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はしがき

この報告書は平成 15年度から17年度にわたり交付された文部科学省科学I

研究費補助金 (基盤研究(B)(2))により行った研究

｢バイオポリマーゲルの生成理論｣

(課題番号 15350069)

TheoreticalStudyofBiopolymerGelation

の成果をまとめたものである.研究発表,研究成果には補助金交付期間中の3

年間に得られた成果をまとめ,巻末の資料には研究課題 と直接的に関連する論

文はもとより,着想のもとになった一連の理論的考察に関する論文も収録した.

強い相互作用のある高分子系を取 り扱 う一般的な理論になりつつある ｢高分子

会合溶液理論｣を連鎖性の水素結合,多糖やタンパク質のゲル化現象に適用し

た結果を多くの専門家に周知 して頂きたい願いをこめ,また,自分自身でも今

後の研究の出発点として使用 したかったためである､二

高分子の会合現象は疎水性相互作用,水素結合,静電相互作用,およびそれ

らの協同的効果によってもたらされ,マクロ ･ミクロ相分離,ゲル化,- リッ

クス ･コイル転移,ミセル形成,液晶化等,溶液系で観測される特徴的な相転

移現象のほとんどすべてに関与している.我々は 1990年代より水溶性会合高分

子の形成するミセルや弱い ゲル (組み替えネットワーク)の研究のために会合

溶液理論を多重架橋体に展開した.さらに2000年代に入 り本課題を推進するに

当たり,これまでの理論を水素結合による高分子の-リックス転移やゲル化現

象に適用できるように強化 した.本課題では特に水素結合の相関性と連鎖性に

注目し,水素結合らせん形成によるバイオポリマーのゲル化,連鎖性水素結合

による高分子コンプレックスの形成,キラル分子による水素結合誘起らせん高

分子の研究を行った･これらの研究は補助金交付期間が終結 した現在も継続中

である･特に,高分子水溶液における連鎖性水和と疎水凝集が競合する疎水化

ポリエチレンオキシド,疎水化ポリイソプロピルアクリルアミド溶液のミセル

形成,ゲル化の熱力学および組み替えゲルのレオロジー的研究は新フェイズに

入 りつつある･本報告書が高分子系の関連テーマ研究者の研究推進のための一

助となれば幸いである.

平成 18年 3月

田中文彦
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一一研究機要 目

バイオポリマーゲルの生成理論

田中文彦

京都大学大学院工学研究科 ･高分子化学専攻

〒 615-8510 京都市西京区桂

TEL.FAX:075-383-2705,e-mail:ftanakar@physIPOlym･kyoto-u.ac.jp

概要 本課題では,水素結合の相関と連鎖性に注目し,多糖や蛋白質のゲル化現象,ヘリックス形成とそ

の凝集による熟可逆ゲル,ジッパー型架橋領域を有する熟可逆ゲル,水溶性高分子の連鎖性水和とLCST

相分離,等について統計力学的手法で研究した.高分子系における水素結合の特徴として,相隣る結合

ボンド間の強い相関と連敵性が挙げられる.相関が負の場合には,ある水素結合ボンドが生成するため

には近傍のボンドが消滅しなければならないという水素結合数の保存則と結びついている.また,正の

相関の場合には,一つのボンドが形成されればその近傍にボンドが形成され易くなる傾向を表し高分子

の線型性と結びついて水素結合ボンドの連鎖が生じる.これらの特徴は,水素結合ネットワークやヘリッ

クスのような種々の興味深い空間構造を形成するもとになる重要な相互作用である.

1 はじめに

我々の身近で見られる生体高分子のゲル生成過程では,(1)高分子が分子内コンホメーション転移を

起 こす,(2)環境体である水 と強い相互作用をしている,(3)非平衡性が著しい,等の特徴があり,こ

れらが原因 となって合成高分子のゲル化現象には見 られない複雑かつユニークな特性を示す.例えば,

アガロースやカラギーナンの水溶液では,ランダムコイル状態の高分子がまずコイル → ヘリックス転移

を起 こしてからへリックス部分が凝集することによりゲル化すると考えられている.特に2重鎖へ リッ

クスの場合には鎖の絡まり合いによるトポロジー的な制限が強 く,全体 としてつじつまの合ったネット

ワークが形成 される分子メカニズムは謎である.また,ある種の蛋白質では,分子内の水素結合が切れ

て外部に突出することにより,他分子との結合が可能になる.つまり,ネイティブ (粒状高分子)→ 変

性 (ランダムコイル)の変化がゲル化の前提 となっているのである.さらに疎水化セルロースのゲルに

みられるように,水和が著 しく高温で相分離 とゲル化が起こる逆転移現象もしばしば見 うけられる.

我々は近年高分子の会合相互作用を取 り込んだ溶液理論の新たな展開を試み,疎水性凝集による熱可

逆性高分子ゲルの相図の研究を行ってきた [1,2].会合溶液理論では,Flory-Hugginsの混合自由エネル

ギーに可逆反応の自由エネルギーを加えた全自由エネルギーを考察 した.最近この溶液理論に高分子の

コイル ･ヘリックス転移などのコンホメーション転移を取 り込み,バイオポリマーのゲルや水素結合系

に適用できるように拡張強化 した.本書ではこれらに関する最近の成果の概要を報告し,科研費交付期

間の 3年間に発表 した論文を収録 した.

