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This study reports the successful synthesis of “hard-b-soft-b-hard” type triblock copolymers consisting of 

glycans as the hard segment and poly(δ-decanolactone) (PDL) as the soft segment. The glycan hard segments 
studied involve maltooligosaccharide, cellooligosaccharide triacetate, and maltooligosaccharide triacetate. The 
glycan-containing triblock copolymers were found to behave as elastomers, in which the microphase-separated 
glycan domain acts as the physical crosslinker between the rubbery PDL chains. Remarkably, some of the 
elastomers exhibited a Young modulus comparable to conventional styrene-based thermoplastic elastomers.  

  

 

１．研究背景 

身の回りで広く使われている高分子材料は殆どが石油を原料としており、高分子産業の持続的発展のためには石油原

料からの脱却は喫緊の課題である．こうした状況から，再生可能資源由来のバイオベースポリマーの開発とその早期実用

化が切に望まれている．糖類は再生可能資源の代表格であり，容易かつ大量に入手可能である．実際，ポリヒドロキシア

ルカン酸やポリエチレンフラノエートなどのバイオベースポリマーは何れも糖類の発酵あるいは化学変換を経由して合

成されている 1)．しかし，これらのポリマー合成においては糖類を単なる炭素源として利用しており，糖類が本来持って

いる構造や機能は全く活用されていない．多糖は動植物の構造維持や細胞現象において重要な役割を果たしており，糖鎖

の様々な次元における潜在能力を巧妙に利用することで革新的なバイオベースポリマーの創出につながると期待される． 
本研究では，糖鎖の強固な会合力を取り入れたバイオベースポリマーの開発を目的とした．熱可塑性エラストマーの多

くは A 鎖をハードセグメント，B 鎖をソフトセグメントとする ABA 型トリブロック共重合体であり，スチレン系熱可塑

性エラストマーではその A 鎖はポリスチレンとなっている．これを分子間水素結合や結晶化による会合が期待できる無

保護マルトオリゴ糖やアセチル化セロオリゴ糖に置き換え，さらに B 鎖を再生可能資源由来のポリマーとすることで再

生可能資源のみからなる新規エラストマー材料を創出できると着想した．再生可能資源由来のソフトセグメントとして，

天然から入手可能な δ-デカノラクトン (DL) の開環重合で得られるポリ(δ-デカノラクトン) (PDL) に着目した．PDL の

ガラス転移温度 (Tg) は−50 °C 程度であり室温より十分低く，また結晶性を持たないためエラストマーのソフトセグメン

トとして有望である 2)．本研究では，PDL とオリゴ糖鎖からなる様々なトリブロック共重合体を合成し (図 1)，それらの

ミクロ相分離構造と力学特性について検討を行った． 
  

２．マルトオリゴ糖セグメントを導入したエラストマー材料 

食品添加物として利用されているマルトオリゴ糖から，一段階の反応を経て還元末端にプロパルギル基を導入した．得

られた官能基化マルトオリゴ糖の重合度は 6 程度であった．続いて，既報 3)を参考にして両末端にアジド基を 2 つずつ導

入した PDL ((N3)2-PDL-(N3)2，分子量約 2 万) を調製した．これにより，PDL 末端に 2 つのオリゴ糖鎖を導入することが

可能となり，強固な架橋点として作用することを期待した．最後に，(N3)2-PDL-(N3)2 に対してオリゴ糖をクリック反応さ

せることで目的のトリブロック共重合体 ((Mal)2-b-PDL-b-(Mal)2) を得た (図 1a)．PDL 自身は室温で液状であったのに対

して，マルトオリゴ糖とのクリック反応で得られた生成物は弾性を示す固体状物質であった． 
弾性の起源を明らかにするため，示差走査熱量 (DSC) 測定および小角 X 線散乱 (SAXS) 測定を行った．DSC 測定 
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の結果，PDL とオリゴ糖鎖セ

グメントに由来する Tg が

−60°C 付近と 130°C 付近にそ

れぞれ観測された．Tg が別々

に現れたことは，これらのセ

グメントが相分離している

ことを強く示唆している．

SAXS 測定を行った結果，

ヘキサゴナルシリンダー

状のミクロ相分離構造を形成していることが判明した．また，原子間力顕微鏡 (AFM) による観察からもシリンダー状の

ナノ構造が確認できた．以上の結果を総合すると，ゴム状の PDL 鎖が高 Tg なシリンダー状の糖鎖ドメイン間により架橋

されることで弾性を発現しているものと理解できる． 
最後に，(Mal)2-b-PDL-b-(Mal)2 の引張試験を行い，機械特性を評価した．その結果，柔らかく伸びる性質が観察でき，

