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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
標的分子に応答して体積変化する分子応答性ゲル微粒子であって、
１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーと、２個以上の重合性Ｃ＝Ｃ二重結合、
および、以下の一般式（１）
−（ＲＯ）ｎ−

・・・（１）

（一般式（１）中、Ｒはエチレン、プロピレン、またはテトラメチレンであって、ＲＯの
繰り返し単位ごとに同じであっても異なっていてもよく、ｎは３〜１３の整数を表す）
で表されるアルキレングリコール鎖を含む架橋性モノマーと、を乳化重合させて得られる
高分子ゲル微粒子に、包接化合物を形成する複数のホスト分子が化学結合を介して固定さ
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れてなり、
前記ホスト分子は、シクロデキストリン、クラウン化合物、シクロファン、アザシクロ
ファン、カリックスアレーンおよびそれらの誘導体からなる群より選択される少なくとも
１種類以上の分子であることを特徴とする分子応答性ゲル微粒子。
【請求項２】
前記ホスト分子は、当該ホスト分子に導入した反応性官能基が、乳化重合によって、高
分子ゲル微粒子を形成する高分子化合物に取り込まれることにより高分子ゲル微粒子に固
定されていることを特徴とする請求項１に記載の分子応答性ゲル微粒子。
【請求項３】
前記ホスト分子は、当該ホスト分子に導入した反応性官能基が高分子ゲル微粒子を形成
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する高分子化合物と反応することにより前記高分子ゲル微粒子に固定されていることを特
徴とする請求項１に記載の分子応答性ゲル微粒子。
【請求項４】
２以上の上記ホスト分子が、標的分子の分子内の異なる原子団を包接することにより、
当該２以上のホスト分子と標的分子とによって、分子応答性ゲル微粒子内に架橋が形成さ
れるようになっていることを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の分子応答性
ゲル微粒子。
【請求項５】
上記ホスト分子に包接される原子団を１分子中に２以上有する標的分子の存在下で、体
積変化することを特徴とする請求項１〜４のいずれか１項に記載の分子応答性ゲル微粒子
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。
【請求項６】
上記複数のホスト分子として、異なる２種類以上のホスト分子を組合わせることにより
、該２種類以上のホスト分子に包接される２種類以上の原子団を一分子中に有する標的分
子の存在下で、体積変化することを特徴とする請求項１〜５のいずれか１項に記載の分子
応答性ゲル微粒子。
【請求項７】
ヒドロゲルであることを特徴とする請求項１〜６のいずれか１項に記載の分子応答性ゲ
ル微粒子。
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【請求項８】
上記１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーと上記架橋性モノマーとの合計量を
１００ｍｏｌ％としたときに、上記架橋性モノマーを、０．１〜５０ｍｏｌ％の範囲内と
なるように用いることを特徴とする請求項１〜７のいずれか１項に記載の分子応答性ゲル
微粒子。
【請求項９】
上記１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーとして、（メタ）アクリレート系モ
ノマー、ビニルエーテル系モノマー、酢酸ビニル、又はスチレンが用いられることを特徴
とする請求項１〜８のいずれか１項に記載の分子応答性ゲル微粒子。
【請求項１０】
上記架橋性モノマーとして、ポリアルキレングリコールジ（メタ）アクリレート又はポ
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リアルキレングリコールジビニルエーテルが用いられることを特徴とする請求項１〜９の
いずれか１項に記載の分子応答性ゲル微粒子。
【請求項１１】
上記ホスト分子は、ホスト分子と全原料モノマーとの合計量に対して０．１〜４０ｍｏ
ｌ％用いられることを特徴とする請求項１〜１０のいずれか１項に記載の分子応答性ゲル
微粒子。
【請求項１２】
１０ｎｍ〜５０μｍの平均粒子径を有することを特徴とする請求項１〜１１のいずれか
１項に記載の分子応答性ゲル微粒子。
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【請求項１３】
請求項１〜１２のいずれか１項に記載の分子応答性ゲル微粒子を乾燥して得られる乾燥
物。
【請求項１４】
シクロデキストリン、クラウン化合物、シクロファン、カリックスアレーンおよびそれ
らの誘導体からなる群より選択される少なくとも１種類のホスト分子にそれぞれ反応性官
能基を導入する反応性官能基導入工程と、
当該工程により得られた反応性官能基導入ホスト分子と、２個以上の重合性Ｃ＝Ｃ二重
結合、および、以下の一般式（１）
−（ＲＯ）ｎ−

