

に、ドナー・アクセプター相互作用やπ−πスタッキン

ことを特徴としている。

グを利用しているものがある（図２（ｅ）（ｆ））。し

【００１８】上記環状多核金属錯体の配位子であるビス

かしながら、これらの低分子ゲル化剤は、凝集力とし

サリチルアルジミンは、π結合を有するベンゼン環を有

て、主に、水素結合やファンデルワールス力を利用して

し、かつ、２つのベンゼン環を連結する結合鎖を有して

おり、ドナー・アクセプター相互作用やπ−πスタッキ

いる。この２つのπ結合部位は、芳香族化合物等のπ電

ングは、あくまでも補助的に利用されているのみであ

子を含む系との間の相互作用であるπ−πスタッキング

る。つまり、ドナー・アクセプター相互作用やπ−πス

が生じる部位である。また、式（１）に示すように、ビ

タッキングを主な凝集力として利用したゲル化剤は、こ

スサリチルアルジミン配位子は、金属Ｍ1 ，Ｍ2 に配位す

れまでに見出されていない。

ることができる。

【００１２】本発明は、上記従来の問題点を解決するた

30

【００１９】そのため、上記ビスサリチルアルジミンを

めになされたものであって、その目的は、極性、非極性

配位子として含む上記環状多核金属錯体は、金属とπ電

を問わず、種々の立体構造、電子的性質を有する分子か

子とを含んでなる平面を複数有し、これらの平面が結合

らなるあらゆる流動性化合物に対して、ゲル形成能を一

鎖によって連結された構造を有している。また、金属を

般的に有しており、特に、有機溶媒全般に対して優れた

含む平面と結合鎖とによって、環状の錯体が形成される

ゲル形成能を発現し得る新規なゲル化剤を提供すること

とともに、金属を含む平面と結合鎖とに囲まれるように

にある。

空孔が存在している。さらに、該平面は、上記したよう

【００１３】

に、π−πスタッキングが生じる部位を有している。

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題

【００２０】具体的には、式（１）に示すように、金属

を鑑み、鋭意検討を行った結果、自己組織化の凝集力と
してπ−πスタッキングを利用することにより、種々の

Ｍ1 ，Ｍ2 のそれぞれを含む２つの平面を有し、結合鎖と
40

して、−（ＣＲ5 Ｒ6 ）n −、及び−（ＣＲ7 Ｒ8 ）n −を有

立体構造や電子的性質を有する分子全般に対して、優れ

している。つまり、式（１）の環状多核金属錯体では、

たゲル形成能を発現し得るゲル化剤を見出し、本発明を

金属Ｍ1 ，Ｍ2 を含むそれぞれの平面内にあるπ電子系間

完成するに至った。

にて相互作用が生じ、２つの平面は、上記結合鎖を介し

【００１４】すなわち、本発明のゲル化剤は、上記課題

て積層された状態になっている。そして、これら２つの

を解決するためにビスサリチルアルジミンを配位子とし

平面は、上記の結合鎖によって連結されて環を形成する

て有する環状多核金属錯体を含んでいることを特徴とし

とともに、２つの平面と２つの結合鎖とに囲まれるよう

ている。

に、空孔を有している。

【００１５】具体的には、一般式

【００２１】つまり、式（１）に示す環状多核金属錯体

【００１６】

は、金属Ｍ1 ，Ｍ2 のそれぞれを含む２つの平面と、この

【化２】
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２つの平面を連結する結合鎖とを有するＨ型構造を形成

