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研究成果の概要（和文）：本研究では、様々な鎖長のフェニルボロン酸型アゾプローブ（B-Azo-Cn (n = 6, 8, 10 and
 12)）を設計し、ソフト鋳型を用いてプローブ分子をγ-CyDに埋設したゲルによる単糖類の選択的分離法の開発を行っ
た。疎水的なアゾプローブB-Azo-C10は安定にγ-CyD空洞に包接され、優れたガラクトース選択性を示すことを見いだ
した。一方、グルコースで鋳型したγ-CyDゲルでは、グルコース選択的な吸着が得られた。糖の繰り返し吸着実験によ
る結合サイトの再配向により、標的とする糖への選択性が向上するCyDゲルの新しい自己学習機能の発現に成功した。

研究成果の概要（英文）：In this study, we have designed phenylboronic acid azoprobes possessing various al
kyl chain lengths (B-Azo-Cn (n = 6, 8, and 10)) and introduced it into a CyD cavity to form a gel for the 
selective adsorption of monosaccharides based on the template effect.  The hydrophobic azoprobe, B-Azo-C10
, was stably incorporated inside the gamma-CyD cavity and exhibited the highest adsorption selectivity for
 galactose. On the other hand the gamma-CyD gel with the glucose template exhibited glucose-selective adso
rption.  Based on the repositioning of the binding sites for target sugar recognition by repeating sugar a
dsorption, novel self-learning ability of CyD gel was successfully realized.
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