2 主鎖型ヘリックス架橋ゲル

水素結合は

｢一つのボンドが形成されるとその隣接部位に新 しいボンドが形成されやす くなる｣

という連鎖性を有している.連鎖性は結合部位の近傍にある未反応基が結合領域に入 り易 くなることに

よって生じる.水素結合の連鎖性により特徴的な架橋領域,すなわちジッパー (ファスナー)型の架橋
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領域を形成するような新しいタイプのゲル (ジッパーゲルと呼ぶ)について,ゾル ･ゲル転移の性質,

架橋長 とゲル点との関係,徐冷による架橋領域の成長,弾性率の温度依存性,などを研究した.図 1に

示すように,天然高分子では水素結合により2重らせんの架橋領域が形成される場合や,はしご (ジッ

パー)型の架橋領域が形成される場合が多い.また,多糖類が金属イオンを補足してエッグボックス型

の細長い架橋領域が形成されるゲルも,ここでジッパーゲルと呼ぶものの一種とみなすことができる.

ジッパーゲルの特性を理解するために,しばらくへツリクス形成について考えよう.

Lぎgbo､JuncL10n

図 1‥ジッパー型の架橋構造を持つゲルの生成 (上から順に二重 らせん,水素結合はしご,イオン補足エッグボックス型).

単一鎖のヘリックス長の分布関数 (べき乗則)については,1960年代の Zimm とBraggの理論研究

(以下ではZBと略記する)およびそれに続 く研究で解明されているE3,4].これらの研究では,鎖の分

配関数を転送行列の最大固有値から求める方法を使用 しているが,この方法は溶液中で相互作用する多

鎖の問題には適用できない･高分子鏡の数だけ転送行列を導入しなければならないからである.そこで

我々は,単一鎖の問題を組合せ論的に解き直すことから始め,部分へリックスの分布関数をもとに,ヘ

リックス間の会合現象にゲル化のカスケード理論 [5,6]を適用する考えで一連のへリックスゲルの問題

を解析 した･今,モノマー数で数えて全長がnの鎖上に長さがぐの部分-リックスがjE個だけ形成さ
れているとする.単一鎖については分配関数は

zn(ijI)-∑LJ((i))Il(n()i(

tj) (

のように表せることに留意する.ここで

LJ((i))≡ln-∑ Ej']!/‡IljE!ln-∑ (巨 1)j']!)
(

(1)

(2)

はこのような連鎖の分布を限られた総長 nカゝら選び出す異なる方法の数,また恒 まランダムコイル状

態を基準にして測った長さEのヘリックスの統計重率である.この重率はZB理論では

叩く-OIS(T)く (3)

の形に仮定されている.ここで5(T)は-リックス中のモノマー 1個あたりの水素結合自由エネルギー

で表される重率で温度 Tの関数であり,体系の温度変化はS(T)を通じて表される.またJは最初の 1

個のモノマーがヘリックスを核生成する確率で,ヘリックス開始確率,または協同性パラメータと呼ば

れる.さて,分配関数を最大にする最確分布を求めると

./ーI･, ･J /∫ I,.I/千 (4)



となる･ここで,0≡∑冒-1叛 /nはへリックスの総量,U ≡ ∑冒=lj(/nは-リックスの総数である.パ
ラメータtは方程式

n
Uo(i)vo(i)-1, (ここで Uo(i)≡t/(1-i),Vo(i)≡∑扉 )J-1 (5)

を解いて得られる根である･重率をZB型に仮定すると,このようにして求めた針や レはZBの結果 [3]
と一致する.

さて,次に多鎖問題,すなわち異なる鎖上のへリックスの会合現象に移ろう.一般にへリックスゲル

には,単鎖へリックスが2重,3重に多重会合する場合と,単鎖では-リックスが形成されず,2重鎖,

3重鎮ではじめてへリックスが形成される場合がある.前者では,ランダムコイル状態にある高分子が

冷却により様々な長さの短鎖へリックスを鎖上に誘起し,これらが一種の会合基として働き架橋が形成

古れる.ゲルのネットワーク中には会合していないヘリックスが残留しているので,ヘリックスの総量

とゲルの弾性率が必ずしも比例 しない.また,架橋領域に凝集 しているへリックスの長さは均一ではな

い可能性がある.これに比べて後者では,その定義から必ず2本,3本の鎖が結合していて,孤立して

いる多重鎖 というのは存在 しない.すなわち,すべてのへリックスが架橋点となっているので,ヘリッ

クス量 とゲルの弾性率 とは強い相関がみられる.また,ヘリックスに参加 している鎖の連鎖長はすべて

等 しい.

♂ ㌔ -I;:繁_=--i

Pairing(Bundles) TypeII Typei

図 2‥コイル ･-1)ックス転移 による基本的な凝集構造･鎖上に短いヘリクスが多数形成される場合にはTypeIのネットワー
クが形成される･長いへリックスが少数形成される場合にはTypeIIのネットワークとなる.TypeIIは剛直棒状分子を短鎖ラン

ダムコイルで架橋 したネットワークと考えられ,非線形な弾性を有する.-リックス長が高分子全長に近 くなると,バンドル (ペ
ア)が形成される.

