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分子間相互作用と立体構造に着目した共結晶化を促進する低分子の合理的デザイン
医薬品分子設計学分野

印
岡安 美岬 ○

【背景・目的】
単結晶 X 線構造解析（SXRD）はあらゆる分野で有用な分析法であり、適したサイズ、形状の結晶を得られる
か否かは、その後の解析難易度や解析データの質を大きく左右する。測定装置や解析ソフトの進歩により、雲母
状結晶や針状晶の解析も不可能ではないが、精密な解析にはブロック状など測定に適した外形の結晶を得て行う
のが望ましい。また、液状や非晶質の試料の分子構造を SXRD と同程度、立体的に解析する手段はない。したが
って一般的には良質な結晶を得るため、溶媒や温度、拡散方法など様々な結晶化条件の検討が行われている。し
かし、これらの条件検討には膨大な労力と時間がかかる上、確実に良質な結晶を得られる保証はない。特に、結
晶の外形や状態が分子自身の立体構造や分子間相互作用に強く影響を受けている場合、従来の条件検討での改善
はより困難となる。
そこで本研究では、解析に適さない結晶や液状、非晶質のみ与える試料から良質な結晶を得るための新たなア
プローチ法として Packing Material 法を提案する。本法は、ターゲット分子の立体構造と分子間相互作用に着
目して共結晶を作成する手法である。
結晶とは分子が規則正しく配列した固体であり、通常内部に空隙はない。これは、分子レベルでの「何も無い
空間」
がエネルギー的に不利なためである。
近年大きく発展した多孔性結晶も常に空の空間を持つわけではなく、
開閉可能な空孔領域や結晶化後にゲスト分子を排除した領域を void や cavity と呼んでいる。したがって難結晶
化性物質は集合時、立体構造の凹凸によって空隙が発生しやすく、エネルギー的に不安定となるため良質な結晶
が得られないと考えられる。また結晶中において構成分子は、分子間相互作用によって互いに位置を規定するた
め、結晶全体の外形にも影響を及ぼす。例えば、1 方向にのみ強い相互作用が存在するとその方向に伸張した針
状結晶が得られ、強い相互作用で形成された層構造が積層すると雲母状結晶が得られる。
本法では結晶化に不利な空隙を埋め、結晶外形の形成に不利な相互作用を断ち切るための低分子（Packing
Material）を溶液中に共存させる。Packing Material はターゲットとなる分子と会合体を作り、この会合体が集
合することで共結晶となる。会合体が周囲に均等な相互作用を持つようデザインすることで、良質な外形を持つ
結晶を得られると考えられる(Fig.1)。最終的には、ターゲット分子がもつ部分構造(例えば置換基)毎に数種の
Packing Material を提案できるようライブラリ化することを目指す。なお Packing Material とは、ターゲット
分子を仮想的な箱に入れたとき、あたかも梱包材のように働く分子を意味する造語である。

Fig. 1 Packing Material のデザインと共結晶化

本研究の目的を達成するためには、結晶中における様々な分子間相互作用を理解し、意図的に制御、利用する
必要がある。そこで研究の進行を以下の 4 段階に分けた。
第 1 段階：強い相互作用である配位結合と、弱い相互作用である CH- 、- 相互作用を利用する。

第 2 段階：配位結合より弱く相互作用より強い OH…N 水素結合と、CH- 、- 相互作用を利用する。
第 3 段階：分子の立体的相補性に着目して結晶構造を制御する。
第 4 段階：Packing Material を探索し、結晶外形を制御し、難結晶性分子の結晶化を行う。
【本研究の新規性】
本研究は、共結晶化を「構造解析を目的とした難結晶性物質の結晶化」に適用する手法を開発するという点に
おいて新規性を持つ。
【結果と考察】
第 1 段階：配位結合を利用した 1 次元連鎖構造を持つ結晶のデザインと機能評価 （対象論文 1）
まず配位結合により 1 次元連鎖構造を形成し、その後 CH- 、- 相互作用により 1 次元連鎖構造が自己集合
してチャネル構造を構築する結晶を得ることを目的とした。上下 2 点に錯形成部位を持ち、左右方向に CH- 、
- 相互作用と立体的広がりを持つブロック分子として 9,9’-biacridine (1)をデザインし合成した。1 を種々のカ
ウンターアニオンを持つ Ag+と錯形成させたところ、6 種の結晶を得た。得られた結晶について SXRD を行った
ところ、この内 5 種が 1 次元連鎖構造を持ち、さらにこの内の 3 種がデザイン通り、1 次元連鎖構造の合間にチ
ャネル構造を形成していた。
続いて 1a·THF (Fig.2(a))および 1a·DCM (Fig.2(b))が持つ溶媒置換・転移機能について調べた。これら 2 種の
結晶は、1 および銀塩の混合物をそれぞれの溶媒から結晶化することにより得られるが、1a·THF に
dichloromethane、1a·DCM に tetrahydrofuran の蒸気を曝露させることにより互いに転移することが明らかに
なった。この転移は溶融状態を介さずに起こる単結晶―単結晶転移である。それぞれの転移は 24 時間後には完
了し、
減圧下では溶媒の除去ができず、
転移は溶媒蒸気に惹起されることがわかった。
また、
1a·THF から1a·DCM
への転移に伴って結晶の外観が方向性を持って変色するが、この方向は面指数から判断してチャネルの伸張方向
と一致していた(Fig.2(c))。

