平井利博、高田東急、渡辺貴志、木村 睦、漬田州博、藤井敏弘、
白井圧芳
目的別テーマ:繊維系材料によるバイオミティツクス機能開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑1 :環境応答性繊維系高分子を用いた高機能知能材料の開発研究

ABSTRACT
To facilitate effective power generation in the contractio〃 or deforming process, we investigated
electrorheological properties of silicon gel, but so far no effect is observed. However, we found the
autonomic mechanical oscillation of the gel under an electric field.
Actomyosin gel was prepared and was confirmed it could be actuated by ATP addition. The gel was prepared
u〝der the physical stress and had fiber and sheet forms. The contraction process was comprised of single

exponential process, suggesting the enzymic chemical process coupled with the mechanical process. The two
O>pes of the gel, different from that investigated by Sent‑Gyorgyi, might suggest a way for preparation of
novel type chamical actuator.

研究目的
繊維系の合成高分子や生体高分子材料は程度の差はあっても、環境変化に応答して物理的、化学的な変化を
示す。この応答は、複雑な構造的階層性を背景とする複数のパラメータに由来するため、曖昧性を持つが、
高度に知的でもある。こうした視点から材料の環境応答をバイオミメティック知的機能材料としてとらえる
というコンセプトを提案するものである。新規コンセプトの繊維系材料デバイス開発を目的とする。

一年間の研究内容と成果
合成高分子を駆動材料に用いる手法を開発してきたが、ここで兄いだした各種コンセプトの精緻化と、それ
に基づいた新たな繊維系デバイスの開発に発展させるべく多面的な研究の展開を検討している。従来のゲル
を含めた合成材料から、アクトミオシンを初めとする生体機能材料のナノファイバーについて、広い材料展
開を行ってきた。
これまでに、高分子ゲル、フイルムについて検討を行ってきた。これらは駆動量、力に関して相補的な関係
がある。即ち柔軟なほど駆動量は大きいが、力が出ないという事である。そこで、中間的な性質を持つシリ
コーンエラストマーについて検討を行った。この際、単に検討を行うのではなく、電気粘性流体(ER)的な
要素を加える事により、駆動とともに硬化する事を狙った。現在のところ、駆動とともに硬化する事につい
ては達成できていない。しかし、この研究過程において、このエラストマーが自励振動することを明らかと
した。これについては、現在詳細な検討を行っている。
生体筋主要構成要素であるアクトミオシンを用い、生体高分子による高分子アクチュエーターについて検討
を行ってきた。内容としては、合成アクトミオシンゲルの調製、ゲルの形状/組成に関する検討、駆動に開
する検討である。成果としては、これまでに他で行われてきた研究とは異なるア
クトミオシンゲルの調製が可能である事を明らかとした。また、ゲルの調製段階
における検討を行い、組成/構造に関する見地が得られた。また、このゲルが生
体内で用いられるエネルギー源であるATPに対し特異的な応答を示し収縮する事
も明らかとした。この研究から、これまでにない生体高分子ゲルアクチュエータ
ーの調製および駆動が可能である事を示したo しかしながら、研究は初期段階で
あり今後様々な検討が必要である。

展望
シリコ‑ンエラストマーについては、自励振動が特異的な現象である事からその用途開発が望まれるO
アクトミオシンゲルについては、今後、分子レベルでの微細な構造と駆動の関係に関する情報を得る事が最
も大きな課題になると考えられる。この解決により、形状/構造/駆動に関するコントロールが可能になる
と考えられる。このコントロールが可能になれば、生体内を含む様々な場所で用いる事が可能なアクチュエ
ーターとして利用できる事が期待できるo
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平井利博、 Md. IslamHamidal,高田東急、渡辺真意、木村 睦、漬
田州博、藤井敏弘、白井江芳
目的別テーマ:繊維系材料によるJlイオミティツクス機能開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑2 :ナノファイバーを用いた高性能駆動材料の開発と駆動機構の開発

ABSTRACT
CNT has a potential as an electrode material because of its fibrous morphology and excellent electrical
conductivity. This is the point we mentioned. Particularly, it can be expected to be effective for dielectric
polymeric materials that we have been working.
In this project, we aimed the development of high performance electrode material, in which the employment
of electrospinning technique is included. Electrospinning has been revealed to provide a fine fiber with
diameter of submicron range.
In 2003, we clarified the effectiveness of CNT as an electrode on dielectric polymer surfaces. It could
enhance the deformation by ca.10 times or more, depending on the sample. The arrangement of CNT on the
sample surface plays critical effect on the motility ofdielectric materials by applying an electric field.
The materials we successfully activated were silicone gel, poly(methyl methacrylate) and polyurethanes.

研究目的
ナノファイバー材料の駆動材料としての機能を検証し、低エネルギー駆動素子の開発を目的とする。
ナノファイバーとしては、幅広く対象とし、炭素系から、生体高分子までを検討する。

一年間の研究内容と成果
手法は、エレクトロスピンニングもしくはその他の方法を用いる、あるいはあらかじめ用意されたナノファ
イバーを配向させ配向複合材料を得る。この材料を電場や磁場などの物理的なトリガーを用いてどのような
応答を示すかを検討し、環境応答材料としての機能を検討している。
これまでにカーボンナノファイバーを電極として用いたいくつかの駆動材料の検討を行った。その際、飛躍
的な性能の向上が見られた。方法としては、エラストマーもしくは可塑化フイルムにカーボンナノファイバ
ーを塗り従来と同様な方法で駆動性能の検討を行った。この際、ナノファイバーが配向するように rubbing
を同時に行った。これにより、変異量の増大する事が明らかとなったO この理由としては、現在、カーボン
ナノファイバーは表面に付着する事により電極としての役割を果たしているため、これまで用いてきた金属
電極に比べ、追従性に富むため変異量が増大したと思われる。詳細は今後の検討を要する。

展望
これまでは、カーボンナノファイバーを電極として用いた際の予備的な検討を行い、用い方によっては高性
能駆動材料の開発に有効であるとの結果を得ているO 今後は、カーボンナノファイバーを用いる対象の高分
子物質の探索と、カーボンナノファイバーを電極として用いる際の方法について改良、検討を行っていく予
定である。実用化にあたっては、カーボンナノファイバーの健康面への影響も示唆されている事から、飛散
しないような使用法を検討する。
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平井利博、高EE]兼志、蝕持 悪
目的別テーマ:繊維系材料によるJlイオミティツクス機能開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑3 :超常磁性流体含有マイクロカプセルの調製と機能

ABSTRACT
We prepared microcapsule containing functional particles that can be applied for rewritable novel display
device, particularly the device controllable by magnetic field. In this report, the preliminary investigation on
the method of encapsulation of magnetic fluid was carried out. The magnetic fluid employed in our research
has been known to show the super paramagnetism, and does not show any residual magnetization when the

magnetic field is removed. We investigated the conditions of capsule preparation and the effect of the surface
of the magnetic fluid particles on the encapsulation. Investigated magnetic particles were unmodified Ope,
w/o type and o/w type.

研究目的
安定な超常磁性ナノ粒子分散系の作製とそれの応用デバイス化のためのカプセル化を目的とする。

一年間の研究内容と成果
フェライトのナノ粒子分散系は超常磁性を示し、鋭い環境応答性を示すことが知られており、我々はすでに
ゲル中に固定化して、磁場駆動材料としての有望な材料になり得ることを示している。このナノ微粒子分散
系が各種の応用デバイスに活用されているが、ここでは微粒子の安定化を図ること、酵素活性等の制御場と
しての機能を検証することを目的としながら、当面カプセル中への包括を検討する。カプセル化には界面重
合法などを検討する。
これまでに、超常磁性体のマイクロカプセル内包について検討を
行ってきた。方法としては、ナイロン界面重合を利用したマイク
ロカプセル化を用いたO磁性体は.分散性の向上や微粒子の安定
化、酵素固定化などの際に足場として用いることを考慮し、界面
活性剤による修飾を行った。界面活性剤の修飾法によりいくつか
の表面状態を作り出しそれぞれについてカプセル化を行った。そ
の結果、マイクロカプセル内に磁性体を内包させる事に成功した。
しかし、この際、表面修飾は磁性体の分散性向上には必要である
が、同時にマイクロカプセル化に影響を与える事が示唆された。
これは、界面活性剤による修飾が物理吸着によるものである事に
由来する。この事から、今後、表面修飾法について検討が必要で
ある。

展望
先述のように、磁性体表面修飾による影響が示唆された。この原因が、物理修飾による弱い結合であると考
え、今後化学結合による磁性体表面修飾について検討する。また、考えられる主要なアウトプットとして、
電子ペーパーが考えられる事から、その実現に必要な白色粒子についての検討も行うO さらに、カプセル材
料としてナイロンが必ずしも適当ではないと考え、メラミン樹脂などについても検討を行う予定である。
マイクロカプセル内へ磁性体の修飾がなされれば、電子ペーパーへの応用など様々な応用が期待できる。
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渡辺真意・平井利博
目的別テーマ:繊維系材料によるバイオミメティックス機能開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑4 :エレクトロアクティブ・ファイバー・アクチュエータ
(材料開発と新規デバイスの創製)

ABSTRACT
We have investigated polymer actuators made fron polyurethanes, especially UV‑curable polyurethanes.
Chemical

structures

of

the

polyurethanes,

dopants,

and

the

materials

for

the

electrodes

were

investigated‥

研究目的
ポリウレタンを用いた高分子アクチュエータを作製し、その性能向上のための分子設計の指針を明らかに
し、また、それを利用した新しいデバイスを提案することを目的とする。具体的には、ポリウレタンの分子
設計、ドーピングの方法、電極の種類などについての詳細な検討を行う。また、新しいデバイスとしては、
浮き彫りを表示できるデバイスの作製を目指す。

