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走光性を示す自己駆動油滴
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 active soft matters, including energy dissipative self-propelled particles, have drawn recent concern of 
researchers in wide fields. in this report, we prepared oil-droplets with a diameter around 100 μm composed 
of a caged oleic acid, 2-nitrobenzyl oleate (NBO), a surface of which was covered with oleic acid/oleate 
as surfactants in a basic water solution (pH = 9.2). when uV light irradiated a fresh NBO droplet, the 
droplet started to move toward a light source, and a velocity of its one-dimensional movement was 
accelerated in a non-linear manner through still standing, induction, active stages. accompanied with this 
macroscopic movement, the inner dynamic structure of the photo-irradiated droplet changes as visualized 
by the on-time optical microscopy. it means that the macroscopic movement is tightly linked with the inner 
dynamic structures created by uV irradiation. This characteristic movements of photo-irradiated NBO 
droplet would give a hint to reveal the mechanism of the taxis of a living system.

**菅原　正　客員フェロー

１．は　じ　め　に
　さまざまな生き物が，外場に応答した動きを見せる．
例えば，光合成によってエネルギーを作り鞭毛虫の一種
であるミドリムシ（ユーグレナ）は，明るさの勾配を感
じ取り，自らより生育に有利な明るい方向に動く走光性
を示す1）．また，体内にバイオミネラリゼーションによ
り合成した磁石をもつ走磁性細菌は，地磁気レベルの弱
い磁場を感じ取って，自らの動くべき方向を決める2）．
これは，上下に関する情報が得にくい水中にあって，酸
素濃度の低い場所を好む走磁性細菌に適した水底を目指
すために，獲得した機能であるとされている．このよう
に原始的な生物であっても，巧妙に外的環境の情報を感
じ取って，指向性のある動き（走性）を示す生物が数多
く知られている．一方で，生命とは無関係な微粒子が，
外場を感じて特定の方向に動く「泳動」という挙動もま
た広く知られている3）．水中にある荷電粒子は，電場の
勾配をうけて，逆符号の方向に移動する電気泳動を示
す．また，磁気ビーズは，逆磁極の方向へと磁気泳動す
る．このような外場に応答した生物の動き（走性）と，
無生物の動き（泳動）は，一見同一の挙動のようにみえる

が，よく考えると明らかな違いがあることに気づく．電
気泳動や磁気泳動といった無生物の動きは，外場が作り
出したポテンシャル勾配を受けて，よりエネルギーの利
得の大きい方に動く受動的なダイナミクスであり，まさ
に，ポテンシャルエネルギーを運動エネルギーへと直接
変化することによって生ずる動きである．これに対し，
生物の場合は，刺激を感じるセンサー部位が刺激を受け
取ると，これが信号となって動きに関連した器官を活性
化し，動きが開始する．従って，走光性や走磁性で見ら
れる動きは，外場が直接動きを作り出しているのではな
く，外場に合わせて生命が能動的に生み出した動きとい
える．そのため泳動においては，動きの大きさは外場の
大きさ（絶対値あるいは勾配）の影響を強く受け，大き
な物体を動かす場合は，それに見合った大きな外場が必
要とされる．一方，生命の見せる走性にとっては，外場
は動きのきっかけに過ぎず，極めて小さな刺激であって
も，そこに多段階のエネルギー変換，情報変換機構が存
在するので，応答性や指向性の高い動きを誘導する．
　そこで，外場応答する分子を用いて分子システムを作
り，表面で受けた刺激を内部へ伝達し，自らの状態を変
化させることで動き出す仕組みを実現すれば，泳動のよ
うな単純なエネルギー変換による運動とは性格の異な
る，生物の走性に似た動きが実現できるのではないか．
本稿では，このような考え方に基づき、最近我々が構築
した，光を感じてその方向に自ら移動する，走光性を
持った新しい分子システムについて紹介する4）．
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２．動きを示す分子システム
　比較的原始的な生物であっても，その動きを作り出す
機構はかなり複雑である．水中で水を掻くことの出来る
鞭毛や繊毛は，分子モーターと呼ばれる極めて巧妙な分
子機械で駆動されているが5），これを人工的に再現する
ことは現時点では難しい．そこで本題に入る前に，比較
的単純な動きをもたらす分子システムについて，これま
でに知られている事例を紹介する．その代表例が樟脳
（しょうのう）船である．かつては着物の防虫剤として
広く用いられていた樟脳（図1）を，紙やプラスティッ
クで作られた小舟の尾部に付着させ，水に浮かべると，
小舟は前方に向かって動き出す．これは，小舟の尾部か
ら溶け出した樟脳が水面に被膜をつくり，表面張力を局
所的に低下させることで，膜と水面の境界にある小舟が
動き出すと言う原理に基づいている．

