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Aromatic rings with high electron density are believed to interact strongly with saccharides due to CH-π 

and/or OH-π interactions. In this study, the fullerene-bonded columns were used to separate saccharides by LC 
under aqueous conditions. As a result, 2-aminobenzamide-labeled glucose homopolymer (Glcs) was effectively 
separated by both C60 and C70 columns in the range of Glc-1 to Glc-20 and high blood glucose level being 
retained in greater quantity. Furthermore, similar separations were identified by LC–mass spectrometry with 
non-labeled glucose homopolymers. Theoretical study based on molecular dynamics and DFT calculation 
demonstrated that a supramolecular complex of saccharide-fullerene was formed through CH-π and/or OH-π 
interactions, and that the interactions between saccharide and fullerene increase with the increase units of the 
saccharide. 

  

 

１．背景 

微弱な分子間相互作用の精密な制御の実現は，ナノメートルサイズでの分子操作を可能とし，様々な機能を引き出すこ

とができる。とりわけ，芳香環に起因する分子間相互作用（π 相互作用）は，強い方向依存性を持っており，機能性材料

の開発に積極的に利用されている。一方，高速液体クロマトグラフィー (HPLC) は溶質の移動相–固定相間における分配

係数の差を利用した分離技術であり，分離に主として寄与する相互作用の強度を直接的に評価する手段として好適であ

る。そこで我々は過去の研究において，π 相互作用を強く発現する分離場を構築し，HPLC 分析における保持挙動から，

π 相互作用の微弱な強度差を定量的に理解できる π 相互作用クロマトグラフィーについて報告した 1,2)。 
いくつかの例として，フラーレンカラムにおける π 相互作用の応用として，HPLC における H/D 同位体化合物の迅速

かつ高分離能分析及び寄与する分子間相互作用の詳細について検討した。CH–π 相互作用を強く発現すると期待される

C70 固定化カラムにおいて，methanol を移動相として phenanthrene の H/D 同位体混合試料の LC 分析を行った結果，効果

的な分離を実現した。この評価では，移動相の methanol 中の水酸基が D 体の芳香環（H 体と比べて電子密度が高い）と

強く OH–π 相互作用し，逆に，固定相の C70 は，H 体と強く CH–π 相互作用を発現した結果，両者の相互作用が逆向きの

効果として働き，非常に大きな分離を発現したと考えられる 1)。同じく，π 相互作用の一つであるハロゲン–π相互作用に

ついても評価を行った。ハロゲン化ベンゼンは芳香環を有するため，その HPLC 分離においては halogen–π相互作用だけ

でなく，π–π 相互作用も寄与している可能性がある。種々の臭素化ベンゼンの C70 添加後における極大吸収波長の減少率

を π–π 相互作用の寄与度として計算し，C70 と臭素化ベンゼンとの間の分子間相互作用における π–π 相互作用の寄与度

を評価した結果，官能基数が多いほど保持における halogen–π 相互作用の影響が大きいことが示唆された。さらに，NMR
測定や異なる移動相の HPLC 評価の結果から，halogen–π 相互作用では，誘起双極子相互作用が寄与することが明らかと

なり，HPLC 条件の最適化によって C70 カラムと非極性移動相を用いた多置換ブロモベンゼンの一斉分離に成功した 2)。 
このように，フラーレンの豊富なπ電子によって種々のπ相互作用が効率的に機能し，従来分離が困難とされてきた分

子（群）の精密分離が可能となった。これらの微弱な相互作用は，CH や OH あるいは非共有電子対を持つ酸素原子 (O:) 
を多く含む糖鎖との間にも強く寄与すると期待され，実際に，フラーレンと糖鎖の相互作用については，いくつかの報告

ですでにその可能性が示唆されている。そこで本研究では，作製したフラーレン固定化カラムを用いて，非ラベル化状態

のグルコースホモポリマーの分離を試みた。 
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２．フラーレンを用いた糖鎖分離 

ナノ炭素材料と高い反応性を示す perfluorophenyl azide (PFPA) を用い，C60- または C70-フラーレン (C60, C70) と N-
hydroxy succinimide (NHS) 結合型の複合体を合成し，別途作製したシリカモノリスキャピラリーに通液することで，フラ

ーレン固定化カラムを得た。作製したフラーレン固定化カラムを用いて，非ラベル化状態のグルコースホモポリマーの分

離を試みた。通常，光吸収を示さない糖鎖の分離検出では，蛍光団によるラベル化が利用されるが，本研究ではラベル化

剤の影響を考慮するために，非ラベル化の糖鎖を質量分析計を用いて分離，検出した。また，水中での C60 とグルコース

間に働く安定化エネルギーを，分子動力学 (MD) 計算から算出した。図 1-a に示す通り，汎用の C18 カラムでは，糖鎖

の分離がほとんど確認できないのに対して，フラーレン固定化カラムでは，C60，C70 ともにグルコースホモポリマーの

分離が見られた。また，MD 計算から得られた安定化構造とエネルギーからも，グルコースユニットの増加によって安定

化エネルギーが上昇していることがわかる（図 1-b）。さらに，図 1-c では，各グルコースホモポリマーにおける CH，OH，

O: の総数に対する安定化エネルギーにも正の相関がみられることから，フラーレンとグルコースにおける結合には，こ

れらの π 相互作用が寄与していることが示唆された 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．まとめ 

π 電子が豊富なフラーレンと糖鎖との間に働く π 相互作用の寄与を明らかにするとともに，世界で初めてフラーレンを

用いた糖鎖の分離を実現した。糖鎖構造を精密に見分ける基礎技術として，今後抗体等の糖タンパク質分離への応用が期

待される。また，オプジーボに代表される抗体医薬品や昨今の COVID-19 の抗体検査等，生体内の免疫系で最も重要な抗

体は，生命を維持するために必須の成分として多面的な研究が進められている。今後糖鎖を含めた抗体の構造解析，その

機能の詳細な評価が進展すれば，抗体医薬品の飛躍的な薬効の向上や感染症におけるウィルスの特定等，大きな社会変革

が期待できる。 
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図 1．フラーレンカラムでのグルコースホモポリマー分離と結合エネルギー. 
(a) 非ラベル化グルコースホモポリマーの分離，(A) C18 カラム，(B) C60 固定化カラム，(C) C70 固定化カラム；(b) C60 とグルコースホモポリマー

の水中における安定構造と結合エネルギー；(c) グルコースホモポリマーのユニット数及び CH，OH，O:の総数に対する結合エネルギー. 
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 （ａ）非ラベル化グルコースホモポリマーの分離，（Ａ）C18カラム，（Ｂ）C60固定化カラム，（Ｃ）C70固定化カラム；（ｂ）C60とグルコー
スホモポリマーの水中における安定構造と結合エネルギー；（ｃ）グルコースホモポリマーのユニット数及びCH, OH, O:の総数に対する結
合エネルギー .

図１	フラーレンカラムでのグルコースホモポリマー分離と結合エネルギー .
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