伸長して力を除くとほぼ元の形状に戻ることも確認できた．応力歪み曲線から，ヤング率や破断伸びは市販のスチレン系

熱可塑性エラストマーに匹敵することがわかり，再生可能資源由来原料のみからなるバイオベースポリマーが実用レベ

ルの機械特性を備えたエラストマー材料となり得ることを示すことができた 4)． 
 

３．セロオリゴ糖セグメントを導入したエラストマー材料 

上記検討で使用したマルトオリゴ糖は可食であるため，食料と競合する可能性から材料の原料として最適ではない．セ

ルロースは地球上に広く存在する一方で非可食であるため，材料の原料として理想的である．さらに，高結晶性を示すた

め，エラストマー材料のハードセグメントとして興味が持たれる．しかし，セルロースそのものは溶媒に不溶であり，成

形加工も困難である．そのため，本検討ではセルロースと同様に高結晶性を示す一方で有機溶媒に溶解するセルロースト

リアセテート (AcCel) をハードセグメントとしたトリブロック共重合体 (AcCel-b-PDL-b-AcCel) の合成を行った．まず，

酵素合成法により還元末端にプロパルギル基を有するセロオリゴ糖 (重合度約 7) を調製し，次いで完全アセチル化させ

た．これを両末端アジド化 PDL (N3-PDL-N3，分子量約 1 万) に対してクリック反応させることで AcCel-b-PDL-b-AcCel を
得た (図 1b)．また，比較のため，同等分子量のアミロースアナログ (AcMal-b-PDL-b-AcMal) も調製した (図 1b)． 

AcCel-b-PDL-b-AcCel と AcMal-b-PDL-b-AcMal はいずれも PDL と糖鎖セグメントに由来する Tgを独立に示すことがわ

かり，両セグメントが相分離していることが示唆された．また，(Mal)2-b-PDL-b-(Mal)2 と異なり，糖鎖セグメントの Tg以

上に加熱することで流動性を持つことがわかり，熱可塑性を示すことが確認できた．SAXS 測定および AFM 観察によっ

てナノ構造解析を行った結果，興味深いことに，AcCel-b-PDL-b-AcCel では明確なミクロ相分離構造を形成する一方で

AcMal-b-PDL-b-AcMal には周期的ナノ構造は見られなかった．引張試験により機械特性を評価したところ，両ポリマーと

もにエラストマーに特徴的な応力歪曲線が得られた．しかし，AcCel-b-PDL-b-AcCel はヤング率や破断強度，破断伸び，

靭性の何れの観点からも明らかに AcMal-b-PDL-b-AcMal よりも優れることが判明した．分子量や組成がほぼ同等である

にもかかわらず，このような差が見られたことは大変興味深い．糖鎖セグメント単体に対して DSC と広角 X 線散乱測定

を行ったところ，AcCel にのみ結晶化が認められ，AcMal はアモルファスであることが明らかになった．このことから，

AcCel はより強い自己凝集性を有しており，これがミクロ相分離形成能や機械特性に大きく関与したと考えられる． 

 

４．結論と今後の展望 

糖鎖セグメントを再生可能資源由来の疎水性高分子へ導入することで，バイオベースエラストマーを創出することに

成功した．本研究ではアミロースとセルロースをベースとした材料設計について検討したが，天然にはユニークな構造や

機能を示す糖鎖が無数にあり，それらを応用することで望みの特性を持ったバイオベースポリマーの開発が期待できる．

今後は，様々な糖鎖を導入したポリマー合成や糖鎖導入による自己修復性付与などの検討を行う予定である． 
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図 1. 新規に合成した (Mal)2-b-PDL-b-(Mal)2，AcCel-b-PDL-b-AcCel，AcMal-b-PDL-b-AcMal の模式図 
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図１　新規に合成した（Mal）2-b-PDL-b-（Mal）2，AcCel-b-PDL-b-AcCel，AcMal-b-PDL-b-AcMalの模式図．
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