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＜研究内容・成果等の要約＞ 
 我々は最近、金属−アセチレン間にはたらくp配位により安定化された金属−有機サブユニット

（M3L2, M = Ag(I), Cu(I)）の多量化を精密制御することで高度に複雑な巨大構造（~直径5 nm, 内径最

大 1 nm）をもつ(M3L2)n空孔群の創出に成功し、またサブユニットを中間構造とした種々のナノ構造

の動的変換制御が可能な自己集合システムを開拓している。 
本研究では溶液中において構築したナノ空孔を、事前に規定した構造と性質を維持したまま無限構

造へと組み込むことにより、両者の架け橋となる新たな結晶性固体材料の構築法確立を当初の目的と

した。また、ここで構築した結晶性材料について、金属ナノクラスターの取り込み集積、および不斉

情報付与による特異な触媒能発現をはじめとする高度機能の発現を目指すこととした。 
 実際に研究を進めるなかで以下の内容について検討を行い、一連の結果を得た。 
[1] 新たな様式による構造相補的共結晶化の開拓 
 (M3L2)n空孔錯体(n = 2,4)を2つの異なる形式についてそれぞれ、特異的な構造相補的な共結晶化に

より無限ネットワーク錯体へと組み込むことに成功した。 
[2] 追加的金属挿入による多面体型空孔のさらなる改変 
 溶液中において形成した(M3L2)8 錯体に対してさらに金属イオンを作用させたところ、当初想定し

た空孔内部への金属イオン集積からは予想外であったものの、骨格そのものへの挿入変換が起こっ

た。一連の結果は、内部空孔の形状改変に加えて、挿入金属を足場としたさらなる金属集積や分子認

識、触媒作用などへのより独自性の高い展開が期待できる有用な知見となった。 
[3] らせんキラリティーの精密制御 
 (M3L2)n 多面体骨格は高度に絡まった分子構造を有し、トポロジー的なキラリティーを示す点で従

来の空孔性配位錯体と全く異なる性質や機能の発現が期待できる。そこで空孔性材料への空間転写に

おける要素のひとつとして、従来は溶液中・結晶中ともにラセミ状態であったトポロジー的にキラル

な多面体の精密制御手法を開発した。種々検討の結果、(M3L2)8 立方体の表面上にキラル側鎖を集積

させることで、溶液中においてらせん方向をほぼ一方（>99:1）に偏らせることに成功した。 
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＜研究の目的、経過、結果、考察＞ 
[研究背景と目的・経過] 
自己集合は、複数の構成分子が種々の相互作用を介して熱力学的に安定な特定の秩序構造を形成す

る現象であり、自然界において普遍的にみられる。一方で近年、金属イオン(M)と有機配位子(L)の間

に形成される配位結合を駆動力とすることで多様なナノ構造の人工的構築にも利用されており、例え

ば一義的な空孔構造の形成により分子のセンシングや吸蔵、変換といった機能が開拓されてきた。し

かしながら、同分野における類似の研究例が増大の一途を辿るなか、真に新しい学理や応用を予感さ

せる研究の出現に乏しくなっている現状がある。 
その中で我々は、（構造予測性や堅牢性の観点から）比較的強い結合力と方向規定性を利点とする

含窒素複素環やカルボキシレートにほぼ限られてきた配位ドナーの多様性に着目し、従来とは一線を

画す、弱い配位を基盤とした自己集合の開発を目指している。なかでも我々が当初から着目した金属

−アセチレンp配位は、各種有機金属反応におけるメジャーな配位様式として知られる一方で結合力

は比較的弱く、これまでナノ構造の構築にはほとんど用いられてこなかった。しかしながら、弱さ故

の緩やかな方向規定性や刺激応答性は、より柔軟で許容性の高い配位構造を生み出すうえでむしろ強

みとなることが期待される。金属p配位を多点集積し、また他の強い配位と協働させることで、構造

安定性を確保しつつ、柔軟な配位に基づくことで従来は設計困難であったレベルでの複雑な一義的ナ

ノ構造の構築を実現すべく、研究を進めている。最近の成果として、p配位により安定化された金属

−有機サブユニット（M3L2, M = Ag(I), Cu(I), 図1）の多量化を精密制御することで高度に複雑な巨大

構造（~直径5 nm, 内径最大 1 nm）をもつ(M3L2)n空孔群の創出に成功し、またサブユニットを中間

構造とした種々のナノ構造の動的変換制御が可能な自己集合システムを開拓している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の背景に基づき本研究では、ナノサイズかご型錯体の無限ネットワークへの組み込みによる新

規結晶性空孔材料の開発を目的として研究を開始した。金属有機構造体（MOF）をはじめとする空

孔性材料が近年、注目を集めているが、その機能の基盤となる空孔のサイズや形状、性質の制御につ

いては、例えば金属イオンと有機配位子の膨大な組み合わせについて混合と溶媒留去を経た結晶化の

試行を繰り返すことで所望のものを見つけ出すプロセスがボトルネックとなっている。一方で、別個

の研究対象として溶液中におけるディスクリートな（単独分子）ナノサイズ内部空間をもつ分子の開

発も盛んであり、溶液中における合成技術や高い設計性に基づく分子構築法やホスト・ゲスト化学研

究の発展が著しい反面、その実践的な応用についてはセンシングや少数例の触媒反応への適用に限ら

れている。そこで本研究では、溶液中において構築したナノ空孔を、事前に規定した構造と性質を維 
 
 