一年間の研究内容と成果
ポリウレタン・アクチュエータの応用を考えたとき、その構造がシンプルであるという特徴を活かした、
小型の(微細な)アクチュエータ、すなわちマイクロアクチュエータがひとつの有望な候補と考えられるO
そのようなものを作製するためには微細加工が必要になるが、その方法としては従来の半導体微細加工技術
で用いられて来たようなフォトリソグラフイを利用することが得策と思われる。
そこで本年度は、光硬化型のポリウレタンについて検討したO具体的には、原料であるジイソシアナ‑ト、
ポリエステルジオールや、硬化剤として種々のものを試した。また、この光硬化型ポリウレタンへの塩(例
えば、酢酸ナトリウムなど)のドーピングについても検討した。
その結果、従来の熱硬化型ポリウレタンと同等の性能を有する、光硬化型ポリウレタンを用いたアクチュ
エータを得ることができたO

展望
今後は、光硬化型ポリウレタンを用いたアクチュエータのさらなる性能向上をまず行って、そのあとで微
細加工するための手順の確立する必要がある。
また、新規なデバイスの提案については、今後、アクチュエータの性能的な特徴をよく見極めながら、特
徴を活かした用途を考えていく必要がある。
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山浦逸雄
目的別テーマ:繊維系材料によるバイオミメテイクス機能開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑5 :活性炭素繊維の高効率通電加熱再生法

ABSTRACT
The activated carbon fiber (ACF) is widely used for solvent recovery system because of its high
performance adsorbent property ln this system water vapor is presently needed for desorption of absorbed
materials in ACF. Collection ofdesorption substances from the water and the use of water vapor make the
running cost very high. Therefore, development of the solvent recovery system without using water is
expected. ACF is made of carbon, and has electric conductivity. Self‑heating ofACF by electric current
might resolve the problems. Further, this method remarkably increases the heating efficiency. Because
self‑heating doesn 't depend on heat conduction. Generally, electrodes are applied to the ACF sheet to
energize the sheet. The sheet is heated and becomes warm. Concurrently, heat loss arises in the electrodes.
This factor makes the heating efficiency low. To obtain high efficiency we make electrodes resistance
remarkably low compared with the sheet resistance. On the point of electrode materials decreasing
electrode resistance and its temperature dependence, several kinds of metals were selected as experimental
materials, and electrode resistance was measured. As the result of experiments, it is concluded that brass is
the most suitable material for the electrodes ofACF self‑heating system.

研究日的
活性炭素繊維(ACF)は溶剤回収に広く用いられている ACFに吸着した溶剤を回収するには、水蒸
気や熱風をACFに適用し、熱によって吸着物質を脱着させ、 ACFの再生を図るが、これらには、装置の
大規模化,効率が低いなどの問題点がある。特に水蒸気を用いた方法では、溶剤は水と一緒に回収さ
れるので、水から分離するのにコストがかかるほか、厳しい水管理が必要である。このため、水を用
いず、しかも高効率で溶剤やVOCを回収できる低廉なシステムの構築が望まれている。本研究は、 ACF
の素材は炭素であることに着目し、ACFに直接電流を流すことによって脱着温度まで加熱し吸着物質の
回収を図ろうとするものである。このようなアイディアは以前からあったが実用に至っていない。そ
の理由は、 ACFの通電に際しホットスポットの発生、ショートパスの形成等の現象が起こり、シート状
に形成加工されたACFを一様に加熱することが困難であったこと、また通電用電極のACFとの接触部
における接触抵抗もACFに比べてかなり高く、ここでの損失が大きく、高効率加熱も困難であったこ
とによる。
本研究は、ACFの高効率通電加熱を可能とすることを目的とし、上述の問題の解決を図るものであるO
従来の研究から、ホットスポットとショートパスの問題に関しては、 ACF加熱部と電極部の抵抗比を大
きくすること、また.電極部には圧力を掛け、電極板とACFとの接触を一様にすることと同時に電極
部の抵抗を低減することが、高効率加熱の実現を図る方法であることが導かれてきた ACFに取り付け
て通電用電極として用いる電極板には、機械的な観点から靭性に富むリン青銅が試用されてきたが、
これを電極として用いると、電極抵抗の温度による変化がかなり大きいことと、溶剤の脱着温度であ
る100‑‑150℃で酸化を起こすことがわかり、実用に不適であることが分かった。このため、 ACF通電
加熱用として有効な電極材料を実験によって探索することを本年度の研究課題とした。
一年間の研究内容と成果
シート状に加工されたACFフェルトを、 2枚の金属電極板(寸法3×20 cm2)で上下からサンドウィ
ッチ状に挟み電極部を構成した。電極部の締め付け圧は17.5gf/cm2一定として実験した。この電極か
らACFへ電流を流し、 ACFフェルトの温度を常温から200℃まで加熱し、電極部の抵抗温度特性と電極
板の性状変化を調べた。実験した電極材料は、リン青銅、銅、シンチュウ、白銅、銀、アルミニウム、
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ニッケル.スズ、ナマリ、亜鉛、ステンレスなどである。代表的な特性を示す電極材料による電極抵
抗の温度特性を図に示す。温度対電極抵抗の特性カーブは2つのカテゴリーに分けられた。一つはリ
ン青銅タイプの温度上昇に対して指数関数的に電極抵抗が急激に減少するもので、もう一つは温度上
昇に対して電極抵抗は多少減少傾向にあるが、それほど変化しないものである。前者の材料としては、
リン青銅をはじめとしてアルミニウム、ステンレス、ニッケル、鉛であった。後者の材料としては、
銅、シンチュウ、白銅、銀、スズ、亜鉛であった。電極抵抗がなるべく低いことが電極条件としては
望ましい。この観点からみると、録が一番良好な結果を示し、常温から170℃付近までの測定で約1.5 Q
とほぼ一定であった。以上の結果から、電極特性に一番優れるのは銀であることが分かったが、材料
コストの観点からは不向きである。また、硫化に弱い。シンチュウは銀には及ばないが2 62と低い値
を示し,しかも常温から値がそれほど変化しないことから、脱着時のエレメント電流の制御にも好適
である。また、リン青銅のような酸化もみられなかった。リン青鋼タイプでは常温時の電極抵抗は高
いが、エレメントの運転温度ともなると電極抵抗はシンチュウと同じ低い値になるので、このタイプ
を採用することも不可能ではない。しかし、エレメントの電流制御はフェルトの温度によって調節せ
ねばならないため.シンチュウタイプよりは面倒になる。シンチュウの靭性はリン青銅には及ばない
が銅や銀より大きいので、機械的特性もはかより優れる.最終結論として、電極抵抗の温度特性、機
械的特性、材料コスト、化学的安定性などの観点から、本研究の実用目的に対しては、実験した材料
のうち電極材料として最も適しているのはシンチュウと考えられた。
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展望
電極材料としてシンチュウが電気的にも、機械的にも、化学的にも安定に動作するということがわ
かったので、これをACFシートに取り付ける電極材料とし、 ACFの高効率加熱を目指すO加熱効率は電
極における損失とACFシートの加熱部でのエネルギー消費の比で決まるQ すなわち、電極部での発熱
が小さければ小さいほど効率は高くなる。また、電極部での発熱が小さいことがホットスポットの発
生やショートパス形成の抑制につながる.電極部での損失割合を全体に対して単に少なくするだけな
ら、電極部の大きさを一定にしてACFシートの加熱部の長さを極端に長くすればよい。しかし、実際
の溶剤回収装置ではACFの収納スペースに限りがあるので、むやみに長くすることはできないO 限ら
れたサイズで高効率化を目指さねばならない。一般に電極抵抗はACFシートの抵抗と比較するとかな
り高くなるので、著しい低減が必要である。電極部に荷重負荷をかけることにより、単なる接触より
1桁以上の低減は可能である。しかし、荷重にも限度があり、ある範囲を超えると低減効果は飽和す
る。また、繊維に機械的負荷を掛けるので、機械的損傷を起こすことも懸念される。このような限界
条件のもとでさらに高効率化を図るためには、導電性塗料を電極板とACFの間に介在させる方法が考
えられる。さらに、 ACFシートの中にも塗料を含浸させ、空間的に電流通路を増すことも重要であるo
以上のような工夫により、実用的なシートのサイズ(長さ方向:70cm)において、電極部のロスを全
体の数%以内に抑えることが可能になると考えられる。これによって、従来なかった^CFの高効率再生
化が図られ経済的な溶剤回収装置の開発が可能となる。また、従来の水蒸気を必要としたシステムが
水を用いなくてもよくなり、しかも電子的なものとなるので、一般民生機器への応用も簡単になり、
手軽なところで環境浄化、大気の保全に買献できるようになると期待されるO
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森川裕久、小林俊一(し)
目的別テーマ:繊維系材料によるJlイオミメティックス機能開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑6 :ペダルロコモーションを応用した在宅介護支援用移動機器開発に関する研究

ABSTRACT
In order to develop an indoor assistive mobility equipment, we paid attention to the mechanism of locomotion in a snail,
or a terrestrial gastropod molluscs. It is known that the snail moves by propagation of a pedal wave generating on a
pedal surface of the snail and a pedal locomotion has flexibility for ground condition. An air mattress with a function of
a pedal‑like locomotion mechanism was developed and the performance of the pedal locomotory air mattress as the
mobility equipment was discussed.

研究目的
高齢者の生活の自立を支援するための福祉機器として,寝たきりの人を対象にした移動
機器を取り上げ,日本家屋内での使用を想定して,多少の段差のある床面上を静かに振動
を発生することなく移動できるペダルロコモーションを応用したエアマットの開発を目的
としている。
一年間の研究内容と成果
日本家屋内での使用を想定し,多少の段差のある床面上を静かに振動を発生することな
く移動できる方法として,陸棲軟体動物のカタツムリの腹足による移動方法(ペダルロコ
モーション)に着目した。先ず,カタツムリが平らな基盤の上を移動するときの推進機構
を実験的に明らかにし,カタツムリの腹足による推進機構のモデル化を行った。次に,小
型の腹足移動機構を試作し,腹足の波を伝搬するための制御法やアクチュエータの検討を
すると共に,モデルの有効性を確認して,腹足移動機構を移動用福祉機器に応用する際の
基礎的な資料を得て,腹足型移動エアマットレスを試作し,移動性能について検討した。
成果として,以下の論文発表および特許の申請を行った。
iil‑H '」

藤原綾潜,森川裕久,小林俊一:陸棲軟体動物の腹足移動機構に関する研究;日本機械学会論文集(C編),
(67), 658, 1934‑1940, 2001.