さて,各へリックスは一種の官能基とみなすことができるので,-リックスの総数は鎖の官能数に該

当し,各々の会合強度は-リックス長に比例するので,以下の2つのメカニズムが競合することが理解

される･すなわち,短いヘリックスを多数有する鎖は官能性が高いが凝集エネルギーは低い.逆に,長

いヘリックスを少数有する鎖は官能性は低いが凝集エネルギーは大きい.このようにゲルのネットワー

ク形成に関してはヘリックスの自鎖上での成長 と他鎖へリックスとの会合 とが競合し,いずれが優勢か

に従って2つの構造に大別される.このことを単鎖へリックスの対会合を例にとって調べてみよう (図

2).-リックス会合が優勢な場合には,各鎖は短いヘリックスを多く有し,ランダムコイルがこれらの

へリックスの凝集により架橋されたネットワクークとなる (TypeI構造).逆にヘリックス成長が優勢

の場合には,各鎖は長い-リックスを少数有しているだけなので,-リックスペアが短鎖ランダムコイ

ルにより架橋されたネットワークとなる (TypeII構造).(この場合,ネットワークの部分鎖がヘリック

スで,架橋部がランダムコイルと考えるべきである.) へリックス成長が支配的な極限では,鎖全体が

棒状へリックスとなるので,ネットワークは形成されず,バンドルが形成される (ペア相).このよう



な違いは,会合定数に現れる会合エネルギーEAと,ヘリックス形成に携わる隣接アミノ酸残基間の水

素結合エネルギーEHの比 7=EA/eHの値によって区別される.

以上のような考えに基づき,会合強度の異なる会合基がある一定の分布に従って鎖上に出現するよう

な高分子の熟可逆ゲルのモデルを構築し,カスケード理論を使ったゲル化の会合溶液理論によりゾル ･

ゲル転移について調べた 【11].ヘリックスの分布関数は

jE/n -(1-0-U)幣u(zE)tぐ (6 )

となり,単一鎖の (4)式にヘリックス間の凝集構造を表すカスケー ド架橋点関数 u(I)が因子としてか

かったものになる･パラメータZくは高分子の体積分率 4,と関係 人(T)i(@/n-Zくu(Zく)の関係式で結ば

れている.ここで,A(T)は会合定数である.根 tを求める方程式を解き,分布関数を温度 T と高分子

濃度 ¢で表すと,実測可能な物理量を温度,濃度の関数として求めることができる.
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図 3:2重鎖へリックス架橋ゲルの相図.ゾル ･ゲル線 (実線)と架橋長の等高線 (点線).

図3には,最も興味深い2重鎖-リックスの場合の相図を温度 ･濃度平面で示してある.実線はゾル ･

ゲル転移線,点線はヘリックス長が一定の等高線を表す.低温ではヘリックスが成長することにより,

高分子 1本当たりのヘリックス数が2より小さくなり,ネットワーク相からペア相に再帰ゲル ･ゾル転

移を起こすことがわかる.2重へリックスは剛直棒状分子と考えられるので,ペア相では高濃度領域で

種々の液晶が出現したり,棒状分子が互いに集積したレオロジー的なゲル相になったりすることが予測

される.ヘリックス量の理論計算はイオタカラギーナン水溶液の旋光度実験データと良好な一致をみた

(図4).
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図6はモンテカルロシミュレーション法による再帰ゾル (ペア相)のスナップショットであるm.逮

鎖性を持たせるため,シミュレーションでは鎖間の水素結合 (自由)エネルギーに加えて,隣 り合うボ

ンド間に引力相互作用を導入した.鎖に剛直性 (曲げの弾性エネルギー)を持たせると,同一の相互作

用であってもジッパー架橋がでやすいことが分かった.相図を求め解析 したところ理論計算結果 と良好

な一致がみられた.図 7は3つの異なる温度でのスナップショットを示す.高温ゾル,タイプⅠゲル,タ

イプⅠⅠゲル,ペアと順に転移することが確認された.実際にネットワークが形成される過程に関しては,

絡まり合いによる無理な連結を避けるために高分子はまず短鎖へリックスを中央部に持つ2量体を形成

し,4本の末端鎖部分でより糸のように手を繋ぐ2段階会合のSplicingモデルが提案されている.
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図 5:連鎖性水素結合によるゲル化のシミュレーション

モデル.隣 り合う水素結合間に正の相関を持たせると,
ジッパー型の架橋領域が出現する.

図 6:タイプⅠⅠのネットワーク構造



図 7:一定濃度の高分子溶液を冷却 したときのネットワーク形成･2重鎖架橋バイオポリマーゲルに対応する簡単なモデル.

