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化学反応中間体を
Ｘ線構造解析で観測した！
反応中間体は存在時間が短く、直接観察されることは少ない。ところが今回、有機
化学の最も基本的な反応であるアミンとアルデヒドの反応において、その反応中間体
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が、Ｘ線結晶構造解析できちんと観測された。カギとなったのが「結晶フラスコ」
という新しい手法。溶液反応を固体として観測する「新しい化学」が誕生した。
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餅網のような枠構造分子。

1994 年 の 論 文
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で発 表され た 「 結 晶フラ

スコ」 に 至る最 初 の 分 子。 金 属イオンと有
機分子が、自己組織化して、上下左右、餅
網のようにつながっている。
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みると、溶液が枠の空間に簡単に入り込

でした。

きたらおもしろいぞ」ということでした。

めること、しみ込んだ物質が結晶（周期）

それからさらに４年ほどして、ようや

周期的に孔があいているので、この孔を

構造をとることが確かめられたのです。

く最初に描いた餅網構造を結晶構造とと

反応場に使えるのではないか、と思いつ

もに世の中に出せました。ずいぶん長い

いたのです。それが「結晶性のフラスコ」
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た。１つは、自己組織化構造を、二次元
から三次元、さらに複雑で巨大な分子へ
と進めてきました。いま僕たちが作って
いるのはかなり大きな分子で、直径はフ
ラーレンの数倍以上に到達するくらいの
ものです。
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