回際会議
Hirohisa Morikawa, Ryousen Fujihara, Yuhya Fukaya, Shunichi Kobayashi and fIiroshi Sakai: Development
of Assistive mobility Equipment Modeled on Pedal Crawling Locomotion of Terrestrial Gastropod;
Proceedings of the Korea‑Japan Joint Symposium inCelebration of the 40th Anniversary of the Korean
Fiber Society, 79‑

3, 2003.

特許
腹足型移動エアマット,特許願2003‑205869
展望
カタツムリの移動機構についての解明。日本家屋内での使用を想定した寝たきりの人の
自立性を促し,岸癖を防ぐ機能を有する移動機器の開発,並びに在宅介護支援への貢献。
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小林俊一(し),森川裕久, Dalin Tang, Daivd N. Ku
目的別テーマ:繊維系材料によるJtイオミメテイクス機能開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑7 :血管病変部を模擬する人工代替物を用いた血流一血管病変部間力学
的相互作用の解明
ABSTRACT
Atherosclerosis is a common disease characterized by the localized build‑up of plaque within the
intimal layer of an artery. As the disease progresses, stenosis is formulated. High grade stenoses
can limit blood flow and produce conditions in which the artery may collapse. This resultant
compression may be important in the development of atherosclerotic plaque舟acture and subsequent
thrombosis or distal embolization. We used experimental stenosis models with lipid core that closely
approximate the arterial disease situation where the entire stenosis is compliant. We examined the
influence of the presence of lipid core on pulsatile flow and deformatio〝.

We also aimed to develop the experimental model coronary stenosis, As the first step of
development, the curved stenosis model was made. We examined the influence of curvature and
stretch of the stenosis model on pulsatile flow and deformation.

研究目的
脳血管障害と心臓病は,ともにその多くがいわゆる粥状動脈硬化症を基礎疾患とするものであり,
粥状動脈硬化症は社会的重要度が高い解決すべき疾患である。粥状動脈硬化症では,血管内で発生し
たプラ‑クが突然破裂して血液の固まりである血栓を作る引き金となり,その血栓が血管を閉塞する
危険性が高い。また,剥離したプラークや血栓が抹消に流れて細い血管を閉塞する危険性もあるo そ
こで本研究では,プラークにかかる力学的作用を人工代替物でモデル化して実験的に解析するOまた,
数値計算によっても解析し,実験では困難な条件で解析する.

一年間の研究内容と成果
粥状動脈硬化症による病変部であるプラークを通常の血管壁と脂肪コアからなるモデルと近似して,
ハイドロゲルによる人工代替物を用いて病変部モデル(狭窄モデル)を作成した。狭窄モデル内の拍
動流れと変形の相互作用を実験的に検討した。また,その結果を数値計算の結果とあわせて検討した。
さらに,数値計算ではMRI画像からのリアリスティックな形状における評価を行った。
次に,冠動脈における病変を想定し,病変部モデルの曲率と伸びが動的に変化する実験装置を開発
し,検討することとした。その第一段階として,病変部モデルの曲率と伸びを静的に変化させた際に
おける,拍動流れと病変部モデルの変形の相互作用を実験的に検討した。
Throat

狭窄モデル概観

回国E】抱囲
狭窄モデル断面図と狭窄モデルのスライス写真
L=110 mm, Ls=16mm, D=8mm, h=lmm.
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脂質コア付モデル(ストレート,曲率=o)
下流側圧力10mmHg,位相168deg

脂質コアなしモデル(曲率=8×l0‑3)
下流側圧力7mmHg,位相312deg,

狭窄モデルの超音波診映像(上流佃圧力=100+/‑30mmHg)

円形状の血管と脂質コアからなるモデル

MR I画像から3次元構築した脂質コア付モデル

ETMLimMSttM伝線匂E

農豊
現在,冠動脈における病変を想定した,狭窄モデルの曲率と伸びが動的に変化する実験装置を開発
中である。この実験結果を数値計算による結果とあわせて検討し,急性冠動脈症候群(ACS)の原因と
なる,冠動脈のプラーク破壊を引き起こす力学的な因子の解明につなげ,診断上に有益な情報として
提供したい。
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小林俊一(し),森川裕久
目的別テ‑マ:繊維系材料によるバイオミメテイクス機能開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑8 :繊毛、鞭毛を規範としたアクチュエータの開発

ABSTRACT
Cilia and Eukaryotic flagella possess two singlet microtubules and nine outer doublet
microtubules. Protuberances of protein named as dyneins, are placed along doublet microtubules.
Dyneins produce the active sliding force of doublet microtubules. Ciliary beating and flagellar
movement are generated by the active sliding of doublet microtubules. We aimed to develop the
artificial actuator imitating the active sliding of doublet microtubules in cilia and flagella. As the
first model of the actuator, we have made an enlarged artificial actuator by using two flexible beams
corresponding to two microtubules. The electromagnets corresponding to the dyneins were placed
along two flexible beams. To ens?re larger active sliding, we modified the arrangement of
electromagnets for the electromagnetic actuators. We have also designed new actuator which consist
ofgeared motors and tooth belts for the propulsion in high viscous fluid. Furthermore, we developed
an enlarged propulsion mechanism modeled on ciliary movement. To realize the effective stroke and
recovery stroke of ciliary movement, the mechanism was equipped with a motor on its base and a
variable‑bending‑stiffness fin..

ix'JtanEl^.
真核生物の繊毛・鞭毛は,共通の内部構造を持っており、周囲に9本、中心に2本の細長い微小管
があるO 周囲の微小管にはダイニンという運動蛋白質が附随しており、ダイニンが隣の微小管を滑ら
せることによって屈曲運動が発生する。本研究ではこのメカニズムを模倣した新しい人工アクチュエ
ータのシステムを考案・開発することを目的とする。

2本の微小管の屈曲メカニズム

真核生物の鞭毛

一年間の研究内串と成果
従来から用いてきた電磁石を用いた人工アクチュエータについて,確実な滑り動作が実現できるよ
うに電磁石の配置を改善した。これより,従来よりも高い周波数における屈曲運動が実現でき,発生
推力も増加した。
また,高粘性液体での屈曲を可能にするため,電磁石に代わる,ギヤユニット付モータと歯付ベルト
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による屈曲機構を考案,基礎設計を行い,基礎的な実験を行った。
さらに,微小管の滑りを規範とはしていないが,繊毛の特徴的な動きである, 「有効打」と「回復打」
を再現する,可変剛性フィンと基部のモータによる推進機構を開発,基礎的な推力特性の計測を行っ
m

E壷酢4‑* >
低剛性
高剛性
水中における可変剛性フィン

展望
今回提唱した人工アクチュエータは,生物の繊毛や鞭毛の運動環境である,流体の粘性力が運動の
慣性力よりも大きな, 「低レイノルズ数領域」における推進機構として有効であると考えている。その
ため,特に高粘性流体での推進機構について重点をおいて検討を行っていきたい。また,今回開発し
た可変剛性フィンについては,さらなる小型化を検討している。推力の評価には,人工アクチュエー
タの運動に伴う液体流れの把握が必要である。そのための流れの可視化,数値流体力学による解析も
行っていきたい。

‑77‑

氏名 藤井敏弘
目的別テーマ:生体材料を用いたバイオミメティックス材料の開発
15年度研究テーマ
15‑3‑9:ヒト由来生体材料の個人対応製品への創製と販売
We have developed a rapid and convenient extraction method for quantiかing human hair
components called the "Shindai Method" and novel procedures for preparing human hair protein films
(Pre‑cast and Post‑cast methods). The light brown mmS obtained by these procedures were too fragile
to apply to human skin. We found that the film was also formed when the hair proteins extracted by
Shindai method were directly exposed to the solution containing MgCl2, CaC12, NaCl and KCl.
Scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) showed that the surface of the
novel protein丘Ims was smooth. The protein丘1m自mainly consist of α keratins and matrix proteins.
A氏er drying, the丘Ims became translucent and flexible against folding operation, indicating the
possibility that these protein films are useful for practical application.

研究目的
2 1世紀は「健康」の世紀と言われており、そのキーワードのひとつとして、 "セルフメディケーション"
がある。一般的な意味は、患者自身が自己診断をして売薬を用いて治療する自己医療という意味で使われて
いるO私は、この言葉の意味を広げ、自己由来の生体物質を原材料とすれば、拒絶反応、アレルギー反応な
どの軽減化と生体適合性の高い製品の創出につながると考え、研究開発を行っている。また、自分自身の廃
棄生体物質を使用して、自分自身のために利用する意味で、 "セルフーリエ‑ス(self‑reuse)"という言葉
を使用することを提案している。
自己の生体物質として、毛髪と爪に注目している。毛髪,爪の約80%はケラチンを主成分とするタンパ
ク質から構成されており、年のオーダーにわたり安定な構造体である。特に、毛髪は個人レベルで比較的大
量の入手が容易である。このため、使用者本人の毛髪タンパク質入りの高機能繊維品、生体被覆材,医薬品
基材,医療用基材、化粧品基材とこれらとの関連製品‑の適用を想定している。これを実現するためには、
新規のコンセプトを備えたフイルム,ゲル,バイオ繊維,微粒子‑の加工技術の開発と機械的物性と生理機
能の評価が必要不可欠と考えられる。これらを克服して、多くのメリットをもつ個人対応型製品の創出を目
指している。