・・・（１）

（一般式（１）中、Ｒはエチレン、プロピレン、またはテトラメチレンであって、ＲＯの
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繰り返し単位ごとに同じであっても異なっていてもよく、ｎは３〜１３の整数を表す）
で表されるアルキレングリコール鎖を含む架橋性モノマーとの存在下で、高分子ゲル微粒
子を形成する１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーを乳化重合させて分子応答性
ゲル微粒子を得る重合工程とを含むことを特徴とする分子応答性ゲル微粒子の製造方法。
【請求項１５】
上記１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーと上記架橋性モノマーとの合計量を
１００ｍｏｌ％としたときに、上記架橋性モノマーを、０．１〜５０ｍｏｌ％の範囲内と
なるように用いることを特徴とする請求項１４に記載の製造方法。
【請求項１６】
上記ホスト分子は、ホスト分子と全原料モノマーとの合計量に対して０．１〜４０ｍｏ
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ｌ％含まれていることを特徴とする請求項１４又は１５に記載の製造方法。
【請求項１７】
請求項１〜１２のいずれか１項に記載の分子応答性ゲル微粒子と検体とを接触させる工
程と、分子応答性ゲル微粒子の体積変化により検体が標的分子を含有するか否かを決定す
る工程とを含むことを特徴とする標的分子の検出方法。
【請求項１８】
請求項１〜１２のいずれか１項に記載の分子応答性ゲル微粒子を含有する標的分子検出
キット。
【請求項１９】
請求項１〜１２のいずれか１項に記載の分子応答性ゲル微粒子を含有する標的物質吸着
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除去材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、分子応答性ゲル微粒子およびその製造方法ならびにその利用に関し、特に標
的分子に応答して体積変化する分子応答性ゲル微粒子およびその製造方法ならびにその利
用に関する。
【背景技術】
【０００２】
ｐＨや温度などの外部環境の変化に応答して構造変化する刺激応答性ゲルは、センサー
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機能、プロセッサー機能、エフェクター機能を同時に併せ持つ次世代型ソフトマテリアル
として注目されている。特に、最近では環境分野や医療分野に関連した特定分子を認識し
て膨潤・収縮する分子認識能を持った刺激応答性ゲルの合成が試みられるようになってき
た。
【０００３】
例えば、本発明者らは、これまでに、疾病等に関与するシグナル生体分子や内分泌撹乱
物質（環境ホルモン）に応答する刺激応答性ゲル、すなわち、分子応答性ゲルとして、標
的分子と結合して形成するゲルの可逆的架橋点を利用する分子応答性ゲルを提案している
（例えば、非特許文献１、２参照）。
【０００４】
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ところで、近年、粒子、特にナノサイズの微粒子は、センサー材料、分離材料、吸着材
料等の新しい材料として精力的に研究されている。中でも、外部環境の変化に応答して構
造変化する刺激応答性ゲル微粒子は、その体積に比較して非常に大きな表面積を有するこ
とから、環境汚染物質の吸着除去材料のような環境保全材料やドラッグデリバリーシステ
ム用デバイスのような医療材料としての応用が期待され、これまでにｐＨ応答性ゲル微粒
子や温度応答性ゲル微粒子が数多く報告されている（例えば、特許文献１、非特許文献３
、４参照）。
【０００５】
上記非特許文献３には、主モノマーとして、２−（Ｎ，Ｎ−ジエチルアミノ）エチルメ
タクリレート（ＤＥＡＥＭＡ）を用い、分散安定剤と架橋剤との存在下で無乳化剤乳化重
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合によってｐＨに応答するゲル微粒子を合成する方法が報告されている。
【０００６】
また、上記非特許文献４は、これまでにｐＨや温度などの刺激に対して粒子サイズを変
化させる刺激応答性ゲル微粒子について行われた様々な研究を紹介している最近の総説で
ある。
【０００７】
また、上記特許文献１には、ｐＨ、温度、光等のような１個以上の環境条件の変化に応
答して粒子の透過性が変化する中空粒子が開示されている。
【特許文献１】特表２００３−５１４６５０号公報（公開日：２００３年４月２２日）
【非特許文献１】T. Miyata, N. Asami, T. Uragami, Nature, 399, 766‑769 (1999)
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【非特許文献２】T. Miyata, M. Jige, T. Nakaminami, T. Uragami, Proc. Natl. Acad.
Sci. USA, 103, 1190‑1193 (2006)
【非特許文献３】H. Hayashi, M. Iijima, K. Kataoka, Y. Nagasaki, Macromolecules,
37, 5389‑5396 (2004)
【非特許文献４】S. Nayak, L. A. Lyon, Angew. Chem. Int. Ed, 44, 7686‑ 7708 (2005
)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上述したように、特定分子に応答して体積変化するバルク状の刺激応答性ゲルは知られ
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ているが、かかる刺激応答性ゲルを環境分野や医療分野に利用するためには、従来のバル
ク状ではなく微粒子状の刺激応答性ゲルを合成することが望まれている。
【０００９】
しかし、従来報告されている刺激応答性ゲル微粒子は、いずれもｐＨや温度に応答する
ものであり、特定の分子を認識して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒子は、そ
の合成が困難であるために殆ど報告されていないのが現状である。
【００１０】
すなわち、高分子ゲル微粒子は一般的には乳化安定剤として低分子量の界面活性剤を用
いたいわゆる乳化重合によりモノマーを重合させることにより製造される。しかし分子応
答性ゲル微粒子の製造においては、界面活性剤が分子応答性に悪影響を及ぼすおそれがあ
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るため、乳化剤を用いない合成方法が望まれる。
【００１１】
また、かかる乳化安定剤を用いない無乳化剤乳化重合においても、ゲル微粒子はその表
面積が大きいことから、非特許文献３のように分散安定剤の役割を示す親水性モノマーを
用いる必要があり、それが分子応答性に悪影響を及ぼすおそれがある。
【００１２】
さらに、分子応答性ゲル微粒子では、標的分子に応答して起こる粒子サイズの変化が検
出できる程度に十分大きいものである必要がある。
【００１３】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、特定の分子を認識
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して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒子及びその製造方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、上記課題を解決するために、標的分子に応答
して体積変化する分子応答性ゲル微粒子であって、架橋構造を有する高分子ゲル微粒子に
、包接化合物を形成する複数のホスト分子が固定されてなることを特徴としている。
【００１５】
上記構成によれば、２以上の上記ホスト分子が、標的分子内の異なる原子団を包接する
ことにより、当該２以上のホスト分子と当該標的分子とによって、分子応答性ゲル微粒子
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内に新たな架橋が形成され、分子応答性ゲル微粒子の体積を変化させることができる。
【００１６】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子においては、２以上の上記ホスト分子が、標的分
子の分子内の異なる原子団を包接することにより、当該２以上のホスト分子と標的分子と
によって、分子応答性ゲル微粒子内に架橋が形成されるようになっている。
【００１７】
上記構成によれば、一分子内にホスト分子に包接される原子団を２個以上有する標的分
子に応答して分子応答性ゲル微粒子の体積を変化させることができる。
【００１８】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、上記ホスト分子に包接される原子団を１分子
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中に２以上有する標的分子の存在下で、体積変化するものであるともいえる。
【００１９】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、上記複数のホスト分子として、異なる２種類
以上のホスト分子を組合わせることにより、該２種類以上のホスト分子に包接される２種
類以上の原子団を一分子中に有する標的分子の存在下で、体積変化する分子応答性ゲル微
粒子であってもよい。
【００２０】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、ヒドロゲルであることが好ましい。上記構成
によれば、水などの親水性媒体中で膨潤し、標的分子を結合して収縮することにより、粒
子サイズを変化させることができるという効果を奏する。
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【００２１】
上記ホスト分子は、シクロデキストリン、クラウン化合物、シクロファン、アザシクロ
ファン、カリックスアレーンおよびそれらの誘導体からなる群より選択される少なくとも
１種類以上の分子であることが好ましい。
【００２２】
上記構成によれば、一分子内にこれらのホスト分子に包接される原子団を２個以上有す
る標的分子に応答して分子応答性ゲル微粒子の体積を変化させることができる。
【００２３】
上記高分子ゲル微粒子は、１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーと親水性の架
橋性モノマーとを乳化重合させて得られるものであることが好ましい。上記１つの重合性
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Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーは、疎水性のモノマーであることがより好ましい。
【００２４】
上記構成によれば、特定の分子を認識して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒
子を好適に製造することができる。
【００２５】
また、上記１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーと親水性の架橋性モノマーと
の合計量を１００ｍｏｌ％としたときに、架橋性モノマーを、０．１〜５０ｍｏｌ％の範
囲内となるように用いることがより好ましい。
【００２６】
上記構成によれば、特定の分子を認識して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒
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子を好適に製造することができる。すなわち、合成の際に沈殿物や凝集物を形成しない分
散安定性の良好な高分子ゲル微粒子を製造することができる。
【００２７】
上記疎水性のモノマーとして、（メタ）アクリレート系モノマー、ビニルエーテル系モ
ノマー、酢酸ビニル、又はスチレンが用いられることが好ましい。また、（メタ）アクリ
レート系モノマーとしては、２‑（Ｎ，Ｎ‑ジアルキルアミノ）アルキル（メタ）アクリレ
ート又は２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートが用いられることが好ましい。
【００２８】
上記構成によれば、特定の分子を認識して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒
子を好適に製造することができる。
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【００２９】
上記架橋性モノマーとして、２個以上の重合性Ｃ＝Ｃ二重結合と、以下の一般式（１）
−（ＲＯ）ｎ−

