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研究成果の概要（和文）：セルロースアセテート系ブロックコポリマーの精密合成法を確立し、

セルロース分子鎖を利用した金ナノ粒子の配列、セルロース誘導体の分子鎖長を半径とするナ

ノ粒子の調製に成功した。分子鎖の方向を揃え放射状に配列するセルロース分子が、逆平行鎖

と言われている Cellulose-II の結晶型を与えた事実は興味深い．さらに、位置特異的メチル／
エチル化セルロース、ブロック的メチル／エチル化三糖シリーズ、ブロック的かつ位置選択的

メチル化セルロース誘導体を合成し、それらの溶解性、界面活性、会合性、ゲル化能、熱応答

性を検討した。その結果、市販界面活性剤に匹敵する性能を持つ三糖を見いだし、またメチル

セルロースのゲル化に必要な化学構造を明らかにした． 
 
研究成果の概要（英文）：We demonstrated in this study that cellulosic block copolymers containing 
cellulose triacetate or methylcellulose were of academic importance to understand their 
structure-property relationships.  Our synthetic strategy regarding CTA enabled us to align gold 
nanoparticles by CTA derivatives and to control interparticle distances depending on the length of CTA 
molecules.  Cellulose having pyrene group at the reducing-end self-assembled to form nanoparticles 
with a single layer of the cellulose derivative.  Moreover, we have synthesized diblock methylcellulose 
derivatives with regioselective functionalization patterns. These derivatives permitted us to find that the 
diblock structure consisting of cellobiosyl block and approx. ten 2,3,6-tri-O-methyl-glucopyranosyl 
units was of crucial importance for thermoreversible gelation of methylcellulose. 
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１．研究開始当初の背景 
セルロース系ブロックコポリマーに関連

する研究は1980年代に盛んであったが(Mezg
er T. et al. (1983) Cellulose containing block
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 co-polymers. 4. Cellulose triester macroinitiat
ors. Angew. Makromol. Chem. 116, 13)、生成
物の構造が不明確であった。そこで我々は最
近、構造の明確なセルロース系ブロックコポ
リマーの調製とその性質について研究を開
始した。また、ドラッグデリバリーシステム
	 (DDS)	 の研究はニーズが高く極めて多くの
研究事例があるが、セルロース系ブロックコ
ポリマーは安全性が高い事が期待され、既存
のDDS担体を超える性質を有する可能性が
十分あると考えた。新しいセルロース系ブロ
ックコポリマーの精密合成法を開発し、その
機能を知る事が学術的に重要であった。	 
 
２．研究の目的 
	 セルロースおよびその誘導体の有機合成
技術を駆使し、１）セルロース系ブロック
コポリマー・コオリゴマーの精密合成、２）
その自己組織化能に起因する超分子構造体
の精密形態解析、３）ナノ構造体の内部か
ら外部への物質移動、界面活性能、二次元
膜の性質について研究する。さらに、メチ
ルセルロース系ブロックコオリゴマーから
なるナノカプセルを用いたガン細胞へのア
クティブターゲッティング、セルロースア
セテート系ブロックコポリマー薄膜を用い
た新しい機能の発現を検討する。 
 
３．研究の方法 
	 重合反応、グリコシル化反応は高真空下、
無水条件で行った．得られた化合物の化学
構造は 1H-,	 13C-NMR,	 二次元 NMR,	 
MALDI-TOF MSにより決定した．自己組織
化により得られるナノ構造体は透過型電子
顕微鏡を用いて観察した。化合物の熱的性
質は示差走査熱量分析(DSC)により分析し
た．水溶液中のナノ構造体の流体力学的半
径 Rhは、動的光散乱法により求めた。ブロ
ック的メチル化セロオリゴ糖、セルロース
誘導体の界面活性能は、表面張力計を用い
て評価した。ブロック的アルキル化４糖
-QDot 複合体の細胞表面への結合およびそ
の複合体が及ぼす細胞毒性は、フローサイ
トメトリー(FACS)により調べた。さらに、
QDot により標識された細胞は、共焦点レー
ザー顕微鏡により観察した．	 
	 