一年間の研究内容と成果
本年はフイルムとファイバー化に大きな進展が見られた。
・フイルム:以前、私たちは、毛髪、爪からの新規のタンパク質の抽出方法を開発して信大法と命名した。
信大法で抽出したタンパク質を使用して、簡便にフイルム化できるプレキャスト法とポストキャスト法を
開発して、昨年報告している。この方法により毛髪から1 2時間程度でフイルム状態に変換できることを
明らかとした。しかしながら、作製されたフイルムの機械的物性は弱く、実用性に乏しかった。フイルム
化‑の変換技術の簡便性は残したまま、ある程度の透明性と弾力性を備えた加工方法を見出すことができ、
ソフト・ポストキャスト法と名付けているOこの作製方法の確立、形態、物性について検討を行っている。
・ファイバー:毛髪タンパク質溶液を固体化する場合、分子の配向性などの問題から、当然元の毛髪より強
い強度を示すファイバーの作製は不可能に近い。このため、毛髪タンパク質単独でのファイバー作製はあ
きらめ、コンポジットタイプのファイバー作製‑と進めた。対象として;①天然由来の物質. ②生体適
合性と生理活性作用の保持. ③低コストで簡便な方法.などのコンセプトを備えたファイバー。これらの
条件を満たしうるPIC (ポリイオンコンプレックス)ファイバーに注目し、同じく3班の山本(浩)研究
室との共同研究で、毛髪タンパク質入りPICファイバーの作製に成功している。

展望
・フイルム:実用化できる物性を備えたフイルム作製、生理学的な評価に入る。
・ファイバー:機械的な物性測定と「布」とし、実用化に向けた評価段階に入る。
・パウダー:新たにタンパク質微粒子の作製を行う。
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氏名 藤井敏弘
目的別テ‑マ:生体材料を用いたバイオミメティツクス材料の開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑10 :細胞内繊維構造体の分子集合を利用したマイクロマシーンの創出
ABSTRACT
The interaction of a protein‑bound polysaccharide (PSK) isolated from Basidiomycetes with smooth
muscle myosin components was examined. PSK was bound to the regulatory light chain (RLC) of
myosin, but not to the essential light chain. From the ammo acid sequence of the RLC, 490 peptides
were synthesized on a cellulose membrane. Overlay assays showed that the PSK‑binding on the
molecule of RLC were localized in the N‑ and C‑terminal basic and acidic regions and these sites were
conserved in RLC from the human smooth muscle and nonmuscle cells. These results suggest that PSK
affects actomyosin system by interacting with RLC in human nonmuscle cells containing tumor cells.

研究目的
細胞運動は運動タンパク質問の滑りによりもたらされている。運動タンパク質は、ファイバー構造とエネ
ルギ‑変換機能を必ず含む。特に筋肉においての基本エレメントであるミオシンとアクチンの両フィラメン
トは規則正しい構造と高いATP分解能をもつことから多くのモデルに利用されており、生体中の代表的な
アクチエ一夕‑といえる。ミオシンあるいはアクチンーミオシンをフイルム、ゲル、その他の細胞内繊維構
造体に組み込み運動性をもたせればマイクロマシーンの創出にもつながるo この足場として、 15‑3‑9にお
ける中心題材である毛髪タンパク質フイルムやゲルと15‑3‑2で使用しているナノファイバーを利用して新
規のアクチエ一夕‑の開発を行う。

一年間の研究内容と成果
本年は制御系結合部位の基本的な研究を中心とした。平滑筋及び非筋肉細胞での収縮へのシグナルは細胞
内カルシウム濃度の上昇D カルシウム/カルモデュリン複合体の形成ロ ミオシン軽鎖キナ‑ゼ(MLCK)活
性の活性化ロ ミオシン調節軽鎖(RLC) ‑のリン酸化ロリン酸化ミオシンのアクチンとの相互作用ロ アク
トミオシンATPaseの上昇n細胞運動‑と繋がっている PSKがアクトミオシンATPase活性を阻害するこ
とから、ミオシン軽鎖との相互作用の有無を調
べた

PSK‑アフイニティークロマトグラフィー

の結果、 RLC と必須軽鎖(ELC)の2種類の軽
鎖の中で、RLC と結合性を有することが判明し
た。そこで、既知のRLCのアミノ酸配列を基
に、 1残基ごとずらしたペプチド(6,8,12残
基)をスポットとして合計490個、セルロー
ス膜上に合成した PSK との結合をオーバーレ
イ・アッセイで調べた結果、少なくとも N末
と C末の2カ所に結合部位が存在した(Fig.
1)。特に、 N末側の結合部位はMLCKによるリ
ン酸化部位とオーバーラップすることから、こ
の部位‑の結合が PSKの生理作用に関連す
ることが考えられる。

10

15

Fig. 1 Interaction ofPSK with RIX using peptide array

展望
・アルカリンホスフアタ‑ゼの毛髪フイルムやPICカプセル‑の導入に成功しているので、アクチン、ミオ
シンに取り入れたフイルムやカプセルの創出を行う。
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氏名 藤井敏弘
目的別テーマ:生体材料を用いたJtイオミメティツクス材料の開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑ll :ヒト遺伝子多型の分析とライフスタイル支援システムの構築
ab:
We have analyzed human gene polymorphism of aldehyde dehydrogenase仏LDH2), serotonin
transporter (5HTT), adrenaline β3 receptor (β3AR), tumor necrosis factor (TNFa), and uncoupling
protein 3 (UCP3) from DNA samples prepared from blood of about 200 volunteers. The relationships
among gene polymorphism, constitution, constitution, and life custom and way were examined by the
statistical work. A remarkable correlation to improve life style was not observed among them.

研究日的
遺伝子はナノオーダーの細胞内繊維構造体で、生物の設計物質として広く知られている。ヒトゲノム・プ
ロジェクトの進展および終了にともない体質、性格、行動に関連する遺伝子およびその多型に関する情報が
集積してきている。本研究において、遺伝子多型の分析法の確立を行う。併せて、アンケートにより学生を
中心としたボランティアの性格、性質、行動様式、生活習慣の調査を実施する。これらのデータから有為な
相関性を見出し、私たちが健康で[央適に生活をおくるためプラスとなる情報を個人レベルで明らかとし、心
身の健康増進と快適な生活構築に役立てることを目的とする。
一年間の研究内容と成果
遺伝子解析において、 ALDH2、 5HTT、 β3AR、 TNFα, UCP3遺伝子の多型解析を確立したO約2 0 0名の学生
ボランティアから血液の提供をうけた。あわせて、性格、行動様式、生活習慣の項目のアンケート調査に協
力してもらったO これらのデータを集約し統計処理を実施したところ、 「美味しそうなものは満腹でも食べ
る」、 「夜食をとる」と言った項目において若干の相関性が見られるもののライフスタイルの構築に役立つレ
ベルの相関性は兄いだせなかった。

展望
・現在、他のプロジェクトが急務なので、本プロジェクトは一時中断する。
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山本 浩之
目的別テーマ:生体材料を用いたバイオミメテイクス材料の開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑12 :バイオミメティック繊維の創成

ABSTRACT
Natural protein fibers such as silk having high-performance
characteristics
have been an important
material in the research for biopolymers.
This article reports development of a silk-like
extensible
poly(a,L-amino
acid) fiber inspired by self-assembly
of polypeptides
in living systems. Electrostatic
interaction
was employed as the driving force for building
the fiber, and succeeded in spinning the
fiber from an aqueous solution interface between poly(a,L-lysine)
(PLL) and poly(a,L-glutamic
acid)
(PLG). When the PLL/PLG fiber was formed, the conformations
ofPLL and PLG were changed from
random- to ^-structures.
A remarkable
feature of the PLL/PLG fiber is the high extensibility.
Mechanical stretching
of the PLL/PLG fiber resulted in a change from an extensible fiber to a rigid
and strong fiber. These features depend on molecular conformation and the deviation
in the amino
acid composition of the PLL/PLG fibers. This concept and the poly a,L-amino acid) fibers themselves
pioneer the production of new protein fibers and the science of protein folding as the noncovalent
interactions
involved in self-assembly.

研究目的
水のみを溶媒に使用する新コンセプトによるハイブリッド繊維の創成方法として提案して以来、天
然および修飾多糖、タンパク貿関連化合物、ビニルポリマーなどの水溶性高分子電解質を用いて自己
電荷対形成による多目的天然高分子複合繊維について一連の研究を報告してきた。この水系での新素
材の創成のコンセプトは海洋関連新素材の開発に直結している。水系での高分子形成は生体内の細胞
が種々の有用な高分子材料(例えば、天然繊維、皮革および膜など)を生合成するプロセスに部分的
に類似している。我々の新コンセプトを拡張し、種々のバイオミメティックな繊維を創製する。

一年間の研究内容と成果
1.バイオミメチック繊維の創製
a 蚕が生合成する綿(右図1)
b 羊が生合成する羊毛
C 海洋付着イガイの足糸様織維
2.繊維特性
a モノフィラメントの紡糸方法
b 繊維強度、結節強度の評価
C 異なる染色方法による染色特性の評価
図1

PLL/PLG繊維の創成

展望
本研究において取り扱う天然高分子と水とから構成される系は、生態系の物質科学そのものであり、
自然環境における分解・生合成サイクルの一環である。この事は、今後の工業製品開発指針の規範と
なり得る PIC繊維形成を水系界面で巧みにデザインし、天然高分子の資源化とともに、ポリペプチド
などの関連化合物を利用する新繊維素材を創成する研究は、 21世紀の繊維生産工業・市場、高分子材
料化学、および、地球環境科学の立場から、大変意義深いと考えている。
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大川 浩作
目的別テーマ:生体材料を用いたバイオミメテイクス材料の開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑13 :新規な生分解性高分子材料の開発

ABSTRACT
The biodegradation
of electrospun
nano-fibers of poly(e-caprolactone)
(PCL) was initially
investigated
with respect to the environmental
application
of PCL non-woven fabrics,
using
pure-cultured soil filamentous fungi, Aspergillus
oryzae, Penicillium
caseicolum, P. citrinum, Mucor
sp., Rhizopus sp., Curvularia sp., and Cladosporium sp. Three kinds ofnon-woven PCLfabrics
with
different meanfiber diameters (330, 360, and 510 nm) were prepared by changing the viscosities of the
pre-spun PCL solutions. All of the pure-line soil filamentous fungi tested grew on the two fiber
materials.
Electron microscopy was used to observe the biodegradation
processes revealing
remarkable growth oftwofungi, Rhizopus sp. andMucor sp., along with the accompanying collapse of
the nano-fiber matrices.
In the biochemical
oxygen demand (BOD) test, the biodegradation
of the
330 nm PCL nano-fibers by Rhizopus sp. and Mucor sp. exceeded 20% and 30% carbon dioxide
generation, respectively.
The biodegradability
of the PCL non-wovenfabrics decreased with the
meanfiber diameter and th 330 nm PCL nano-fiber that was madefrom 150 cPs solution exhibited the
highest biodegradability.
These results might offer some clues for the applications
of the PCL
non-wovenfabrics having the controlled biodegradability
in the environmental uses.

