
10 高分子化学 
10.1 高分子序論 

  炭素分子が共有結合で結びついていると、高分子化学物という。例えば、ポリエチレン

や PET、ナイロン繊維などの人工物やセルロース、たんぱく質などの生体化合物である。 
 黒鉛は高分子に数えないのが普通である。 
 
多くの高分子は、小さな繰り返しの単位が、結びつき、高分子となっている。 
例えば、ポリエチレンは、エチレン分子が単位となって、結びついている。 
こうしたエチレン自身をモノマーと呼び、モノマーを結びつける反応を重合反応、出来上

がったものをポリマー(高分子)とよぶ。 
10.2 重合反応 

ラジカルが生成して重合が進むと考えると考えやすい。 
 

 
Figure 10.2.1  重合反応 
ラジカルと反応すると，鎖が成長するとともに，ラジカルが再び右側に現れる。 
重合反応を進ませる触媒としては，チーグラナッタ触媒が有名である。触媒はラジカルを

作るために使われるので，ポリマーの末端に残るケースが多い。 
 
 

10.3 高分子の種類 
高分子の種類としては，熱を与えると柔らかくなる熱可塑性高分子と逆の熱硬化性高分子

がある。熱硬化性の高分子は熱しても柔らかくならず，高温にすると木材のように焦げる。 
また，おなじ高分子でも集合の仕方で，形や用途が異なる。 
ペットボトルにつかわれる PET は，ポリエチレンテレフタレートと言われ，同じ原料で，

ポリエステル繊維になる。 
ポリエチレンテレフタレートは、テレフタル酸とエチレングリコールが脱水縮合したポリ

マーである。 
 



 
Figure 10.3.1  ポリエチレンテレフタレート  
 

 

Figure 10.3.2 樹脂と遷移 
 
では一方で容器になり，一方で繊維になるのでしょうか？ 
それは，集まり方が異なるのです。 
両者とも鎖状構造をもつ。PET の場合、分子鎖が折れ曲がり、絡み合う。不規則であるの

で、鎖間に隙間ができる。隙間の間の結合は弱い。ところどころであるが、平行な規則正

しい結晶性の部分ができる。ここでは、鎖間距離が小さいので、分子間力が強く働く。繊

維の場合、こうした平行になっている部分が多く、丈夫で熱により弱くなることはない。

繊維は、熱した高分子液体を引っ張ることでできる。このように、集り方で、物性が異な

る。 
さて、樹脂でも熱に強い樹脂がある。フェノール樹脂である。フェノール樹脂はフェノー

ルとホルムアルデヒドからできる．フェノール樹脂はメチレンにより網目状構造を持つた

め、硬い。熱によっても柔らかくならない。こうした熱に強い網目構造を持つものを熱硬

化性樹脂と言う。 
 



 
Figure 10.3.3 フェノール樹脂 
 
問 フェノール樹脂の構造を調べよ。 
 
一方ナイロンを作る場合にはヘキサメチレンジアミンとアジピン酸が脱水縮合で、アミド

結合を生じ高分子化する。非常に細く丈夫な繊維である。 
 
 

 
Figure 10.3.4 nylon 66 
 

10.4 ゴム 
ゴムも高分子である。繊維状になっているが、まるくなる性質を持つ。それを無理矢理伸

ばす。力を入れないとまるまる。これはエントロピーの効果である。しかし一本一本の間

の結合が弱いので、切れやすい。そこで、硫黄を加えて鎖の間に架橋を渡し、鎖間の相互

作用を強める。これを加硫と呼ぶ。 
問 エントロピーの効果で縮まるというのはどういうことだろうか 考えてみよう．（Ｃの

周りはＳＰ３結合である．すべての炭素が一方の鎖のようになる確率と，いろんな方向に

向く確率はどちらが大きいかというといろんな方向を向く確率の方が大きい，このため，

丸まったほうがよい． 



 
11 生体物質 

11.1 序文 
生体を形づくる物質は、糖類、脂肪、アミノ酸であり、これに無機物質が加わることで、

その複合体が体を構成している。 
又、ビタミン、ホルモンといった物質は、生体機能をつかさどる。又、核酸などは、遺伝

情報や 生命あるいは生きていること、これ自体最大の神秘であり、私たちの究極の研究対

象である。 
ここでは、化学物質に焦点を当ててみよう。    

11.2 糖類  

 
糖類の特徴は水酸基を持つことにある。例えば、グルコースを考えてみよう。グルコース

ブドウ糖には 5 の水酸基がある。また，フルクトースは 5 員環を作る．

 
 
 
こうした糖は、光合成により生産される。一方、細胞内で代謝され、エネルギー源となる。 
光合成は、光を吸収し、エネルギーを取り出す明反応とそのエネルギーを利用して、CO2
を還元する暗反応よりなる。暗反応は、カルビン回路と呼ばれる。一方、グルコースの代