( 4 )
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6

している。また、このＨ型構造は空孔を有し、この空孔

上記環状多核金属錯体は、π−πスタッキングを凝集力

に、他の環状多核金属錯体の平面を差し込むことができ

として利用することにより、ベンゼンやトルエン等の非

る。

極性分子だけでなく、アセトン、酢酸エチル等の極性分

【００２２】それゆえ、式（１）に示す環状多核金属錯

子に対しても、高いゲル形成能を有することができる。

体では、一つの環状多核金属錯体の金属及びπ電子を含

【００２７】以上のように、本発明のゲル化剤として環

んでなる２つの平面の間に、π−πスタッキングによっ

状多核金属錯体を用いることにより、極性分子や非極性

て、他の環状多核金属錯体の平面が差し込まれる。これ

分子、平面分子や嵩高い分子のいずれを含む流動性化合

により、環状多核金属錯体どうしが互いに連結した連結

物に対しても、優れたゲル形成能を有するゲル化剤を提

構造となる。さらに、この連結構造が多数組み合わさる
ことにより、本発明のゲル化剤は、３次元構造体を構築

供することができる。また、本発明のゲル化剤は、従来
10

のゲル化剤に比べて、高効率にて流動性化合物をゲル化

している。この連結構造が組み合わさることによって、

させることができる。

ナノメートルオーダーの繊維状の構造体が縒り合わさっ

【００２８】なお、上記環状多核金属錯体の核となる金

た太い繊維状の３次元構造体を形成することができる。

属は、用いる配位子に対して錯体を形成することができ

【００２３】このように、環状多核金属錯体が有する空

る金属であれば、特に限定されないが、２価の金属であ

孔及びπ−πスタッキングを利用することによって、本

ることが好ましい。さらに好ましくは、２価パラジウム

発明のゲル化剤は自己組織化することができる。それゆ

（Ｐｄ）、２価ニッケル（Ｎｉ）、２価白金（Ｐｔ）が

え、流動性化合物に本発明のゲル化剤が添加されると、

よい。また、錯体の核となる金属は、同一の金属であっ

π−πスタッキングにて連結された環状多核金属錯体

てもよく、また、異なる金属であってもよい。

が、網目状の３次元構造体を形成し、この３次元構造体

【００２９】また、結合鎖は、金属を含む平面を連結し

内に流動性化合物の分子を取り込む。これにより、流動

20

て、環状の錯体を形成することができるものであれば特

性化合物は、この網目状の３次元構造体に包接された状

に限定されないが、直鎖構造を有する炭化水素鎖である

態となって、流動性化合物の流動性が著しく低下し、ゲ

ことが好ましい。具体的には、アルキル鎖であることが

ル化が生じる。

好ましく、メチレン鎖が特に好ましい。さらに、結合鎖

【００２４】従って、本発明のゲル化剤は、上記環状多

の長さは、ゲル形成能を有するものであれば、特に限定

核金属錯体によって、π電子間の相互作用によって３次

されない。式（１）の環状多核金属錯体では、ゲル形成

元構造体を構築するので、ベンゼン等のπ結合を有する

能を有するのは、ｎ＝５又は７であり、ｎ＝６，８，９

芳香族化合物が取り込まれやすくなっている。すなわ

ではゲル化は見られない。

ち、環状多核金属錯体と芳香族化合物との間にも、π電

【００３０】この理由は、以下のように考えられる。ｎ

子間の相互作用が生じるので、ゲル化剤が形成する３次

＝６の錯体の場合も、上記したように、１つの錯体が形

元構造体内に、芳香族化合物が安定して存在することが

30

成する平面間に、他の錯体の平面が差し込まれた連結構

できる。そのため、３次元構造体内に取り込まれた芳香

造となっている。ｎ＝６の錯体では、この連結構造の平

族化合物は、流動性が著しく低下してゲル化する。これ

面間距離が３．５Åであり、平面を形成するベンゼン間

により、本発明のゲル化剤は、π結合を有する平面分子