Fig. 2

第 2 段階：OH…N 水素結合を利用した 1 次元連鎖構造を持つ結晶のデザインと機能評価（対象論文 2）
次に、より精密な結晶デザインを目指し、配位結合よりも弱い OH…N 水素結合を用いて 1 次元連鎖構造を構
築した。左右方向は第 1 段階同様 CH- 、- 相互作用を用いて自己集合させることとした。本段階では上下に
水素結合部位をもつ 9,9'-bianthracene-10,10'-dicarboxylic acid (2)をブロック分子としてデザインし、
合成した。
2 と塩基性分子(1, phenazine, 4,4’-dipyridine, dabco)とで塩結晶を作成したところ、1, phenazine, 4,4’-dipyridine
との結晶でデザイン通り 1 次元連鎖構造を形成していたが、1 次元連鎖構造同士が密に集合しチャネル構造は構
築されなかった。またこれらの結晶中では酸塩基間のプロトン移動は確認できなかった。
一方、dabco との塩結晶ではよく似た構造を持つものが多数得られた上、水の滴下による結晶の剥離現象が確

認された(Fig.3(a))ため、詳細に検討を行った。これらの結晶群ではわずかに単位格子の異なる結晶が複数得られ
た。このうち SXRD で精度良く解析できた 3 種を 2dabco-a, 2dabco-b, 2dabco-c とする。2dabco-a は dabco と
の OH…N 水素結合によって 1 次元連鎖構造を持っていたが、2dabco-b, 2dabco-c は上下どちらかにのみ dabco
が存在して完結していた。しかしこれら 3 つに共通した層状構造が確認され、その層状構造はと dabco が CH相互作用によって集合することにより構築されていた。層間は多量の水分子との上下との間で水素結合した
dabco が存在した。つまりこれらの結晶群は、、層構造に含まれるゲスト dabco、層間に含まれる水素結合 dabco
と H2O から成っていた(Fig.3(b))。結晶の剥離現象はこの結晶群にのみ見られること、ならびにそれらの結晶構
造から、層同士が剥離するように見えるのは、滴下した水によって層間の H2O と dabco は流出するが、一方で
外側がカルボキシ基、内側が芳香環からなる両親媒性の層構造は維持されるためと考えられる。また、2 と dabco
間ではプロトン移動が見られた。

Fig. 3

第 3 段階：立体的相補性を利用した 1 次元連鎖構造を持つ結晶のデザインと機能評価
本段階では分子の立体的相補性を重点的に考慮して結晶構造をデザインした。当研究グループでは、末端に芳
香環の置換基を持つ 4 脚フェニルアダマンタンが結晶中で上下にサドルスタックし、1 次元連鎖構造を形成する
ことを報告している。[3] 本研究では末端置換基を変更し、チャネル構造の構築とチャネル径の制御を目的とし
た。形成されるチャネル径が段階的に拡大するよう以下のブロック分子 3-5 (Fig.4(a))をデザイン、合成し、結晶
化を行った。3-5 を合成する際、末端置換基の導入工程で目的物の収率が著しく低かったため、反応の条件検討
を行った。本工程では従来アルキニルハロゲン化物と末端アセチレンとのクロスカップリング反応として知られ
る Cadiot-Chodkiewicz カップリングを用いていたが、ヨード化アダマンタンの安定性の低さにより末端置換基
の 2 置換体、3 置換体などの副生成物が多く生成した。そこで塩基条件下での末端アセチレンのホモカップリン
グ反応として知られる Hay カップリングを元に反応条件を精査したところ、アダマンタン、末端置換基ともにホ
モカップリング体が生成するものの、比較的高い収率で目的物が得られた。
合成した 3-5 の結晶化を行ったところ、
いずれも結晶中で 1 次元連鎖構造およびチャネル構造を形成していた。
チャネル内には結晶化に用いた benzene、tetrahydrofuran が包接され、チャネル径は末端置換基としてフェニ
ル基をもつ 3 で 5×5 Å2 程度であるのに対し、１-ナフチル基をもつ 4 で 16×8 Å2 程度、2-ナフチル基をもつ 5
で 12×11 Å2 程度と拡大していた(Fig.4(b))。