3 側鎖型ヘリックス架橋ゲル

側鎖-リックス架橋についても,単鎖-リックスの会合 (図8)と2重鎖形成による結合 (図9)の2

種が考えられる･単鎖-リックスの場合には-リックスが会合時にさらに高次のらせん状態で巻き付く

のでコイル ドコイル (あるいはスーパーコイル)と呼ばれている.遺伝子工学の技術を駆使 してつ くら

れた短いポリペプチド鎖をキレー ト剤を介して側鎖にグラフトした高分子のヘリックス転移を利用する

と,生理的温度で鋭いゾル ･ゲル転移を起こすゲルが生成するので注目されている料.2重鎖の場合に

は,お互いに巻き付 くことによって結合するのでスプライス (撚り糸)架橋 と呼ばれる軌 いずれもグ

ラフト点間の距離によりHead-Head(平行)型からHead-Tail(反平行)型への転移現象が見られ,高

分子の濃度や,ゲルの伸長度に応じて網目構造内で内部転移を起こすので弾性率が複雑な変化をし,側

鎖へリックス架橋に独自のユニークな物性が発現する可能性があり興味深い.

芸 二 -==≡ :- : _i - -::I-:=∴

禦 8三男'J,a;gi,軒 鎖へリックスの会合による架橋 (ス~ 苧xg,:側鎖 2重鎖-リックス形成による架橋 (スプラ

主鎖の重合度がnoで,重合度 m のコイル ･ヘリックス転移を起こす側鏡を十本有するようなグラフ

ト型高分子を考える･総重合度は n - no+fmである･コンホメーション転移を引き起こす鎖の会合

に対する ｢会合溶液理論｣明 を適用 し,与えられた温度 ･濃度での溶液の自由エネルギーから重量平

均分子量 と化学ポテンシャルを導出し,ゲル化点,-リックス度,相分離曲線を求めた.側鎖によるヘ

リックス架橋ではヘリックスの成長 とヘリックスの会合が競合せずに共存するので,低温におけるリエ

ントラントゾル相 (ペア相)が存在 しない.



2重鎖 (図 10)の場合について,図11にはゲル化点の濃度の対数1m¢*(実線)とヘリックス度 ∂(点

級)を温度の逆数に対してプロットした理論計算結果を示す (エル ドリッジ ･フェリー解析).架橋エ

ンタルピーが一定値をとるような官能基型高分子のゲルとは異なり,架橋領域のヘリックス長が変化す

るためにエンタルピーが増大 し,低温領域でゲル化曲線の傾きが大きくなることに注意しよう.傾きの

変化が最も急になる温度付近でコイル ･ヘリックス転移が起こっているのである.ゲル化温度は側鎖の

ヘリックス転移温度で制御され,側鎖長の増大 とともにゾル ･ゲル転移は鋭 くなることが分かった.

図 10:側鎖2重鎖-リックス形成による架橋.ヘッド･
テイル型結合と-ツド･ヘッド型が共存する.
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図 11:側鎖へリックス結合によるゲル化濃度のエルド
リッジ･フェリー解析.実線はゲル化濃度,点線はヘリッ
クス量.

単鎖スーパーコイル会合架橋の場合も同様の解析を行った.単鎖へリックスではヘリックス状態では

あるが末会合で孤立 した側鎖が存在するので,ヘ リックス量 とゲルの弾性率 とは必ずしも比例 しない.

いずれの場合 も低温領域でゾル ･ゲル転移 と相分離が競合する.

2重鎖 (スプライス)による結合で,実際にどれ くらいの大きさの力が架橋点に現れるのかを調べる

ためにモンテか レロ ･シミュレーションを行った.結合力をグラフト点間の距離の関数 としてプロット

すると,HHからHTへの転換領域で最小値をとることが分かった 国

主鋳型のヘリックスゲルでも,分子間の会合が始まる初期段階では2量体形成が先行し,これらの2量

体同士が4本の手 (側鎖 とみなされる)でスプラス架橋され分岐ネットワークを形成するとする2段階

会合メカニズムが有望である.このメカニズムでは絡まり合いの拘束を解消 しながら大きなネットワー

ク構造に成長することができることがわかる.

4 蛋白質に見られる高温ゲル,疎水化セルロースに見られる水和ゲル

蛋白質では内部に潜在 している官能基が環境変化 (主 として昇温,pH変化,第3成分の添加 もある)

により露出活性化 しゲル化に導 くものが多い (高温活性型).すなわち,分子内結合から分子間結合へ

の組み替えが前提 となっている.講演ではBSAや βLgの例を考察する.

高温ゲルのもうひとつのタイプは強い水和のある高分子のゲルである.水分子が高分子に水素結合す

るサイ トにより,水和には架橋 と競合するタイプと共存するタイプが可能である.メチルセルロースの

水溶液では疎水基であるメチル基の周りに水が龍構造 (水和構造)をとるとともに未置換の水酸基に水

が直接的に水素結合 している･昇温とともに水素結合が切れ,同時に水和構造が解消されるので疎水基

の凝集が始まり,ついには疎水性凝集構造が架橋点 となりゲル化に至る.その前駆現象として脱水素結

合が粘弾性の緩やかな増加 として観測される.同時に溶媒 との分離傾向が強 くなり,相分離 とゲル化が

共存する興味深い熟力学的性質を示す･これは競合型である.共存型では,LCST相分離であるが低温

ゲルとなる･(バイオポリマーではないが)疎水化ポリエチレンオキシドは共存型 と考えられる.

