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1．はじめに

有機・高分子材料は、素材産業の中核として、日

本の製造業全体を支えている。平成 16年度の化学

工業の製品出荷額は約 24兆円であり、その付加価

値額（約 11兆円）は、製造業全体の 11.2％を占め

る。この値は自動車などの輸送用機械器具製造業に

おける付加価値額（14兆円、13.9％）に近い 1）。化

学工業では、他の素材産業と比較して研究開発費が

著しく大きい 2）。また、電子機器あるいは液晶など

の表示素子の開発では、有機材料の性能が鍵を握る

ことが多く、化粧品や繊維製品では、高分子の「質

感」などの特徴が売上げに直結していることも多い。

このような理由から、有機・高分子材料では、他の

分野の研究開発に歩調を合わせて、常に高性能化を

図ることが要求されている。

一方、有機・高分子材料は新しいナノ材料の宝庫

でもある。デンドリマーなどの形状規制高分子、超

分子やゲルでは、従来にない新しい材料特性が見出

されている。ミクロな細孔をもつ配位化合物が合成

され、通常の圧縮限界より 200倍も高い密度でアセ

チレンを保管することが可能になったという報告も

ある 3）。本章では、有機・高分子材料に関する国内

外の研究論文を調査し、新素材や新しい機能ユニッ

ト、あるいはナノ材料の観点から、その研究動向を

分析した。

2．新素材としての有機・高分子材料

高分子学会の機関誌「高分子」は、平成 17年度

に「ゲルの構造を科学する」という特集を企画した。

高分子ゲルでは、刺激応答性や運動機能などのユ

ニークな性質を示すものが開発されており、近年、

先端材料として注目が集まっている。その応用はア

クチュエーター、人工臓器、再生医療、薬物送達シ

ステム（Drug Delivery Service, DDS）など幅広く、
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特に生体機能に関連した研究が多角的に進められて

いる。吉田らは、アデノシン三リン酸（Adenosine

TriPhosphate, ATP）の存在下で自励振動するゲル

の開発に成功している。このようなゲルは、外部刺

激を用いない人工筋肉やバイオマシンとしての展開

が期待できる 4）。一方、相田らは、カーボンナノ

チューブとイオン性液体から不揮発性のゲルを製造

し、空気中で長時間作動するアクチュエーターに応

用している 5）。

注目すべき高分子の製造方法としては、バクテリ

アを利用する方法がある。遺伝子工学を用いると、

特定のアミノ酸配列をもつタンパク質を比較的簡単

に合成できる。また、培養条件を確立できれば、大

腸菌を用いた大量合成も不可能ではなく、実用材料

としての応用も期待できる。最近、このような方法

により、高分子材料に特異的に接着するペプチドの

探索が行われており、僅か数十のアミノ酸配列を用

いて高度に選択的な吸着が実現されている 6）。免疫

機構において、特定の抗原に結合するような抗体

（タンパク質）が作られることは、良く知られてい

る。同様な分子認識は、ペプチドと実用材料の間で

も起こりえる。もう一つのトピックスは、遺伝子組

み換え技術によりレシリンというタンパク質を大量

生産し、その材料物性を評価した研究である 7）。レ

シリンは、蚤の跳躍やハエの羽ばたきを力学的に支

えているタンパク質であるが、バクテリアによって

合成されたレシチンの前駆体では、光架橋すること

で天然ゴムをも凌ぐ優れた粘弾性を示す。

高分子材料の研究動向として、高分子学会が平成

17年度に主催・共催した研究会、講演会の中から

主なトピックスを抽出して表 1にまとめた。医用高

分子材料の分野では、マイクロ／ナノファイバーを

用いた細胞分離、プローブ顕微鏡を用いるバイオ計

測技術の開発などが活発に議論されている。また、

光機能性高分子は、ガラスに代わるフレキシブル光

学材料として応用の幅を広げている。後者の主なト

4．有機・高分子材料
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ピックスとしては、レーザー発振材料、ホログラ