どうしが３０°ねじれた構造を有するπ−πスタッキン

である芳香族化合物に対しても、高いゲル形成能を示

グにより連結構造を構築している。このように、ｎ＝６

す。

の錯体では、３０°のねじれを有するπ−πスタッキン

【００２５】また、本発明のゲル化剤は、水素結合やフ

グによって、連結構造が直線状となるために、溶媒の入

ァンデルワールス力に比較して、溶媒の影響を受けにく

り込む余地を有していない。

いπ−πスタッキングによって、自己組織化している。

【００３１】これに対し、ｎ＝５，７を有する本発明の

それゆえ、本発明のゲル化剤を極性分子からなる流動性
化合物に添加した場合にも、環状多核金属錯体が自己組

環状多核金属錯体では、π−πスタッキングによる連結
40

構造が直線状とならないと考えられ、それゆえ、溶媒を

織化して、３次元構造体を構築することができる。

取り込む空間を有する網目状の３次元構造体を形成する

【００２６】つまり、上記環状多核金属錯体は、従来の

ことができると考えられる。そのため、ｎ＝５又は７を

ように、水素結合やファンデルワールス力を利用してい

有する環状多核金属錯体では、ゲル化を好適に行うこと

ないので、３次元構造を維持したまま、種々の電子的性

ができる。

質を有する分子を取り込んで安定化することが可能であ

【００３２】また、金属に配位する配位子は、環状多核

る。例えば、極性分子は、水素結合やファンデルワール

金属錯体のπ−πスタッキング部位と、結合鎖とを有し

ス力による結合の形成を阻害してしまう。そのため、自

ていることが好ましく、具体的には、ビスサリチルアル

己組織化の凝集力として、水素結合やファンデルワール

ジミンが好ましい。さらに、好ましくは、アルキル鎖又

ス力を利用していた従来のゲル化剤は、使用できる溶媒

はメチレン鎖を有しているビスサリチルアルジミンがよ

の範囲が限定され、汎用性に乏しかった。これに対し、

50

い。式（１）の環状多核金属錯体に用いる場合には、ア

( 5 )
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8

ルキル鎖又はメチレン鎖の長さは、炭素数が５又は７で

対する応答性を示す。これにより、ゲル形成に要する時

あることが好ましい。

間や、ゲル化現象が見られる濃度を制御して、ゲル形成

【００３３】また、環状多核金属錯体に異性体が存在す

能を自在に制御することができる。

る場合については、ゲル形成能を有するものを用いれば

【００４０】これに対し、水素結合やファンデルワール

よく、特に限定されない。

ス力を主な凝集力とする従来のゲル化剤では、自己組織

【００３４】式（１）の環状多核金属錯体では、anti体

化に要する活性化エネルギーが極めて小さいために、自

がゲル形成能を有している。なお、本発明のanti体と

己組織化が急速に行われる。そのため、外部からの刺激

は、金属Ｍ1 ，Ｍ2 を含む平面が互いに表裏の関係となっ

に対して応答性を示さない。それゆえ、ゲル形成能を制

ている回転配座をいう。すなわち、金属Ｍ1 を含む平面
と、金属Ｍ2 を含む平面とは、各金属に配位している配

御することはできなかった。
10

【００４１】つまり、本発明のゲル化剤が有する外部刺

位子に着目した場合、互いに表裏の関係にある回転配座

激に対する応答性は、従来のゲル化剤では見出されてお

をいう。つまり、金属Ｍ1 ，Ｍ2 を含む平面を積層方向の

らず、本発明において、新規に見出された現象である。

一方の側から見たときの面を表とすれば、金属Ｍ1 を含

このように、本発明のゲル化剤は、π−πスタッキング

む平面の表は金属Ｍ2 を含む平面の裏に対応し、金属Ｍ2

を凝集の駆動力として利用したものであって、従来のゲ

を含む平面の表は金属Ｍ1 を含む平面の裏に対応してい

ル化剤とは本質的に異なった性質を有している。

る回転配座をいう。

