生体ナノ空間を活用した高分子精密合成法の開拓

150

生体ナノ空間を活用した高分子精密合成法の開拓
生体ナノ空間を活用した高分子精密合成法の開拓
佐 藤 浩 平*

*佐

藤

浩

平*

Precision Polymer Synthesis within Biological Nanospace
Precision Polymer Synthesis within Biological Nanospace

Kohei SATO*
*Kohei SATO*

The objective of this research project is to develop a novel synthesis method of polymers within the
The objective
of this
project
to develop
a novel
synthesis method
of phospholipid
polymers within
the
biological
membranes.
First,research
aromatic
aminesisand
aldehydes
were incorporated
into the
liposomes
aromatic
amines
and aldehydes
were incorporated
the phospholipid
as biological
model cellmembranes.
membranes.First,
Using
electronic
absorption
spectroscopy,
an effectiveinto
incorporation
of these
liposomes
as model
cell membranes.
electronic
absorption
spectroscopy,
an effective
incorporation
molecules
within
the membranes
(up toUsing
10 mol%
relative
to phospholipid
molecules)
was confirmed.
Next,
of
these
molecules
within
the
membranes
(up
to
10
mol%
relative
to
phospholipid
molecules)
was
confirmed.
imine condensation reactions were performed in the presence of Lewis acids as catalysts to synthesize two
Next, iminepolymers.
condensation
reactions
performed
the observed
presence of
acids as absorption,
catalysts to synthesize
dimensional
However,
onlywere
slight
changes in
were
onLewis
its electronic
indicating the
dimensional
polymers. However,
only slight
observed
electronic absorption,
lowtwo
degree
of polymerization.
An optimization
of changes
reactionwere
conditions
didonnotitssignificantly
improve the
indicatingyield.
the low
of polymerization.
optimization
of to
reaction
conditions did
not significantly
conversion
Thedegree
observed
low conversion An
might
be attributed
the inaccessibility
of Lewis
acid catalysts
the conversion
Thebilayer
observed
low conversion
might be attributed
to the
the polymerized
inaccessibility
of
to improve
the hydrophobic
layer ofyield.
the lipid
membranes
or the hydrolysis
reactions of
species.
Lewis
acid
catalysts
to
the
hydrophobic
layer
of
the
lipid
bilayer
membranes
or
the
hydrolysis
reactions
In order to prevent these problems, we newly designed an amphiphilic ruthenium catalyst that can be localized
of thethe
polymerized
species.
to prevent
problems,Ruthenium
we newly designed
rutheniumtheir
within
hydrophobic
layer In
oforder
the lipid
bilayerthese
membranes.
catalystsan
areamphiphilic
known to maintain
catalystactivities
that caneven
be localized
withinenvironments,
the hydrophobic
of the lipid polymerization
bilayer membranes.
Ruthenium
catalytic
under aqueous
andlayer
their methathesis
reactions
would not
catalysts
are
known
to
maintain
their
catalytic
activities
even
under
aqueous
environments,
and
theirwas
be affected by water molecules. Through 8 synthetic steps, the target amphiphilic ruthenium catalyst
methathesis
polymerization
reactions
would
not
be
affected
by
water
molecules.
Through
8
synthetic
steps,
synthesized. Its property of being incorporated into the lipid bilayer membranes as well as its catalytic activity
thebetarget
amphiphilic
will
investigated
in theruthenium
future. catalyst was synthesized. Its property of being incorporated into the lipid
bilayer membranes as well as its catalytic activity will be investigated in the future.