・・・（１）

（一般式（１）中、Ｒは炭素数１〜６のアルキレン基であって、ＲＯの繰り返し単位ごと
に同じであっても異なっていてもよく、ｎは２〜２０の整数を表す）で表されるアルキレ
ングリコール鎖とを含む化合物が用いられることがより好ましく、ポリアルキレングリコ
ールジ（メタ）アクリレート又はポリアルキレングリコールジビニルエーテルが用いられ
ることがさらに好ましい。
【００３０】
上記構成によれば、特定の分子を認識して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒
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子を好適に製造することができる。また、かかるモノマーは分散安定剤としての機能も有
しているため、分散安定剤又は分散安定剤の役割を担う親水性モノマーを別途用いる必要
がない。
【００３１】
上記ホスト分子は、ホスト分子と全原料モノマーとの合計量に対して０．１〜４０ｍｏ
ｌ％用いられることが好ましい。
【００３２】
上記構成によれば、特定の分子を認識して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒
子を好適に製造することができる。すなわち、合成の際に沈殿物や凝集物を形成しない分
散安定性の良好な高分子ゲル微粒子を製造することができる。
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【００３３】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、１０ｎｍ〜５０μｍの平均粒子径を有するこ
とが好ましい。上記構成により、分子応答性ゲル微粒子のサイズが小さいほど、応答速度
が速くなるため、センサー等に好適に用いることができ、環境分野や医療分野における幅
広い利用が期待できる。
【００３４】
また、本発明には、上記分子応答性ゲル微粒子を乾燥して得られる乾燥物も含まれる。
かかる乾燥物は、液体に再分散することにより分子応答性ゲル微粒子として用いることが
できる。
【００３５】
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本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子の製造方法は、上記課題を解決するために、少な
くとも１種類のホスト分子にそれぞれ反応性官能基を導入する反応性官能基導入工程と、
当該工程により得られた反応性官能基導入ホスト分子と架橋性モノマーとの存在下で、高
分子ゲル微粒子を形成するモノマーを乳化重合させて分子応答性ゲル微粒子を得る重合工
程とを含むことを特徴としている。
【００３６】
上記構成によれば、特定の分子を認識して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒
子を好適に製造することができる。
【００３７】
上記ホスト分子は、シクロデキストリン、クラウン化合物、シクロファン、カリックス
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アレーンおよびそれらの誘導体からなる群より選択される少なくとも１種類以上の分子で
あることが好ましい。
【００３８】
また、上記高分子ゲル微粒子を形成するモノマーは１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有す
るモノマーであり、且つ、上記架橋性モノマーは親水性の架橋性モノマーであることが好
ましい。また、上記１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーは疎水性のモノマーで
あることがより好ましい。
【００３９】
上記１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーと上記親水性の架橋性モノマーとの
合計量を１００ｍｏｌ％としたときに、架橋性モノマーを、０．１〜５０ｍｏｌ％の範囲
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内となるように用いることがより好ましい。
【００４０】
上記ホスト分子は、ホスト分子と全原料モノマーとの合計量に対して０．１〜４０ｍｏ
ｌ％含まれていることが好ましい。
【００４１】
本発明にかかる標的分子の検出方法は、上記分子応答性ゲル微粒子と検体とを接触させ
る工程と、分子応答性ゲル微粒子の体積変化により検体が標的分子を含有するか否かを決
定する工程とを含むことを特徴としている。また、本発明にかかる標的分子検出キットは
、上記分子応答性ゲル微粒子を含有することを特徴としている。
【００４２】