-7-



5 水溶液中における高分子の連鎖性水和

ポリエチレンオキシド (PEO)は,水溶性熱可塑性ポリマーとして幅広 く用いられている材料の 1つ

である.PEOのLCST型水溶液相図では,分子量 とともにループ型相分離領域が砂時計型総分離領域

に変化することが報告されている[13,14ト 最近では,両末端を短鎖アルキル鎖で修飾 した疎水化pEO
(telechelicPEO)について,同一の分子量のホモポリマーPEO と比較するとLCSTは大きく低下する

という報告がなされている囲 .末端鎖の疎水凝集 と中央鎖の水和が共存 した系であると考えられる.

一方,ポリイソプロピルアクリルアミド (PNIPAm)は感熱性ポリマーとして汎用されている高分子で

あるが,31oC付近で 20wt%程度まで平らなLCST型のスピノダル線や曇点曲線をもつことが実験的

に検証されていて,ある程度の分子量以上であれば,それらは分子量にほとんど依存しない 抑 この

ように,狭い温度領域で相分離が進行するのは高分子のシャープなコンホメーション転移 (コイル ･グ

ロビュール転移)が起こることと結びつき,PNIPAmの感熱性の発現機構 となっている.最近では,両

末端を短鎖アルキル鎖で修飾した疎水化 pNIPAm (telechelicPNIPAm)が F.M.Winnikらのグルー

プにより合成され,その物性の実験的研究が精力的に行われている[17].しかし,このようなPEOや

PNIPAmの一連の相分離現象に対して,体系的な理論の構築が未だになされていないのが現状である.

これまで,我々のグループは,ポリマーと水分子の水素結合による水和を考慮した会合溶液理論 国 を

用いてPEO水溶液の相図を理論解析した.本課題では,水和に協同性を考慮することにより,PNIPAm

にみられる平らなLCST型相分離を説明する試みを行った.

○

O 0
O
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図 12:連鎖性水和による高分子のコンホメーション転移.LCSTに近づ くに連れて脱水和 した部分が次第に凝集 し,これらが
水和部分鎖によりつながれた数珠型のコンホメーションをとるものと考えられる.

PNIPAmの場合,側鎖に大きな疎水性のイソプロピル基があるので,水分子がその根元付近のアミド

基に水素結合する時に協同性が現れる.すなわち, 1個の水分子が水和すれば,その場所の疎水基が横

に移動するので隣接するアミド基に2個目の水が結合し易 く,水素結合の連鎖が形成されやすくなる.

逆に,脱水和する場合には水分子がランダムに 1個ずつはがれるのではなく,連鎖した結合水が一団と

なって脱水するため,水中に露出した疎水性イソプロピル基の凝集が急激に進行し,鎖はいわゆる真珠

の首飾 り型のコンホメーションをとるものと考えられる.このような連鎖性の水和を協同水和 とよぶこ

とにする (図 12).pNIPAmの水和がコイル ･グロビュール転移と同期 して協同的に起こるという仮

説のもとに理論的に相図を導出し,実験結果 と比較検討した [181.

このような協同水和を表すために,鎖上に統計単位で数えた長さがぐの結合水の連鎖がそれぞれjE個

生成しているとする･鎖のコンホメーションはベクトル記号j=(j再2,j3,･･･)で表すことができる.水



素結合のエネルギーを-E,水素結合により隣接した2つの水分子問の相互作用のエネルギーを-△eと

すると,ランダムコイルを基準に測った水素結合連鎖一つ当たりの統計重率はZimm-Bragg型 (3)とな

る.ここで,o･≡expトβ△e)は協同性のパラメータ,A(T)≡explP(E+△e)]は会合定数 (水素結合の

結合定数)である.隣接分子間に相互作用のない場合 cT-1でPEOにみられるランダムな水和に帰着

し,Jの値が小さくなるほど協同性が増す.このような場合には会合平衡に現れる平衡定数は

n
K(j)-u(j)Il扉(

t,--1
(7)

のようになる.ここでW(j)は連鎖を選び出す可能な方法の総数で,式 (2)で表される･図 13にはこの

ような協同性によって相分離ループがどのように形状を変えるか理論計算した結果を示す.すなわち,cT

が減少するにつれてループの底の部分は平らになり,0--0.3あたりでほとんど水平になることがわか

る (箱型相分離領域).これはPNIPAmで観測される平らなLCSTに対応する.図 14にはこのような

考えに基づいて導出したスピノダル線の理論計算と実験結果を比較してある,予想通 り分子量にはあま

り依存せず,実験データをうまく再現することが確認された.右図には濃度を3つの値に固定し,温度

を変化させた場合の 1本の鎖当たりの結合水の数を高分子の重合度で割った値 (被覆率)βの理論結果

を示してある.相分離温度である31oC付近で急激に脱水和することがわかる.
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図 13:水和によるループ型相分離領域の出現.協同

性の強化 (0-の減少)とともにループが箱型に変化し,

LCSTが平らになる.
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図 14:理論計算とPNIPAm水溶液スピノダル点の観

測データとの比較.分子量依存性が弱く,20%程度まで

平らなスピノダル線が観測されている.