３．水面あるいはガラス表面にある	
３．油滴の自己駆動

　近年，ソフトマターの研究が活発に展開されるように
なったことと相まって，水上や水中に形成された油滴に
関する研究が，盛んに発表されるようになった6）．永井
らは，ペンタノール水溶液上に浮かべたペンタノール油
滴が，自発的にランダムな動きを示すことを報告した7）．
この系では，油滴周辺にわずかに溶け出したペンタノー
ルの濃度のムラが，油滴周辺の表面張力の不均一性を生
みだし，油滴を動かす．運動により油滴がブーメラン状に
変形すると，動きに一軸性の方向性が生まれるという8）．
住野らは，カチオン性界面活性剤で覆われた水中のガラ
ス表面上を，ヨウ化カリウム／ヨウ素を溶かし込んだニ
トロベンゼン油滴が，一方向に連続して移動することを
見出した9）．その原因は，親油性の油滴が，面活性剤は失
われた油滴の通った跡にある親水性ガラス表面よりも，
界面活性剤で覆われた疎水的な表面を好むことにある．

４．pH勾配による油滴の駆動方向の制御
　均一な場の中にあっても，さまざまな原因により油滴
の内部や周辺に，不均一性が出現することで，ブラウン
運動とは違った一方向性の動きが生み出されるという実
験事実は興味深い．このような動きは，無生物に見られ
る泳動現象とは異なり，油滴の周辺の環境に明確な勾配
がなかったとしても，油滴の駆動に方向性がもたらされ
ていることを示している．しかし，その運動の方向は完
全にランダムであり，向きを制御することは出来ない．

そこで，静止状態から駆動状態に移る際の対称性が破れ
る過程に，外場に対する応答性を付与してやれば，刺激
に向かって自ら駆動する走性をもった自己駆動系が実 

現されるはずである．そのような実験系の1つとして，
grzybowskiらは，脂肪酸を溶解させたジクロロメタン油
滴が，もっともpHが高い隘路にたどり着く自己駆動現
象を報告した10）．

５．　三次元の水中を泳ぐ油滴
　ここまでは，水面やガラス表面上といった，二次元の
界面（水／空気や水／ガラス）に置かれた油滴の示すダ
イナミクスについて紹介してきた．しかし，細菌類は水
中を全方位的に動き回っていることを考えると，水中と
いう三次元の世界を動き廻ることができる分子システム
を構築することは意義があろう．そのような水中におけ
る自己駆動系として，塩基性水中で形成したオレイン酸
無水物からなる油滴系がある11）．オレイン酸無水物から
なる油滴をpH 11程度の塩基性水中に形成すると，油滴
表面では，塩基性条件における酸無水物の加水分解によ
り界面活性のあるオレイン酸／オレートが形成される．
生じたオレイン酸／オレートは，油滴表面の表面張力を
低下させるので，油滴表面付近には，無数の小さな対流
が出現する．次第に，相対的に強い対流が，より弱い対
流を取り込みながら成長し，巨視的な対流にまで成長す
ると，この対流は未反応のオレイン酸無水物を油滴内部
から油滴表面へ運び，対流の吹き出し口付近での加水分
解反応を活性化させ，活性点周辺の油滴表面およびそこ
に接した油および水の表面張力を低下させる．この表面
張力差により，油滴を押すような水の流れが生じ，油滴
は反応点を前面とした駆動を始める．また油滴の後方で
は，過剰のオレイン酸／オレートがチューブ状の膜と
なって放出されるので，この油滴中の対流も，油滴周辺
の水流も流れ続けることが可能となる，すなわち，本系
は，反応が油滴の動きを作りだし，油滴の動きが，油滴
前面が常にpHの高い新鮮な水に触れることを可能にす
るという正のフィードバック構造を持つ点で注目に値す
る．ただし，ここで見られる運動の方向は，先に示した
均一場における自発運動と同様に，そのままでは制御で
きない．しかし，pH勾配のある水系では，油滴は高pH

な環境に向かった走化性が見られる．これは，pHが大
きいほど，無水オレイン酸の加水分解が速く進行するこ
と，および酸解離平衡がオレート側に偏ることで，表面
張力の低下が進むためと考えられる．

６．水中にある動く油滴の外場による	
６．運動方向制御

　外場に応答して自ら動く油滴系を研究する上で，油滴
の運動に方向性を与える外場として，水相にpH勾配を

図１　樟脳の分子構造．
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つくることは有望である．しかしながら，より精緻な運
動制御を行うための外場としては，pH勾配には限界が
ある．ひとたび調整したpH勾配を水相から無くしたり，
勾配の向きを変えたりすることは一般に困難である．ま
た，拡散によってpH勾配は次第に拡がっていくので，
油滴の運動の詳細を理解するには，その影響も考慮しな
ければならない．豊田らは，pHの勾配とオレイン酸無
水物の運動とを詳細に観察するために，特別な装置を用
いた実験について報告している12）．