Fig. 4

第 4 段階：分子の立体構造に着目した Packing Material の開発
本研究の最終段階では、前段階までに得られた知見を元に Packing Material の働きを示す分子を探索した。当
研究室では400 を超える芳香族スルホンアミドを合成し、
結晶構造を水素結合パターンで分類している。
この内、
水素結合が 1 直線に配列する straight や回転しながら 1 方向に配列する helical に属する結晶は外形が針状にな
ることが多い。この針状の伸張方向は水素結合方向と一致するため、スルホンアミド同士の水素結合を阻害する
ことで外形の制御を試みた。共結晶を形成した報告も多い 4,4’-dipyridine を Packing Material として採用し、
4 種のスルホンアミドとの共結晶化を行ったところブロック状の良質な結晶が得られた。いずれもスルホンアミ
ドと 4,4’-dipyridine が水素結合を形成していた(Fig.5(a))。
また、極めて細い針状である上、対称性の理由で解析が困難になりやすいトリアミドについても検討を行った。
共結晶を形成しやすく、トリアミドと共通の構造を持つ 1,3,5-benzenetricarboxylic Acid を Packing Material と
して採用した。共結晶化を行ったところ良質なブロック状結晶が得られ、中心のベンゼン環に 3 回軸または 6 回
軸が入ることも回避できたため、構造解析を容易に行うことができた(Fig.5(b))。

Fig. 5

【総括】
本研究では、異なる 2 種の分子間相互作用（配位結合と CH- 、- 相互作用または OH…N 水素結合と CH、- 相互作用）とその強弱関係、ならびに分子の立体構造を利用することにより、1 次元連鎖構造およびチャ
ネル構造をもつ結晶を得ることに成功した。また、結晶の外形と分子間相互作用の相関に着目し、共結晶化によ
り結晶外形を制御できることを明らかにした。これらの結果を踏まえて、現在 Packing Material 法の開発を進
めている。今後、ターゲット分子の部分構造ごとに相性の良い Packing Material を分類しライブラリ化するこ
とにより、難結晶性物質の結晶化や SXRD が難しい結晶の外形制御によって様々な化合物の精密構造解析に適
用できる汎用性の高い手法へ発展することが期待される。
【対象論文】
1) M. Fukushima, S. Kikkawa, H. Hikawa and I. Azumaya, Synthesis and solvent vapor-induced transformations of crystals
of 1D coordination polymers assembled with continuous void space, CrystEngComm, 19, 3398–3406, 2017.
DOI:10.1039/C7CE00640C
2) M. Okayasu, S. Kikkawa, H. Hikawa and I. Azumaya, Co-crystals of 9,9’-bianthracene-10,10’-dicarboxylic acid with
linear bidentate basic ligand molecules: synthesis, crystal structure, and properties based on the layer structure exfoliated
by water, CrystEngComm, 2019, accepted. DOI: 10.1039/C9CE01460H
【参考文献】
3) M. Tominaga, A. Iekushi, K. Ohara, M. Kawahata, T. Itoh, K. Yamaguchi, and I. Azumaya, Chem. Lett., 47, 1279-1281, 2018.