４．研究成果	 
（１）セルロースアセテート系グラフトコ
ポリマーの合成	 
	 我々は新しい化学構造を有するセルロー
ス誘導体の開発を目指し、非セルロース系
ポリマーを主鎖にセルロースアセテートを
側鎖に有する新規セルロースアセテート系
化合物の調製を行った．セルロースアセテ
ートを有するメタクリル酸エステルモノマ
ーを用いた"Grafting through"法ではセル

ロースアセテート側鎖の導入量が少なかっ
たが、 "Grafting to"法として Huisgen 
1,3-dipolar cycloaddition により poly(2- 
propyn-1-yl methacrylate)主鎖上にアジド
基を分子末端に有するセルロースアセテー
トを密に導入することに成功した。 

（２）セルロースアセテート系ジブロック
コポリマー	 
	 セルロースアセテート分子末端のアミノ
基にα-リポ酸を反応させ得られた分子末端
にジスルフィド基を有するセルロースアセ
テート系ポリマーは、金ナノ粒子表面に共
有結合し、金粒子間距離はセルロースアセ
テートの重合度により制御可能であること
を見出した。	 
（３）自己組織化によるナノ構造体の生成	 

	 分子末端にピレン基を有するセルロース
誘導体が自己組織化ナノ粒子を形成するこ
とを見いだした．興味深いことに DP=30
の化合物の場合、ナノ粒子の平均直径 40 
nmは伸びきり分子鎖の長さ 21.3 nmの約
２倍であり、疎水部を粒子中央にセルロー
ス部を外側に向けたセルロース分子１層か
らなる粒子が生成したと考えている． X線

図１	 "grafting through"法および"grafting to"法による
セルロースアセテートを側鎖に有するグラフトコポリマ

ーの合成 

図２	 リポイル基を分子末端に有する CTA	 誘導体	 

図３	 放射状に並んだ CTA 誘導体を周囲に配する金ナ
ノ粒子の透過型電子顕微鏡像	 

CTAの重合度 2 (a), 13 (b), 41 (c) 
CTA鎖は見えない．金ナノ粒子間の距離は CTA鎖の長さに依存している．	 



回折の結果、弱いながら Cell-IIの結晶型が
現れた．放射状にセルロース分子鎖の方向
がそろった場合でも、一般に逆平行鎖と考
えられている Cell-IIの結晶型が現れた．	 	 

（４）グルコースオルトエステル誘導体の
開環重合による位置特異的置換セルロース
誘導体の合成	 

 
	 エチルセルロースは DS=0.8-1.3 程度で
水溶性、DS=1.8-2.6で有機溶媒可溶性であ
る（セルロースの辞典、p 142）。溶解性の
違いを解明するため、セルロースのエチル/
メチル混合エーテル誘導体を調製した。そ
の結果、2,6-di-O-ethyl-cellulose はクロロ
ホルムに溶解性を示し、2-O-ethyl-6-O- 
methyl-cellulose の方が 6-O-ethyl-2-O- 
methyl-cellulose よりもクロロホルムへの
溶解性が高かった。 
	 次いで、DS=1 のメチルセルロースとエ
チルセルロースの性質の比較を行った。
6-O-methyl-cellulose と 6-O-ethyl- 
cellulose の溶解性を比較するために、6 位
エーテル基であるメチル基とエチル基の割
合を変化させ、6 位の置換基の組成がセル
ロース誘導体の溶解性などに与える影響を
調 べ た 。 6 位 が 100% メ チ ル 基 の
6-O-methyl-cellulose は水不溶性であった
が、エチル基が 10%でも混入する、水溶性
となった。また、6-O-ethyl-cellulose は約
70℃で白濁し、LCST 型の相分離挙動を示
したが、メチル基が 10%でも混入すると相