１．諸言
高分子とは、小さな分子ユニット（モノマー）が化学結
合でつながってできた分子であり、私たちの身の周りでは
主にプラスチックの構成要素として利用されている。中で
も近年、単層二次元高分子と呼ばれる、原子が二次元方向
に結合した、原子１個分の厚みを有するシート状の高分子
が特に注目を集めている。二次元高分子は破格の物理的強
図１．従来の二次元高分子合成法による不規則構造体
図１
従来の二次元高分子合成法による不規則構造体や積層した構造
度、電気・熱伝導度を有しており、2010 年ノーベル物理
体の生成．
や積層した構造体の生成．
学賞が単層二次元高分子の代表例であるグラフェンの研究
に授与されたことからも明らかなように、次世代の機能性材料として大きな期待を寄せられている１。しかし、従来の一
般的な二次元高分子合成法では不規則な構造体が多く生成し、仮に単層二次元高分子が生成しても、合成に伴いシート
同士が分子間相互作用により自発的に積層する（図１）。その結果、単層二次元高分子が本来有する魅力的性質は大き
く損なわれてしまう。この問題がボトルネックとなり、単層二次元高分子を用いた材料開発は極めて難航している。
本研究の目的は、我々が研究してきた『生体膜』とい
う場の特殊性を利用することで、未だ確固たる合成法が
確立していない単層二次元高分子の精密合成を実現する
ことである。我々の身体を構成する細胞の表面は、脂質
分子が向かい合った厚さ数ナノメートルの二重層状の流
動的な生体膜に覆われている。そして、生体膜は二次元
高分子の原料となる疎水性（水との親和性が低い性質）

図２．生体膜の内部空間を利用した二次元高分子の合成．
図２ 生体膜の内部空間を利用した二次元高分子の合成．

モノマーを効率よく内部に取り込む性質を有している。そこで我々は、生体膜内部の二次元ナノ空間を二次元高分子合
成の反応場として利用することを考案した（図２）。これにより、高分子の伸長反応が二次元方向に限定され、不規則
構造体の形成を回避できるとともに、合成に伴う自発的積層が抑制され、単層二次元高分子を選択的に合成できると考
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２．生体膜内部における二次元高分子合成法の検討
はじめに、二次元高分子の原料となる芳香族アミンおよび芳香族アルデヒドの生体膜への導入を試みた（図３）。様
々な検討の結果、リン脂質のクロロホルム溶液にこれらのモノマー分子を添加し、時間をかけて乾燥させることで薄膜
を形成させたのち、HEPES バッファーを加えることで、リン脂質分子に対しておよそ 10 mol%の比率でモノマー分子を
導入することに成功した。なお、モノマー分子の導入効率は紫外可視吸収スペクトル測定により評価している。次に、
この分散液に対してルイス酸触媒を加え、生体膜内部でのイミン形成反応による二次元高分子の合成を試みた２,３。しか
し、触媒やリン脂質、モノマー分子の種類をはじめ、濃度・温度条件等の様々な反応条件を試したものの、二次元高分
子に特徴的なスペクトルは観察されなかった。原因として、ルイス酸触媒が生体膜内部の疏水的な環境にアクセスする
ことができなかった点や、形成したイミン結合が生体膜を取り囲む水分子によって加水分解されてしまった可能性等が
考えられる。

図３．イミン形成反応による二次元高分子の合成．
図３ イミン形成反応による二次元高分子の合成．

３．両親媒性ルテニウム触媒の合成
以上の問題点を徹底的に排除し、生体膜内部における高分子合成反応を実現するために、水分子の影響を受けない重
合反応の選択および、触媒分子を生体膜内部に導入するための戦略を再考した。そして、重合反応としてオレフィンメ
タセシス反応を選択するとともに、両親媒性構造を有するルテニウム触媒を新たに設計した。我々はこれまでに、疎水
性のトラン骨格と親水性のオリゴエチレングリコール鎖からなる様々な両親媒性分子を開発しており４－６、それらを生
体膜の内部へと効率良く導入することに成功している。そこで、本研究においてもこの基本分子設計戦略を採用した。
ウィリアムソンエーテル合成によりオクタエチレングリコール鎖を疎水性部位へと導入したのち、薗頭カップリング反
応によりトラン骨格を構築した。その後、カリウムヘキサメチルジシラジドをイミダゾリニウム部位と作用させること
でルテニウム触媒部位を導入した。現在、合成した両親媒性ルテニウム触媒を生体膜の内部へと導入するための条件検
討を行なっており、その後は実際に膜内部において高分子合成反応を実施していく予定である。