10

上記構成によれば、特定の分子に応答した体積変化を検出することにより、簡単に標的
分子を検出することができる。
【００４３】
また、本発明にかかる標的物質吸着除去材料は上記分子応答性ゲル微粒子を含有するこ
とを特徴としている。
【００４４】
上記構成によれば、特定の分子を吸着除去することができ、また、その体積変化から、
吸着除去の有無を知ることができるという効果を奏する。
【発明の効果】
【００４５】
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本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、以上のように、標的分子に応答して体積変化
する分子応答性ゲル微粒子であって、架橋構造を有する高分子ゲル微粒子に、包接化合物
を形成する複数のホスト分子が固定されてなるので、２以上の上記ホスト分子が、標的分
子内の異なる原子団を包接することにより、当該２以上のホスト分子と当該標的分子とに
よって、分子応答性ゲル微粒子内に新たな架橋が形成される。それゆえ、分子応答性ゲル
微粒子の体積を変化させることができるという効果を奏する。
【００４６】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子の製造方法は、以上のように、少なくとも１種類
のホスト分子にそれぞれ反応性官能基を導入する反応性官能基導入工程と、当該工程によ
り得られた反応性官能基導入ホスト分子と架橋性モノマーとの存在下で、高分子ゲル微粒
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子を形成するモノマーを乳化重合させて分子応答性ゲル微粒子を得る重合工程とを含むの
で、特定の分子を認識して粒子サイズを変化させる分子応答性ゲル微粒子を好適に製造す
ることができるという効果を奏する。
【００４７】
本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わか
るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】図１は、実施例において、分子応答性ゲル微粒子を製造するための化学反応式を
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示す図である。
【図２】図２は、ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）を溶解した水溶液中での分子応答性ゲル微
粒子の平均粒子径とＣＤ含有率との関係を示すグラフである。
【図３】図３は、ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）を溶解した水溶液中での分子応答性ゲル微
粒子の平均粒子径の収縮率とＣＤ含有率との関係を示すグラフである。
【図４】図４は、分子応答性ゲル微粒子が標的分子に応答して体積変化する様子を模式的
に示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
本発明について、以下に（Ｉ）分子応答性ゲル微粒子、（ＩＩ）分子応答性ゲル微粒子
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の製造方法、（ＩＩＩ）分子応答性ゲル微粒子の利用の順に説明する。
【００５０】
（Ｉ）分子応答性ゲル微粒子
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、標的分子に応答して体積変化する分子応答性
ゲル微粒子であって、架橋構造を有する高分子ゲル微粒子に、包接化合物を形成する複数
のホスト分子が固定されてなるものである。
【００５１】
ここで、高分子ゲル微粒子とは、架橋構造を有する高分子化合物からなる微粒子であっ
て、液体を吸収して膨潤しているものであれば特に限定されるものではない。
【００５２】
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また、上記高分子ゲル微粒子は架橋構造を有していれば、架橋のタイプは特に限定され
るものではないが、上記高分子ゲル微粒子の架橋構造は、安定性の観点から共有結合によ
り化学的に架橋されたものであることがより好ましい。
【００５３】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、特定の分子等に応答して、膨潤状態が変化し
、体積変化を示し、刺激応答性ゲルの一つである。なお、ここで、刺激応答性ゲルとは、
温度、ｐＨ、イオン強度、光、電界、特定の分子等に応答して、膨潤状態が変化し、体積
変化を示す高分子ゲルのことをいう。
【００５４】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、液体を吸収して膨潤した状態で、特定の分子
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に対する応答性を示す。したがって、本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、好ましく
は液体を吸収して膨潤しているものである。
【００５５】
上記液体としては特に限定されるものではなく、標的分子への応答に好ましくない影響
を及ぼさない限りどのような液体であってもよい。かかる液体としては、水；リン酸緩衝
液、Ｔｒｉｓ緩衝液、酢酸緩衝液等の水系の緩衝液；メタノール、エタノール、１−プロ
パノール、２−プロパノール、１−ブタノール、２−ブタノール、イソブチルアルコール
、イソペンチルアルコール等のアルコール；アセトン、２−ブタノン、３−ペンタノン、
メチルイソプロピルケトン、メチルｎ−プロピルケトン、３−ヘキサノン、メチルｎ−ブ
チルケトン等のケトン；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラ
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ン、テトラヒドロピラン等のエーテル；酢酸エチルエステル等のエステル；ジメチルホル
ムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド；ジメチルスルホキシド；アセトニトリル等
の二トリル；プロピレンカーボネート；ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン等の低級飽
和炭化水素；キシレン；トルエン；またはこれらの２種以上の混合物等を挙げることがで
きる。中でも、上記液体はホスト分子と標的分子が結合して形成される包接化合物の安定
性の観点から水または水系の緩衝液であることがより好ましい。すなわち、本発明の分子
応答性ゲル微粒子はヒドロゲルであることがより好ましい。
【００５６】
上記高分子ゲル微粒子を平衡に達するまで膨潤させたときに含まれる上記液体の割合は
、高分子ゲル微粒子の架橋密度、高分子や溶媒の種類、温度、ｐＨ、イオン強度等によっ
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て変化するが、分子応答性ゲル微粒子と分子応答性ゲル微粒子に含まれる上記液体の合計
重量に対して、３０重量％以上９９．９重量％以下であることが好ましく、７０重量％以
上９９重量％以下であることがより好ましい。本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子を平
衡に達するまで膨潤させたときに含まれる上記液体の割合が上記範囲であることにより、
適度な強度を有するゲルが得られ、標的分子がゲル内に拡散することができる高分子網目
構造となるので好ましい。
【００５７】
なお、本発明の分子応答性ゲル微粒子は、液体を含有して膨潤しているものであるが、
これらを乾燥して得られる乾燥物も液体に再分散することにより再び分子応答性ゲル微粒
子として用いることができる。それゆえ、かかる乾燥物も本発明に含まれる。
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【００５８】
また、本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子の平均粒子径は、１０ｎｍ〜５０μｍであ
ることが好ましく、５０ｎｍ〜１０μｍであることがより好ましく、１００ｎｍ〜１μｍ
であることがさらに好ましい。分子応答性ゲル微粒子の平均粒子径が１０ｎｍ以上である
場合、その分散状態を目視することができるため好ましい。また、分子応答性ゲル微粒子
の平均粒子径が５０μｍ以下である場合、分子応答性の応答速度が速く、マイクロチップ
などのミクロンオーダーでの使用に適しているため好ましい。
【００５９】
また、本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子の多分散度指数(p.d.)は０．１未満である
ことが好ましく、０．０１未満であることがより好ましい。これにより、粒子サイズが均
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一であり、応答性挙動について安定した情報が得られ、センサーなどに利用する場合に信
頼できる結果が得られるため好ましい。
【００６０】
なお、本発明において、分子応答性ゲル微粒子の平均粒子径とは、後述する実施例に記
載する動的光散乱法により検出された微粒子に起因する散乱強度分布からヒストグラム解
析法によって求めたものをいう。また、本発明において、分子応答性ゲル微粒子の多分散
度指数(p.d.)とは、後述する実施例に記載する動的光散乱法により検出された微粒子に起
因する散乱強度から得られる自己相関関数の指数部を二次級数展開し、二次項の係数を一
次項の係数の二乗で規格化することによって求められた値をいう。多分散指数が０．１よ
りも大きい値であれば多分散（複数のピークを持っていたり、単ピークでもブロードであ
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ったりすること）を示し，０．１以下であれば、単分散である（シャープなピークを持つ
）ことを示す。
【００６１】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子においては、上記高分子ゲル微粒子の架橋構造内
に包接化合物を形成する複数のホスト分子が固定されている。ここで、ホスト分子とは、
当該ホスト分子内に標的分子又は標的分子中の原子団を包接することができる化合物、言
い換えれば、標的分子又は標的分子中の原子団を包接して包接化合物を形成する化合物で
あれば特に限定されるものではない。
【００６２】
ここで、包接化合物とは、２種の分子が適当な条件下で組み合わさってできる化合物で
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、一方の分子（ホスト分子）が、他方の分子（ゲスト分子）を取り囲んだ構造の化合物を
いう。なお、ここで、ゲスト分子とは、必ずしも、分子に限定されるものではなく、分子
中の原子団をも含む趣旨である。従って、以下、本明細書において、ゲスト分子というと
きには、ゲスト分子そのものに加えて、ゲスト分子の分子中の原子団をも含めたものを示
す。２種の分子のうち、他の分子を取り囲むホスト分子と、取り囲まれるゲスト分子との
間には分子間相互作用が働き、ホスト分子が提供する空洞の大きさと、中に入るゲスト分
子の大きさが適合するかどうかが生成の重要な要件となる。
【００６３】
このようなホスト分子はゲスト分子を選択的に捕捉することができ、ホスト分子がゲス
ト分子を捕捉して形成された包接化合物では、両分子は比較的弱いイオン結合、ファンデ
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ルワールス結合、水素結合等により結合しているため、これらを再び分離することができ
る。それゆえ、かかるホスト分子が高分子ゲル微粒子に固定された本発明にかかる分子応
答性ゲル微粒子は、物質の選択的分離、センサー、吸着除去等に繰り返し用いることがで
きる。
【００６４】
本発明において、ホスト分子がゲスト分子を取り囲む構造としては、特に限定されるも
のではなく、例えば、取り囲み型、筒型、層状、カゴ状、詰め込み型等どのようなもので
あってもよい。
【００６５】
また、上記ホスト分子としても、上述したような包接化合物を形成するものであれば特
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に限定されるものではないが、例えば、シクロデキストリン、クラウン化合物、シクロフ
ァン、アザシクロファン、カリックスアレーンおよびそれらの誘導体等を挙げることがで
きる。これらは、環構造を有し、環構造の内孔の大きさ、体積、形状によって特定の分子
を認識し包接することができる。
【００６６】
シクロデキストリンとしては、より具体的には、α−シクロデキストリン、β−シクロ
デキストリン、γ−シクロデキストリン；これらのＯＨ基を部分的に、アルコキシ基とし
たアルキル化体、−ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ３等とするヒドロキシアルキル化体、−Ｏ
−グルコース等とするグルコシル化体、−ＯＣＨ２ＣＯＯＨ等とするカルボキシメチル化
体、−Ｏ（ＣＨ２）４ＳＯ３Ｎａ等とするスルフォブチルエーテル化体等のシクロデキス
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トリン誘導体等を用いることができる。
【００６７】
本発明では、上記ホスト分子が、上記高分子ゲル微粒子の架橋構造内に固定されている
。これにより、上記ホスト分子に包接される原子団を１分子中に２以上有する標的分子の
存在下で、２以上の上記ホスト分子が、標的分子内の異なる原子団を包接することにより
、当該２以上のホスト分子と当該標的分子とによって、分子応答性ゲル微粒子内に新たな
架橋が形成される。
【００６８】
例えば、図４上段の左側に示す円内に、高分子ゲル微粒子の架橋構造内に円錐台形で示
されるホスト分子が固定されている様子を模式的に示す。かかる本発明の分子応答性ゲル
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微粒子と、ホスト分子に包接される原子団（図４では芳香環）を２個以上有する標的分子
（図４上段ではビスフェノールＡ（ＢＰＡ））とを接触させると、２以上のホスト分子が
かかる標的分子の２つの原子団をそれぞれ包接して、図４上段の右側の円内に模式的に示
すように、ホスト分子−標的分子−ホスト分子の複合体からなる架橋構造が形成される。
なお、図４において黒丸は架橋点を示している。一般に高分子ゲルの膨潤率は架橋密度が
減少すると増加することが知られているように、架橋点が増加する結果、分子応答性ゲル
微粒子は収縮する。
【００６９】
これに対して、上記ホスト分子に包接される単一の原子団を１分子中に含む分子の存在
下では、本発明の分子応答性ゲル微粒子は、図４下段に示すように、かかる原子団を包接
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して結合は形成するが、架橋構造は形成されない。そのため、分子応答性ゲル微粒子は体
積変化しない。
【００７０】
従来報告されている刺激応答性ゲル微粒子はいずれも、微粒子を構成している高分子化
合物と溶媒との親和性の変化や、解離基の変化などに基づいて刺激応答性を発現していた
。しかしかかる従来の機構では分子認識能を付与することは困難であった。本発明にかか
る分子応答性ゲル微粒子では、標的分子の存在下で架橋点が増加して体積変化するという
、従来の刺激応答性微粒子とは全く異なった機構を利用することにより、分子認識能を付
与することが可能となる。
【００７１】
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また、このように、本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、上記ホスト分子に包接さ
れる原子団を１分子中に２以上有する標的分子の存在下で架橋点が増加して体積変化する
という機構を利用するため、分子応答性ゲル微粒子の構造設計の状態によっては大きく体
積変化させることができる可能性を有する。
【００７２】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子では、上記ホスト分子を、架橋構造を有する高分
子ゲル微粒子に固定する方法は特に限定されるものではないが、例えば、共有結合、イオ
ン結合、配位結合等の化学結合を介して結合されていることが好ましく、共有結合を介し
て結合されていることがより好ましい。これにより、ホスト分子が、高分子ゲル微粒子の
架橋構造内に安定して固定される。より具体的には、ホスト分子に、反応性官能基を導入
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し、かかる反応性官能基を、高分子ゲル微粒子を形成する高分子化合物と反応させること
により、ホスト分子を好適に架橋構造を有する高分子ゲル微粒子に固定することができる
。
【００７３】
また、本発明では、上記ホスト分子は、上記高分子ゲル微粒子の架橋構造内に、複数個
固定されていればよい。これにより、ホスト分子に包接される原子団を２以上有する標的
分子と、ホスト分子とによって、上記高分子ゲル微粒子に架橋構造を形成することが可能
となる。
【００７４】
ここで、上記ホスト分子は、１種類であってもよいし、２種類以上を組み合わせて用い