図1 



                                                             No.４ 
持したまま無限構造へと組み込むことにより、両者の架け橋となる新たな結晶性固体材料の構築法を

確立する。また、ここで構築した結晶性材料について、金属ナノクラスターの取り込み集積、および

不斉情報付与による特異な触媒能発現をはじめとする高度機能の発現を目指すこととした。 

 
 
[結果と考察] 

[1] 新たな様式による構造相補的共結晶化の開拓 

 本助成の申請段階において、(M3L2)2型空孔錯体 (M = Ag(I))が結晶相において2次元シート状無限

錯体の空孔部分に包接されることで共結晶を形成することを見出していた（図3a）。このような構造

相補的共結晶化の形式をさらに開拓すべく、検討を進めた。その結果、四面体型の(M3L2)4錯体 (M = 
Cu(I))が無限ネットワークに架橋により組み込まれた形式の結晶相を新たに観測した（図 3b）。この

結晶相においては、フリーの配位子が(M3L2)4錯体のCu(I)中心に対してさらに配位することで架橋さ

れることが単結晶 X 線構造解析から明らかとなった。また一連の共結晶化例において、無限シート

錯体(a)および架橋配位(b)のいずれにおいても(M3L2)n錯体と同様に、結合角や距離が大きく変化しつ

つも金属p配位が高い構造許容性によって維持されていた。このことは、我々の研究の根底をなす「金

属p配位の協働」の適用範囲の広さを示す点においても重要な知見となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2] 追加的金属挿入による多面体型空孔のさらなる改変 

 溶液中において設計されたナノ空孔の無限錯体への転写については、[1]に述べたように新たな形式

を見出すことができた。一方で、当初応用のひとつとして検討していた空孔内への金属集積について

は、予想外の実験結果を得ることとなった。 
 最近の研究により、 いったん形成した(M3L2)2 錯体に対して対アニオン交換を行うことにより、

M3L2サブユニットの静電的な追加的安定化が生じ、これまでで最大の立方体型(M3L2)8錯体が得られ

ることがわかった（図4a）。この動的変換過程の発見をもとに、さらに貴金属塩を添加することで、

構造的に柔軟な骨格の空孔内における金属集積が可能であると考えるに至り、種々検討を行った。こ

のとき、(M3L2)8 錯体に対して硝酸銀をさらに作用させたところ、溶液中における核磁気共鳴(NMR)
および放射光を用いたX線構造解析から、すでに知られている三角柱型骨格(n = 6相当)に対して銀

イオンが3つ追加挿入した新規骨格（Ag21L12錯体）が得られたことがわかった（図4b）。 
 

図2 
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加えて、溶液中における条件を調節することにより、同様のプロセスで四面体(n = 4相当)に対して銀

イオンを 1 つだけ挿入させた Ag13L8錯体も構築できた。当初想定した空孔内部への金属イオン集積

ではなく、骨格そのものへの挿入変換が起こってしまったものの、以下の点で有用な知見となった。 
(i) (M3L2)n多面体骨格への金属挿入により、内部空孔の形状をさらに調節する手法として有望である。 
(ii) 次なるステップとしての金属集積における活性足場部位としての活用が可能であると期待され、

また挿入部位自体の分子認識能や触媒作用の開拓を新たに発想できるようになった。 
 

 
[3] らせんキラリティーの精密制御 

 (M3L2)n 多面体骨格は高度に絡まった分子構造を有し、トポロジー的なキラリティーを示す点で従

来の空孔性配位錯体と全く異なる性質や機能の発現が期待できる。そこで空孔性材料への空間転写に

おける要素のひとつとして、従来は溶液中・結晶中ともにラセミ状態にあったトポロジー的にキラル

な多面体の精密制御手法を開発した。検討においては、杉野目ら（京大）が動的らせんポリマーにお

いて見出した、キラル側鎖による微小ならせん安定化エネルギーの差異集積による主鎖らせん方向の

制御原理に着想を得た。すなわち、(M3L2)8 立方体の表面上にキラル側鎖を集積させることで、溶液

中においてらせん方向をほぼ一方（>99:1）に偏らせることに成功した（図5）。この偏りは溶媒の極

性や側鎖のかさ高さに影響され、また集積数の少ない多面体(n = 2,4)では効果が著しく低下したこと

から、低極性側鎖の骨格への立体的な絡みつきが選択性の向上に寄与していることが推察された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[今後の展望] 
 以上に述べたように現在までの研究においては、ディスクリートな錯体状態における検討が主とな

っている。一方で多面体への金属挿入による骨格改変やらせん制御など、次なる検討において極めて

有益な知見が得られた。今後は、形状やキラリティーを高度に制御したナノ空孔の空孔性材料への転

写と応用についてさらに検討を進めたいと考えている。 
最後に、本研究を進めるにあたり助成頂いた泉科学技術振興財団に対し、改めて御礼申し上げる。 
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