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は じ め に 

 

 

○ あなたはいくつ 高分子 の名前をあげることができますか？ 

  「えぇと、確かポリエチレンは高分子だったよな・・・？」 

そうですね。プラスチックやゴムが高分子だということは知っていても、具体的な名前

となるとすぐには思い浮かばないかもしれません。では質問を変えましょう。 

   

○ あなたの身の回りで高分子だと思うものを持ってきて下さい。 

 これなら簡単でしょう。現代の日常生活は高分子で満ちあふれています。衣類、生活

用具、自動車、工業製品、etc・・・。 生まれてから高分子のお世話にならない人はい

ません。ヘアケア商品のテレビコマーシャルでも「UHM シリコン配合の・・・」などと

いっています。(UHM: Ultra-High Molecular-weight, 超高分子量） 高分子という言葉自

体、現代の常識となっています。では最後の質問です。 

 

○ 今、急にこの世から高分子がなくなってしまったらどうしますか？  

 パニックになると思ったあなた。それは間違いです。パニックなどになるはずがあり

ません。高分子のカタマリであるニンゲンもいなくなってしまうのですから。高分子に

は、天然にある天然高分子（あなたもこの仲間）と人工の合成高分子や、有機物ででき

ている有機高分子，そして無機化合物の塊の無機高分子など、いろいろな分類法があり

ますが、ある基本単位が集まってしかも分子量が大きい化合物はすべて高分子といえま

す。 

 

 この冊子は、あなたととても深いつながりのある“高分子”と東京工業大学高分子工

学科への案内状です。ぜひ、全体を通して読んでみて下さい。 
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高 分 子 の 歴 史 

 

 この様にとても身近な高分子ですが、いつ頃からこんなに身近になったのでしょうか。

高分子はいつの時代にも人間の身近にあったのです。ただ、昔は人間が自分たちで高分

子をつくる技術がほとんどなかったため、自然が高分子をつくってくれるのを待って

（たとえば綿の実がなるのを待って、蚕が繭をつくるのを待って）、それを加工して使

っていました。もちろんその頃は、高分子 などという概念はありませんでした。 

 

 「高分子（とても大きな分子）・・・というものがどうやらこの世にあるらしい」 と

いうことに人が気付いたのは１９２０年頃のことです。合成高分子の歴史はこれより古

く、１９世紀中頃には、有機化学の発展に伴い、いくつかの高分子が（高分子であると

意識されずに）実験室で合成されるようになりました。初期の合成高分子は天然高分子

に比べてそれほど安価ではありませんでしたが、やがて化学工学の進歩と石油化学工業

の発展とともに大量生産が可能となり、工業材料として合成高分子は飛躍的な進歩を遂

げたのです。（１９５０－７０年代） 

 その頃の合成高分子は、天然高分子の代用品にすぎない面があり、大量生産の時代で

した。その結果、プラスチックの廃棄処理や毒性、あるいはオイルショックによる石油

の値上がりなどの諸問題を抱えることとなりました。しかし今日ではこれらの問題の多

くは克服され、天然高分子にはない新しい機能や特性を持ちかつ安全な合成高分子の開

発が行われています。 

 

 

 皆さんが日常目に触れるもの、本やテレビなどマスコミ関係で騒がれている材料、さ

らにはプラスチックという通常の概念からは想像もできないものまで、合成高分子の広

がりはとどまるところを知らないかのようです。そのうちのいくつかを紹介しましょう。 
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 まず、情報化社会の花形であるコンピュータの演算速度と記憶容量を上げて高性能化

をはかるために用いられる半導体素子の超微細加工用レジスト材料として様々な高分

子が活躍しています。光機能性高分子の分子設計なくしては、コンピュータの進歩はあ

りません。また、光通信システムを支える通信媒体としての光ファイバーや光導波回路

部品、情報化社会の進展に伴いその重要性が増しているマン－マシン・インターフェイ

スとしてのディスプレー装置用の液晶表示システムや電圧、電流による可逆的な発消色

現象を利用したエレクトロクロミック表示用材料としても、高分子材料は期待されてい

ます。 

 

 

 

 

 

超ＬＳＩの 40nm のパターンを 
形成するフォトレジスト 

 

 

 

 プラスチックというと、軟らかい、壊れやすい、土に戻らないのでゴミになる、電気

を通さない、などの性質が頭に浮かぶかもしれません。しかし現在ではこれらの「常識」

はことごとく覆されています。例えば、高強度・高弾性材料として、防弾チョッキなど

にも用いられる軽くて強い全芳香族ポリアミド“ケブラー”をはじめとして、金属材料

も凌ぐ高分子材料が多数開発されています。 

 

 

 

 

 

 

高強度・高弾性繊維で補強された 
テニスラケットとゴルフクラブ 
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 また、電気を通す導電性高分子（ポリアセチレン）の合成は、東工大の先輩である白

川英樹博士（筑波大名誉教授）が東工大の助手時代に、世界で初めて成功しました。ノ

ーベル化学賞に輝く研究につながったことは、我々後輩にとっても大変に喜ばしいこと

です。今では電線に使われている銅に匹敵する導電性ポリマーも開発され、話題の超電

導性を持つポリマーも発見されています。強誘電性を持つプラスチックが見出され、ま

た、圧電効果や非線形光学効果が観察され、未来の機能性材料として注目を集めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

可溶性の電導性高分子を表面に 
塗布した透明電導性フィルム 

 

 

 人工心臓、血管などの生体適合材料、無機や金属との複合材料、印刷用感光性料、お

むつ用の高吸水性ポリマー、瞬間接着剤、酸素富化膜などの分離膜等々は、まさに合成

高分子の独壇場となっています。また、生分解性プラスチックの開発も年々進んでおり、

一部実用化されるに至っています。高分子材料の加工技術も、極々細繊維、多孔膜、超

薄膜など、従来夢とされてきた分子レベルの大きさに近づきつつあり、将来の高機能、

高性能材料設計の一翼を担うことでしょう。この様に、皆さんの２１世紀はまさに高分

子の時代と言うことができるのです。 

 

