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❖研究紹介
自己組織化と集積アシンメトリー
君塚 信夫
九州大学大学院工学研究院・教授
A02 班班長
分子の自己組織化は、配位アシン
メトリーにおける基盤技術の一つで
あるマルチスケール異方集積化にと
り有力な手段を与えるものと期待さ
れる（図１）。筆者らはアキラルな
[PtII(en)2]2+, [PtIVCl2(en)]2+ 錯体とアニ
オン性脂質のイオン対が有機媒体中
で一次元混合原子価錯体ナノワイヤ
ーを形成し、自己組織化と一次元電
子状態の形成が連動されることを報
告してきた。

1)

図 1 金属錯体のマルチスケール自己組織化と配位アシンメトリー

キラル脂質を用いた

場合、脂質のキラリティーに依存し
たらせん状ナノコイルが形成され、
キラル集積錯体に特異的な電子状態
が形成される（図２）
。
このように静電的相互作用を介し

図 2 ア キ ラル な 一 次元金 属 錯 体のキ ラ ル 分子被 覆 に よる
キラルならせんナノコイルの形成
a
b

た金属錯体の自己組織化は、ヘテロ
ポリ酸 (POM)などのクラスター錯
体にも拡張できる。2-5)

c

最近、水中

d

でオリゴエーテルを含むアンモニウ
ム塩と POM を水中で混合するだけ
で (1-H)2H[PMo12O40]組 成 の 巨 視 的
に配向した巨大ナノシートが形成さ
れることを見いだした。5)このナノシ

図 3 構造異方性を有するナノシート(1-H)2H(PMo12O40)の光学顕
微鏡写真(a)と部位特異的光照射に基づくエッチング(b)、POM ナ
ノシート上における Ag クラスターの部位特異的な光析出 5)

ートの定められた部位に光照射( = 405 nm)すると[PMo12O40]が光還元されて水に溶解し、光エッチ
ングが進行した（図 3a→b）
。一方、Ag(I)イオン溶液中でナノシートを部位特異的に光照射すると、
還元された POM からナノシート表面に存在する Ag(I)イオンへの電子移動と Ag クラスターの析出
がおこり、部位特異的なパターン形成が達成された。この金属錯体（クラスター）の自己組織化構
造を利用する界面アシンメトリー構造の構築は、幅広く展開できるであろう。
1) N. Kimizuka, Adv. Polym. Sci., 2008, 219, 1 (review). 2) Chem. Commun., 2011, 47, 6455. 3) Chem. Commun., 2014,
50, 599, 4) Chem. Lett., 2017. DOI:10.1246/cl.161124. 5) Angew. Chem. Int. Ed., 2017, in press.
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❖トピックス
・第１回 融合基礎・実習コース
開催日

：2016 年

開催場所：金沢大学

12 月

開催報告

3日

角間キャンパス

自然科学 5 号館 2 階大講義室

参加人数：43 名（うち学生 30 名）
講師：草本哲郎（東京大学大学院理学系研究科化学専攻）
題目：光るラジカル
概要：12 月 3 日（土）に東京大学大学院理学系研究科化学専攻の草本哲郎助教を講師としてお招き
し、
「光るラジカル」という題目で講演をして頂いた。草本助教は錯体化学・物性化学を専門とする
若手研究者である。本講演は、錯体化学若手の会 北陸支部勉強会の一環として開催され、学生 30
名を含む計 43 名が参加した。
講演では、
「光る」と「ラジカル」という二つのキーワードのもと、(1) 分子と光の相互作用なら
びに発光の基礎、(2) ラジカルの基本的性質とスピン分極、(3) 発光性ラジカルの最新の研究成果、
の 3 点についてお話があった。(1)では、光照射による分子のエネルギー吸収、励起状態形成、そし
て基底状態への緩和という一連のプロセスの中で、発光過程が励起状態から基底状態への緩和過程
の一種であることが分かりやすく解説された。(2)では、化学反応性が高いラジカルを大気下室温で
も扱えるほど安定化させるための方法論、ならびにラジカルの電子状態やスピン密度分布における
電子相関の重要性が説明された。(3)では、トリフェニルメチルラジカル骨格にピリジン骨格を導入
することでラジカルの光耐久性が向上することや、ピリジン部位を利用して金(I)錯体とすることで、
発光量子収率が大きく向上することが示された。
講演中、内容を一生懸命ノートに書き写す学生の姿が目立った。講演後は質疑応答の時間のみな
らず懇親会においても学生から草本助教に多くの質問があり、学生が興味を持って講演を聞いてい
たことがわかった。
草本助教の研究は、ラジカルおよびその集積体の特異な電子状態に基づく新奇物性（発光特性、
磁性、電気伝導性、誘電性）の創出であり、今回紹介された Atropisomeric な構造を有する発光ラジ
カルの研究は、本領域の分子アシンメトリー、電子系アシンメトリーにも大きな示唆を与えるもの
であった。本講演では発光特性、ラジカル、錯体化学に関して基礎的な内容から丁寧な説明がなさ
れ、また最新成果が分かりやすく紹介され、参加学生がノートをとる様子や講師に質問する姿が目
立った。参加学生に研究の面白さと醍醐味を十分に伝えることができた。
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・日本化学会第 97 春季年会特別企画