【００４２】上記外部からの刺激としては、本発明のゲ

【００３５】これに対し、式（１）の環状多核金属錯体

ル化剤が応答する程度のエネルギーを有する刺激であれ

では、上記anti体の異性体であるsyn体は、ゲル形成能

ば、特に限定されないが、例えば、超音波照射を挙げる

を有していない。syn体は、金属Ｍ1 ，Ｍ2 を含む平面を

ことができる。

積層方向の一方の側から見たとき、金属Ｍ1 を含む平面

20

【００４３】上記のような外部刺激によるゲル形成作用

と、金属Ｍ2 を含む平面とは、同一の面を有している。

は、機能材料として有用である可能性が高く、また、多

すなわち、syn体では、金属Ｍ1 ，Ｍ2 を含む平面が同一

くの流動性化合物を瞬時に外部から制御することが可能

の方向を向いている。上記syn体は、金属や結合鎖の長

になる。

さに関係なく、ゲル化現象が見られないため、上記式

【００４４】なお、上記活性化エネルギーとは、速度論

（１）に示す環状多核金属錯体では、anti体を用いる必

的考察に基づくものではなく、説明の便宜上用いた用語

要がある。

であり、本発明のゲル化剤及び従来のゲル化剤を用いた

【００３６】さらに、式（１）の環状多核金属錯体で

場合のゲル形成に要するエネルギーを相対的に表したも

は、金属に結合する配位子は、トランス体を形成するよ

のである。

うに配位されている。

【００４５】また、本発明のゲル化剤の製造方法は、

【００３７】なお、本発明のゲル化剤には、上記環状多

30

（ＣＲ9 Ｒ1 0 ）m 鎖（ここで、Ｒ9 ，Ｒ1 0 は、それぞれＨ

核金属錯体がπ−πスタッキングにより、３次元構造を

又はアルキル基を表し、ｍは、５又は７である）を有す

構築することができれば、該環状多核金属錯体以外の物

るビスサリチルアルジミンと、２価の金属塩とを反応さ

質が含まれていてもよい。また、ゲル化剤に含まれる環

せることを特徴としている。

状多核金属錯体の含有量は特に限定されるものではな

【００４６】また、本発明のゲル化剤の製造方法は、上

い。

記ゲル化剤の製造方法において、anti体を単離すること

【００３８】以上のように、本発明のゲル化剤は、種々

を特徴としている。

の立体構造や電子的性質をもつ分子全般に適用すること

【００４７】本発明の環状多核金属錯体を含むゲル化剤

ができる。そのため、多くの非極性溶媒、極性溶媒に対

を得るためには、配位子として上記ビスサリチルアルジ

して、安定なゲル化を行うことができ、優れたゲル形成
能を発揮することができる。また、有機溶媒に対して、

ミンを用い、２価の金属塩と反応させる。この反応によ
40

って得られる環状多核金属錯体のうち、anti体がゲル形

高効率にてゲル化を行うことができるので、危険物の漏

成能を有するため、好ましくは、anti体を単離するとよ

洩の回避、危険物の運搬、携帯可燃物の製造に利用でき

い。

る。さらに、機能材料の設計、新反応系の創出等、広範

【００４８】これにより、π−πスタッキングにより自

な分野での波及効果を生む可能性がある。

己組織化する本発明のゲル化剤を製造することができ

【００３９】また、本発明のゲル化剤は、π−πスタッ

る。また、種々の立体構造や電子的性質をもつ種々の非

キングによって自己組織化する。そのため、従来のゲル

極性溶媒、極性溶媒に対して、安定なゲル化を行うこと

化剤のように、凝集力として、水素結合やファンデルワ

ができ、優れたゲル形成能を発揮することができるゲル

ールス力を利用する場合に比べて、活性化エネルギーが

化剤を提供することができる。

大きい。従って、本発明のゲル化剤は、自己組織化のた

【００４９】

めに有意の活性化を必要とするので、外部からの刺激に

50

【実施例】本発明の実施例について説明すれば、以下の
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通りである。