 

 

 

 

 

超極細繊維やハイテク繊維（新合繊）の 
電子顕微鏡写真（断面形状に注目） 
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高分子科学の位置づけ 
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学問としての高分子科学・高分子工学 
 
   天然高分子や合成高分子は、とてもおもしろい特異な性質を示します。これは高分

子が非常に大きな（長い）分子なので、あちらこちらで折れ曲がったり、からみ合った

り、引っ張り合ったりするからです。このため、低分子には見られない化学反応や物理

現象が高分子では起こります。このような反応や現象は、従来の反応化学や物性科学の

範囲ではなかなか手に負えないため「高分子科学」という新たな研究分野で解決しなけ

ればなりません。従って、高分子科学は、化学的アプローチと物理的アプローチの両側

面を持つ学問となっています。 

 近年では、コンピュータや物理学、数学の進歩によって、複雑さ故に特殊な現象が起

こる高分子の分野は、物理学などの基礎学問分野の人たちにも大いに注目されています。

また、高分子の材料としての価値の高さから、製造業の人にとっては、高分子は素材研

究の上で避けて通れない分野であり、ますます広い分野の人たちの研究対象となってい

ます。 

 
 

東工大の高分子工学科 
 
 東工大の高分子工学科は、複雑怪奇でそれ故に魅力的な“高分子”に関するエキスパ

ート（技術者、研究者）を養成するために、１９６２年（昭和３７年）に創られた学科

です。学科創設以前にも東工大にはたくさんの高分子関係の講座がありました。しかし、

一般社会で高分子の重要性が増すにつれて、それまでの、繊維や有機化学の一部という

狭い視点ではなく、高分子としての幅広い視野が必要となり、高分子工学科が創設され

ました。 

 平成１１年度の大学院重点化に伴う組織換えにより、高分子工学科は有機材料工学科

とともに大学院として理工学研究科有機・高分子物質専攻を新たに発足させました。ま

た、その前年には、他の化学系、材料系の学科とともに理工学研究科物質科学専攻の設

立にもかかわっています。その結果、全ての職員は組織上大学院（有機・高分子物質専

攻および物質科学専攻）に所属し、高分子工学科を兼任するという形にはなりましたが、

学部の教育システムに変更はありません。 

 現在、高分子工学科は２０人の職員（教授６、准教授８、助教６）で構成され、日本

の高分子教育、研究の分野で重要な地位を占めています。各研究室の研究内容は、１１

ページからの研究室紹介に詳しく書いてありますので、参考にして下さい。本学科の卒

業生は、平成２１年３月をもって、学部約１３００人、大学院約１０００人に達し、学

界、高分子産業を中心とした各種業界において、幅広く活躍しています。 
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高分子工学科のカリキュラム 
 
 「高分子のエキスパート」を養成する高分子工学科でみなさんが何を学ぶかについて

説明しましょう（カリキュラム構成表参照）。私たちは、『高分子科学』が一般化学の基

礎の上に立つ応用化学の主要な一分野として存在していると考えています。まず化学者

として必要不可欠な基礎知識を養うため、２年次に物理化学、有機化学、応用化学実験

などを学びます。４学期からは、高分子の合成、物性の授業が始まり、３年次が終わる

までに高分子の合成法、特性解析方法、物性や構造の基礎知識を学びます。また、他学

科の基礎および専門知識を身につけることにより、高分子の応用面や、高分子が他の専

門分野といかに密接な関係を持っているかを学びます。高分子工学特別ゼミでは、少人

数に分かれて各研究室を訪問し、研究計画の立て方や資料収集、文献講読、プレゼンテ

ーションなどのトレーニングを行って、次年度の卒業研究に備えます。４年生になると、

学生諸君は各研究室に所属し、卒業研究を行います。それまでの勉強とは違い、高分子

科学の未知の最先端領域へと一歩足を踏み入れることになります。一年をかけて、これ

までの学力を総合的に活用し、未知のものへアプローチする方法を学びます。 

          高分子工学科のカリキュラム構成 

 基礎科目 高分子専門科目 関連基礎・専門科目 実践創成科目 卒業研究 

１ 学 期    ３類セミナー  

２ 学 期 有機化学（工）第一     

３ 学 期 
有機化学（工）第二

物理化学（工）第一

 基礎工業数学第一 

電気学第一 
応用化学実験第一 

有機化学演習(高)第一 
 

４ 学 期 
有機化学（工）第三

物理化学（工）第二

高分子化学第一 基礎工業数学第二 

基礎化学工学 
応用化学実験第二 

有機化学演習(高)第二 
 

５ 学 期 

物理化学（高）第三 高分子化学第二 

高分子構造 

特性解析 

生体高分子 

触媒化学（高） 

無機化学（高） 

応用化学実験第三  

６ 学 期 

 高分子物性 

高分子工業化学 

高分子計算化学 

工業材料 

基礎生命工学 

繊維・複合材料 

高分子工学実験 

高分子物理化学演習 

高分子工学特別ゼミ 

科学技術者実践英語 

 