７．光によって水中を駆動する油滴
7.1.	 紫外線に応答する分子からなる油滴
　我々は，油滴の運動に影響を与える外場として，光に
注目した．光は容易にオン／オフが可能であり，また光
源の位置を変えることで，向きの制御も容易である．ま
た，照射中，光の影響が勝手に拡散してしまうこともな
い．従って，光に応答するような油滴系を作製すれば，
pH勾配にはない高い制御性をもつ運動系が実現できる
のではないだろうか．
　そこで，オレイン酸無水物の駆動系を参考に，光化学
反応によってオレイン酸を生じる分子として，オレイン
酸2─ニトロベンジル（NBO）を合成した（図2）．NBO

は，オレイン酸のカルボン酸部位に，光分解性保護基で
ある2─ニトロベンジル基が導入されたオレイン酸のケー
ジド化合物である13）．この分子に，350 nm付近の紫外
線を照射すると，光分解反応によってニトロソベンズア
ルデヒドが脱離し，オレイン酸が得られる．すなわち，
紫外線を照射しない限り化学反応が起こらないので，塩
基性水中で自発的に反応が進行するオレイン酸無生物系
とは異なり，化学反応と運動との関係を明瞭にすること
が出来る．
　NBOは疎水性分子であるので，そのまま水に拡散し
ても完全に相分離してしまい油滴は形成されない．そこ

で，NBOに2 vol%ほどのオレイン酸を混合し，これを，
pH 9.2の塩基性水相に拡散することで，粒径100 μmほ
どの油滴を含むエマルションを形成した．このような大
きさの油滴を対象に，その紫外線応答性を顕微鏡観察に
より確認した．
7.2.	 紫外線照射下におけるNBO油滴の運動
　NBOからなる油滴に，紫外線の照射方向を変えなが
ら側方から紫外線照射した際の挙動を図3に示す．紫外
線照射すると，その直後から油滴は紫外線光源に向かっ
た一軸性の運動を開始した．このような向きのある運動
は，次のような機構で説明される．油滴に紫外線を照射
すると，油滴の表面や内部での光分解反応によりオレイ
ン酸が生じ，塩基性水相の影響により油滴表面に表面張
力を低下させるオレートが生成される．ところが，照射
される紫外線は，NBOからなる油滴によって効率的に
吸収されるので，紫外線は完全には油滴を透過できな
い．実際，NBOの吸光係数から計算される紫外線の浸
透率は，10 μmほどで半減するため，光分解反応は紫外
線が照射された面でのみ活発に進行し，その逆側ではほ
とんど起こらない．その結果，光が当たっている側の表
面張力は，逆側と比較して低下することとなる．この表
面張力差が，オレイン酸無水物からなる油滴の場合と同
様に，表面張力の低い側を前方とする一軸性の駆動を生
み出す．NBO油滴では，表面張力が低いのは，常に光
が当たっている面に限られるため，運動は光源に向かっ
て進行することとなる．紫外線の照射の向きを変える
と，油滴はその方向へと運動方向を変える．また，照射
をやめると，油滴は運動を停止する．

7.3.	 NBO油滴の運動にみられる非線形挙動
　このように，オレイン酸のケージド化合物からなる油
滴は，その表面での局所的な光分解反応によって走光性
のある運動は確認されるが，その挙動を注意深く観察す
ると，さらに興味深いダイナミクスが見出された（図
5）．運動中にある油滴に対し，同じ強度の紫外線を照射
し続けていると，あるところで突然に油滴の速度の急激

図２ オレイン酸のケージド化合物NBOの分子構造および，その光
分解反応によるオレイン酸生成と，酸解離平衡によるオレー
トの生成．
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図３ 紫外線照射による油滴の運動の様子．
 油滴は紫外線光源の方向に向かった一方向性の運動を示すの

で，光源の位置を変えると，運動方向が変化する．
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な増大が観察された．さらに，速い動きが観察された後
に照射をやめ，再度同じ強度の紫外線を照射したとこ
ろ，一度目の照射で見られた遅い動きは観察されず，す
ぐに光に応答し速い動きが開始した．これは過去の紫外
線照射の有無によってその挙動が変化することを意味し
ており，紫外線照射の経験を覚えているかのような振る
舞いである．