る方法（例えば、文献：X.Luo,B.Liu,Y.Liang,Chem.Com

【００５０】〔配位子の合成〕サリチルアルデヒド（ナ

mun.,p.1556(2001)、Y‑c.Lin,R.G.Weiss,Macromolecul

カライテスク株式会社製）を２．００ｇ量り取り、１，

e,20,p.414(1987)等）を用いた。すなわち、試験管内の

５−ジアミノペンタン（東京化成工業株式会社製）０．

視認及び、試験管をひっくり返した際に、試験管内の溶

８４ｇ及びエタノール（関東化学株式会社製）２０ｍＬ

液の流動性が消失しているか否か（Inversion法）によ

の混合液中にて、８０℃で４時間加熱することにより、

って、評価した。なお、試験管内に、ゲル状析出物が一

炭素数５のメチレン鎖を有するビスサリチルアルジミン

部確認される場合には、ゲル化していると判定せず、試

（ＬＨ2 [Ｌ＝(o‑ＯＣ6 Ｈ4 )ＣＨ＝Ｎ−(ＣＨ2 )5 −Ｎ＝Ｃ

験管内の溶液全体がゲル化する現象がみられた場合に、

Ｈ(o‑ＯＣ6 Ｈ4 )]）を合成した。

ゲル化していると判定した。

【００５１】また、サリチルアルデヒドを３．００ｇ量

10

【００５５】また、溶液全体にゲル化現象がみられる最

り取り、１，７−ジアミノヘプタン（東京化成工業株式

低濃度を最低ゲル化濃度にて表し、ゲル化の評価に用い

会社製）１．６０ｇ及びエタノール１０ｍＬの混合液中

た。最低ゲル化濃度は、次式で定義した。

にて、８０℃で４時間加熱することにより、炭素数７の

最低ゲル化濃度（重量％）＝｛（ゲル化剤の重量）／

メチレン鎖を有するビスサリチルアルジミン（ＬＨ2 [Ｌ

（anti‑1溶液及びanti‑2溶液の重量）｝×１００

＝(o‑ＯＣ6 Ｈ4 )ＣＨ＝Ｎ−(ＣＨ2 )7 −Ｎ＝ＣＨ(o‑ＯＣ6

〔実施例１〕上記配位子の合成にて得られた、炭素数５

Ｈ4 )]）を合成した。

のメチレン鎖を有するビスサリチルアルジミン０．１５

【００５２】〔物性及び構造の決定〕本実施例で得られ

５ｇ（０．５０ｍｍｏｌ）を量り取り、さらに、ビスサ

たゲル化剤について、融点測定、質量分析、赤外吸収測

リチルアルジミンに対して等量となるように酢酸パラジ

1

定、 Ｈ及び

1 3

Ｃ−ＮＭＲ測定を行い、構造決定を行っ

た。

ウム（エヌイーケムキャット社製）０．１１２ｇ（０．
20

５０ｍｍｏｌ）を量り取った。

【００５３】なお、融点測定は、micro melting point

【００５６】次いで、ビスサリチルアルジミンに対して

apparatus(Yanagimoto社製)を用いて行った。質量分析

約１．３等量となるように、N,N,N',N'',N''−ペンタメ

は、FAB massスペクトルをmass spectrometer（JMS‑DX

チルジエチレントリアミン（東京化成工業株式会社製）

303、JEOL社製）によって得て行った。赤外吸収測定

０．１３０ｍＬ（０．６６５ｍｍｏｌ）を量り取り、N,

は、FTIR−4100（Shimadzu社製）を用いて行い、測定用

N,N',N'',N''−ペンタメチルジエチレントリアミンの存

1

粉末としてＫＢｒを用いた。 Ｈ−ＮＭＲ測定及び

1 3

Ｃ

在下、ベンゼン（関東化学株式会社製）０．２０Ｌ中に

−ＮＭＲ測定は、JNM‑GSX‑270（JEOL社製）、JNM‑AL‑40

おいて、ビスサリチルアルジミンと酢酸パラジウムと

0（JEOL社製）、Unity‑Inova 500（500MHz、Varian社

を、６時間還流して反応させた（式（２））。

製）を用いて行った。

【００５７】

【００５４】〔ゲル化の評価〕ゲル化の評価は、従来行