７ 学 期 
 高分子加工 社会技術革新学概論 高分子工学コロキウム

第一 

学士論文研究 

８ 学 期 
   高分子工学コロキウム

第二 

学士論文研究 
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卒 業 後 の 進 路 
 

 学部卒業時の当学科の進路状況は、毎年９０％以上が大学院に進学します。これは、

高分子工学科の学生の多くが就職後も研究開発部門への配属を望むため、学位（修士、

博士）取得を目指すからです。進学者の多くは、高分子工学科の教員が所属する理工学

研究科有機・高分子物質専攻と物質科学専攻に進みますが、総合理工学研究科（すずか

け台キャンパス）にも高分子関係の研究をしている研究室がいくつか存在し、毎年数名

の学生が進学しています。さらに、大学院の修士課程を修了した学生の内、毎年５～１

０名がさらに勉学を続け研究のリーダーとなるため博士課程へと進学します。 

 次に、学部卒業者、大学院修了者の就職先を見てみましょう（下記参照）。卒業生全

体の就職先は、やはり製造業、特に化学系が多くなっています。これは化学関係の企業

のほとんどすべてが高分子と深い関わりを持っているためです。高分子工学科卒業だか

らといって、就職先が高分子関係に限定されるようなことは決してありません。なぜな

らば、現在ほとんどすべての製造業で高分子材料の研究がなされており、高分子を扱う

ことのできる技術者や研究者は、製造業全体に大きな需要があるためです。 

 学部４年や修士課程では研究が忙しいため、学部２、３年ほど自由にアルバイトがで

きない場合があります。これに対して、東工大の高分子工学科に求人を出している企業

の中には、学部４年生や修士学生を対象にした奨学生の募集を行っているところも多く、

毎年数名の学生がこれら企業からの奨学金を受け取り、熱心に研究に取り組んでいます

（下記参照）。 

 

※ 最近５年間の学部・大学院卒業生の就職先（五十音順、括弧内人数） 

◇学部卒業生 

【化学系】岩城製薬(1) 

【サービス業等】DIAM(1)・キーポート・ソリューションズ(1) 

 

◇修士課程卒業生 

【化学系】旭化成(1)・旭化成イーマテリアル(1)・旭化成せんい(1)・旭硝子(3)・旭電化

工業(1)・ADK(1)・NOK(1)・大阪有機化学工業(1)・花王(3)・カネカ(1)・共同印刷(1)・

キョーラク(1)・クラレ(2)・興和(1)・三洋化成工業(1)・ＪＳＲ(3)・ジャパンエナジ

ー(1)・昭和電工(2)・信越化学工業(2)・新日鐵化学(1)・新日本石油(4)・住友化学(4)・

住友ベークライト(2)・綜研化学(1)・ソマール(1)・大日精化工業(1)・ＤＩＣ(5)・大

日本印刷(4)・帝人(2)・帝人テクノプロダクツ(1)・テルモ(1)・東陶機器(2)・東洋イ

ンキ製造(3)・東洋製罐(1)・東レ(2)・凸版印刷(3)・トリンプインターナショナルジ

ャパン(1)・日本ゼオン(1)・日立製作所(2)・ＢＡＳＦジャパン(1)・富士フイルム(8)・

ブリヂストン(3)・三井化学(4)・三菱化学(3)・三菱ガス化学(3)・三菱レイヨン(1)・
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リンテック(2) 

【その他の製造業】キャノン(3)・サントリー(1)・ソニー(2)・東芝(4)・日東電工(2)・

日本電気(1)・パナソニック電工(1)・富士ゼロックス(2)・三菱電機(1)・リコー(1) ・

理想科学工業(1) 

【サービス業等】アクセンチュア(1)・アビームコンサルティング(1)・ＩＢＭビジネス

コンサルティングサービス(1)・全日空(1)・電通(1)・東京急行電鉄(1)・長瀬産業(1)・

みずほ銀行(1) 

 

◇博士課程修了生 

 航空自衛隊(1)・価値総合研究所(1)・ＪＳＲ(1)・城北学園高等学校(1)・住友化学 

(4)・信越化学工業(1)・セイコーエプソン(1)・セントラル硝子(1)・綜研化学(1)・大

日本印刷(1)・電気化学工業(1)・東曹通商(1)・東洋製罐(1)・トリケミカル研究所(1)・

日産アーク(1)・日東電工(3)・富士フイルム(1)・三井化学(1)・三菱化学(1)・三井金

属(1)・三菱レイヨン(1)・東京工業大学(1)・東京農工大学(1)・名古屋工業大学(1)・

大阪歯科大学(1)・九州大学博士研究員(1)・東京大学博士研究員(1)・東京工業大学博

士研究員(2)・日本学術振興会特別研究員(2)・産業技術総合研究所博士研究員(2)・科

学技術振興機構研究員(1)・高エネ研物質構造科学研究所博士研究員(1)・米国博士研

究員(2)・フランス博士研究員(1) 

 

※ 奨学金制度を設けている会社  

   (高分子工学科に募集連絡のあった会社、平成１７～２１年) 

クラレ・三洋化成工業・ＪＳＲ・新日鐵化学・住友化学・住友ベークライト・東レ・

トクヤマ・日立化成工業・富士フイルム・古河電気工業・ポリプラスチックス・三

菱ガス化学・三菱レイヨン 
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講座・分野別教員一覧と研究室案内 
 

 次の表は高分子工学科の教員（専攻・講座・分野名は大学院での所属）の一覧表です。

また、研究室案内には、各研究室の研究内容のうち主なものを示してあります。いずれ

も卒業研究の対象となっているテーマであり、高分子科学の最先端分野を占めています。 
 

専攻・講座・分野 教員名 役職 
有機・高分子物質専攻   
 高分子科学講座   
  高分子合成分野 上田  充 教授 
 石曽根 隆 准教授 
 東原 知哉 助教 
  高分子設計分野 高田 十志和 教授 
 斎藤 礼子 准教授 
 姜 聲敏 助教 
  高分子構造分野 渡辺 順次 教授 
 古屋 秀峰 准教授 
 小山 靖人 助教 
  高分子物性分野 野島 修一 准教授 
 打田  聖 助教 
 ソフトマテリアル講座   
  ソフトマテリアル化学分野 平尾  明 教授 
 小西 玄一 准教授 
 杉山 賢次 助教 
  ソフトマテリアル構造分野 石津 浩二 教授 
 戸木田 雅利 准教授 