研究目的
生分解性高分子材料の基本構造は、ポリエステルあるいはポリアミドの誘導体です。当研究組織は、
ポリアミノ酸、多糖およびそれらの複合高分子の設計・合成とその繊維材料としての評価に関する知
見を集積してきました。
タンパク質(=ポリアミノ酸)から形成される生物由来の高分子繊維は引張強度などの機械的性質に
優れ、微生物による長期間の腐食に耐え、さらに、完全な生分解性を持っています。本申請では、
Bio‑inspiredな手法に基づく新規な生分解性高分子の合成、繊維素材としての評価、機械的性質の制
御、生物分解性と分解制御について多岐に渡り研究を展開します。

一年間の研究内容と成果
1.バイオインスパイアード繊維の創製
a 光反応性分子複合繊維
C 酵素架橋高分子複合繊維
2.生分解性ナノ繊維材料科学
a

ェレクトロスビニング

b 生分解特性評価(右図1)

図1.ポリーeーカプロラクトンナノ繊維の生分解

過程; (a)分解前, (b) 14日後

展望
代表的な生分解性ポリエステルであるポリー㌃カプロラクトンを用いても良好な結果が得られまし
た。今後も継続してエレクトロスピニング法を利用する材料科学を展開します。特に、天然多糖類、
合成ポリアミノ酸、および天然タンパク質ナノファイバー科学を新たに創成し、最先端繊維科学技術
のフロンティアを探索すべく研究推進します。
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小駒喜郎・近藤慶之
目的別テーマ:生体材料を用いたJlイオミメティツクス材料の開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑14:テーマ名 カーボンナノファイバーへのヘムタンパク質の固定化による
新規バイオセンサーの作製
ABSTRACT
Cytochrome P450 (CYP) is a heme‑protein and plays important biochemical roles, such as drug metabolism,
steroid hormone biosynthesis, and so on. Therefore, CYP is very useful for sensing and reacting to
importa〝t materials as related to the physiological function, but it is difficult to apply as such as a biosensor,

because it is unstable against temperature. While carbon nanofibers (CNF) are molecular wires that
exhibit interesting structural, mechanical, electrical and electrochemical properties.

The purpose of the

present study is that the CNF are to use a matrix for immobilizing heme‑protein for aiming at new biosensor.
The CNF was immobilized on glassy carbon electrode (GCE), and the GCE/CNT showed a good electron
transfer to heme‑protein, cytochrome C (Cyt.C).

When carboxyl groups were introduced in the CNF

surface, the electron transfer between GCE and Cyt,C were enhanced.

研究目的
シトクロムP450 (CYP)は、ヘムタンパク質の中でもステロイドの生合成
や解毒に関与している生理的に重要な酵素である。しかし,安定性に乏しい
点がセンサー等のバイオマテリアルとしての活用への障壁となっている。一
方、カーボンナノファイバー(CNF)は優れた導電性を有するため、バイオセン
シングデバイスのマトリクスとしての活用が期待されている。そこで、本研
究では、 CYPをはじめとするヘムタンパク質の固定化担体としてCNFを活用
することを試みた。

一年間の研究内容と成果
cNFは、直径50‑200Åと500Åの2種類を使用した。また、既報に従がっ
てCNTを硫酸:硝酸‑3 : Iで酸処理することで、 CNFにはカルポキシル基を
導入した
FAD溶液の電極応答は、グラッシーカーボン電極(GCE)にCNFを
固定化することで著しく向上した(図1)。また、固定化するCNF濃度を変え
ると、濃度の増加に伴ってFAD溶液の電極応答は増大した FADの代わりに
Cyt.C溶液を用いた結果、 CNFの固定化でわずかに電極応答が増大した(図2)0
これに対して、酸処理したCNTを固定化すると、 Cyt.C溶液の電極応答は著
しく増大した。しかし、酸処理したCNFでは、 FAD溶液は反応しなくなった。
これらの結果はFAD、 Cyt.CともにCNFの存在により物理的に電極応答する
面積が増大したために電極応答が増大したものと考えられる。しかも、カル
ポキシル基の導入によりCyt.Cは静電吸着しやすくなったものと思われる。
次に、直径の異なるCNFを用いてFAD及びCyt.C溶液を測定した結果、 FAD
では顕著な差異がなかったのに対し、 Cyt.Cでは、 50‑200ÅのCNFの方が良
い電極応答を示したo これは、 Cyt.Cの分子サイズが関与している可能性を
示しており、 CNFの固定化マトリクスとしての有用性が示唆された0

Potenti且H V

5B K山ヨ定HW9Wl化m:.iM
t握活性の向上

回2 着処理C肝7GCBによるCyt.C
欝練の竃鍾特性の向上

展望
これまでの研究で、 CNFがヘムタンパク質の電極応答を促進できることが兄い出された。しかも、 CNFにカ
ルポキシル基を導入することで,さらに向上させることが示されたo 今後,この導入した官能基を用いて、
共有結合でCYPやCyt.CをCNFに固定化することで、新規なバイオセンサーの開発へと発展させたい.また、
CNFの口径の違いによるヘムタンパク質の電極応答の差異は非常に興味深く、具体的にどのようにヘムタン
パク質がCNFに吸着されているのかを明らかにしていく予定である。
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濱田州博.平井利博・白井江芳.山田竜ニ
目的別テーマ:高次機能創出加工
1 5年度研究テーマ
15‑3‑15 :染料と助剤の高次錯合体を繊維中に構築する超分子染色加工法
の開発

ABSTRACT
Various type of bolaform electrolytes and gemini surfactants were designed and prepared. Their
behavior was investigated using UV absorption spectroscopy and conductance measurements. The

binding of acid dyes with them in aqueous solutions, their effects on the binding of acid dyes with
water‑soluble polymers, and their effects on the sorption of acid and direct dyes with nylon 6, silk,
wool, and cotton were studied in detail. As a result, it is found that not only the terminal groups but
also the spacer groups play an important role in the auxiliary effects. Furthermore, some bolaform
electrolytes containing a benzene ring as a spacer group con form supramolecular aggregates, which
consist of one bolaform electrolyte and two dyes. Thus the adequate design ofbolaform electrolytes
is believed to lead to the formation of novel supramolecular aggregates. This is the first step towards
the development of supramolecular dyeing procedure, and as the second step, such supramolecular
aggregates would be introduced into polymer matrices andfibers.

研究目的
ボラ型電解質は1個の荷電基を両末端に有し、アルキル鎖等を連結基として有する電解質である。
また、ジェミニ界面活性剤は、従来の1鎖1親水基型界面活性剤の親水基部分で連結基によりつなが
った構造をしている。すなわち、ジェミニ界面活性剤は、ボラ型電解質の両末端に長鎖アルキル基を
持つ構造である。これらの化合物は、従来型の1個の荷電のみを持つ化合物と比較して、特異な挙動
をすることが知られている。一方、繊維の染色においては、染料と繊維のみでは行えず、必ず染色助
剤が必要である。本研究では、ボラ型電解質やジェミニ界面活性剤を染色助剤として応用し、これま
でにない助剤効果を生み出すことを目的とする。また、従来の助剤の作用機構とは異なり、積極的に
助剤を染料とともに繊維中に導入し、繊維中で染料と助剤の超分子構造を構築する超分子染色加工法
を確立も目的とする。

一年間の研究内容と成果
連結基にベンゼン環を有し、末端基にアルキルジメチルアンモニウム
基を有するボラ型電解質を合成し、それらとアニオン性染料との間で形
成する錯合体について研究した。その結果、末端基中のアルキル鎖長を
変化させることにより錯合体構造を制御できることが明らかとなった0
例えば、アルキル鎖中の炭素数Dが2あるいは4のときにはボラ型電
解質:染料‑1: 1の錯合体しか得られないが、 Dが6あるいは8のと
きには、ボラ型電解質:染料‑1:2の錯合体も形成された。また、 D
が10あるいは12の場合には、ボラ型電解質:染料‑1 :2の錯合体のみが観察された。このように、
新たな超分子会合体構築に水溶液中で成功した。

展望
今後これらを結晶として取り出せるかどうか、この構造のまま高分子中に取り込めるかどうかの研
究を進めていく予定である。高分子としては、まずゲルなどの導入しやすいマトリックスを使用し、
その後最終目的である繊維中での構築を目指す。本研究で開発する超分子染色加工法の確立により花
色構造を模倣した染色物の作成が可能になると期待される。
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濱田州博・大西 勝・今田邦彦
目的別テーマ:高次機能創出加工
1 5年度研究テーマ
15‑3‑16:インクジェット捺染用機能性インクの開発

ABSTRACT
Ink‑jet printing system is extensively used for printing of textiles such as cotton, silk, wool, polyester,
etc. In this system, the development of inks is one of the?ost important factors. Although inks
containing various dyes have been widely developed, those including discharging agents have not
been prepared yet. In the present study, to develop ink‑jet discharging procedure, the discharging

mechanism of reactive dyes is investigated fundamentally. The reductant discharging of the reactive
dyes in aqueous solutions was monitored by means of visible absorption spectroscopy. The catalytic
effects of some surfactants on the reductive reaction were also investigated. On the basis of these
results, discharging inks for ink‑jet printing system would be prepared.