10

てもよく、標的分子に応じて適宜選択すればよい。異なる２種類以上のホスト分子を組み
合わせることにより、かかる異なる２種類以上のホスト分子に包接される２種類以上の原
子団を一分子中に有する分子に応答する分子応答性ゲル微粒子を製造することができる。
【００７５】
本発明の分子応答性ゲル微粒子に用いることができる高分子ゲル微粒子は、架橋構造を
有し、水や有機溶媒により膨潤する高分子化合物であれば特に限定されるものではなく、
従来刺激応答性ゲル微粒子を合成するために用いられている高分子化合物を好適に用いる
ことができる。かかる高分子ゲル微粒子としては、特許文献１、非特許文献３、４に記載
されている高分子ゲル微粒子を用いることができる。
【００７６】

20

さらに、上記従来の高分子ゲル微粒子の他に、上記高分子ゲル微粒子は、１つの重合性
Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーと親水性の架橋性モノマーとを乳化重合させて得られる
ものであることがより好ましい。これにより、乳化剤を利用せずに安定なゲル微粒子を合
成することができるという効果を奏する。
【００７７】
なお、ここで、１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーとしては、特に限定され
るものではなく、一般的にラジカル重合反応に用いることができるものであればどのよう
なものであってもよい。１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーとしては、例えば
、ビニル基、アリル基、イソプロペニル基、（メタ）アクリロイル基等を有するモノマー
を挙げることができる。より具体的には、１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマー
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としては、例えば、Ｃ１〜Ｃ１８アルキル（メタ）アクリレートモノマー；スチレン、ア
ルファ−メチルスチレン、パラ−メチルスチレン、クロロスチレン、ビニルトルエン等の
ビニル芳香族モノマー；ビニルエーテル系モノマー；酢酸ビニル等のビニルエステル；メ
タクリル酸、アクリル酸、マレイン酸、イタコン酸等のビニル不飽和カルボン酸モノマー
等を挙げることができる。
【００７８】
また、上記１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーは、疎水性のモノマーである
ことがより好ましい。かかる疎水性のモノマーとしては、具体的には、例えば、２‑（Ｎ
，Ｎ‑ジアルキルアミノ）アルキル（メタ）アクリレート、２−ヒドロキシエチル（メタ
）アクリレート等の（メタ）アクリレート系モノマー；ビニルエーテル系モノマー；酢酸
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ビニル；スチレン等を挙げることができる。
【００７９】
中でも、上記疎水性のモノマーとしては、２‑（Ｎ，Ｎ‑ジアルキルアミノ）アルキル（
メタ）アクリレート、２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートなどの（メタ）アクリ
レート系モノマーを用いることが好ましく、２‑（Ｎ，Ｎ‑ジアルキルアミノ）アルキル（
メタ）アクリレートを用いることがさらに好ましい。
【００８０】
また、本発明で用いられる親水性の架橋性モノマーは、２個以上の重合性Ｃ＝Ｃ二重結
合を有する親水性のモノマーであれば特に限定されるものではない。なお、ここで親水性
モノマーとは、水１００ｇに対して２０℃において好ましくは０．０１ｇ以上の溶解度を
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有する架橋性モノマーである。かかる親水性の架橋性モノマーとしては、例えば、ポリエ
チレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリ
レート、メチレンビスアクリルアミド、ポリアルキレングリコールジビニルエーテル等を
挙げることができる。２個以上の重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有する親水性の架橋性モノマー
を用いることにより分散安定性が良好で、かつ可逆的に膨潤収縮する適度な膨潤率を有す
るゲル微粒子を合成できるため好ましい。
【００８１】
また、親水性の架橋性モノマーとしては、２個以上の重合性Ｃ＝Ｃ二重結合と、ポリア
ルキレングリコール鎖を有する化合物を用いることが好ましい。中でも、上記ポリアルキ
レングリコール鎖は、以下の一般式（１）
−（ＲＯ）ｎ−

10

・・・（１）

（一般式（１）中、Ｒは炭素数１〜６のアルキレン基であって、ＲＯの繰り返し単位ごと
に同じであっても異なっていてもよく、ｎは２〜２０の整数を表す）で表されるアルキレ
ングリコール鎖であることがさらに好ましい。かかるポリアルキレングリコール鎖と、２
個以上の重合性Ｃ＝Ｃ二重結合とを含む親水性の架橋性モノマーは、分散安定剤の機能を
も有するものであることが見出された。これにより、得られる分子応答性ゲル微粒子の分
子認識能に悪影響を及ぼしうる分散安定剤を添加する必要がなく、分子認識能にすぐれた
分子応答性ゲル微粒子を得ることができる。かかる架橋性モノマーとしては、例えば、ポ
リエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）ア
クリレート、ポリアルキレングリコールジビニルエーテル等を挙げることができる。なお
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、本発明では、かかる分散安定剤の機能を兼ね備えた架橋性モノマーを用い、分散安定剤
を用いないことが好ましいが、もちろん分散安定剤を用いる態様を排除するものではない
。
【００８２】
中でも、上記親水性の架橋性モノマーは、アルキレングリコール鎖の繰り返し数すなわ
ち上記一般式（１）中のｎが２以上、より好ましくは、２、３、４、９、１３等であるポ
リアルキレングリコールジ（メタ）アクリレートであることが特に好ましく、かかるポリ
アルキレングリコールジ（メタ）アクリレートとしては、ポリエチレングリコールジメタ
クリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジメタ
クリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、ポリテトラエチレングリコール
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ジメタクリレート、ポリテトラメチレングリコールジアクリレート、ポリ（エチレングリ
コール−テトラメチレングリコール）ジ（メタ）アクリレート、ポリ（プロピレングリコ
ール−テトラメチレングリコール）ジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコール−
ポリプロピレングリコール−ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート等を挙げる
ことができる。
【００８３】
なお、本明細書において、「アクリル」または「メタアクリル」のいずれをも意味する
場合「（メタ）アクリル」と表記する。
【００８４】
上記１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマー及び架橋性モノマーは、それぞれ単

40

独で用いてもよく、また２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００８５】
また、得られる分子応答性ゲル微粒子の分子応答性能に悪影響を与えるものでなければ
、さらに他のモノマーを組み合わせてもよい。
【００８６】
また、１つの重合性Ｃ＝Ｃ二重結合を有するモノマーと親水性の架橋性モノマーとの合
計量を１００ｍｏｌ％としたときに、架橋性モノマーを、０．１〜５０ｍｏｌ％の範囲内
となるように用いることが好ましく、１〜５０ｍｏｌ％の範囲内となるように用いること
がより好ましく、１０〜３０ｍｏｌ％の範囲内となるように用いることがさらに好ましい
。架橋性モノマーを、０．１ｍｏｌ％以上用いることにより、分散安定剤としての効果に
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よって粒子の分散安定性が向上するため好ましい。架橋性のモノマーを、５０ｍｏｌ％以
下用いることにより、適度な架橋密度を有するゲル微粒子を合成することができ、分子応
答性を示す際に大きな粒子サイズ変化を引き起こすことができるため好ましい。
【００８７】
また、上記ホスト分子は、ホスト分子と全原料モノマーとの合計量に対して０．１〜４
０ｍｏｌ％用いられることが好ましく、１〜４０ｍｏｌ％用いられることがより好ましく
、５〜２０ｍｏｌ％用いられることがさらに好ましい。上記ホスト分子が０．１ｍｏｌ％
以上含まれていることにより、標的分子を包接してより多くの架橋構造が形成され、大き
な分子応答性を示すことができるため好ましい。また、上記ホスト分子が４０ｍｏｌ％以
下含まれていることにより、適度な安定性を有するゲル微粒子を合成しやすいという特徴