４．謝辞
本研究は公益財団法人豊田理化学研究所からのご支援のもとで遂行されたものであり、ここに深く感謝申し上げます。
また、本研究の遂行にあたり、数々のご助言を賜りました北海道大学大学院工学研究院応用化学部門の百合野大雅先生、
並びに実験を実施した東京工業大学生命理工学院の森未妃氏に厚く御礼申し上げます。
REFERENCES
REFERENCES

1) J. W.
ColsonJ. and
R. Dichtel,
5 (2013)
453-465.
（１）
Colson,
W.; W.
Dichtel,
W. R.Rationally
Rationallysynthesized
synthesized two-dimensional
two-dimensional polymers,
polymers. Nat. Chem.,
Chem. 2013,
5, 453–465.
（２）
M.;R.Dasari,
Feriante,T.C.
Parker,
C.; Marder,
Dichtel,
W. R.Low
Rapid,
Low Temperature
2) M. Matsumoto, R.
Dasari,R.
W.R.;
Ji, Ji,
C. W.;
H. Feriante,
C.H.;
Parker,
S. R.T.Marder
and W.S.R.R.;
Dichtel,
Rapid,
Temperature
FormationFormation

of Imine-Linked
Covalent
Organic
Frameworks
Catalyzed
Metal
Triflates.
J. Am.
Chem.
Soc.139
2017,
139,4999-5002.
4999–5002.
of Imine-Linked
Covalent
Organic
Frameworks
Catalyzed
byby
Metal
Triflates,
J. Am.
Chem.
Soc.,
(2017)

（３）
Valentino,G.
L.;M.
Stiehl,
G. H.
M.;B.Balch,
H.A.
B.;R.Corcos,
Wang,
Marinas,and
B. J.;
W. R. Lewis3) M. Matsumoto,
Matsumoto, M.;
L. Valentino,
Stiehl,
Balch,
Corcos,A.F.R.;
Wang,
D.F.;
C. Ralph,
Ralph,D.
B.C.;
J. Marinas
W.Dichtel,
R. Dichtel,

Acid-Catalyzed Interfacial
Polymerization
of Covalent
Organic
Framework
Films.
Chem
2017,44,(2017)
308–317.
Lewis-Acid-Catalyzed
Interfacial
Polymerization
of Covalent
Organic
Framework
Films,
Chem,
308-317.
4) M. Mori, K. Sato, T. Ekimoto, S. Okumura, M. Ikeguchi, K. V. Tabata, H. Noji and K. Kinbara, Imidazolinium-based Multiblock
Amphiphile as Transmembrane Anion Transporter. Chem. Asian J. 2021, 16, 147–157.
Amphiphile as Transmembrane Anion Transporter, Chem. Asian J., 16 (2021) 147-157.
（５）Sasaki, R.; Sato, K.; Tabata, K. V.; Noji, H.; Kinbara, K. Synthetic Ion Channel Formed by Multiblock Amphiphile with Anisotropic
5) R. Sasaki, K. Sato, K. V. Tabata, H. Noji and K. Kinbara, Synthetic Ion Channel Formed by Multiblock Amphiphile with Anisotropic
Dual-Stimuli-Responsiveness. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 1348–1355.
Dual-Stimuli-Responsiveness, J. Am. Chem. Soc., 143 (2021) 1348-1355.
（６）Sato, K.; Muraoka, T.; Kinbara, K. Supramolecular Transmembrane Ion Channels Formed by Multiblock Amphiphiles. Acc. Chem. Res.
6) K. 2021,
Sato, T.
and K. Kinbara, Supramolecular Transmembrane Ion Channels Formed by Multiblock Amphiphiles, Acc.
54,Muraoka
3700–3709.
Chem. Res., 54 (2021) 3700-3709.
（４）Mori, M.; Sato, K.; Ekimoto, T.; Okumura, S.; Ikeguchi, M.; Tabata, K. V.; Noji, H.; Kinbara, K. Imidazolinium-based Multiblock