研究目的
インクジェット捺染は、現在、綿、絹、羊毛など、多くの繊維に対して行われている。綿のインク
ジェット捺染では、反物だけでなくTシャツ‑の捺染等も行われるようになってきた。 Tシャツの場
合には、白いTシャツ‑の捺染だけでなく、黒や紺のTシャツから色を抜く、すなわち、抜染によっ
て模様をつけることが消費者から要求されている。本研究では、還元剤あるいはアルカリによる抜染
インクを開発するために、その基礎的知見を得ることを目的とする。ここでは、できるだけ低温にお
いて抜染できる技術を目指し、最終的には室温近くでの抜染技術の開発を試みる。

一年間の研究内容と成果
インクジェット用の抜染インク開発を
目指し、還元抜染法あるいはアルカリ抜
染法の適用を検討したO 現在、反応染料
の選択が終わり、その反応染料に対する
還元あるいはアルカリ抜染の基礎実験を
行うとともに、 (秩)ミマキエンジニアリ
ングでインクにした実験を行っている。
基礎実験では、添加剤を使用し、分解速
度を上昇させる試みを行し、いくつかの
添加剤で分解速度上昇が見られた。この
結果をインク開発にフィードバックして
いる。また、可視分光光度計を利用して、
還元剤による分解速度を定量的に決定した。その結果、染料濃度に対して1次反応となることが分か
った。還元剤濃度に対する反応次数は添加剤により影響を受けることが分かった。定量的にも添加剤
の触媒効果が確認された。

展望
特定の反応染料を選択することにより抜染が可能であることが分かったので、今後抜染可能な三原
色染料を選択し、それらの分解に関する基礎的な知見を得る。また、これらの染料で綿を染色し、綿
中に存在する染料分解が可能かどうかについても調べていく。さらに、より大きな触媒作用を持つ添
加剤を探し出すため、系統的に添加剤の構造を変化させる等の実験を行っていく。これらをインクジ
ェットプリント用のインクとして混合する技術を確立し、実際のインクジェットプリント用インクと
しての調製を目指すO このような過程による開発で.実際の抜染技術の確立ができ、農色に染まったT
シャツなどに白色の模様をつけることが可能になると考えている。
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濱田州博・平井利博・和田敏男・田辺和男
目的別テーマ:高次機能創出加工
1 5年度研究テーマ
15‑3‑17 :超臨界流体による繊維からの染料抽出

ABSTRACT
Super critical carbon dioxide fluid (scCO2) is powerful extracting solvent, and it has been used for the

extraction of caffeine etc. Recently scCO^ has been applied to dyeing medium. On the other hand,
the recycle of textiles is one of the most important subject in 21st century. For the recycle of dyed
fabrics, it is necessary to extract dyes from them. In this context, the extraction ofdyesfrom dyed
fibers using scCO2 was carried out. The use of alcohol, acetone, etc. as entrainers resulted in the
extraction at lower temperature and pressure. As real fabrics contain mixed dyes, the extraction
method of mixed dyes should be established.

研究目的
ポリエステル繊維をマテリアルリサイクルするためには、リサイクル時には不純物である染料を抽
出する必要がある。本研究では、カフェインやホップェキスなどの抽出で効果を発揮してきた超臨界
二酸化炭素流体による抽出を繊維からの染料抽出に応用した。実際に抽出を行うためには、できるだ
け穏和な条件が必要である。本研究では、超臨界二酸化炭素流体に加えてエントレーナーとしてアル
コール類、アセトン、ジメチルホルムアミドなどを使用して、より低温、より低圧力での抽出を目指
す。また、スケールアップにより衣料からの染料抽出技術を開発することも目的とする。

一年間の研究内容と成果
ポリエステル繊維はガラス転移温度が100℃近
くにあるため、完全に染料を抽出するためには
130℃程度に温度設定し、 25 MPa程度の圧力が必
要であった。この条件を少しでも緩和するために、
超臨界二酸化炭素流体とともにエントレーナーと
してメタノールやエタノールを一緒に流すと
100℃程度まで温度を下げることができた。この場
合には、エントレーナーに抽出された分散染料が溶
解し、溶液として染料を回収することができるo固
体として回収するよりは装置の汚れが少なく(エン
トレーナーが装置洗浄の役目も担う)、その意味で
も効果的であったOまた、混合染色により染めた繊
維からの染料抽出を行った。混合染色の場合には、
染料単独の場合と抽出のされ方に違いがあった。

展望
繊維から染料を超臨界二酸化炭素流体で抽出するときの一番の問題点は、繊維同士が重なり合った
場合に抽出効率が減少することである。特に、超臨界二酸化炭素のみで抽出した場合には、温度が上
がるに従って繊維同士の重なり合いが増大し、抽出効率を減少させる。エントレーナーを加えた場合
には、この重なり合いが減少し、抽出効率を増大させることができる。今後、より穏和な条件で抽出
を行うためには、エントレーナーの選択とともに、繊維同士を重なり合わせない技術の開発が必要で
ある。これらの技術の開発により、衣料からの染料抽出‑スケールアップすることが可能になると考
えられる。
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濱田州博・柳内雄一
目的別テーマ:高次機能創出加工
1 5年度研究テーマ
15‑3‑18 :新規媒体による染色法の確立

ABSTRACT
In dyeing process, dyes andfibers are the leading parts, and auxiliaries and media are the supporting
ones. However, fabrics can not be dyed without the supportingparts. Generally water is used as
dyeing medium, and the treatment of the waste water containing dyes is a environmental subject. In

this context, the development of novel dyeing media instead of water is expected. In thep讐ent study,
the development of dyeing media containing super critical dioxide fluid + entrainers (organic solvents
such as alcohol, acetone, etc.).

研究目的
繊維を染色したり、機能加工したりするた
めには、右図に示すように、染料(機能薬剤)
と繊維だけでなく、媒体や染色助剤が必要で
ある。媒体としては、浸染の場合、これまで
ほとんどの染色系で水が使用されてきた。ま
た、捺染では、捺染糊を媒体と考えることが
できる。近年、捺染にインクジェットプリン
トシステムが使用されるようになり、媒体が
糊からインクを調製するときの溶媒にかわ
っている。さらに、浸染でも超臨界二酸化炭
素流体が様々な染色系で試されており、水に
かわる媒体として期待されている。本研究では、水
にかわる媒体として、超臨界二酸化炭素流体にエン
トレーナーを添加したり、また、全く新しい発想の
媒体を見つけ、より環境に優しく、効率的な染色系
を確立することを目的とする。

一年間の研究内容と成果

s?
..t・ヽ

このテーマは、将来的なテーマとして提出したも
のであり、今年度は調査を行った。その結果、超臨
界二酸化炭素流体にアルコール類、アセトンなどの
エントレーナーを加えたり、ごく少量の水を添加し
た系が有効な媒体となりうると予想した。特に、も
う一つのテーマである「超臨界流体による繊維から
の染料抽出」よりエタノールを添加したものは右図
に示したようにかなりの抽出能力を有しており、染
色の媒体としても期待できる。
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展望
超臨界二酸化炭素流体にエタノールを添加し、ポリエステルの分散染色を行い、どの程度の違いが
出るか検討する予定であるO これにより、より低温度、低圧力でのポリエステルの分散染色が可能で
あると考えられる。さらに、今までに使用されたことのない媒体についても検討し、新たな染色媒体
の開発を目指す。
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氏名 青山 弘
目的別テーマ:高次機能創出加工
1 5年度研究テーマ
15‑3 ‑ 19 :テーマ名:光反応性高分子化合物に関する基礎的研究

ABSTRACT
It is well‑known that intramolecular hydro;野rl抽C血m of excited caibonyl compounds via six‑membeied cyclic
h血銀山K (y‑h細I abstradion) is much fester山肌mtermolecular hydrog印abstraction. However,
Nが‑Dialkyl‑irnidazoHdindriones underwent intomolecular hydrogen abstraction on irradiation in cyclohexane m
甲Iite ofthe如that they possess y‑hydrogens. This finding indicates that the intermolecular hydrogen abstraction is
extremely fast. The StemAblmer plot for the photoreaction in cyclohexane indicated that the rate constant was 3.1 x

1(P Imol" s". This value is the la噂st among those reported血intermol∝血hydrogen止血血n by excited

血1nvl alnlpound
研究目的
高分子鎖のなかに組み込んだとき光架橋反応や光分解反応など顕著な光反応性を示す化合物に関す
る基礎的研究をする。
一年間の研究内容と成果
光反応性物質としてイミグゾリジントリオンを選び、その光反応性を検討した。NNジアルキルイミ
グゾリジントリオンは尿素誘導体とシュウ酸クロリドから容易に合成できる化合物で、熱的に安定で
あり、可視光に対しても安定である。NNジプロピルイミダゾリジントリオンは水素供与性のないア
セトニトリル中の光反応では6員環遷移状態を経由する分子内γ水素引き抜き反応をおこすが、シク
ロヘキサン中の反応では分子内反応はおこさずシクロヘキサンからの分子間水素引き抜き反応のみを
おこす。これは通常のケトンなどのカルポニル化合物の光反応とは全く異なっており、興味深い。こ
の事実は分子間水素引き抜き反応が異常に速いことを示しており、Stern‑Volinerplot法により反流速度を推
定したところ.1x108Imor's
‑viという通草のケトンの1000倍粗宴の大きな値となったこれはシスαジカ)拭コ雌の2つ
働耳司時に関与した水素引き抜きがおこっているためと考えられる。欄艶味きいということを潮如瀞仮砲がおこりに
くいという事を静味しており、こC噸道を高分子鎖のなかに組み込めば効率の良い光架橋反応がおこる可能性
がある。

二ft.ftr‑

NNジプロピルイミグゾリジントリオン

展望
今後光反応の波長を可視光に拡張するためカルポ二ル基をチオカルポニル基に変えたチオン誘導体を
合成しその光反応を検討する。またシスαジカルポニル構造を持つ他の複素環化合物について同様の研究を
行うことによって新たな展開が期待できる。

00
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本吉谷 二郎
目的別テーマ:高次機能創出加工
1 5年度研究テーマ15‑3‑ 20 :
光化学機能を有するモノマー、オリゴマーおよびポリマーの合成と応用に関する研究
AB STRACT
Organic photoreactions using stilbene monomers and oligomers were studied. A various
fluorescent compounds involving stilbene moieties were prepared, in which new dendritic
fluorophores exhibited a higher chemiluminescence efficiency than the others.
Chemiluminescence using new oxalates was also studied to elucidate the mechanism of a
light emission and also to find new chemiluminescence systems more effective than those
known so far. The key intermediates that interact with the fluorophores were identified by the
kinetic treatment. The photoisomerization of the stilbene derivatives in solution as well as in
the crystalline state was investigated. The distyrylbenzenes were found to undergo one‑way
photoisomerization from E,Z‑ and Z,Z‑forms to E,E‑ibrms in the crystalline state. In these
reactions the different behavior in the kinetics was observed in comparison to the reactions in
solution. This study will provide an opportunity to develop the functional materials that
change the shapes with irradiation of light.

