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要旨
高分子鎖上に π スタック構造を有する π スタック高分子は、特徴的な電荷移動特性を示すことが
知られており、新たな分子素子としての展開が期待される。本研究では、筆者らが開発した π スタ
ック型らせん構造を形成する、ポリ(キノリレン-2,3-メチレン)の機能化を目指し、側鎖のアミノ酸
上の置換基がスタック構造の安定化及び重合挙動に与える影響について調査した。π スタック型ら
せん高分子の安定性はアミノ酸置換基の形状に大きく依存し、特に嵩高いシクロヘキシルアラニン
を側鎖置換基として持つ場合には、温度や極性溶媒に対して高い安定性を示した。更に、これらの
安定性の違いが重合挙動に与える影響について詳細に調べたところ、核となる π スタック構造形成
段階とらせん構造の伸長段階を含む機構で重合が進行していることが明らかとなった。
１．はじめに
生体高分子である DNA は、核酸塩基対が非
共有結合である π-π 相互作用により高度に集
積した“π スタック高分子”であり、π スタ
ックした核酸塩基対を介し長距離かつ高速の
電荷移動特性等を示すことが報告されている。
しかし、合成的な制限や熱的な安定性を考え
た場合、これらの特性を材料として活かすの
は困難であった。そこで、DNA に変わる π ス
タック骨格を人工的にデザインすることがで
きれば、ナノスケールでの新たな分子素子へ
の展開が期待されると同時に、学術的な観点
だけではなく未来の有機エレクトロニクス材
料の発展のためには必要不可欠な技術である。
現在までに分子内に π スタック構造を有する
π スタック高分子はいくつかの例が報告され
ているが、π スタック構造を精密かつ安定に設
計及び合成することは容易ではなく、従来の
結合を介して連結された π 共役分子と比較し
て、物性や機能の理解に関してもほとんど進
んでいないのが現状である。
このような背景の基、我々の研究グループ
では、イソシアニドとアレンの環化共重合反
応を独自に開発し、今までに合成例のない新

規高分子であるポリ(キノリレン-2,3-メチレ
ン) (以後 PQM と標記)の合成に成功している
（図１）[1]。この環化共反応はリビング重合反
応であり、明確な両末端構造を持つ高分子を
狙った分子量で合成することが可能である。
この反応で得られる PQM は、キノリン環が柔
軟なメチレン鎖によって連結されており、２
残基先のキノリン環どうしが近接し、π スタッ
ク構造を形成することが可能である。また、側
鎖にアラニン誘導体を導入(poly-1-Ala50)する
ことで、側鎖間水素結合により、ユニット間の
π スタック構造が安定化され、主鎖のキノリン
環がらせん状に積層した π スタック型高分子
の構築に成功している[2]。

図 1. π-Stacked helical structure in poly(quinolylene-2,3methylene).

図２. Proposed π-stacked structure of poly-1-Ala6.
一方で、得られた π スタック型らせん高分

子 poly-1-Ala50 は、高温下や極性溶媒（例えば
ジメチルスルホキシド（DMSO）など）中では、
π スタック構造は容易に崩壊する。PQM が作
り出す π スタック型らせん高分子の機能性高
分子へと展開するためには、立体構造を理解
したうえで、π スタック構造の安定化を目指し
た分子設計を行う必要がある。図 2 にアラニ
ン部位を持つ poly-1-Ala の π スタック型らせ
ん構造を示す。アミノ酸部位は、隣接するユニ
ットとは水素結合を形成しているが、α 位のメ
チル基は空間的に疎に配置され、アミド基は
露出している。筆者らは、この疎な空間を置換
基によって充填することで、動的挙動を抑制
し、アミド基間の水素結合を阻害する溶媒の
アクセスを立体的に防止し、π スタック型らせ
ん構造を安定化させることができると考えた。
本研究課題では、側鎖のアミノ酸上の置換基
がスタック構造の安定化及び重合挙動に与え
る影響について調査した[3]。