　このように非線形的な速度変化および，初期照射時と
再照射時の運動状態の違いを与える原因として，最も単
純には，何らかの原因により光分解反応の効率が変化し
たことが挙げられる．しかしながら，光分解反応の紫外
線照射時間依存性を，NBOのuVスペクトル強度の時

間変化から測定した結果，NBOの反応効率は紫外線照
射時間に比例しており，非線形な速度変化の原因となる
ような顕著な反応促進は見られなかった．
　そこで我々は，紫外線照射下における油滴の非線形な
速度変化は，油滴の内部状態の変化と関連づけられると
推定した（図6）．油滴に紫外線を照射すると，先に示し
た機構によって，紫外線が照射された表面に界面活性剤
であるオレイン酸／オレートが作られ，この不均一な界
面活性剤分布が油滴駆動の原因になる（図6b）．この際，
光反応で生成した界面活性剤は，油滴表面上の横拡散の
影響により非照射面にも拡がるので，油滴表面上の実質
的な表面張力差はそれほど大きくならず，移動速度も限
られた値に留まる（図6c）．さらに紫外線照射を続ける
と，油滴前方での油滴内から外へのオレイン酸の流れは
保たれる一方，油滴の後方では，拡散により前方より送
られてきた界面活性剤の濃度が増大する．そしてこの濃
度が臨界値を越えると，過剰の界面活性剤は外水相の水
を覆う形で形成した水滴と共に，油滴内部に溶け込むよ
うになる（図6d）．これによって，非照射面側の界面活
性剤濃度が低下するので，照射面との表面張力差は再び
増大し，油滴界面ではマランゴニ流が復活し，水相内で
の水の流れにより油滴の駆動速度は増大すると考えられ
る（図6e）．この油滴内部の対流は，油滴表面付近のマ
ランゴニ流と流れの方向を一にするので，油滴の速い運
動を安定化する働きがあると考えられる．
　紫外線照射をやめると，油滴表面にあった表面張力差
は横拡散によって均一化され，巨視的運動は停止すると
ともに，油滴内部の対流も静止する（図6f）．しかし，
このときの油滴表面の界面活性剤濃度は，紫外線照射前
の調整直後の油滴より大きく遙かに飽和値に近い．その
ため，紫外線を再照射すると，速やかに油滴表面の界面
活性剤濃度は飽和に達し，遅い運動を経ることなく，速

図５ 紫外線照射を続けた際の，NBO油滴の挙動．
 （a–e）各紫外線照射時間における油滴顕微鏡像．（f）油滴の

位置と，紫外線照射時間との関係．図中のa–eは，右図の写
真が撮影された点を示す．
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図４ 紫外線源に向うNBO油滴の一方向性駆動を説明する機構．
 照射した紫外線（λ  = 365 nm）のNBO油相に対する透過率（右上）は，NBOの吸光係数から算出されるように数十μm

ほどで1/5程度に低下する．従って，100 μm程度の粒径を持ったNBO油滴の場合，紫外線は照射面付近のNBOだけを
光分解し，非照射面にはほとんど影響を与えない（左上および下）．
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い運動が再開されると考えられる（図6f→d→e）．これ
に対し，紫外線再照射までに数十分以上の時間を置いた
場合は，再照射時に遅い運動が回復する．これは，時間
を置くことで油滴表面にあったオレイン酸がゆっくりと
水相あるいは油相に溶出し，油滴表面の界面活性剤濃度
が初期状態（図6a）に近づくためであろう．

８．ま　　と　　め
　NBOからなる油滴は，単なる光に向かった一軸的な
運動を示すだけでなく，自らの内部状態に連動した，特
徴ある非線形な速度変化も引き起こされることが分かっ
た．冒頭で示したように，無生物にはない生命の動きの
特徴は，外部からの刺激のエネルギーを直接利用するの
ではなく，刺激に合わせて自らの状態を変えることに
よって能動的な運動に，向きを与えるところにある．今

図６ 紫外線照射下のNBO油滴が見せる非線形性のある駆動現象の
推定機構．
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回紹介した我々の油滴の運動の直接的な原因は，照射さ
れた紫外線により界面活性剤が生じる光化学反応であ
り，それだけを見れば，光のエネルギーを直接運動エネ
ルギーに変換している系と見なすことも出来る．しかし
ながら，油滴という大きさを持った構造体に起因する非
対称な反応の進行や，油滴の表面や内部の動きと連動し
た運動モードの変調は，単純な化学反応だけにその原因
を帰することはできない．むしろ界面活性剤の濃度勾配
が大きな役割を担っており，その濃度勾配が作り出すマ
ランゴニ効果を通じて，油滴内部状態と水中での油滴の
マクロな運動が連動していると理解される．従って，本
油滴は，生命の示す走光性運動に近い特性を持っている
と言っても良いのではないだろうか？
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