10

を持っているため好ましい。なお、ここで、全原料モノマーとは、上記１つの重合性Ｃ＝
Ｃ二重結合を有するモノマーと親水性の架橋性モノマーとのみを用いる場合にはこれらの
合計、さらに他のモノマーを用いる場合には他のモノマーも加えた全原料モノマーをいう
。
【００８８】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、膨潤している状態で、ホスト分子に包接され
る２以上の原子団を有する標的分子を認識することができる。また、本発明にかかる分子
応答性ゲル微粒子は、ホスト分子に包接される２以上の原子団を有する標的分子に応答し
て体積変化を起こす。本発明の分子応答性ゲル微粒子において、これらの体積変化の際に
、放出又は吸収される液体は、特に限定されるものではなく、水や水系の緩衝液であって
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もよいし有機溶媒であってもよい。かかる液体としては、上述した、分子応答性ゲル微粒
子が吸収して膨潤する液体であればよく、具体的には、例えば、水；リン酸緩衝液、Ｔｒ
ｉｓ緩衝液、酢酸緩衝液等の水系の緩衝液；メタノール、エタノール、１−プロパノール
、２−プロパノール、１−ブタノール、２−ブタノール、イソブチルアルコール、イソペ
ンチルアルコール等のアルコール；アセトン、２−ブタノン、３−ペンタノン、メチルイ
ソプロピルケトン、メチルｎ−プロピルケトン、３−ヘキサノン、メチルｎ−ブチルケト
ン等のケトン；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、テト
ラヒドロピラン等のエーテル；酢酸エチルエステル等のエステル；ジメチルホルムアミド
、ジメチルアセトアミド等のアミド；ジメチルスルホキシド；アセトニトリル等の二トリ
ル；プロピレンカーボネート；ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン等の低級飽和炭化水
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素；キシレン；トルエン；またはこれらの２種以上の混合物等を挙げることができる。中
でも、上記液体はホスト分子と標的分子が結合して形成される包接化合物の安定性の観点
から水または水系の緩衝液であることがより好ましい。
【００８９】
また、本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、平衡に達するまで膨潤している状態で
、ホスト分子に包接される２以上の原子団を有する標的分子をより良好に認識することが
できる。
【００９０】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子が標的分子に応答して体積変化を起こすときの、
体積変化量は特に限定されるものではないが、体積変化の前後における粒子径比、すなわ
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ち、体積変化後の平均粒子径を、体積変化前の平均粒子径で除した値が、０．８以下であ
ることが好ましく、０．５以下であることがより好ましく、０．２以下であることがさら
に好ましい。上記粒子径比が小さいほど大きく収縮し、感度が向上するため好ましい。ま
た、本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子において、上記粒子径比は、架橋構造内に導入
されている架橋の量、高分子化合物や溶媒の種類、高分子鎖にある解離基の状態等により
異なるが、通常０．５程度である。
【００９１】
また、本発明の分子応答性ゲル微粒子は、さらに、シリカ粒子等の微粒子、色材、蛍光
発色団を有する分子等で標識化した分子応答性ゲル微粒子であってもよい。かかる分子応
答性ゲル微粒子を用いることにより、分子応答性ゲル微粒子の体積変化を、分光器、蛍光
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顕微鏡等を用いて、または目視によって簡便に検出することができる。
【００９２】
（ＩＩ）分子応答性ゲル微粒子の製造方法
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子の製造方法は、特に限定されるものではなく、上
記ホスト分子を、高分子ゲル微粒子の架橋構造内に固定できる方法であればいかなる方法
であってもよい。
【００９３】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子の製造方法としては、例えば、少なくとも１種類
のホスト分子にそれぞれ反応性官能基を導入する反応性官能基導入工程と、当該工程によ
り得られた反応性官能基導入ホスト分子と架橋性モノマーとの存在下で、高分子ゲル微粒

10

子を形成するモノマーを乳化重合させて分子応答性ゲル微粒子を得る重合工程とを含む製
造方法を挙げることができる。
【００９４】
上記ホスト分子については上記（Ｉ）で説明したとおりであるのでここでは説明を省略
する。上記反応性官能基導入工程で用いる反応性官能基としては、高分子ゲル微粒子の架
橋構造を形成する高分子化合物に乳化重合によって取り込まれる官能基であれば、特に限
定されるものではなく、例えば、（メタ）アクリロイル基、ビニル基等の重合性官能基を
挙げることができる。また、上記反応性官能基を導入する方法も特に限定されるものでは
なく、従来公知の方法を用いればよい。
20

【００９５】
上記重合工程では、反応性官能基導入ホスト分子と架橋性モノマーとの存在下で、高分
子ゲル微粒子を形成するモノマーを重合させて分子応答性ゲル微粒子を得る。
【００９６】
ここで、重合方法としては、特に限定されるものではないが、乳化重合を好適に用いる
ことができる。これにより、微粒子の形で分子応答性ゲルを得ることができる。また、重
合に用いられる溶媒としては、例えば、水、リン酸緩衝液、Ｔｒｉｓ緩衝液、酢酸緩衝液
、メタノール、エタノール等を好適に用いることができる。
【００９７】
より好ましくは、乳化剤としての界面活性剤を用いない、無乳化剤乳化重合を用いる。
無乳化剤乳化重合では、溶媒としては水、リン酸緩衝液、Ｔｒｉｓ緩衝液、酢酸緩衝液等
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を用いることが好ましい。
【００９８】
また、乳化重合又は無乳化剤乳化重合においては、重合前に、高分子ゲル微粒子を形成
するモノマー、反応性官能基導入ホスト分子、及び、架橋性モノマーを含む反応液を、超
音波等により前もって攪拌してもよい。
【００９９】
本発明の分子応答性ゲル微粒子の製造に用いられるモノマーについては、上記（Ｉ）で
説明したとおりであるのでここでは説明を省略する。
【０１００】
また、重合開始剤としては、特に限定されるものではなく、例えば、過硫酸アンモニウ
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ム、過硫酸ナトリウム等の過硫酸塩；過酸化水素；ｔ−ブチルハイドロパーオキシド、ク
メンハイドロパーオキシド等のパーオキシド類、アゾビスイソブチロニトリル、過酸化ベ
ンゾイル等を好適に使用することができる。これらの重合開始剤の中でも、特に、過硫酸
塩やパーオキシド類等のような酸化性を示す開始剤は、例えば、亜硫酸水素ナトリウム、
Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトラメチルエチレンジアミン等とのレドックス開始剤としても用