謝回路は、クレブス回路と呼ばれる。 
グルコースは、直鎖構造を取ったり、エーテル結合が形成し環状構造を取ったりする。分

子間で、エーテル結合を形成すると 2 つの糖からなる 2 糖類となる。さらにこれが連結す

ると多糖類となる。澱粉はグルコースがつながったものになる．グルコースは立体構造で，

2 種類の環構造が平衡になっている．それぞれをαとβとよび αからなるものが澱粉（ら

グルコース 
フルクトース 

ショ糖 



せん構造 Figure 11.2.2）となり，β構造はシート状のセルロースになる（  Figure 11.2.3）． 
 

 
Figure 11.2.1  αグルコースとβグルコース 
 
 

  
Figure 11.2.2 澱粉の構造 らせん構造  Figure 11.2.3 セルロースの構造 シート状 
 
いは消化され、クレブス回路に渡され、エネルギーを取り出す。消化には多糖類の持つエ

ーテル結合を切断しないといけない。砂糖は、容易に加水分解を受ける。一方、木材など

を形づきるセルロースは、分解を受けにくく、食物等での再利用は難しい。 
11.3 バイオ燃料、バイオプラステック 

従来石油をエネルギー源や素材原料としてきたが、石油の埋蔵量にも限界があり、原材料

シフトが起きている。その一つがバイオ燃料、バイオプラステックである。とうもろこし

などの糖分から生産する方法もあるが、食料でもあり、バイオ燃料バイオプラステックを

食物から作ることは、食料供給を脅かす可能性があるので、好ましくない。 
一方、廃材に含まれるセルロースは、燃やされるしか処理の方法がなかったので、うまく

加水分解し、単糖類にすることで、バイオ燃料、バイオプラステックに転換ができる。今

セルロースからいかに効率的に分解するかが研究開発の重要なターゲットとなっている。 
 



11.4 脂質   
脂質とは，水に不溶で、クロロフォルム、エーテル、ベンゼンなどの有機溶媒に溶ける有

機物質の総称をいう。中性脂質はエステルであり，長鎖脂肪酸とグリセリンの化合物と定

義される。 
 

 
 
炭素数 12 以上を高級脂肪酸という．魚に多く含まれる高級脂肪酸ＤＨＡ（ドコサヘキサエ

ン酸Ｃ２２Ｈ３２Ｏ２） は細胞膜の流動性を高める． 
11.5 タンパク質 

 
タンパク質は，アミノ酸がアミド結合（ペプチド結合）してできている．アミノ酸を Table 
11.5-1 に示す． 
共通の構造は A=（CH(NH2)COOH）をもつ．この構造には下記に示す平衡が成り立ち，さ

らにグリシン以外には光学異性体がある．自然界のアミノ酸はＬ体のみである． 

 
Figure 11.5.1 アミノ酸の電離平衡 
 

    

Figure 11.5.2 アラニンの光学異性体  Ｌ体と D 体 

グリセリン C3H8O3＋

RCOOH 



 
Table 11.5-1 アミノ酸の側鎖 
名称 残基 略省 性質   
グリシン H Gly G 

アルキル

側鎖 

疎水性  
アラニン CH3 Ala A  
バリン CH(CH3)2 Val V  
ロイシン CH2CH(CH3)2 Leu L  
イソロイシン CH(CH3)CH2CH3 Ile I  
セリン CH2OH Ser S OH を持

つ 
親水性 
親水性 
親水性 

 
トレオニン CH(CH3)OH THr T  
システイン CH2SH Cys C Ｓを含む  
メチオニン CH2CH2SCH3 Mel M 疎水性  
アスパラギン酸 CH2COO- Asg D 酸性アミ

ノ酸 
酸性 
親水性 

 
グルタミン酸 CH2CH2COO- Glu E  
リジン (CH2)4NH2 Lys K 塩基性ア

ミノ酸 
塩基性 
親水性 

 
アルギニン (CH2)3NHC(NH)NH3+ Arg R  
ヒスチジン *1 His H  
アスパラギン CH2CONH2 Asp N アミド基

を含む 
親水性  

グルタミン (CH2)2CONH2 Gln Q  
フェニルアラニン CH2-Ph Phe F 芳香族ア

ミノ酸 
疎水性  

チロシン CH2PhOH Try Y 親水性  
トリプトファン *2 Trp W 疎水性  
プロリン *3 Pro P イミノ酸 疎水性  
    
 

 



 
さらに，アミノ酸の配列により，さまざまな立体構造を持つたんぱく質が出来上がる． 
こうした立体構造を形作るときに大きな働きをするのは，分子間力であるが特に水素結合

が重要である． 
 
水素結合は分極した水素とアニオンの間でできる結合で，分子間力の中でもとりわけ強い 

 

Figure 11.5.3 タンパク質の高次構造（有機化学が分かる 斎藤勝裕著 技術評論社より）  
 
アミノ酸配列は DNA により決まっている 
 
問 DNA は遺伝情報を担うものと言われている，DNA によりどのようにアミノ酸が構築

されるか調べてレポートにせよ． 
 
 