有機材料工学講座   
  有機材料物理分野 川内 進 准教授 
物質科学専攻   
 物質設計講座 安藤 慎治 教授 
  佐藤  満 准教授 
 山田 和彦 助教 
関連講座等   
 学術創成研究 大越 研人 特任准教授 

Ｇ－ＣＯＥ(材料) 中薗 和子 特任助教 

 

次ページからは平成２１年１０月現在における高分子工学科の各研究室が紹介されて

います。ぜひ、皆さんの学科所属、研究室所属の参考にして下さい 
 
 
 
 
 
 
 

平成２１年度 学科長  渡辺 順次 本館２－７０号室 （TEL 03-5734-2633） 
平成２１年度 教育委員 斎藤 礼子 東２号館２０８号室（TEL 03-5734-2937） 

高分子科学 (ポリマーサイエンス) は日本の学界･産業界が

世界を先導する未来の学問，未来の工学分野です。 

高分子工学科は新しい力＝君たちに大いに期待しています。
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高分子科学講座

高分子合成分野 上 田 研究室
 

 

 上田研究室では、高分子材料の高性能化、高機能化を図るため

に縮合系高分子の精密制御、環境に調和した精密高分子製造プロ

セスを目指した環境調和型新規縮合系高分子合成、更にこれらの

技術を生かした高分子材料の開発を行っています。 
 
 
 
 

精密構造制御
環境調和型 
高分子合成 

新規材料開発

縮合系

高分子

配列 
精密制御 

分子量 
精密制御 

分岐構造 
精密制御 

結合位置 
精密制御 

 アトムエコノミカル 
な合成法 

 低誘電 or 高誘電性 
感光性耐熱ポリマー 

 マイクロエレクトロニクス 
微細加工用フォトレジスト材料 

 スイッチ・メモリー

機能性高分子材料 

 燃料電池用固体高分子

電解質膜 

【研究テーマ】 

革新的 
合成法 

 重縮合系ブロック 
共重合体の合成 

具体的な研究テーマの一例として、新規感光性材料の開

発を紹介します。超LSIの高集積化は凄まじい勢いで進

み、次世代の半導体では線幅45nmレベル（因みに、髪の

毛の太さは約50,000nm）の微細加工が要求されています。

これに対応して、当研究室で開発されたレジストのパタ

ーンの電子顕微鏡写真を左に示します。 

高分子合成、有機合成に興味のある人は、本館３階９３

号室まで、気軽に見学に来てください。 

低分子アモルファス材料を用いた 
40nm のパターン 

連絡先： ueda.m.ad@m.titech.ac.jp 
ホームページ：http://www.u.polymer.titech.ac.jp/ 

有機薄膜太陽電池
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高分子科学講座

高分子合成分野 石曽根 研究室
 

 

研究室の紹介 

 石曽根研究室では、新規高分子の合成を目指して研究を進めています。

必要とされる知識、技術は、有機合成化学、高分子化学、ガラス細工など

です。平成 21 年度は、博士が 1 名、修士が 6 名、学部生が 2 名という構

成です。皆さんと一緒に研究できる日を楽しみにしています。 

 

研究目的 

 世の中には水に溶ける高分子もあれば、水に溶けず油と仲の良い高分

子もあります。また、室温で堅い高分子もあれば、軟らかい高分子もあり

ます。こうした高分子の示す性質はその分子構造とどのような関係にある

のか。興味ある性質、さらには機能を発現するには、どのような構造を持つ高分子を設計し合成

していけば良いのか。そのような疑問に自問自答しながら、魅力ある新しい高分子を設計し合成

していくことが、私たちの研究室の研究目的であり楽しみです。いつの日にか自分の作り出した

新規の高分子が、思わぬ性質、機能を発現して世の中で認められ、実際の材料として使われる

ことを夢見て研究を進めています。 

 

 研究テーマ 

  １） 剛直な主鎖構造を有するポリアダマンタンの合成 

  ２） 側鎖、鎖末端にアダマンタン骨格を有する高分子の合成 

  ３） アニオン重合による水溶性・感温性高分子の合成 

  ４） 官能基を有する新規反応性モノマー類のアニオン重合 
 

 現在の主要研究テーマは以上の通りです。具体的には、ダイヤモンドの基本骨格とも見なせ

るアダマンタンという脂環式化合物がつながった新規高分子やアダマンタン骨格を分子内に有す

る様々な高分子の合成を行っています。また、新しい水溶性・感温性高分子の精密合成を目指し

て、極性モノマー類のアニオン重合に挑戦しています。この他に特殊な性質を発現する官能基や

ヘテロ環を有する新規モノマーの重合反応を検討し、生成ポリマーの構造や機能を明らかにして

いきたいと考えています。有機合成や高分子合成に興味を持つ、熱意ある学生の研究への参加

を待っています。  
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+

新概念のリ サイ ク ル可能な架橋高分子

人工光合成用ロ タ キサン－フ ラ ーレ ン

高分子科学講座

高分子設計分野 高 田 研究室
 

 

「生体分子機能の工学的応用」を合言葉に、超分子科学分野で世界

一を目指している研究室です。「分子間相互作用の科学」が超分子

科学、分子を超えた分子が超分子です。わくわくしながら研究を楽

しめる研究室に一度来てみてください。 
 

 １ ロタキサンとカテナン 
 

分子スイッチ、分子モーター、分子素子などのデバイス・素材をロタ

キサンとカテナンで作ります。動くゲルなどというのも楽しそうです

ね。あなたもロタキサンとカテナンを上手に使って世界一（初）を作

ってみませんか？ 

        
 
 
 
  

 
 

 

 2  人工らせん 
 

DNA やタンパクなどの生体分子が持つらせん構

造をモチーフに、自在な設計が可能な人工らせん

分子を作り、その応用を行っています。分離機能

材料だけでなく、不斉合成触媒、あるいは電子・

光機能材料への応用もとても楽しみです。 
 

 