高分子系の水素結合の2つの特徴である強い相関と連鎖性に注目して,バイオポリマーゲルの生成機

構を理論 ･シミュレーションの両面から解析してきた.しかしながら,大部分の多糖や蛋白質が電荷を

有していることを顧みると,水素結合により形成されたネットワーク骨格が静電相互作用によりさらに

安定化されたり,ゲルが溶媒のpHや添加塩に反応したりする機構を電荷問のクーロン相互作用をもと

に解析を進める必要がある.特に対イオンと高分子マクロイオンとの相互作用,すなわち対イオンのヘ

リックス部への選択的凝集の問題は重要である.我々は現在このような視点から荷電高分子系の研究を

行っている.
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暮UMRSJCAM2003,"ColloidsandSoftMatter",

10-12 0ctober,2003

PacificoYokohama,Yokohama,Japan

FumihikoTanakaandYunoshinTamura

ThermoreversibleGelationdrivenbytheCoiトーO -HeHxTransitionofPolymers,

StowDynamicsinComplexSystems2003,

3-8 November,2003

Sendai,Japan

FumihikoTanaka

HelixInductiononPolymersbyHydrogen-BondedChiralMolecules,

GordonConferenceonColloidal,MacromolecularandPolyelectrolytesSolutions

1-6 February,2004

VenturaBeachMarriot,Ventura,California, USA

TsutomulndeiandFumihikoTanaka

TransientNetvvorkTheoryofCo-AssociatingPolymers--MolecularDesigmngandRheoIogyM,

GordonConferenceonColloidal,MacromolecularandPolyelectrolytesSolutions

1-6 February,2004

VenturaBeachMarriot,Ventura,Califomia, USA

FumihikoTanaka(invited)

ThermoreversibleGelationofHeLix-FormlngBiopolymers

RigakuCOE, InternationalWorkshopinDynamicsofComp一exFluids

8-10March,2004 KyotoUniversity,Japan

FumihikoTanaka(invited)

cooperative Hydration, Reversible Gelation and Shear Thickenlng in Hydrophobically Modified

Pay(N-isopropylacryLamide)SoLutions

IPC2005

26-29 Ju暮y,2005

Fukuoka,Japan
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TsuyoshiKogaandFumihikoTanaka

MolecularOriginofShearThickeninginTransientPolymerNetworks

IPC2005

26-29 July,2005

Fukuoka,Japan

FumihikoTanaka

CooperativeHydration.PhaseSeparationandThermoreversibleGelationinAssociatingPolymerSo暮utions

CEA-Grenoble Meeting

8July2005

CEA-Grenoble,France

TsuyoshiKogaandFumihikoTanaka

MolecularOriginofShearThickeninginTransientPolymerNetworks

JulichSoftMatterDays2005

1-4 November,2005

Gustav-StresemannInstitute,Bonn,Germany

FumihikoTanaka(invited)

Hydration,PhaseSeparationandShearThickeninginSolutionsofAssociatingPolymers

ACSNationalMeeting,DivisionofColloid andSurfaceChemistry

26-30 March,2006

At暮anta,USA



く国内学会発表>

田中文彦 ,田村勇之進

ヘリックス凝集による熱可逆ゲル化 日

高分子学会年次大会 2003.5.28-30 名古屋国際会議場

古谷勉 ,田中文彦

物理ゲルのレオロジーにおよぽす架橋構造の効果

高分子学会年次大会 2003.5.28-30 名古屋国際会議場

白石康晴 ,古賀毅 ,田中文彦

疎水界面上における両親媒性ブロック共重合体のブラウン動力学シミュレーション

高分子学会年次大会 2003.5.28-30 名古屋国際会議場

田村勇之進 ,古賀毅 ,田中文彦

水素結合ジッパー塾架橋ゲルのモンテカルロシミュレーション

高分子学会年次大会 2003.5.28-30 名古屋国際会議場

田中文彦

キラル分子による水素結合誘起らせん高分子の理論解析

高分子討論会 2003.9.24-26 山口大学 吉田キャンパス

古賀毅 ,田中文彦

網目内ミセル形成とコム弾性

高分子討論会 2003.9.24-26 山口大学 吉田キャンパス

印出井努 ,田中文彦

異種官能基共存塑会合高分子の組み替えネットワーク理論-ゲルのL,オロジー的反転機構一

高分子討論会 2003.9.24-26 山口大学 吉田キャンパス

田村勇之進 ,田中文彦

水素結合ジッパー型架橋ゲルのモンテカルロシミュレーション 日

高分子討論会 2003.9.24-26 山口大学 吉田キャンパス

印出井努 ,田中文彦

異種架橋点共存型の物理ゲルの組み替えネットワーク理論

レオロジー討論会 2003.9.17-19 奈良女子大学
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白石康晴 ,古賀毅 ,田中文彦