いることができる。
【０１０１】
また、重合温度は特に限定されるものではないが、好ましくは５〜９０℃、より好まし
くは２０〜４０℃である。重合温度がかかる範囲であることにより、重合時に加温する必
要がなく，温度によって変性する分子を利用することもできるため好ましい。また、重合
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時間も、特に限定されるものではないが、通常４〜１２時間である。
【０１０２】
重合の際の、モノマー、架橋剤等の濃度は、高分子ゲル微粒子が得られる濃度であれば
特に限定されるものではない。また、上記重合開始剤の濃度も特に限定されるものではな
く適宜選択すればよい。
【０１０３】
さらに、重合工程では、上記ホスト分子を、上記高分子ゲル微粒子を形成するモノマー
および上記架橋性モノマーに加えて、さらに他のモノマーと共重合させてもよい。かかる
他のモノマーとしては、得られる分子応答性ゲル微粒子の性能に悪影響を与えるものでな
ければ特に限定されるものではない。
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【０１０４】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子の製造方法は、さらに、上記重合工程で得られた
反応混合物から、未反応モノマー、未反応架橋性モノマー等を除去する工程を含んでいる
ことがより好ましい。なお、未反応モノマー、架橋剤等を除去する方法は、特に限定され
るものではないが、例えば、透析法や遠心分離法等を挙げることができる。なお、本発明
にかかる分子応答性ゲル微粒子は、ヒドロゲルまたはオルガノゲルであることが好ましい
が、乾燥状態としたものであってもよい。乾燥状態とした本発明の分子応答性ゲル微粒子
は、例えば、洗浄後の分子応答性ゲル微粒子から溶媒を除去し、凍結乾燥することにより
得ることができる。
【０１０５】
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本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子の製造方法としては、上述したような方法を好適
に用いることができるが、さらに、例えば、先にモノマーを重合して高分子ゲル微粒子を
合成した後、２以上のホスト分子を高分子ゲル微粒子の架橋構造内に結合させる方法等で
あってもよい。
【０１０６】
（ＩＩＩ）分子応答性ゲル微粒子の利用
（ＩＩＩ−１）分子応答性ゲル微粒子を用いた標的分子の検出方法
本発明では、上記ホスト分子が、上記高分子ゲル微粒子の架橋構造内に固定されている
。これにより、上記ホスト分子に包接される原子団を１分子中に２以上有する標的分子の
存在下で、２以上の上記ホスト分子が、標的分子内の異なる原子団を包接することにより
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、当該２以上のホスト分子と当該標的分子とによって、分子応答性ゲル微粒子内に新たな
架橋が形成され、分子応答性ゲル微粒子が収縮する。それゆえ、本発明にかかる分子応答
性ゲル微粒子は、標的分子の検出に利用することができる。したがって、本発明にかかる
分子応答性ゲル微粒子を用いた標的分子の検出方法も本発明に含まれる。なお、本明細書
において、標的分子とは、本発明の分子応答性ゲル微粒子に固定されているホスト分子に
包接される原子団を２以上有する分子であって、本発明の分子応答性ゲル微粒子が応答し
て体積変化を起こす分子をいう。
【０１０７】
本発明にかかる標的分子の検出方法は、本発明の分子応答性ゲル微粒子と検体とを接触
させる工程と、分子応答性ゲル微粒子の体積変化により検体が標的分子を含有するか否か
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を決定する工程とを含んでいればよい。
【０１０８】
上記検体に含まれる標的分子は、分子内に本発明の分子応答性ゲル微粒子に固定された
ホスト分子に包接されて、包接化合物を形成する原子団を２以上含む分子である。ホスト
分子と標的分子との好ましい組合せとしては、シクロデキストリン−芳香環を２以上有す
る化合物、クラウンエーテル−アミノ基を２以上有する化合物、シクロファン−芳香環を
２以上有する化合物等を挙げることができる。従って、本発明にかかる検出方法により、
例えば、芳香環を２個有するビスフェノールＡ、ビフェニル化合物、フェノール誘導体等
の内分泌撹乱物質、ダイオキシンなどの有害物質等を好適に検出することができる。
【０１０９】
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上記検体は、本発明の分子応答性ゲル微粒子を用いた標的分子の検出が可能であれば、
標的分子の水や緩衝液等の溶液に限定されるものではない。
【０１１０】
また、検体と接触させる分子応答性ゲル微粒子は、例えば、分子応答性ゲル微粒子を分
散媒に分散した分散液の形で好適に用いることができる。ここで、分散媒としては、例え
ば、水、リン酸緩衝液、Ｔｒｉｓ緩衝液、酢酸緩衝液、メタノール、エタノール等を用い
ることができる。また、検体と接触させる分散液中の分子応答性ゲル微粒子の量は、特に
限定されるものではないが、０．０１〜１０ｇ／Ｌであることが好ましく、０．０１〜０
．１ｇ／Ｌであることがより好ましい。分散体中の分子応答性ゲル微粒子の量が上記範囲
であることにより、分散状態を目視できるという利点と共に合成コストを下げることがで
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きるため好ましい。
【０１１１】
また、分子応答性ゲル微粒子の体積変化により検体が標的分子を含有するか否かを決定
する方法としては、従来公知の刺激応答性ゲルの体積変化を検出する方法を用いればよく
、特に限定されるものではない。かかる方法としては、例えば、液体中の分子応答性ゲル
微粒子の粒子径を動的散乱法等を用いて測定する方法、体積変化を顕微鏡で観察する方法
、分子応答性ゲル微粒子内にシリカ粒子等の微粒子を配列しこれによって生じた構造色の
波長や強度の変化を測定する方法、分子応答性ゲル微粒子内に色材を分散し光の透過率を
測定する方法、分子応答性ゲル微粒子内に蛍光発色団を有する分子等を導入し蛍光強度を
測定する方法等を挙げることができる。
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【０１１２】
（ＩＩＩ−２）標的分子検出キット
分子応答性ゲル微粒子の利用に関する本発明には、上述した標的分子の検出方法だけで
なく、該検出方法を実施するための標的分子検出キットが含まれる。本発明の標的分子検
出キットは、具体的には、少なくとも本発明の分子応答性ゲル微粒子を含む構成であれば
よい。また、上記検出キットには、さらに、各種バッファー、希釈液等が含まれていても
よい。
【０１１３】
上記標的分子検出キットを用いることで、本発明にかかる標的分子の検出方法を容易か
つ簡素に実施することができ、本発明を環境検査産業、臨床検査産業、医薬品産業等の産
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業レベルで利用することが可能となる。
【０１１４】
（ＩＩＩ−３）標的物質吸着除去材料
本発明では、上記ホスト分子が、上記高分子ゲル微粒子の架橋構造内に固定されている
。これにより、上記ホスト分子に包接される原子団を１分子中に２以上有する標的分子の
存在下で、２以上の上記ホスト分子が、標的分子内の異なる原子団を包接することにより
、当該２以上のホスト分子と当該標的分子とによって、分子応答性ゲル微粒子内に新たな
架橋が形成され、分子応答性ゲル微粒子が収縮する。それゆえ、本発明にかかる分子応答
性ゲル微粒子は、標的分子の吸着除去材料として利用することができる。したがって、本
発明にかかる分子応答性ゲル微粒子を用いた標的物質除去材料も本発明に含まれる。
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【０１１５】
本発明にかかる標的物質吸着除去材料では、標的分子を吸着除去できるだけでなく、標
的物質が吸着除去されると、標的物質吸着除去材料の体積が変化する。従って、標的分子
が吸着除去されたことが同時に確認できる。
【実施例】
【０１１６】
以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は実施例によって限定される
ものではない。
【０１１７】
〔実施例１：分子応答性ゲル微粒子の製造〕
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ホスト分子として、芳香環などを認識するシクロデキストリン（ＣＤ）に重合性官能基
を導入し、ポリエチレングリコールジメタクリレート（ＰＥＧＤＭＡ）を親水性架橋剤と
粒子の安定剤として用い、重合性官能基導入ＣＤと２‑(Ｎ，Ｎ‑ジエチルアミノ)エチルメ
タクリレート（ＤＥＡＥＭＡ）とを無乳化剤乳化重合で共重合させることによって、ＣＤ
を導入したゲル微粒子を合成した。さらに、ＣＤ含有率の異なるゲル微粒子を合成し、そ
の応答挙動について詳細に検討した。
【０１１８】
＜アクリロイル基導入ホスト分子の合成＞
まず、図１（ａ）に示す手順でアクリロイル‑β‑シクロデキストリン（Acryloyl‑ＣＤ
）を合成した。β‑シクロデキストリン（図１（ａ）中、ＣＤと表示、和光純薬製、11.5
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ｇ）及び無水トルエンスルホン酸（Ｔｓ２Ｏ、4.9ｇ）を水（250ｍＬ）に加え、室温で２
時間攪拌して懸濁液とし、０．１ｇ／ｍＬの水酸化ナトリウム水溶液（50ｍＬ）を加え１
０分間激しく攪拌した。その後、未反応のＴｓ２Ｏを素早くろ過し、ろ液を濃塩酸で中和
した後、冷蔵庫で一晩静置することによってトシル化ＣＤ（ＴｓＯ‑ＣＤ）を析出させた
。次にＴｓＯ‑ＣＤ（4.7ｇ）とアジ化ナトリウム（3.0ｇ）とを８０℃の水（50ｍＬ）に
加え、８０℃で５時間攪拌することによって反応させた。この反応溶液を室温に冷却し、
アセトン（300ｍＬ）に加えてＮ３‑ＣＤを沈殿させ吸引ろ過した後に減圧乾燥した。得ら
れたＮ３‑ＣＤ（3.0ｇ）とトリフェニルホスフィン（1.5ｇ）とをＮ，Ｎ‑ジメチルホルム
アミド（50ｍＬ）に溶解させ、さらに２５％アンモニア水溶液（10ｍＬ）を加え、室温で
４時間攪拌した。これをアセトン（300ｍＬ）に加えＮＨ２‑ＣＤを沈殿させ、吸引ろ過し
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た後、減圧乾燥することによって６‑アミノ‑６‑デオキシ‑シクロデキストリン（ＮＨ２‑
ＣＤ）を得た。次に、ＮＨ２‑ＣＤ（3.4ｇ）をｐＨ１１の炭酸緩衝液（50ｍＬ）に加え、
塩化アクリロイル（2.7ｇ）を滴下し、氷浴中で２時間攪拌することによって反応を進行
させた。これをアセトン（300ｍＬ）に加えて生成物を沈殿させ、吸引ろ過した後に減圧
乾燥することによってアクリロイル‑６‑アミノ‑６‑デオキシ‑シクロデキストリン(Acrylo
yl‑ＣＤ)を合成した。
【０１１９】
＜分子応答性ゲル微粒子の製造＞
図１（ｂ）に示すように、合成したAcryloyl‑ＣＤと、２‑（Ｎ，Ｎ‑ジエチルアミノ）
エチルメタクリレート（ＤＥＡＥＭＡ）と、ＥＯの繰り返し単位が４のポリエチレングリ
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コールジメタクリレート（ＰＥＧＤＭＡ）と、蒸留水とを下表１の組成でサンプル管に入
れ、超音波で３０分間攪拌した。その後サンプル管から５ｍＬを取り出し試験管に移して
攪拌子５００ｒｐｍで攪拌させ、レドックス開始剤として過硫酸アンモニウム／テトラメ
チルエチレンジアミン（ＡＰＳ／ＴＥＭＥＤ）を加え５０℃で８時間反応させることによ
り分子応答性ゲル微粒子を合成した。表１は、分子応答性ゲル微粒子を合成するためのモ
ノマー組成と得られた微粒子の粒子径および多分散度指数を示すものである。
【０１２０】
【表１】
40