３  新構造高分子 
 

地球環境を守る環境関連高分子、スーパーエンジ

ニアリングプラスチック、硫黄含有ポリマー、さらに光学・電子材料用高分子など、新構造をも

った高分子の設計・合成をします。面白そうなもの全てが対象で、まさにアイデアの見せ所です。

すでに実用化された高分子もあります。 

研究室は？ 
研究はもちろんスポーツや遊びなどいろんなことにチャレンジする“明るく元気”な研究室です。先輩

方が暖かく親切に面倒を見てくれます。また、論文だけでなく特許に名を残すことも推奨されています。 

O U TS IDE

IN S ID E

GR OO V E

人工ら せん分子の特異な“ 場”
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高分子科学講座

高分子設計分野 斎 藤 研究室
 

 
 
 当研究室では、高分子単独の構造や自己凝集構造に着目し、

その構造を鋳型として、新たな高分子合成方法を確立するこ

と、および、高機能材料の開発を目的としています。鋳型とす

る構造は高分子鎖一本の場合もあれば、自己凝集構造である場

合もあります。これらの構造を基に、従来の方法では合成の難

しい高分子を設計し、実際に合成しています。また、有機高分

子のみならず、有機高分子の自己凝集構造を鋳型として有機ー

無機、シリカー金属型の高機能性ナノ複合材料の開発も行って

います。 

 

研究テーマの詳細 

・ペルヒドロポリシラザンを用いた、有機・無機複合体の開発

・分子鎖を鋳型とした特殊構造ポリマーの設計と合成 

NSi 

Si 

H

N
H

Si 

Si 
N 

S

Si N

H
N

Si 

S
Si 

N

N
Si 

S
H

H 

H H

H

H

H 
H

H

無機前駆体 
（ペルヒドロポリシラザン） 

  (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (c ) 
 
 
 

60000

70000

100 nm

PMMA-シリカ複合材料

 
100nm

        P2VP-シリカ複合材料 

P4VP- PMMA-シリカ複合材料

シクロデキストリンを鋳型と

するマルチビニルモノマーの

化学構造  
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高分子科学講座

高分子構造分野 渡 辺 研究室
 

 

－高分子との接点から切り開く液晶科学のフロンティア－ 
 

 

 

 

                                       

 

 
 

 
どんなことをやっているの？ 

(1)液晶分子の設計・合成  「こんなんどうや？」と思いつきの(?)化学

構造式が書かれた紙切れが渡辺先生からポンと渡されます。それに、自分

のアイディアも入れ、分子を設計します。液晶になるかどうかは、合成し

てからのお楽しみ。合成は手法が確立されている比較的簡

単なものがほとんどです。合成できたらまず、偏光顕微鏡

観察で液晶になるかどうかを調べます。 

(2)液晶の同定  液晶といってもいろいろな種類があり

ます。偏光顕微鏡観察、DSC 測定、X 線回折測定で相転移挙

動と液晶構造を明らかにします。美しい光学組織や配向 X

線パターンが出ると渡辺先生を囲んで研究室全員で楽しみ

ます。世界をリードする研究にバナナ型分子の液晶があり、

竹添研と共同で行った一連の研究が、東工大発の先進的研

究として 2008 年３月、Nature 誌に紹介されました。バナ

ナ型分子液晶の詳細は本館2階71号室前の廊下にポスター

で紹介しています。 

(3)構造物性の解明  液晶だと分かっても、それだけでは

構造物性を理解したことにはなりません。液晶になること

が高分子の物性に、逆に高分子であることが液晶の構造に

どのような影響を及ぼすのかを明らかにしてはじめて「液晶高分子」の本質を理解したといえるの

です。液晶構造や高分子の性質に思いを馳せながら「こんなことあるのかな？」「こうなるはずだ」

と予測を立てて測定に取りかかります。測定は研究室の装置（赤外分光、粘弾性、誘電緩和、光散

乱、Nd:YAG レーザー、円偏光二色性、計算化学（量子化学計算、分子動力学シミュレーション）な

ど）を駆使するのはもちろん、他研究室（学内･学外問わず）との共同研究、学外施設での測定も

積極的に行っています。予測が当たったときは「そうやろう」、外れたときは「なんでやねん？」

と考えると同時に、先生や仲間と討論を重ね「これは間違いない」と断言できるまで測定を行いま

す。その結果を学会発表、投稿論文で世界に発信します。 

研究室の構成（2009 年 5 月 1日現在） 

渡辺順次教授（本館 2階 70 号室） 

Sungmin Kang 助教 博士研究員 ３名、 非常勤職員 1名 

学生 13 名（博士課程４、修士課程６、学部生３）（本館 2階 75 号室） 

渡辺です。私が液晶と出会ったのは、今から 25 年ほど前、ポリペプチド

の固体物性を調べていたときでした。温度を上げて溶融したポリペプチ

ドがなんともいえない美しい色をしたコレステリック液晶となることを

発見してから、その美しさの虜となり、それ以来、液晶それも高分子の

液晶を中心に研究を続けています。学生達と、液晶の美しさと高分子の

不思議さをじっくりと味わい、感動を共有したいと考えています。 

美 し い 液 晶 と 高 分 子 を

こよなく愛する渡辺教授

渡辺研究室で生まれたバナナ液晶が Nature 誌に

紹介される 
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高分子科学講座

高分子構造分野 古 屋 研究室
 

 

 高分子化合物は、単量体の化合物とその組み合わせの多様性

から、ほぼ無数に存在する可能性を持っていて、分子鎖の個性

に基づく固有の機能を発現します。分子鎖の個性は、分子鎖一

本の固有の性質と、分子が集合し相互作用した結果現れる性質

に分けることができ、種々の興味深い物理現象は分子鎖一本の

性質と分子間相互作用の観点から説明されます。 

 我々の研究室では、各種測定方法（ＮＭＲなどの分光学的手

法）とコンピュータによる分子シミュレーションにより、高分

子鎖の溶液、液晶、及び溶融状態における構造と物性について

分子論的に解釈しようと努力しています。テーマは以下の通りです。 

 