疎水界面上における両親媒性ブロック共重合体のブラウン動力学シミユL,-シヨン II 一共連続曲面の場合一

高分子討論会 2003.9.24-26 山口大学 吉田キャンパス

印出井務 ,田中文彦

異種架橋点共存型の物理ゲルの組み替えネットワーク理論 l卜 会合基の配置効果一

日本レオロジー学会総会 2004.5.13-14 東京大学 山上会館

田中文彦

キラル分子による水素結合らせん高分子の理論解析 暮トーー外力による伸長効果

高分子学会年次大会 2004.5.25-27 神戸国際会議場

古賀毅 ,田中文彦

スライディング架橋ネットワークの構造とダイナミックス

高分子学会年次大会 2004.5.25-27 神戸国際会議場

印出井努 ,田中文彦

異種会合基共存高分子の組み替えネットワーク理論 一会合基の配置効果一

高分子学会年次大会 2004.5.25-27 神戸国際会議場

鮎田光弘 ,古賀毅 ,田中文彦

疎水基をもつ高分子ゲルのミセル形成･崩壊とレオロジー特性

高分子学会年次大会 2004.5.25-27 神戸国際会議場

田中文彦 ,田村勇之進

バイオポリマーゲルの生成理論 H-側鎖ヘ リックスによる架橋一

第 53回高分子討論会 2004.9,15-17 北海道大学 高等教育機能開発センター

田村勇之進 ,田中文彦

連鎖性水素結合によるヘアピンおよびスプライスの生成消滅に関するモンテカルロシミユL'-シヨン

第 53回高分子討論会 2004.9.15-17 北海道大学 高等教育機能開発センター

岡田事典 ,田中文彦

協同的水和による PNIPAN水溶液の相図の理論解析

第 53回高分子討論会 2004.9.15-17 北海道大学 高等教育機能開発センター

古賀毅 ,田中文彦

分子動力学シミユL,-シヨンによるテレケ リツク会合高分子のレオロジー
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第 53回高分子討論会 2004.9.15-17 北海道大学 高等教育機能開発センター

戸田昌利 ,田中文彦

水素結合誘起らせん高分子によるラセミ体の光学分割に関する理論解析

第 53回高分子討論会 2004.9.15-17 北海道大学 高等教育機能開発センター

印出井努 ,田中文彦

組み替えネットワーク理論による会合高分子ゲルのshear-thickening現象の解析

第 52回レオロジー討論会 2004.9.22-24 弘前大学

田中文彦 ,古賀毅 ,印出井努 ,岡田幸典

会合性高分子のゲル化とレオロジーに関する理論･シミュレーション

化繊研･講演会 2004.ll.17

古賀毅 ,田中文彦

分子動力学シミユL,-シヨンによるテL,ケリツク会合高分子のL,オロジー

福井謙一記念研究センター 第 2回シンポジウム 2004.12.6

印出井努 ,田中文彦

会合高分子ゲルにおける Shear-Thickening

福井謙一記念研究センター 第 2回シンポジウム 2004.12.6

岡田事典 ,田中文彦

ソル･ゲル転移と連鎖性水和による LCSTの共存機構 :疎水化された PEOとPNIPAMの比較

福井謙一記念研究センター 第 2回シンポジウム 2004.12.6

鮎田光弘 ,古賀毅 ,田中文彦

疎水基をもつ高分子ゲルのミセル形成･崩壊とレオロジー特性

福井謙一記念研究センター 第 2回シンポジウム 2004.12.6

田村勇之進 ,田中文彦

連鎖性水素結合による高分子の分子内･分子間架橋形成のシミュレーション

福井謙一記念研究センター 第 2回シンポジウム 2004.12.6

戸田昌利 ,田中文彦

キラル低分子による水素結合誘起らせん高分子の理論解析

福井謙一記念研究センター 第 2回シンポジウム 2004.12.6
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古賀豪 ,田中文彦