30

【化３】

われているゲル形成能評定にて、一般的に用いられてい

【００５８】反応終了後、析出物を濾過した後、減圧下

に、ゲル化剤であるanti体の環状２核パラジウム錯体an

にて濾過液を濃縮した。そして、シリカゲル（Merck社

ti‑1を０．０４１ｇ得た。得られたanti‑1は、黄色固体

製、silica gel 7734）及びベンゼン（関東化学株式会

であり、収率は２０％であった。

社製）をカラム充填剤として、カラムクロマトグラフィ

【００５９】また、得られたanti‑1について、物性及び

により、上記濃縮液を単離精製し、式（２）に示すよう

50

構造を決定した（表１〜表３、表５）。なお、表１に示

( 7 )
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す融点は分解点である。また、表３に示すスピン結合定

【００６１】次いで、ビスサリチルアルジミンに対して

数の欄内に記載のｓ、ｄ、ｍは、それぞれ、スペクトル

約１．３等量となるように、N,N,N',N'',N''−ペンタメ

のピークが一重線、二重線、多重線であることを示して

チルジエチレントリアミン０．８２３ｍＬ（４．０５ｍ

いる。

ｍｏｌ）を量り取り、N,N,N',N'',N''−ペンタメチルジ

【００６０】〔実施例２〕上記配位子の合成にて得られ

エチレントリアミンの存在下、ベンゼン２．０Ｌ中にお

た、炭素数７のメチレン鎖を有するビスサリチルアルジ

いて、ビスサリチルアルジミンと酢酸パラジウムとを、

ミン０．９８７ｇ（３．０４ｍｍｏｌ）を量り取り、さ

６時間還流して反応させた（式（３））。

らに、ビスサリチルアルジミンに対して等量となるよう

【００６２】

に酢酸パラジウム０．６６３ｇ（３．０４ｍｍｏｌ）を
量り取った。

【化４】
10

【００６３】反応終了後、析出物を濾過した後、減圧下
にて濾過液を濃縮した。そして、シリカゲル及びベンゼ
ンをカラム充填剤として、カラムクロマトグラフィによ
り、上記濃縮液を単離精製し、式（３）に示すように、
ゲル化剤であるanti体の環状２核パラジウム錯体anti‑2
を０．５０７ｇ得た。このanti‑2は、黄色の固体であ

30

り、収率は３８％であった。
【００６４】また、得られたanti‑2について、物性及び
構造を決定した（表１、表２、表４、表５）。なお、表
１に示す融点は分解点である。また、表４に示すスピン
結合定数の欄内に記載のｓ、ｄ、ｍは、それぞれ、スペ
クトルのピークが一重線、二重線、多重線であることを
示している。

【００６７】

【００６５】

【表３】

【表１】

【００６６】
【表２】

( 8 )
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１ｇ量り取り、１，６−ジアミノヘキサン（東京化成工
業株式会社）１．１９ｇ及びエタノール１０ｍＬの混合
液中にて、８０℃で４時間加熱することにより、炭素数
６配位子のメチレン鎖を有するビスサリチルアルジミン
を合成した。
【００７２】また、サリチルアルデヒドを３．００ｇ量
り取り、１，８−ジアミノオクタン（東京化成工業株式
会社）１．７７ｇ及びエタノール２０ｍＬの混合液中に
て、８０℃で４時間加熱することにより、炭素数８のメ
10

チレン鎖を有するビスサリチルアルジミンを合成した。
【００７３】上記のようにして、合成したビスサリチル
アルジミンをそれぞれ用いて、実施例１及び２と同様の
手順及びモル比にて、結合鎖の炭素数が６又は８の環状
２核パラジウム錯体を合成し、炭素数６の環状２核パラ
ジウム錯体について、anti体及びsyn体を得た。また、