フィック記録再生技術、高屈折率熱硬化性樹脂など

が挙げられる。ポリマー微粒子は、既に幅広い製品

に応用されているが、表面修飾やハイブリッド化に

よる高機能化の研究も着実に進展している。その応

用例としては、干渉色を生み出す化粧品、導電性の

ペースト、高性能のトナーやコーティング材料など

が挙げられる。エネルギー関連高分子材料のトピッ

クスとしては、高性能の固体高分子形燃料電池、プ

ラスチック太陽電池などが挙げられる。環境調和型

高分子材料の分野では、生分解性プラスチックやバ

イオマス由来のプラスチック（バイオプラスチック）

が活発に研究されている。

表 2には、平成 17年度の高分子討論会で新たに

採択された特定テーマ名（シンポジウム名）をまと

めた。「次世代フォトニクス高分子」や「有機エレ

クトロニクス材料」の会場では、有機・高分子系の

新素材に関する多くの研究成果が報告されている。

また、「バーサタル高分子としての DNA/RNA」、

「精密バイオインターフェイスポリマー」など、生

体材料に主眼に置いた研究報告も多い。近年、関心

を集めている材料系のテーマとしては、「次世代共

役ポリマーの超階層制御と革新機能」、「新機能創成

を目指す次元規制高分子の化学」などがあり、新し

い機能性高分子を開発するだけでなく、その機能を

  
医用高分子材料 マイクロ／ナノファイバーによる細胞分離、バイオ計測技術  
光機能性高分子 レーザー発振材料、ホログラフィック記録再生技術など 
ポリマー微粒子 化粧品、ペースト、トナー、コーティング材料 
エネルギー関連高分子材料 固体高分子形燃料電池、プラスチック太陽電池  
環境調和型高分子材料 生分解性プラスチック、バイオプラスチック 

参考：（社）高分子学会 平成 17年度 主催・共催研究会、講演会 

 
微粒子が拓くサイエンスとテクノロジー  特殊形態高分子  
次世代フォトニクス高分子  次世代共役ポリマーの超階層制御と革新機能  
有機エレクトロニクス材料の合成・電子・光機能

 
自己組織化高分子の構造と物性

 
エネルギー貯蔵・変換と高分子

 
界面の機能・物性・評価法・理論

 ゲルの新機能と次世代材料への展開

 

外場（磁場、電場、光）による構造制御と機能発現

 

ナノ・マイクロテクノロジーを支える高分子  新機能創成を目指す次元規制高分子の化学  
バーサタル高分子としての DNA/RNA  イオン性液体と高分子  
精密バイオインターフェイスポリマー  高度循環型社会を支える高分子  