以前に報告したアラニン以外に様々なアミ
ノ酸誘導体を側鎖置換基に持つモノマー(1AA) を 合 成 し 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 中 で [1,3bis(diphenylphosphino)propane]PdMeCl (Pd-I)を
開始剤にとして重合を行った(図 3)。いずれの
モノマーを用いた場合でも重合反応は定量的
に進行し、開始剤とモノマーの比([[1-AA]/[Pd]
= n )を変えることで重合度の異なる高分子
poly-1-AAn が得られた。
側鎖置換基が二次構造に与える影響を調べ
るために、得られた高分子の可視紫外吸収ス
ペクトル(UV)と円二色性スペクトル測定をク
ロロホルム中で行った。いずれの場合も π ス
タックらせん構造に由来する 340 nm と 275 nm
に負及び正のコットン効果が観測された(図
4a)。それぞれの高分子について 50 量体(n = 50)
の CD スペクトルを比較したところ、その強度
がアミノ酸由来の置換基形状に大きく依存し、
275 nm で 観 測 さ れ る コ ッ ト ン 効 果 の 強 度
(Δε275)は poly-1-Ala50 < poly-1-Val50 < poly-1Phe50 < poly-1-Leu50 ≈ poly-1-Nle50 < poly-1Cha50 の順で増加した。

２．実験と考察

図 3. Cyclocopolymerization of 1-AA having various
amino acid derivatives

図 4. CD and UV spectra of (a) poly-1-Ala50, poly-1Leu50, poly-1-Nle50, and poly-1-Cha50 in CHCl3. (b)
Enlarged views of the UV spectra. (c) Plots of the CD
intensity at 275 nm as a function of polymerization of
degree ([1-AA]/[Pd-I]) of poly-1-Alan, poly-1-Leun,
poly-1-Nlen, and poly-1-Chan. (d) UV spectra of poly1-ester50.

以前の研究において、DMSO によって π ス
タック構造を崩壊させると、UV スペクトルに
おいて、π スタック構造由来の 338 nm の吸収
が減少し、315 及び 329 nm に π スタック構造
を形成しないキノリン環由来の吸収が現れる
ことがわかっている[2]。今回合成した poly-1AAn の UV スペクトルを以前の poly-1-Ala50 と
比 較 し た と こ ろ 、 poly-1-Leu50, poly-1-Nle50,
poly-1-Cha50 では π スタック構造由来の 338 nm
の吸収が明瞭に観測された(図 4b)。このことよ
り、poly-1-Ala50 が不完全な π スタック構造を
形成しているのに対し、poly-1-Leu50, poly-1Nle50, poly-1-Cha50 はクロロホルム中でより規
則正しい π スタック構造を形成していること
を示している。また、Δε275 の値は poly-1-AAn
のモル質量に依存し、その増加傾向は各ポリ
マーで異なっていた(図 4b)。poly-1-Alan の CD
シグナルは重合度(n)の増加とともに徐々に増
加し、その後、n = 50 付近で一定値になった。
一方、poly-1-Chan は、分子量の増加とともに
急激に増加し、n = 30 で飽和した。更に、n =
10 での poly-1-Chan の Δε275 は、n = 50 での poly1-Alan の値と同程度であった。

π スタックらせん構造の安定性を評価する
ために、poly-1-AA50 の温度変化(0–55 °C)を行
ったところ、poly-1-Ala50 では、昇温に伴い CD
スペクトルの強度が約 30%程度減少するのに
対し、Leu、Nle、Cha の場合では、8-9%程度で
あった(図 5)。これより、アミノ酸置換基の種
類が π スタックらせん構造の安定性に重要で
あることがわかった。

図 6. CD and UV spectra of (a) poly-1-Ala50, (b) poly1-Cha50 in a mixture of CHCl3 and DMSO at 25 °C.
Enlarged views of the UV spectra in the range of 300–
360 nm of (c) poly-1-Ala50, and (d) poly-1-Cha50. (e)
Intensity of CD spectra at 275 nm against the ratio of
DMSO in CHCl3.

図 5. CD and UV spectra of (a) poly-1-Ala50 and (b)

poly-1-Cha50 with varying temperature (0–55 °C) in
CHCl3. Enlarged views of the UV spectra of (c) poly-1Ala50, and (d) poly-1-Cha50 in the range of 300–360 nm.

次に、水素結合阻害剤であるジメチルスル
ホキシド(DMSO)とクロロホルムの混合溶媒
中で CD/UV スペクトル測定を行った(図 6)。
以前に報告している poly-1-Ala50 では、DMSO
の割合を増加するに従って、顕著なコットン
効果の減少及び吸収の変化が確認された(図