開催案内

日本化学会春季年会において、以下の通り本領域研究に関連する特別企画「配位アシンメトリー：
非対称な構造と空間の科学」(Coordination Asymmetry: Science of Asymmetric Structures and Functions)
が開催されます。皆様におかれましては、奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。
【日時】2017 年 3 月 19 日（日）13:30-16:25
【場所】慶應義塾大学日吉キャンパス(神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1) S3 会場
【趣旨】
自然界で最も高次な機能を有する生命分子システムは，それらを構成する物質や空間の非対称
な構造と機能に基づいている。不斉炭素の化学は，我が国の有機合成および高分子化学分野の
研究者によって著しい発展を遂げてきたが，周期表の約 8 割を占める金属元素を含む物質の非
対称な構造と空間の化学は，未だ未開拓な部分が多い。本企画では，物質構築における非対称な
構造と空間の構築およびその解析法に焦点を当て，特に立体，反応，物性の要になりうる金属錯
体分子や金属含有物質を用いた新しいアプローチについて議論し，今後の物質科学を展望する。
【プログラム】
13:30-

Opening remarks
SHIONOYA, Mitsuhiko (Grad. Sch. Sci., The Univ. of Tokyo)

13:35-

Absolute structure determination by the crystalline sponge method: applications to asymmetric
synthesis and natural product chemistry
FUJITA, Makoto (Grad. Sch. Eng., The Univ. of Tokyo)

14:00-

Metalloprotein assembly toward photodevice construction
HAYASHI, Takashi (Grad. Sch., Eng., Osaka Univ.)

14:25-

Local optical activity of nanomaterials
OKAMOTO, Hiromi (PMS, IMS)

14:50-

Development of asymmetric magnetic coordination compounds
OHKOSHI, Shin-ichi (Grad. Sci., The Univ. of Tokyo)

15:15-

Optical Activity in Chiral Nanoparticle system
NAKASHIMA, Takuya (Grad. Sch. Mat. Sci., NAIST)

15:40-

Asymmetric photoredox catalysis with chiral-at-metal complexes
MEGGERS, Eric (Philipps-Univ. Marburg)

16:25-

Concluding remarks
KAWASHIMA, Nobuyuki (Mitsui Chemicals, Incorporated)
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・研究業績
論文誌表紙掲載
1) 直田 健 氏 (大阪大学大学院基礎工学研究科・教授、A02 班計画班員)らの論文(Dalton Trans. 2016,
45, 19257-19268)が、Inside back cover に選ばれました。(下左図)
2) 二瓶雅之 氏 (筑波大学数理物質系・准教授、A04 班計画班員)らの論文(Angew. Chem. Int. Ed. 2017,
56, 591-594)が、Back cover に選ばれました。(下右図)

新聞掲載
塩谷光彦 氏 (東京大学大学院理学系研究科・教授、領域代表者）らの研究成果(Nat. Commun. 2017,
8, 14296)に関する記事が、以下のサイトで報道されました。
・日本経済新聞
他

電子版

2017 年 2 月 8 日

オンライン、OPTRONICS, マイナビ, Livedoor, BIGLOBE, excite, fabcross 等
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