研究目的
スチルベンを基本ユニットとする蛍光色素の合成を行い、その光化学的挙動について研究を行う。
スチルベンオリゴマ‑ ・ポリマーは強い蛍光を有するものが多く、有機エレトロニクス材料への応用
が盛んに行われている。本研究では、有機合成化学的な手法を活用して様々な構造を有するスチルベ
ン系蛍光色素を合成し、これらの光異性化と化学発光系の蛍光剤としての利用について基礎的な研究
を行い、光化学反応が関わる新規機能創出を狙いとした。
一年間の研究内容と成果
光機能を有する化合物として化学発光物質の探究とその発光機構についての研究を行った。化学発
光のなかでも最も効率がよいとされている過シュウ酸エステル類縁物質の化学発光について、新規な
エステルーアミド混成構造を有する化合物を合成し、発光機構の解明を試みた結果、鍵となる高エネル
ギー中間体が置換ジオキセタノンであることを明らかにした。また,スチルベンユニットを有するフ
タルヒドラジド誘導体の合成とその化学発光の研究において、スチルベン部位の置換基の電子的効果
により発光効率のみならず発光種が変化することを明らかとした。さらに、スチルベンユニットを複
数有する蛍光剤を合成し、化学発光系への応用を行い発光機構の解明の一助とした。特に、デンドリ
マ‑構造を有する蛍光剤において化学発光効率の増加が見られたことは、今後の高効率発光系の設計
に有益な指針となると思われる。
また、ジスチリルベンゼンの溶液中および結晶中での光異性化について検討を行い、結晶中におい
てシス体からトランス体へと異性化が起こることを明らかにした。また、速度論的な研究から置換基
導入による分子サイズの変化により異性化の速度が影響を受けることがわかった。このことは、光に
よる固体の形状変化など新規機能材料への開発のきっかけとなると期待され.るD

展望
これまでの研究結果をさらに発展させ、インパクトのある機能創出へと繋げてゆきたいと考えてい
る。化学発光については、有機合成的手法を駆使してミステリーとされているその発光機構の本質に
近付きたいと考えている。化学発光は安全な光源としてだけではなく、微量化学分析や医療診断など
にも応用されており、発光機構解明はさらに有用、実用的な化学発光系の構築に不可欠である。一方、
スチルベン類の光異性化は分子構造に大きな変化が起こるのでこの変化をマクロな動きにできれば、
光情報を形状変化に変えることができると期待される。さらに、系統的な研究を続けて、結晶中での
異性化における反応機構の解明とあわせ、応用へと展開していきたいと考えているO
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氏名 西井良典
目的別テーマ:高次機能創出加工
1 5年度研究テーマ
15‑3‑21 :生理活性繊維を目指した光学活性有機化合物(モノマーおよびポリマー)の合
成
ABSTRACT
We are going to apply optically active organic compounds having biological activity, for example, antiviral,
anti‑HIV, anti‑PAF, anti‑malarial, anti‑fungal, anti‑tumor activity, to biologically active textile. In order to
create the polymer, we synthesize several natural compounds as biologically active monomers. These
monomers are applying to connect on thepolymer chain next. The otherpurpose is to find the new methods
and new reactions for preparing monomers and polymers.

研究目的
現在市販されている防虫繊維・抗菌繊維の活性持続性は十分に長くはなく、既存の殺虫剤や抗ウイルス
剤と同等の生理活性に至っていない。そこで長期持続性あるいは半永久的な生理活性作用(防虫作用・
抗ウイルス作用など)を有する繊維の開発を目的とし、従来の活性を上回る生物活性化合物(モノマー)
を合成する。また、モノマーをオリゴマ‑・ポリマーへ拡張し、ナノスケールで防虫・抗菌・抗ウイル
ス活性を有する超分子を合成する。それぞれモノマーのリード化合物は天然有機化合物をモデルに選定
する。

一年間の研究内容と成果

Me

Justicidin B Retroiusticidin B

Dioncophylline A

antiviral and anti ‑ H IV activity antiviral, antifungal, pesticidal activities
antimalarial activity

リグナンラクトン類は天然に数多く存在する化合物郡で、血小板凝結抑制、抗HIV活性、抗ウイルス活性、
抗施療活性、抗菌活性など広範囲の生理括憶を有する天然物であることが明らかになってきた。リグナンラ
クトン類の中で、 Justicidin B (抗ウイルス活性), Retrojusticidin B (抗HIV活性), Dehydrodesoxypodophyrotoxin
(抗腫癖活性)の合成を達成した(schemel)サさらに、光学活性リグナンラクトン: Hinokinin (ヒノキから抽
出される天然物で、強力な抗ウイルス活性、抗菌活性、殺虫活性を有する。天然成分として安全性が高く、
環境に優しい農薬としても注目されているO)の鍵中間体を合成したが、現在合成途上であるo
抗マラリア活性を有する軸不斉アルカロイドDioncophylline Aのモデル化合物合成も検討した。現在、
鍵反応となる中心不斉から軸不斉への高度なキラリティー変換反応を兄い出した(Scheue 2),不斉収率は
eeを達成した。また、この鍵反応を使って、軸不斉アルカロイド Dioncophyl1ineAの全合成を行って
いる。この生理活性化合物の合成途中で、いくつかの新規有機合成反応を兄い出した。例えば、従来、難し
いとされていたC‑Cl結合の脱塩素‑リチオ化反応(Schene4)や脱塩素ホルミル化反応(Schene3)を兄い
出した。これらは、環境問題になっている有機塩化物の脱塩素反応に応用でき、さらに有用有機化合物への
変換例を示した。
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Schne 4
Dechlorination Reaction

展望
今後、現在合成途中の生理活性化合物Hinokinin,Dioncophyl1ineAの全合成を達成したい。いくつかの生
理活性を有する光学活性モノマーを繊維に担持させて、生理活性を測定する予定である。一方で、合成途上
で兄い出した新規有機合成反応を一般化し、実用的有機反応にしたい。環境問題になっている有機塩化物の
脱塩素反応に応用できる。
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白井正芳・木村 睦
目的別テーマ:機能性分子を利用した分子語義・変換素子開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑22 and 23 :精密設計された機能性分子内のナノスペースを利用した分子認
識・変換素子の開発

ABSTRACT
The precise construction offunctional molecular materials, which are formed by the self‑organization
of designed functional molecular building units, is a subject of great importance because it controls
the macroscopic properties of nanoscopic molecular devices. n‑Conjugated disk‑like molecules such
as triphenylenes, hexa‑peri‑hexabenzocoronenes, porphyrins, and phthalocyanines have been well
studied as molecular components for the construction of electroopitcal molecular devices. These
disk‑like molecules can assemble into long one‑dimensional columnar assemblies through their strong
intermolecular □

interaction. The columnar assemblies possess significant long‑range order and

anisotropic electrica l properties.

研究目的
デザインされた機能性分子の自己組織化によって構築される機能性分子材料は.ナノデバイスを実
現させるための重要な要素技術となっている。トリフェニレン・ベンゾコロネン・ポルフィリン・フ
タロシアニンなどのディスク状化合物は,自発的にカラム状組織体に組織化し、さらにそのカラム内
では高速な電子・ホール輸送が可能であることから有機光電子デバイス中の分子材料として用いられ
ている。本研究では、これらのディスク状化合物をデザインすることにより、よりマイクロメーター
オーダーの長距離組織体の構築を目指し、種々のディスク状化合物の合成および組織化について検討
を行うOさらに、これらの分子をナノメートルオーダーのデザインされた空間に導入することによる、
分子認識および変換素子の構築についても検討を行う。

一年間の研究内書と成果
1. ‑置換型ヘキサベンゾコロネンの合成と組織化:ヘキサベンゾコロネンは7つのベンゼン環が縮
合した構造を持ち、分子間の強い相互作用により一次元カラム組織を形成する。そこで、この分
子に金属イオンが配位可能なタ‑ピリジンおよびフラーレンを導入し、一次元カラムの修飾を試
みた。 2種の分子の合成に成功し、自発的な組織化による繊維状組織体の構築を確認した。
2. ATRPによる両親媒性フタロシアニンポリマーの合成と組織化:新規な非対称性フタロシアニンを
合成し、 ATRPの開始点を導入した CuBrを用いたATRPによってフタロシアニン側鎖にエチレン
グリコール鎖を側鎖に持つ両親媒性フタロシア二ンポリマーを合成したo この高分子はアルコー
ル内において自発的に組織化し、長さ数マイクロメーター・直径数十ナノメーターの繊維状組織
となることを確認したO
3.チオール末端を持つオイルゲル化剤による金ナノ粒子の組織化:水素結合によって分子間が連結
しナノメートルオーダ‑の繊維となるオイルゲル化剤の末端にチオール基を導入した。この分千
の形成するナノファイバー周辺に金ナノ粒子を吸着させることに成功した。この成果については、
Advanced Materialsの表紙に選出された。
その他、数種類の機能性分子の合成およびエレクトロスピニング法によるナノ繊維の調製などについ
て研究を行った。

展望
今後、これまでに合成してきた分子の持つ機能(導電性や触媒作用)について検討を行い、ナノ材料
としての将来性を探る。また、既存のトップダウン的微細加工技術との融合化によるデバイス構築を
目指したい。
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山本 巌・藤本哲也
目的別テーマ:機能性分子を利用した分子認識・変換素子開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑24 :高機能ポリイミドの合成と繊維・電子材料への応用
ABSTRACT
Synthesis of tetracarboxylic dianhydride derivatives using cyclopentadiene and their polymerization
with diamine derivatives were investigated. The reaction of cyclopentadiene with terephtalaldehyde in
the presence ofpyrrolidine provided a bisfulvene derivative, followed by cycloaddition reaction with
maleic anhydride and hydrogenation to yield a dianhydride derivative as a polyimide monomer. On
the other hand, the reaction of a cydopentadienyl anion with dichlorosilane derivatives gave the
corresponding bis(cyclopentadienyl)silane derivatives, which were converted to polyimide monomers
with the same treatment as above. Their polyimide monomers were treated with diamine (NBDA or
BAPP) to provide novel polyimides. The Tg and molecular weight of their polyimide were measured.