表 1 高分子材料に関連する主なトピックス

表 2 高分子討論会（平成 17年 9月）で新たに採択された特定テーマ

目的に応じてより効率的に発現させるための造形技

術に関心が高まっている。

3．新しい機能ユニットとしての高分子

有機合成を駆使した新しい高分子材料の開発研究

は、依然活発に行われている。例えば、デンドリ

マーでは、ライブラリー合成法により、多様性のあ

る高分子が簡単に得られるようになってきた 8）。末

端に核酸塩基を有するデンドリマーなどは、新しい

生体関連材料として注目すべきであろう。また、最

近、光を照射することで応力や歪みが緩和される興

味深い高分子材料が開発された 9）。オリゴエチレン

グリコールの架橋高分子の内部に複数のチオール分

子を加えておくと、光照射により高分子主鎖の組み

換え反応が起こり、内部に蓄えられた応力や歪みが

消失するらしい。この応力緩和のメカニズムは、

光による高分子材料の形状記憶にも利用されてい

る 10）。これに関連して、高分子材料のレオロジーや

結晶化をナノメートルスケールで解明しようとする

研究も活発になりつつある 11-13）。ここでは走査プ

ローブ技術の進歩が、高分子材料の界面や表面にお

ける特性解明に大きな役割を果たしている。

図 1には、NIMSで研究されている有機・高分子

材料の例を示した。金属イオンと二官能性の配位子



からなる一次元高分子錯体は、ナノ材料の構成要素

として興味深く、固体表面やメソポーラス材料の細

孔内での組織化が試みられている 14）。一方、高分子

と金属酸化物の中間にある物質群として、無機ナノ

ストランドがある。例えば、水酸化カドミウムのナ

ノストランドは、直径が 1.9 nmの六角形のクラス

ターが一列に会合することで形成され、その長さは

数マイクロメートルにも及ぶ。このナノストランド

では、表面のカドミウム原子の約 3分の 1が正に荷

電しており、DNAなどのアニオンポリマーを強力

に吸着する。このような無機ナノストランドは、ナ

ノ複合材料の構成要素として幅広く研究されてい

る 15）。有機分子を機能材料として利用する場合、し

ばしば基板などの表面に配列させることが要求され

る。図 1には、フラーレン分子にアルキル鎖を導入

し、グラファイトの表面で一次元に配列させた中西

らの研究を示す 16）。プローブ顕微鏡による観察から、

アルキル鎖が互いに向き合いながらフラーレン部が

配列している様子が確認されている。機能ユニット

の配列制御には、有機分子の分子設計が最も重要で

ある。

4．有機・高分子材料のナノ構造化

有機・高分子材料の研究分野では、ナノメートル

スケールでの構造制御に多くの注目が集まってお

り、薄膜の積層化、微粒子の集合構造制御、固体表

面でのパターン化、あるいは三次元の微細加工を施

すことで、新しい機能や用途の開発が試みられてい

る。

任意の塩基配列をもつ DNAが合成装置により容

易に得られるようになり、1塩基あたりの受託合成

価格も 100円程度となった。最近、DNAはナノ構

造体を設計するためのユニットとして利用されてお

り、ナノ配線技術のテンプレートとしての応用にも

展開が見られる。一本鎖 DNAのフォールディング

（折り畳み）を利用すると、100 nm程度の複雑な形

状（正方形、円盤、三角形、星形など）を設計する

ことが可能となる 17）。DNAを用いると、基板表面

に文字を描くようにプログラムすることもできる。

RNAでは、マグネシウムイオンの錯形成反応を制

御することで、ナノスケールのラダー状あるいは網

目状の構造を作製することできる。最近では、

DNAの自己組織化によって得られたナノパターン

の上に、タンパク質を位置特異的に固定化する技術

も報告されている 18）。これらはバイオセンサーや電

子デバイスを製造するための重要な技術となるであ

ろう。

階層構造の形成例として、図 2には、セルロース

の表面修飾に関する研究を紹介する。セルロースは、

光合成によって地球上で最も大量に生産されている

天然高分子であり、再生可能な天然資源として、幅

広い利用が期待されている。セルロースでは、直鎖

状高分子が集まってナノファイバーを形成し、この

ナノファイバーからマイクロファイバーが形成さ

れ、さらに複雑なネットワーク構造が形成されてい

る。その最小の単位である約 20 nmのナノファイ

バーの回りに、非常に薄い酸化物ゲル薄膜を形成す

ると、ナノファイバーの構造を壊すことなく表面の

みを化学的に活性化できる。即ち、大きな比表面積

を有するナノファイバーに、生体分子を高密度かつ

均一に固定化することが可能となる。セルロースに

約 5 nmのチタニア層を用いてビオチン分子を固定

化させた場合、ピコモル濃度のストレプトアビジン

を効率的に吸着できることが報告されている 19）。ま

た、固定化されたストレプトアビジンは、セルロー

スの吸湿性が高いため、大気中に放置しても変性さ

れることがない。
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図 1 （ａ）一次元高分子錯体、（ｂ）水酸化カドミウムのナノ
ストランド（正に荷電したカドミウム原子を黄色で示す）、
（ｃ）フラーレン誘導体の固体表面での組織化
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5．有機系電子材料の研究動向

フラットパネルディスプレイあるいは電子ペー

パーなどの実用化では、表示媒体としての材料特性

に注目した有機系電子材料の研究開発が行われてい

る。有機系電子材料は、産業的な潜在性が非常に大

きく、生体物質の電子材料化、単一分子のデバイス

化、印刷プロセスや自己組織化の活用など、研究の

幅が急速に広がりつつある。

生体物質の電子材料化は、ナノサイエンスの挑戦

的課題の一つになっている。Belcherらはウィルス

（M13ファージ）を用いて、その外殻を構成する蛋

白質上に沿って ZnSや CdSを結合させた 20）。M13

ファージは、直径 6.6 nm、長さ 880 nmの細長い形

状を有し、結果として形と大きさが制御された半導

体ナノワイヤが作製されている。遺伝子工学を利用

すればウイルスの更なる改変が可能であり、さらに

複雑なデバイス構造の作製が容易になるであろう。

単一分子のデバイス化は、分子構造やプロセスが

模索されている混沌とした状態であり、依然として

ナノサイエンスの挑戦的課題に留まっている。その

ような例として、導電性高分子を単一分子レベルで

大面積に配列させるプロセスの研究が進められてい

る 21、22）。金基板表面の結晶方向に沿って予めヨウ素

を吸着させておくと、電界重合プロセスによりチオ

フェンポリマーが結晶方向に成長し、幅 0.3 nm、

長さ 100 nm程度のナノ配線を製造できる。また、

二種類の異なるチオフェン誘導体を用いることで、

単一のチオフェンコポリマーによるナノ配線化も可

能であることが示されている。

有機系電子材料の製造プロセスでは、インク

ジェットプリンタなどを用いた印刷技術が、整合性

の良い手法として頻繁に用いられている。溶液を

使った製造プロセスは、経費を削減でき、大面積の

フレキシブルディスプレイなどの作製にも適してい

る。最近、液体状のシラン系前駆物質（シクロペン

タシラン）を使ったシリコン薄膜トランジスタの製

造が報告された 23）。得られた多結晶シリコン膜の移

動度は、108 cm2V-1s-1であり、従来の a-Si TFTの移

動度（1 cm2V-1s-1）の報告値を上回っている。

最近、印刷プロセスを利用したナノ構造体の大規

模集積技術が大きく展開しつつある。Rogersらは、

PDMSなどのエラストマーの吸着特性を利用して、

基板表面に形成されたナノ構造体を剥がし取り、さ

らに別の基板表面に取り付ける技術（転写印刷法）

を報告している 24）。転写印刷法の利点は様々な構造

の物質を同一表面上に階層的に構築できることにあ

る。柔軟な PDMSを用いると球面体上への転写印

刷も可能である。既に Rogersらは、この方法を用

いて p-nジャンクションの形成にも成功している。
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