【００６８】

炭素数８の環状２核パラジウム錯体はanti体及びsyn体

【表４】

の混合物として得た。
【００７４】〔実施例３〕実施例１及び２にて得られた
anti‑1及びanti‑2を、それぞれ、直径１２ｍｍ、高さ７
20

５ｍｍのガラス製試験管に３．００ｍｇ量り取った後、
溶媒を加えて、加熱放冷してゲル化させた。ゲル化を確
認した後、ゲルの重さを量り、ゲル化濃度を決定した。
次いで、このゲルにさらに溶媒を添加して加熱すること
によって溶液に戻し、再度放冷した。この時点で、ゲル
化が確認されれば、上記と同様にゲルを秤量してゲル化
濃度を決定した。この操作をゲル化が確認されなくなる
まで繰り返し、最低ゲル化濃度を決定した。
【００７５】溶媒としては、ベンゼン、トルエン、アセ
トン、シクロヘキサノン、酢酸エチルを用いた。次い

30

で、ガラス製試験管にセプタムにて栓をし、加熱してan
ti‑1又はanti‑2を溶解した。その後、室温（２５℃）に
て静置して冷却し、試験管内のゲル化の有無を評価し

【００６９】

た。その結果を表６に示す。

【表５】

【００７６】また、ゲル化剤としてanti‑1を用い、溶媒
として、ベンゼンを用いた場合に得られたキセロゲル
を、シリコン板上にて減圧下で３日間乾燥した後、金を
蒸着した。この金を蒸着したキセロゲルを、電子顕微鏡
（S‑5000M、Hitachi社製）にて観察した。その結果を図
１に示す。
40

【００７７】
【表６】

【００７０】〔比較例１〕実施例１及び２と同様の手順
にて、環状２核パラジウム錯体を合成し、カラムクロマ
トグラフィにより、syn体の環状２核パラジウム錯体を
得た。
【００７１】〔比較例２〕サリチルアルデヒドを２．５

50
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【００７８】表中のＮ．Ｄ．は、ゲル化現象が見られな
かったことを示す。表６に示すように、anti‑1及びanti
‑2は、ベンゼン等の芳香族化合物、ケトン類のアセト
ン、シクロヘキサノン等、広範囲にわたる種類の溶媒に
対して、高いゲル化現象を示した。
【００７９】特に、anti‑1は、ベンゼンに対して、最低
ゲル化濃度が０．７％という極めて高効率にて、ゲル化
現象を示した。なお、本実施例では、anti‑1及びanti‑2
によって形成されたゲルが、時間の経過とともに溶液や
結晶等の形態に変化する現象は、観察されなかった。