岡安美岬氏学位論文審査意見
薬学研究科
東屋 功
論文題目「分子間相互作用と立体構造に着目した共結晶化を促進する低分子の合理的デザ
イン」
岡安氏の論文は、分子の立体構造と分子間に働く相互作用に着目した結晶の構造制御な
らびに単結晶Ｘ線解析に適した結晶を得るための方法論に関するものである。本論文は第
１章から第８章で構成されている。第１章は序論であり、研究の背景として、単結晶Ｘ線結
晶構造解析の対象となる結晶を得るための問題点および最先端技術、分子構造からの結晶
構造の予測の歴史や現状が紹介されるとともに、結晶構造を決める分子間相互作用に関す
る基礎的な説明ならびに本研究の目的および新規性について述べられている。第２章から
第５章までが本論であり、このうち第２章から第４章においては、一次元連鎖構造を集合さ
せることによるチャネル構造の構築という着眼点に基づき、分子構造から意図した結晶構
造および結晶の機能をデザインすることについて、対象とした分子の設計、合成、結晶の作
成、結晶構造と結晶中における分子間相互作用の解析、および多形制御を中心とした結晶の
機能が述べられている。
第２章では岡安氏はまず 9,9’-biacridine を配位子とした Ag 錯体を対象とし、強い相互作
用である配位結合を利用して１次元連鎖構造を作成、これに垂直に働くπ π、CH–π相互
作用を組み合わせることによって、チャネル構造が構築できることを示した。得られた結晶
には結晶溶媒が包接され、含まれる溶媒とは異なる溶媒の蒸気に暴露すると溶媒の吸脱着
を伴う多形転移を示すことを見い出し、その過程が可逆的であることを明らかにした。
次に第３章では、9,9'-bianthracene-10,10'-dicarboxylic acid と種々の塩基性分子を混合す
ることにより、配位結合より弱い水素結合を用いて１次元連鎖構造を形成し、これに垂直に
働くπ

π、CH–π相互作用を組み合わせることによってチャネルあるいは層状構造を持

つ共結晶を得た。また、π π、CH–π相互作用による集合が水素結合による連鎖に拮抗し、
層状構造が強調された共結晶が得られた。この共結晶について結晶を水に浸すと層状構造
が剥離する現象を発見し、その剥離機構が分子の配列に由来することを明らかにした。
第４章では、末端にブタジイニル基を持つ 4 脚フェニルアダマンタン分子の立体的相補
性を利用して、サドルスタック型１次元連鎖構造を形成し、１次元連鎖構造に囲まれたチャ
ネル構造をもつ結晶を作成した。このチャネルは不飽和炭化水素基のπ電子で囲まれてお
り、末端の芳香環を変えることにより、形成されるチャネルサイズが制御できることを明ら
かにした。
次に岡安氏は、第４章までに得られた成果から、分子の立体構造および分子の部分構造間

に働く分子間相互作用に注目することにより、分子の化学構造を基づいた結晶構造および
結晶外形のデザインが可能であるという着想に至り、これを packing material 法と名付け、
次章でその一般化について取り組んだ。
第５章で岡安氏は、SXRD 測定に適さない芳香族スルホンアミドおよびトリアミドの針
状結晶に対し、分子間相互作用および立体的相補性の観点から選択した低分子との共結晶
化により、ブロック状結晶を得ることに成功した。得られたブロック状結晶について SXRD
測定を行うことにより、単分子の結晶の解析に比べて精度の高い構造解析が可能となった
ことから、岡安氏は packing material 法が実際の SXRD 測定に有効であることを示した。
第６章では本研究で得られた成果が総括されている。第７章は実験の部であり、合成反応、
結晶化の条件および手順が詳細に述べられ、また化合物の同定に必要なスペクトルデータ
や結晶のパラメーター等の解析データが記載されている。第８章は参考文献であり、本論文
において議論を進めるにあたり必要な文献が引用されている。
以上のように岡安氏は、分子の立体構造と分子間に働く相互作用に注目して化学構造を
選ぶことにより、分子の配列に基づいた結晶構造がデザイン可能であることを明らかにし
た。また、小分子の吸脱着や規則的な結晶の崩壊（剥離）など、結晶中の分子が一定の周期
性を保持した状態で発揮される機能についても化学構造からデザインできる可能性を示し
た。これらの知見に基づいて岡安氏が開発の足掛かりを作ることに成功した packing
material 法は、難結晶性物質の結晶化や SXRD 法による構造解析が難しい結晶の外形を制
御し、精密な構造解析が可能になることから、汎用性の高い方法論となる可能性を秘めてお
り、本手法の発展が期待される。本論文は、有機結晶性材料の開発および結晶構造解析の分
野における重要な知見を含むだけでなく、分子構造が関係する医薬品開発、材料開発に広く
貢献することが期待される極めて重要な研究成果をまとめたものであり、学術的に高く評
価できる。
したがって本研究は博士（薬学）を授与するに十分に値するものと判断する。
以上
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