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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 カーボンナノチューブをはじめとするチューブ状分子は、外界から隔てられた内部空間に基づくその特

異な性質が注目を集めている。このチューブ内空間は、一方向に伸びた一次元的な空間であり、一方向の

物質移動・伝導などを可能にする異方的空間として興味深い。閉じた空間における一次元的な物質移動を

単一分子で実現できるチューブ状分子は魅力的であるが、現状ではチューブ径、長さの制御と内部空間へ

のゲストの包接・閉じ込めを自在に行うことは困難であることが多い。可逆な金属− 配位子間の結合の特

性を活かして自己集合的にチューブ構造を構築すれば、これらの問題を解決できると考えた。本研究では、

金属イオンとの錯形成により精密にチューブ状超構造体を作り上げるための円筒型分子の合成に目標をお

き、新規な環状の化合物および配位子を合成する。また、各種外部刺激応答分子の構造変換について検討

を行い、刺激応答型の物質移動への可能性について探求することとした。 

 カリックス[6]アレーンを基本骨格とする大環状化合物の合成を行った。環状化合物の高度機能化と物質

取り込み機能の解明のためには、環状骨格を意図通りの配座に制御する必要があるので、まず配位子の構

造の解明と物質取り込み能について検討を行った。合成した環状化合物について配座解析を行った結果、

環骨格部分が 1,2,3-alternate 型配座を取ることが明らかとなった。さらに、この化合物は溶液中で電子

不足芳香族化合物を取り込み、その際に動的な配座変換が起こることが明らかとなった。また、関連のら

せん型・カゴ型の化合物についても、外部刺激応答型の変換反応による機能化を達成した。このような性

質は、刺激応答型の物質移動のための重要な知見になると考えられる。 
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欧文概要 ＥＺ 

Tubular structures such as carbon nanotubes are attracting much attention because of their unique 
interior space separated from the outer spaces.  This one-dimensional inner space would be useful as 
an anisotropic field that could enable one-way material transport and conduction.  Although such a 
tubular molecule seems to be useful for one-dimensional material transport, it is difficult to construct 
tubular structures with defined dimensions and to incorporate guest species inside the tubular 
structure.  Self-assembly of cylindrical molecules with defined dimensions by taking advantage of 
coordination bonds would be useful for the construction of tubular structures with a defined diameter. 
The aims of this research are to synthesize cylindrical organic molecules for construction of tubular 
structures by complexation with metal ions and to develop structural conversion systems based on 
responsive molecules.  
A series of macrocyclic compounds having a calix[6]arene framework were synthesized.  The 

conformation and guest recognition ability of these compounds in solution were studied by NMR 

spectroscopy.  It was found that the calix[6]arene derivative having acetoxy groups exclusively 

adopted a 1,2,3-alternate conformation.  Spectroscopic investigations indicated that the compound 

having six hydroxy groups encapsulates an electron-deficient guest molecule with concomitant 

conformational conversion into the cone conformation.  Related helical and cage-like molecules that 

allow structural changes triggered by external stimuli were also developed.  Such responsive 

behavior would be useful for regulation of material transport and functions by external stimuli. 
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