【００８７】表７に示すように、超音波を照射すること
10

により、いずれの溶媒においても、実施例３に比べて、

【００８０】また、ゲル化剤としてanti‑1を用い、溶媒

著しいゲル形成能の向上が確認された。また、実施例３

としてベンゼンを用いた場合に得られたキセロゲルを、

ではゲル化が起こらなかった酢酸エチルを溶媒として用

シリコン板上にて減圧下で３日間乾燥した後、金を蒸着

いた場合にも、超音波の照射により、最低ゲル化濃度が

した。この金を蒸着したキセロゲルを電子顕微鏡にて観

０．７％という極めて低い濃度にて、速やかにゲル化す

察したところ、図１に示すように、繊維状の構造体が見

る現象が見られた。さらに、いずれの溶媒においても、

られた。さらに、ナノメートルオーダーの繊維状構造体

ゲル化に要する時間が著しく短縮された。

がより合わさって、太い繊維状構造体を形成しているこ

【００８８】以上により、表６に示す最低ゲル化濃度よ

とがわかった。

り低く、表７に示す最低ゲル化濃度よりも高い濃度範囲

【００８１】〔比較例３〕比較例１及び２にて得られた

にて、超音波照射により、ゲル形成を任意に制御するこ

環状２核パラジウム錯体を用いて、実施例３と同様の手

20

とができる。

順にて、ゲル形成能を評価した。

【００８９】本発明は上述した各実施例に限定されるも

【００８２】比較例１及び２にてそれぞれ得られたsyn

のではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能で

体及びanti体は、いずれも、ゲル化現象を示さなかっ

あり、異なる実施例にそれぞれ開示された技術的手段を

た。また、比較例２にて得られた炭素数８の環状２核パ

適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の

ラジウム錯体の混合物も、ゲル化現象を示さなかった。

技術的範囲に含まれる。

【００８３】〔実施例４〕実施例１及び２にて得られた

【００９０】

anti‑1及びanti‑2を、それぞれ、直径１２ｍｍ、高さ７

【発明の効果】本発明のゲル化剤は、以上のように、ビ

５ｍｍのガラス製試験管に３．００ｍｇ量り取った後、

スサリチルアルジミンを配位子として有する環状多核金

溶媒を加えた。次いで、ガラス製試験管にセプタムにて

属錯体であって、具体的には、（ＣＲ9 Ｒ1 0 ）m 鎖（ここ

栓をし、加熱してanti‑1又はanti‑2を溶解した。その

30

で、Ｒ9 ，Ｒ1 0 は、それぞれＨ又はアルキル基を表し、

後、ガラス製試験管を超音波洗浄器（ultrasonic clean

ｍは、５又は７である）を有するビスサリチルアルジミ

er B‑220J(120W)）中にて、２５℃の水に浸し、超音波

ンと２価の金属塩とを反応させることによって得られる

を最長６分間照射し、試験管内のゲル化の有無を評価し

anti体の環状多核金属錯体である。

た。

【００９１】それゆえ、水素結合やファンデルワールス

【００８４】ゲル化を確認した場合には、ゲルの重さを

力を自己組織化の凝集力として利用していた従来のゲル

量り、ゲル化濃度を決定した。次いで、このゲルにさら

化剤に比べると、種々の流動性化合物に用いることがで

に溶媒を添加して加熱して溶液に戻し、上記と同様に超

き、汎用範囲が広いという効果を奏する。つまり、本発

音波照射を行った。この時点で、ゲル化が確認されれ

明のゲル化剤は、平面分子や嵩高い分子、極性分子や非

ば、ゲルを秤量してゲル化濃度を決定した。以上の操作
をゲル化が確認されなくなるまで繰り返し、最低ゲル化

極性分子等、種々の立体構造や電子的性質をもつ分子全
40

般を、π−πスタッキングによって構築された３次元構

濃度を決定した。

造体内に取り込むことができるという効果を奏する。そ

【００８５】なお、溶媒としては、ベンゼン、トルエ

のため、種々の非極性溶媒、極性溶媒に対して、安定な

ン、アセトン、酢酸エチルを用いた。その結果を表７に

ゲル化を行うことができ、優れたゲル形成能を発揮する

示す。

ことができるという効果を奏する。

【００８６】

【００９２】また、特に、有機溶媒に対して優れたゲル

【表７】

形成能を有し、高効率にてゲル化を行うことができるの
で、危険物の漏洩の回避、危険物の運搬、携帯可燃物の
製造に利用できるという効果を奏する。さらに、機能材
料の設計、新反応系の創出等、広範な分野での波及効果
50

を生む可能性があるという効果を奏する。
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【００９３】また、本発明のゲル化剤は、π−πスタッ

効果を奏する。

キングによって自己組織化するため、比較的大きな活性

【図面の簡単な説明】

化エネルギーを有しており、自己組織化のために有意の

【図１】本発明におけるゲル化剤anti‑1によってベンゼ

活性化を必要とする。それゆえ、外部からの刺激に対す

ンがゲル化されて得られた、ベンゼンのキセロゲルの電

る応答性を示し、ゲル形成に要する時間やゲル化現象が

子顕微鏡写真である。

見られる濃度を制御し、ゲル形成能を自在に制御するこ

【図２】（ａ）〜（ｆ）は、水素結合によって自己組織

とができるという効果を奏する。

化する従来のゲル化剤の構造式である。

【００９４】従って、本発明のゲル化剤は、機能材料と

【図３】（ａ）（ｂ）は、ファンデルワールス力によっ

しての有用である可能性が高く、また、多くの流動性化
合物を瞬時に外部から制御することを可能とするという

て自己組織化する従来のゲル化剤の構造式である。
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【図１】

( 11 )

【図２】
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【図３】