 １．ポリペプチドの構造転移の機構解明と機能化ナノバイオ材料の創製 

 ２．分子シミュレーションによる高分子物質のダイナミクスと構造特性 

 ３．らせん高分子鎖の集合構造制御と物性発現 

  
研究室のホームページ http://www.op.titech.ac.jp/polymer/lab/furuya/index.htm  
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高分子科学講座

高分子物性分野 野 島 研究室
 

 

研究室の概要 

 野島研究室は平成１３年４月に発足した研究室です。現在の研

究室構成は、職員１名、修士課程学生５名、学部四年生２名、研

究員１名の計９名であり、比較的こじんまりした研究室です。し

かし、全国にある多種多様な大型装置を用い、世界の最先端の研

究に取り組んでいます。  

 
研究室の方針 

 私たちの研究室では、有用な機能

を有する高分子新素材の開発を最終

目的としてモデル高分子中の各種構

造と構造形成メカニズムに関する研

究を進めています。モデル高分子の

合成→構造と構造形成過程の評価→

計算機による解析→構造と諸物性の

相関の解明が一般的な研究の流れで

す。各学生は、これら一連の研究を

各自のアイデアのもとに進めていく

のが理想です。 

 
研究テーマ   

○ポリマーアロイ中の高次構造 

 と構造形成過程の解明 

○高分子材料中の高次構造制御 

 技術の確立 

○放射光と中性子を利用する高 

分子系の構造転移メカニズム 

の解明 

○高次構造解析を目的とした X 

 線散乱装置の自動化システム 

 の開発 
 
連絡先 
Email : snojima@polymer.titech.ac.jp 
Phone : 03-5734-2132 

ホームページ 
http://www.op.titech.ac.jp/polymer/lab/nojima/index.htm 

約10nm 

単結晶

通常のミクロ

相分離は小さ
な規則構造の
モザイク

球晶中では、 

ラメラくり返し 
構造の規則性は 
乏しい

従来のミクロ相分離構造 従来のラメラくり返し構造

約1,000nmの 
完全規則構造

1,000nmまでの 

長距離秩序構造

ナノハイブリッドナノ多孔体 多機能巨大結晶
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ソ フト マテリ アル講座

ソ フト マテリ アル化学分野 平 尾 研究室
 

 

本研究室では、有機合成 と リビングアニオン重合 の手法を

駆使し、新しい機能や高度な性能を有する新規ポリマーの合成を目的

として、日夜研究を続けています。 

最近の主な研究テーマは以下の３つです。 

 

☆ 新規の機能性モノマー合成と精密重合 

☆ 特殊な分岐構造を有するポリマーの精密合成とナノ超構造 

☆ 含フッ素ポリマーの精密合成とナノ表面構造解析 

 

例えば本研究室で合成された下に示すような分岐ポリマーは、分子の大きさがナノサイ

ズ(1nm は 1m の 10 億分の 1！)で制御されており、これからのナノテクノロジー分野におい

て大きな役割を果たすと期待されています。 

 

 
 

これらの合成ポリマーは互いが自己集合し、下のような超構造を形成します。この性質

を利用し、最近では携帯電話のバッテリーにも使われているような、高機能性導電性ポリ

マーからなるナノスケール新物質の創製にも取り組んでいます。 
 

 Various Conductive Nanomaterials
 

 

ちなみに、本研究室ではポリマーの合成を主に真空中で行うので、そのための器具をガ

ラス細工で自作しています。有機合成・高分子合成、ガラス細工に興味のある人は、ぜ

ひ研究室見学に来てください。 
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ソフト マテリアル講座

ソフト マテリアル化学分野 小 西 研究室
 

 

 小西研究室では新規な芳香族系高分子，光機能分子，液晶分

子の合成とその特性評価を行っています。また自分で作ったも

のの物性は，可能な限り自分で責任を持って評価することをモ

ットーとしており，専攻内の高分子物性の研究室と緊密に連携

しながら高分子のセンスを培える環境を提供しています。 

 「研究は好奇心とひらめきから生まれる」とは，故・田伏岩

夫先生の言葉ですが，研究テーマは学生さんと教員の熱いディ

スカッションを通して，日々刻々と変わっていきます。自由な

発想で高分子科学を ENJOY しませんか！ 

小西准教授のバックグラウンド 

有機・高分子合成，光化学，電子移動，光学物性，有機金属化学，生理学 

最近の研究テーマ例 
・新しい概念のフェノール樹脂と光学材料への応用（デザイン型フェノールの重合） 

・高密度に官能基を有するポリマーの合成と固体物性 

・自動車の軽量化やポリマーリサイクルに貢献する高強度有機-有機ナノコンポジット 

 ・新規な高屈折率ポリマーの開発とポリマーアロイへの展開 

 ・高分子液晶を利用する連続発振可能な有機レーザーの開発 

・新原理の超寿命電荷分離システムの開発（人工光合成，太陽電池の原理） 

・太陽光駆動型光触媒による水の分解(水素製造)と有用物質(ギ酸，過酸化水素)生産 

大型プロジェクト(公的なもの)   
ＮＥＤＯ産業技術研究助成事業「デザイン型フェノールの精密重合」 

ＪＳＴ独創的シーズ展開事業・権利化試験「新しい有機ナノコンポジットの開発」など 

 

 

 

 

 

 

 
 