組み替え網 目のシアシック二ンクの分子機構

第 54回高分子学会年次大会 2005.5.25-27 パシフイコ横浜

岡田事典 ,田中文彦

疎水化された水溶性高分子のソル･ゲル転移とLCSTの共存機構

第 54回高分子学会年次大会 2005.5.25-27

戸田昌利 ,田中文彦

水素結合誘起らせん高分子の伸長によるらせん反転

第 54回高分子学会年次大会 2005.5.25-27

古賀豪 ,田中文彦

組み替え綱目のシアシックニンクの分子機構 11

第 54回高分子討論会 2005.9.20-22

パシフイコ横浜

パシフイコ横浜

山形大学

岡田事典 ,田中文彦 ,piotrKUJAWA,FranoiseMartineWINNIK

末端疎水化 PNIPAM水溶液の共同水和と相分離･ゲル化

第 54回高分子討論会 2005.9.20-22

古賀毅 ,田中文彦

組み替え網目のシアシックニンクの分子機構

第 53回レオロジー討論会 2005.ll.28-30

山形大学

豊橋技術科学大学

山内勝樹 ,田中文彦

高分子強電解質鎖の張カー伸長曲線と対イオン凝集

第 53回レオロジー討論会 2005.ll.28-30 豊橋技術科学大学



<国内研究会発表>

榎本達也 ,古賀毅 ,田中文彦

せん断流下における会合高分子のコンホメーション変化とレオロジー

高分子基礎研究会 2003.1.31-2.2 ハートピア長島

岡田事典 ,古賀毅 ,田中文彦

水素結合による星型分子のネットワーク形成

高分子基礎研究会 2003.1.31-2.2 ハートピア長島

古谷勉 ,古賀毅 ,田中文彦

高分子のコンホメーション変化と熟可逆ゲルのL,オロジー

高分子基礎研究会 2003.1.31-2.2 ハートピア長島

古餐敏 ,田中文彦

高分子会合ダイナミックスのブラウン動力学シミュレーション

高分子基礎研究会 2003.1,31-2.2 ハートピア長島

岡田事典 ,古賀毅 ,田中文彦

水素結合による星型分子のネットワーク形成

高分子計算機科学討論会 2003.3.7 キャンパスプラザ京都

榎本達也

会合性高分子のせん断流動下におけるコンホメーション変化とレオロジー

高分子計算機科学討論会 2003.3.7 キャンパスプラザ京都

古谷勉 ,古賀毅 ,田中文彦

会合高分子溶液のブラウン動力学シミュレーション

高分子計算機科学討論会 2003.3,7 キャンパスプラザ京都

田中文彦

キラル分子による水素結合誘起らせん高分子の理論解析

特定領域研究シンポジウム 2003.7.28-29 京都工芸繊維大学

田中文彦 ,堂寺知成 ,高覧毅

熟可逆ゲルの生成と物性に関する理論･シミュレーション

日本化学繊維研究所講演会 2003.11.20 京大会館
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古賀毅 ,田中文彦

stress-StrainRelationofPolymerNetworkswithS=dingJunctions

高分子基礎研究会 2003.12.4-6 国民休暇村大久野島

印出井努 ,田中文彦

異種会合基共存高分子の組み替えネットワーク理論一会合基の配置効果一

高分子基礎研究会 2003.12.4-6 国民休暇村大久野島

鮎田光弘 ,古賀毅 ,田中文彦

会合高分子の網目内ミセル形成･崩壊とゴム弾性

高分子基礎研究会 2003.12.4-6 国民休暇村大久野島

田中文彦

水素結合による集合体の強相関構造形成の理論構築

特定領域シンポジウム 2004.1.26-28 東京工業大学

田中文彦

生体高分子のゲル生成過程の理論解析

基礎物性研究会 2004.3.5 東京工業大学 百年記念会館

田中文彦

生体高分子ゲルの生成理論

食品ハイドロコロイドシンポジウム (第 15回 ) 2004.5.28東京日本橋 DICビル

田中文彦

高分子の会合状態制御 :理論予測の実績と可能性

第 3回高分子材料研究会 2004.6.18 京都タワーホテル

田中文彦

水溶性高分子

新材料･新技術利用研究会 2004.7.27

田中文彦

高分子会合溶液の理論的研究

福井謙一記念研究センター第2回シンポジウム 2004,12.6

京都大学 福井謙一記念研究センター



田村勇之進 ,田中文彦

連鎖性水素結合による高分子の分子内･分子間架橋形成のシミュレーション

高分子基礎研究会 2005.1.28-30 箱根

古生毅 ,田中文彦

分子動力学シミユL,-シヨンによるテL,ケリツク会合高分子のL,オロジー

高分子基礎研究会 2005.1.28-30 箱根

鮎田光弘 ,古賀毅 ,田中文彦

デン ドリマ一による疎水性ゲス ト分子の内包シミュレーション

高分子基礎研究会 2005.1.28-30 箱根

岡田事典 ,田中文彦

ソル･ゲル転移と連鎖性水和による LCSTの共存機構-疎水化されたPEOとPNIPAMの比較-

高分子基礎研究会 2005,1.28-30 箱根

田村勇之進

連鎖性水素結合による高分子間コンプレックス形成のシミュレーション

関西L,オロジー学会 2005.37 京都工芸繊維大学

田中文彦

らせん構造における水素結合とキラリティ

東京工芸大学 ナノ科学研究センターシンポジウム

2005.3.11 東京工芸大学 ナノ科学研究センター

田中文彦

相互作用の協同性と秩序形成

東工大国際高分子基礎研究センター /東工芸大ナノ科学研究センター共同主催公開講演 /討論会

2005.9.17 東京工業大学 百年記念館

田中文彦 ,古賀毅 ,岡田事典

水溶性会合高分子のゲル化に関する理論的研究

(財 )日本化学繊維研究所講演会 (第 63回 )

岡田事典 ,田中文彦

両末端疎水化水溶性高分子の相分離とゲル化

第 3回京都大学福井謙一記念研究センターシンポジウム

2005.11.30 京都大学福井謙一記念研究センター

2005.ll.18 京都大学 桂ホール
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戸田昌利 ,田中文彦

誘起らせん高分子の非線型増幅機構

第 3回京都大学福井謙一記念研究センターシンポジウム

2005.ll.30 京都大学福井謙一記念研究センター

大月健一 ,古賀毅 ,田中文彦

高分子溶液中に分散したコロイ ド粒子間に働く相互作用

第 3回京都大学福井謙一記念研究センターシンポジウム

2005.ll.30 京都大学福井謙一記念研究センター

T.Kogaandド.Tanaka

MolecularOriginofShearThickeninginTransientPo一ymerNetworks

第 16回日本 MRS学術シンポジウム 2005.12.10-11 日本大学

谷本健次郎 ,古賀毅 ,田中文彦

共会合高分子のソルーゲル転移

高分子基礎研究会 2006.1.27-29 ウエルサンピアさぬき

戸田昌利 ,田中文彦

水素結合誘起らせん高分子の非線型増幅機構

高分子基礎研究会 2006.1.27-29 ウエルサンピアさぬき

山口俊一 ,古賀毅 ,田中文彦

縮合系ジル･ゲル転移のモンテカルロシミユL'-シヨン

高分子基礎研究会 2006.1.27-29 ウエルサンピアさぬき
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