分離挙動を示さなかった。	 
	 更に、１置換のエチルセルロースの  置
換位置が誘導体の性質に与える影響を調べ
るため 2-O-ethyl-, 3-O-ethyl-, 6-O-ethyl- 
celluloseを調製した。得られた１置換エチ
ルセルロースは全て水に溶解したが、
6-O-ethyl-celluloseのみが 70℃付近で熱可
逆的な相分離あるいはゲル化を示した。同
じ 6-O-ethyl-celluloseでも分子量の違いに
よりゲル化能の有無が異なったことから、
分子量の制御が物性制御のために重要であ
ることが示された。 
 
（５）メチルセルロース系トリブロックコ
オリゴマーの合成と溶解性	 
	 グリコシル化法により単分散トリブロッ
クコオリゴマーを調製した．分子の両末端
が疎水的な ABA-トリブロックヘキサマー
１は両親媒性を示したが、分子の両末端が
親水的な BAB-トリブロックヘキサマー２
は水にのみ溶解した．この結果は一本の分
子鎖に沿ったメチル置換位置の制御が物性
制御のために重要であることを示している．	 

	 
（６）メチルセルロース系ジブロックコポ
リマーの合成とゲル化特性	 
	 重合度の高い位置選択的置換メチルセル
ロース部（ 236MC, 23MC, 26MC, 3MC, 
6MC）と無置換のグルコースグルコースお
よびセロビオース部からなるブロックコポ
リマー10種類を合成しメチルセルロースの
ブロック構造が界面活性能、熱応答性、ゲ
ル化などの物性に与える影響を詳細に検討
した．ゲル化能を示した化合物は疎水部が
トリメチル化されているグルコース残基約
10 個が連続している誘導体のみであった。	 

（７）新しい界面活性剤としてのセルロー
ス系ジブロックコオリゴマー	 
	 市販のメチルセルロースは界面活性能を
有しているが、界面活性剤として利用出来

図６	 ABA-,	 BAB-トリブロックセロヘキサマー誘導体	 

図４	 ピレン基を分子末端に有するセルロース誘導

体からなる自己組織化ナノ粒子	 

図５	 開環重合法によるセルロース誘導体の合成 

図７	 10 種類のブロック的かつ位置選択的メチル化

セルロース	 



る程の性能を有していない．そこで、これ
までに我々は構造の明確な単分散メチルセ
ルロース系オリゴマーを合成し、それらの
界面活性能を調べた。その結果、市販の界
面活性剤に劣らぬ性能を有する化合物の調
製 に 成 功 し た (Kamitakahara et al. 
Cellulose, 14 , 513 (2007))．	 	 
	 そこで、この新しいタイプの界面活性剤
の簡便な合成法を追求するため、化学構造
が比較的単純な三糖誘導体の構造̶界面活
性相関を詳しく検討した．疎水部としてメ
チル化およびエチル化グルコースを、親水
部としてセロビオースを選択した．疎水部-
親水部間のグリコシド結合の違い、分子鎖
末端部のグリコシド結合の違い、メチル基
とエチル基との違いにより界面活性能は明
らかに影響を受けた．高い界面活性を有す
る三糖化合物は市販の中性、アニオン性、
カチオン性界面活性剤と同等の性能（CMC: 
0.48 mM; γCMC: 34.5 mN/m）を示すことが判
った．	 

	 
（８）両親媒性ブロック的アルキル化四糖-
量子ドット複合体による細胞表面の蛍光標
識	 
	 
	 両親媒性のブロック的アルキル化四糖は、
既存の非イオン性糖質界面活性剤であるオ
クチルグルコシドと比較して細胞毒性が顕
著に低いことが判った．また、その両親媒
性オリゴ糖は自己組織化により水中で直径
約 200 nmのナノミセルを形成した．我々は
それら化合物の生物学的な機能に興味を持
ち、様々な培養細胞株にブロック的アルキ
ル化四糖と有機量子ドットとの複合体を作
用させた結果、細胞生存率が高い状態で細
胞表面を高効率で蛍光ラベルすることに成
功した．この結果は低毒性という特徴を活
かしメチルセルロース系低分子界面活性剤
の応用可能性を広げる成果である．	 
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