（当研究室で生まれた新しいフェノール系高分子：ナノ微粒子（左），軟直な高分子（右） 

日経サイエンス 2006 年３月号に掲載） 

当研究室が目指す先にある材料 

液晶・プラズマ・有機ＥＬを凌駕する超高画質・フレクシブルな有機レーザーディスプレイ 

太陽光由来のレーザーと高分子液晶による波長変換を用いたレーザー光によるエネルギー輸送 

太陽光を利用した水からの水素・過酸化水素製造（燃料電池，酸化反応プラントへ供給） 

輸送機器（自動車，航空機など）の軽量化による環境負荷低減：有機・有機ナノコンポジットによる軽

量・高強度・衝撃，窓の樹脂化を実現する高強度透明プラスチック 
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ソ フト マテリ アル講座

ソ フト マテリ アル構造分野 石 津 研究室
 

 当研究室ではここ 10 年"高分子のナノテクノロジー"をキーワード

に新規高分子の合成とその高分子性から発現される物性解明、さらに

は新素材への応用と幅広いスペクトルでの研究を展開しています。 

 ナノメーター(nm)オーダーでのミクロ構造を持つ高分子の表面・

バルクの構造制御、さらにはナノ構造体の溶液物性を解明するには高

分子鎖という多様性をうまくコントロールしてまず合成面での戦略

設計が重要となります。 

 ターゲットとするナノ構造体と発現されるであろう物性がイメー

ジできれば合成手段は"何でもあり"ですから、新合成法の開拓も必要

となるでしょう。次にはその溶液・固体物性の解明へと研究方法論が展開します。最後に

実用化を目指して新素材への息を吹き込めば一連の研究の流れが完成します。種々の分野

を研究対象としていますので、やりがいのある研究課題と考えています。 

研究室ホームページ： http://www.op.titech.ac.jp/polymer/lab/ishizu/index.html 
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戸木田研究室は構造ダイナミクスを活用してソフトマテリアルの構造を精

緻に制御し，材料のミクロな現象をマクロな機能発現に結びつける研究に

取り組みます．私は，流動性と配向の秩序を持つ液晶を示す高分子を研究

素材に下記のテーマに取り組んできました．研究室は平成 20 年 4 月に発

足したばかり．熱意ある学生と一緒に新しいテーマを立ち上げ一緒に研究

する日々を楽しみにしています． 

1. 液晶高分子のダイナミクスと配向制御                      

2. 液晶状態における高分子鎖の形態の温度依存性を利用した新規機能性エラストマー  

3. 液晶高分子のガラス転移挙動                           

研究室の構成(2009 年 5 月 1 日現在) 
戸木田雅利 准教授（本館 2 階 69 号室） 

学生３名（修士課程１，学部生２）（本館 2 階 75 号室） 

液晶高分子に限らず，ソフトマテリアルの構造物性，ダイナミクスに興味のある人は，見学に来て

ください．(連絡先：mtokita@polymer.titech.ac.jp) 

ソフトマテリアル講座 

ソフトマテリアル構造分野 戸木田研究室 

液晶の中にあるミクロシリンダーも

液晶と一緒に配向する 

（数nmの長さの液晶（小人）が数百

nmの長さのミクロシリンダー（ガリ

バー）を動かす!!） 
配向したミクロシリンダーは液晶を配向させる 

（新しい液晶配向技術だ！？） 

流動条件に依存して3種の配向が現れる 

（ダイナミクスとの相関はこれからです）flow 

液晶状態 液体状態 
加熱 冷却 

High Temp. Low Temp.

液晶高分子は主鎖中にある液晶メソゲン

が配向するため局所的にはほぼ伸びきっ

ていますが，エントロピーを稼ごうと，

ところどころ折りたたまれています．温

度を上げると折りたたみの数が増え，液

晶配向方向に沿った末端間距離が縮まり

ます．それを利用して，液晶温度領域の

昇降温サイクルで一つの方向に 1.5 倍可

逆に伸縮するエラストマーを創りまし

た．（人工筋肉だ!!） 

液晶のガラス転移温度は液体よりも低いこと，それはガラス転

移で，液晶では分子の並進運動のみが凍結されるのに対し，液

体では分子の配向揺らぎも凍結されるためであることを示しま

した．（図はエンタルピー緩和時間のアレニウスプロット．左側

カーブが液体の緩和時間．長時間側で 2 つ緩和モード（配向揺

らぎと並進運動）に分かれる．右側の曲線は液晶の緩和時間で

単一のカーブになる．液体の並進運動の凍結温度と液晶の凍結

温度が一致する．）（難しいかな？） 
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有機材料工学講座 

有機材料物理分野 川 内 研究室 

 
 

―計算化学シミュレーションによる反応・物性予測― 

 

 

研究室の概要： 川内研究室は平成18年11月に発足した新しい研究

室です。量子化学計算を中心とした計算化学シミュレーションによ

り、有機・高分子物質の反応性から物性まで、幅広い対象について

未解明の現象を解明しています。究極の目的はシミュレーションに

よる新しい化学概念の創出と、それらを適応した新しい化学反応や

材料の開発です。 
計算化学とは： 実験化学、理論化学に次ぐ第三の化学。計算機

実験とも呼ばれ、実験との相互連携が重要です。学内外の実験研究

者との積極的な共同研究を展開しています。 
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図１．バナナ型液晶骨格の内部回転ポテンシャル 図２．全芳香族ポリエステルの超分子分

極率(β)の重合度依存性 

(R,R) (S,S)

Side

Top
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Top

(R,R) (S,S)

Side

Top

Side

Top

 

(b) 

(a)

top view

top view

cis-cis-syn helixcis-cis-anti helix  
図３．N-メチル化全芳香族ジアミドの安定構造（左

右の構造は鏡像体） 
図４．N-メチル化全芳香族ポリアミドの

らせん構造（a,b は異なる結合様式） 

代表的研究テーマ 
１）メソゲンの内部回転ポテンシャル（図１） 

２）全芳香族ポリエステルの非線形光学効果（図２） 

３）N-メチル化全芳香族ポリアミドの軸性キラリティの予測（図３） 

４）N-メチル化全芳香族ポリアミドのらせん構造の予測（図４）
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含フッ素高分子には特異な熱的、電気的、光学的性質を示すも のが数多く 知