研究目的
ポリイミドは,顕著な耐熱性,化学安定性,また電気安定性及び機械特性を有し,超高集積半導体,
光通信機器,自動車産業,航空宇宙産業等の様々な分野で使用されるスーパーエンジニアリングプラ
スチックの一つである.しかしながら一般にポリイミドは高価格であること,また溶剤への難溶性に
由来する加工性の悪さといった問題点を有している.一方,シクロペンタジエンはC5留分としてナ
フサより得られるが,その反応性の高さから用途が限定されており,新たなる用途開発が望まれてい
る原料である.本研究は,安価で入手容易なシクロペンタジエンを原料とする新規二酸無水物の合成
とそのポリイミド化について検討した.

一年間の研究内容と成果
シクロペンタジエンは,室温において容易に二量化しジシクロペンタジエンに変化する.シクロペ
ンタジエンが有するこの[4+2]付加環化の反応性の高さを利用した二酸無水物の合成を検討した.当
初,シクロペンタジエニルアニオンの求核置換反応を鍵反応とするビス(シクロペンタジエニル)ア
ルカンあるいはキシレン合成を試みたが,生成物に存在するシクロペンタジエ二ル部位の付加環化反
応のため二量体,三量体,オリゴマ‑が副生成物として得られ目的物の単雛には至らなかった.次に
ビスフルベン誘導体を経由する二酸無水物合成について検討した.テレフタルアルデヒドとの縮合反
応,さらに無水マレイン酸による無水物の導入により,目的とするこ酸無水物の合成に成功した.更
に水素添加による還元を施し,ポリイミドモノマーに変換した.また,シクロペンタジエニルアニオ
ンとジクロロシラン誘導体の反応を試みたところ,先のオ1)ゴマ‑等の副生成物は発生せずケイ素含
有ビス(シクロペンタジエン)誘導体の単離に成功した.上記と同様に,無水マレイン酸との反応,
更に還元を行いポリイミドモノマーに変換した.得られた,二酸無水物と汎用ジアミンであるNBDA及
びBAPPの反応によるポリ
イミド合成を検討した.そ
Tg : 246, 275 ‑C
の結果,ガラス転移点(Tg)
Mw : 44000
が250℃前後のポリイミド
を得ることに成功した.特
に,ケイ素含有ポリイミド
Tg : 257‑C
は,クロロホルム等の塩素
Mw : 27100
系溶媒に可溶であり溶解
性が改善された.

展望
シクロペンタジエンを原料とする新規二酸無水物及びポリイミド合成に関する当初の目的は達成で
きた.今回得られた知見を基とし,更に高分子量のポリイミドを得る条件検討及び溶解性に優れた分
子設計を行い,耐熱性,電気特性等の物性評価を行う予定である.
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目的別テーマ:機能性分子を利用した分子舵義・変換素子開発
1 5年度研究テーマ
15‑3‑25 :光分解性繊維・高分子材料の創製
一光分解性を有する界面活性剤及び高分子材料の開発と応用‑
ABSTRACT
Environmental concern has become one of the main driving forces for developments of new materials with
self‑degradative or decontaminating functions. Based on the high photo‑reactivity of aromatic compounds,
we have prepared surfactants and polymers with photosensitive groups and have exami川ed their functional‑

ities.

Surfactants containing benzyl or phenacyl groups were photodegradated to change their solution

properties largely. These surfactants were applied as an emulsifier for emulsion polymerization ofmethyl‑
methacrylate or vinylacetate. The resulting latexes were photosensitive and coagulated during irradiation,
that could be converted to be non‑amphiphilic products. Rapid and selective dechlorination of
1,3,5‑trichlorobenzene (TCB) was performed in aqueo?s surfactant solutions using N,N‑Dimethylaniline
(DMA) derivatives as a photosensitizes DMA‑co川taining polymers grafted onto cellulose films also de‑

composed TCB in water.

研究目的
プラスチックに代表される合成有機化合物の多くは、分解性、安全性などの点で環境への悪影響が懸念さ
れている。特に、廃棄物だけでなく使用中の製品からも排出あるいは溶出される有害有機物質による大気・
土壌・水環境汚染は、環境問題として大きくクローズアップされている。大量の汚染物質の回収除去だけで
なく、それらの排出を抑制する方法の開発が大きな課題である。また、製造工程で使用される様々な添加物
が製品中に残存するために品質や安全性、耐久性が低下することが問題となっており、処理段階におけるこ
れら添加物の安全かつ迅速な除去法の開発が望まれている。
本研究では、生分解性に乏しく環境負荷の大きな芳香族化合物が光反応性を有していることに着目し、使
用後の処理段階で自己分解することにより環境への負荷が低減される「環境低負荷型材料」 (1 )及び有害有
機物質を分解除去する「環境浄化型材料」 (2)の開発を目的とする:
(1)ベンジル誘導体が光分解することに着目し、これまでに種々のベンジル基含有ポリマー及び低分子化
合物の光分解反応を詳細に検討してきた。そして、界面活性型ベンジルアンモニウム塩及び硫酸エス
テル塩(図1)が水溶液中において紫外光照射により迅速かつ効率良く分解し、疎水性有機成分(ア
ルキルベンゼン)が凝集沈殿することを見出した。そこで本年度は、これらの光分解性界面活性剤の
性能の向上を図ると共にこれらを利用した「環境低負荷型材
料」の開発を目的とした。
(2)水溶液に溶解あるいは分散した芳香族塩素化物が紫外線照射
により脱塩素化(低毒性化)することに着目し、種々の界面
活性剤水溶液中における光分解反応を検討した結果、比較的
高濃度(103M)の基質が分解可能であること、分解率、生成
物収率が界面活性剤や添加剤(水素源)の種類、濃度に依存
すること、光増感剤の添加により長波長光での分解と副反応
の抑制が可能であることがわかったO そこで本年度は,分解
性の向上を図ると共に上記反応を利用した「環境浄化型材料」
の開発を目的とした。

一年間の研究内容と成果
(1) 「環境低負荷型材料」の開発
界面活性型ベンジルアンモニウム塩及び硫酸エステル塩の光分解反応を詳細に検討するために、アルキル
鎖長の異なる種々の界面活性剤を合成し、その光反応性を比較すると共に溶液物性変化(気泡力、透過率、
導電率、 pH etc.)を観測した。その結果、光分解性はミセル形成の有無(アルキル鎖長、基質濃度)にあ
まり影響されないのに対し、物性変化は大きく依存することがわかったO
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上記のベンジル基含有界面活性剤は短波長の紫外光照射(‑260 nm)でのみ
分解が可能なことから、汎用の合成界面活性剤の代替品として使用することは
困難である。そこで、長波長光(‑300nm)で分解可能なフェナシル基を有す
る新規界面活性剤(図1)を合成した。現在、それらの光反応性、光反応に伴
う物性変化を調べている。
また、上記の反応性、物性変化を利用した「環境低負荷型材料」の開発を検
討している。界面活性剤を乳化剤に用いた乳化重合が汎用ポリマーの合成に広
照射前
照射後
く用いられているが、その際合成したポリマー中に残存する界面活性剤による
図2 PMMAラテックス
性能の低下が問題となっている。そこで、界面活性剤の除去を目的として、上
記の光分解性界面活性剤を用いてメタクリル酸メチル、酢酸ビニル等を乳化重
溶液
合後、その溶液に光照射したところ、ポリマーが凝集沈殿することがわかった
(図2)Oすなわち、界面活性剤が「光凝集剤」として働き、ポリマーからイオン性基を容易に除去できるこ
とが明らかとなった。また、この界面活性剤が光重合の乳化剤兼開始剤として機能することを見出した。現
在、機能性接着剤やラテックスフイルムへの応用を検討中である。
(2) 「環境浄化型材料」の開発
界面活性剤水溶液中での1,3,5‑Trichlorobenzene (TCB)の光反応において、光増感剤として
A^N‑Dimethylaniline誘導体(p一置換体)を用いた場合に長波長光(>280nm)での効率良い分解と副反応の抑
制の両方を達成できることがわかった。さらに、還元剤の添加による反応のさらなる効率化、増感剤の再生
が可能であることを見出した。
上記反応の材料面への展開を図る目的で、 iV,AT‑Dimethylanilino基を含むモノマーを表面グラフト重合した
セルロースフイルムを作製し、それを増感剤とするTCBの光反応を検討した。その結果、反応率は低いもの
の副反応を伴わない脱塩素化が可能であること、増感剤と反応物とを容易に分離できることがわかった。現
在、種々の表面改質法を用いて上記増感剤を担持した繊維・高分子材料の作製を検討中である。

展望
本研究で開発した光分解性界面活性剤は、環境負荷が大きいことから現在使用が規制されている芳香環を
有する汎用界面活性剤の代替品としての利用だけでなく、迅速でクリーンかつon‑off応答性のある光反応の
特性を利用した様々な「環境低負荷型材料」の開発が期待できる。また、これらの分解性基を有する繊維・
高分子材料も、界面活性剤と同様.凝集・分離・回収可能な材料として様々な応用が期待される。
増感剤を含む界面活性剤や繊維・高分子材料については、 「環境浄化型材料」として、汚染された土壌や廃
棄物からの有害物賃の濃縮(吸着)一光分解・無害化‑分離・後処理‑再利用のリサイクルシステムの構築
を考えており、土壌・水環境汚染問題の解決に繋がることを期待しているD
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