6a)のに対して、今回合成した poly-1-AA50 では
置換基の種類によって DMSO への安定性が大
きく向上した。特に poly-1-Cha50 では、DMSO
存在下でも構造を維持しており、顕著であっ
た(図 6b,6d)。
これらのアミノ酸誘導体の種類による違い
を調べるために poly-1-Cha50 の最適化構造を
構築し考察したところ、隣接する側鎖のシク
ロヘキシルメチル基が密につまった構造をし
ており、側鎖の自由度が大きく制限されるこ
とがわかった(図 7)。また、側鎖のアミド結合
がシクロヘキシルメチル基で覆われているた
め、DMSO 存在下でも側鎖間の水素結合を構
築し、π スタック構造を安定に保持することが
できたと考えられる。

AA]/[Pd] = 23) (図 8)。1-Leu をモノマーとして
用いた場合、開始剤に対して約 5–6 量体のモ
ノマーが消費された段階で一時的にモノマー
消費が休止し、その後モノマーの濃度に依存
せず反応が進行した。同様現象は 1-Cha でも
見られたのに対し、1-Ala を用いた場合には明
確な休止状態は観測されなかった。

図 7. Proposed π-stacked structure of 6-Ala and 6-Cha
obtained
through
molecular-mechanics
DFT
optimization. The substituent at α-position of amino acid
moiety is represented by space-filling model.

図 9. (a) Synthesis of oligomers using 1-Leu(Me). (b)
the crystal structures of 6-Leu(Me).

図 8. Time course of the polymerization of 1-Leu in
CD2Cl2 at 10 °C

最後に、側鎖置換基による π スタック構造
の安定性が重合挙動に与える影響を調べるた
め 、 1H NMR に よ る 反 応 追 跡 を 行 っ た ([1-

この現象の詳細を調べるために、アミドエ
ス テ ル 部 分 を メ チ ル エ ス テ ル に 変 え た 1Leu(Me)をモノマーとし、dpppPdMeCl に対し
て 5 当量の 1-Leu(Me)を加えて反応を行った
(図 9a)。反応後の 1H NMR スペクトルより、6
量体が優先的に生成していることがわかった。
そこでオリゴマーの立体構造を明らかにする
ために、水素化ホウ素ナトリウムによりパラ
ジウム錯体部分を除去し、分取薄層クロマト
グラフィーにより精製することで 6 量体を単
離した。更に、6 量体の構造は 1H NMR スペク
トル及び、単結晶 X 線構造解析により解析を

行った。その結果、6 量体は主鎖キノリン環が
絡まった様な構造をしており、キノリン環ど
うしの π スタック及び側鎖間の水素結合で安
定化していた(図 9b)。
これらの結果より、重合の初期段階では、準
安定な折りたたみ構造である poly-1-Leu6 を形
成し、その後不可逆な構造変化を経て、熱力学
的に安定な核となるらせん状の π スタック構
造を形成後、重合の進行とともにらせん構造
が伸長することを明らかとした。一方、π スタ
ック構造を安定に形成しないアラニン誘導体
の場合は観測されなかったことから、側鎖の
アミノ酸置換基が熱力学的に最も安定ならせ
ん構造を決定していることが明らかとなった。
(図 10)。

る影響について調査を行った。その結果、π ス
タック型らせん高分子の安定性はアミノ酸置
換基の形状に大きく依存し、特に嵩高いシク
ロヘキシルアラニンを側鎖置換基として持つ
場合には、温度や極性溶媒 ( ジメチルスルホ
キシドなど ) に対して高い安定性を示した。
更に、これらの安定性の違いは重合挙動にも
影響を与え、安定な π スタック構造を形成す
るシクロヘキシルアラニン、ロイシン誘導体
を側鎖に持つ場合、重合初期に主鎖が絡まっ
た準安定状態を形成し、その後不可逆な構造
変化を経て、熱力学的に安定な核となるらせ
ん状の π スタック構造を形成後、重合の進行
とともにらせん構造が伸長することを明らか
にした。このような構造の核形成を伴う重合
挙動は”nucleation-elongation”として知られて
おり、超分子ポリマーの分野でしばしば見ら
れる。一方で、共有結合を主鎖に持つ高分子の
重合においてこのような”nucleation-elongation”
機構を経由した例は大変まれであり、今回の
ようにその重合過程を詳細に観察したのは初
めての例である。
今後、今回の結果を基に、π スタック型らせ
ん高分子を土台として新たな機能性高分子の
創生へと取り組んで行きたい。
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図 10. Proposed elongation mechanism of helically πstacked poly(quinolylene-2,3-methylene)

３．まとめ
本研究では、π スタック型らせん状ポリ(キ
ノリレン-2,3-メチレン)の機能性高分子への展
開を目指して、側鎖のアミノ酸状の置換基が π
スタック型構造の安定化及び重合挙動に与え
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