られています。一方、主鎖にベンゼン環を含む芳香族ポリマーは、高い耐熱

性と興味深い電子的機能を有しており、高性能高分子の代表格となっていま

す。これらを組み合わせた含フッ素ポリイミ ド はフッ素の高い機能性とポリ

イミ ド の高い耐熱性を合わせ持った新しい機能性高分子です。我々の研究室

では、これら含フッ素芳香族ポリマーの様々な機能が、どのよう な構造、

またどのよう なメ カニズムで発現するのかを固体核磁気共鳴(NMR)、各種光

学測定、計算化学での独自開発による

分析方法を使って解析し、その知見を

基に近未来のＩ Ｔ 社会に役立つ耐熱性

と光・電子機能をあわせ持った新しい

高分子機能材料の設計指針を提案し、

実証することを目指しています。

含フッ素ポリマー
の構造・物性と
ダイナミ クス

高耐熱性＋光機能性
ポリマーの分子設計

と特性評価

屈折率や複屈折等の
温度可変光学物性測定.

超高圧下での光吸収や
蛍光発光スペクト ル等

の特殊分光測定

固体19F- NMRを用いた
含フッ素ポリマーの立体
構造解析法の開発. 電荷移動(CT)の制御,

高蛍光性ポリイミ ド ,
光集積回路用高分子
材料と部品の開発

分子鎖の立体構造
や電子構造を制御した

含フッ素ポリマー

グリッド コンピュータ
(TSUBAME)による定
量的な光学物性予測.

金属やセラミ ックスの
ナノ 粒子を分散さ せた

ポリマー

研究室のホームページ http:/ / www.op.ti tech.ac.j p/ pol ymer/ l ab/ sando/ i ndex.htm

微少領域の光透過スペクト ル、面内複屈折、
延伸応力、歪みの実時間その場 ( i n si tu)  測定系

固体19F- 核磁気共鳴分光器
(世界で数台:フッ素測定に特化)

量子化学計算に基づいて分子設計し実証した新材料：
高蛍光性ポリイミ ド (３原色だけでなく 明るい白色も 実現)

Coal i ti on

Resonance

物質科学専攻

物質設計講座　安 藤 研究室

 



- 24 - 

物質科学専攻

物質設計講座 佐 藤 研究室
 

 
       

不思議なもの２つ 

佐藤研究室では、この世で最もありふれていて 

最も不思議なものを研究しています。 

それは… 

 

             と     です。 

●佐藤研究室では、 

 物性測定と理論研究と計算化学を組み合わ

せて難題に取り組んでいます。 

●佐藤研究室では、 

 親水性と疎水性の新しい概念の確立に挑戦

しています。 

●佐藤研究室では「常識」を疑う精神を大切に

します。 

佐藤研究室の研究テーマ例

●高分子ゲルの膨潤挙動におよぼす水のドナー性、アクセプター性の影響

●高分子電解質の物性を決定する対イオンと溶媒の特異的効果 

●超耐塩性ゲルの機構解明と高吸塩水ゲルの開発 

●π電子系疎水性高分子中の水の特性解析 

●モデル高分子への水素結合性水和の量子化学計算 

佐藤研究室に入ると優しい先輩達が 

手取り足取り教えてくれます。 
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特別講座 

学術創成研究 
生物の構造色を生み出すナノ周期構造の解明とその創生技術の確立 

 
本講座は、独立行政法人日本学術振興会の学術創成研究費による助成を母体として実施中の、「生物

の構造色を生み出すナノ周期構造の解明とその創生技術の確立」（2006～2010 年度）をコアプロジェクト

とし、「構造色」にかかわる基礎及び応用科学を基盤に、発色の原因となるナノ周期構造の解明とその人

工的な模倣技術の確立を図るために 2006 年 4 月にスタートしました。 

色はものの属性のひとつとして語られ、一般に光に対する吸収により生じます。染料や顔料がそれであ

り、植物や動物、鉱物から抽出、採取され、利用されてきました。しかし自然がつくりだす色彩美は、色の

もう一つの姿、形と結びついた“構造色”を私たちに教えてくれます。空の青さ、海の碧、雨上がりの虹，真

珠、孔雀、玉虫、チョウそして魚など、自然は色に満ち溢れています。これら自然の中で見られるさまざま

な構造色の源は、回折、屈折、干渉、散乱であり、現代の先端ナノ技術でもなかなか実現できない繊細な

ナノ構造に基づいています。ここでは決して光を吸収、放出はせず、今ある光の本質を変えずに分光とい

う操作だけを行っているのです。   

本講座では、現在非常な進展を見せているナノ解析技術を駆使して、構造色を生み出す仕組み、すな

わちナノ構造の完全な解明を行い、生物がかれらの生活環境に適するために大いに利用したであろう構

造機能を明らかにし、その構造がいかにして自発的に創成されてきたのかを整然とした論理でまとめるこ

とを行っています。そして、これら基本的なデータを基に、絶対的にボトムアップ的手法、すなわち高分子

が低エネルギーで自発的にかつ歩留まり高く、しかも数ミクロンの薄膜で、ナノ構造を創成するという生物

ナノプロセッシングを用いて、構造色材料（ナノ構造材料）を創成する手法を確立し、最後に各種光学材料

へとポリッシュアップすることを目指しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講座構成（2009 年度）:渡辺順次 専任教授, 大越研人 特任准教授, 李成奎 研究員, 鄭勝榕 研究員 
連絡先: jwatanab@polymer.titech.ac.jp (本館 270 号室)  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

高分子工学科ホームページ 
http://www.op.titech.ac.jp/polymer/index.htm 

大学院 有機・高分子物質専攻ホームページ 
http://www.op.titech.ac.jp/index.html 