【０１２１】
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得られた分子応答性ゲル微粒子の分散液は安定で乳白色を呈した。分子応答性ゲル微粒
子の粒子径を動的光散乱法によって以下の方法で決定した。
【０１２２】
分子応答性ゲル微粒子の固形分濃度が０．００１％になるように、分散液をイオン交換
水で希釈した後、超音波洗浄機にて３０分間分散させて、光散乱測定器（大塚電子製、Ｄ
ＬＳ−７０００Ｋ、液温２５℃、１２φ円筒セル使用）を用いて散乱強度を測定した。平
均粒子径は、検出された微粒子に起因する散乱強度分布からヒストグラム解析法によって
求めた。また、多分散度指数（p.ｄ.）は同様に、散乱強度から得られる自己相関関数の
指数部を二次級数展開し、二次項の係数を一次項の係数の二乗で規格化することによって
求めた。多分散指数が０．１よりも大きい値であれば多分散（複数のピークを持っていた
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り、単ピークでもブロードであったりすること）を示し、０．１以下であれば、単分散で
ある（シャープなピークを持つ）ことを示す。
【０１２３】
その結果、上記方法で分子応答性ゲル微粒子を合成した場合、いずれも数百ｎｍ程度の
分子応答性ゲル微粒子が生成していることが明らかとなった（表１参照）。さらに、ＣＤ
含有率の増加に伴って分子応答性ゲル微粒子の粒径も増加する傾向を示した。これは、Ｄ
ＥＡＥＭＡよりも親水性度の高いアクリロイル化ＣＤの含有率が増加することによって、
ゲルが膨潤してその粒径が増加したためと考えられる。また、表１に示すように、いずれ
のゲル微粒子の多分散度指数（p.ｄ.）も０．１未満であることから、粒径分布は狭く、
比較的均一なゲル微粒子が合成できていると考えられる。なお、本実施例において、ＣＤ
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含有率（単位：モル％）とは、モノマー（Acryloyl‑ＣＤ、２‑（Ｎ，Ｎ‑ジエチルアミノ
）エチルメタクリレート（ＤＥＡＥＭＡ）及びポリエチレングリコールジメタクリレート
（ＰＥＧＤＭＡ））全量に対して、用いたAcryloyl‑ＣＤの量の割合をいう。
【０１２４】
〔実施例２：分子応答性ゲル微粒子の膨潤挙動の測定〕
得られた分子応答性ゲル微粒子を含有する反応液をガラス管から取り出し、透析するこ
とにより、未反応モノマー等を除去した。
【０１２５】
次に、ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）を溶解した水溶液中での分子応答性ゲル微粒子の平
均粒子径とＣＤ含有率との関係を調べた。
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【０１２６】
図２にその結果を示す。図２中、縦軸は分子応答性ゲル微粒子の平均粒子径（単位：ｎ
ｍ）を、横軸はＣＤ含有率（単位：モル％）を示す。図２中、黒丸はビスフェノールＡ（
ＢＰＡ）を溶解した水溶液中での測定結果を示す。
【０１２７】
また、図３に、ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）を溶解した水溶液中での分子応答性ゲル微
粒子の平均粒子径の収縮率とＣＤ含有率との関係を示す。図３中、縦軸は分子応答性ゲル
微粒子の平均粒子径の収縮率（ｄ／ｄ０）を、横軸はＣＤ含有率（単位：モル％）を示す
。ここで、ｄ０は水中での分子応答性ゲル微粒子の平均粒子径（ｎｍ）、ｄはビスフェノ
ールＡ（ＢＰＡ）又は後述する比較例１で２‑フェニルエチルアセテート（ＰＥＡ）を溶

40

解した水溶液中での分子応答性ゲル微粒子の平均粒子径（ｎｍ）である。図３中、黒丸は
ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）を溶解した水溶液中での測定結果を示す。
【０１２８】
図２及び図３に示される、本実施例と後述する比較例１との結果から、ＣＤを含有して
いない分子応答性ゲル微粒子の粒径は水中とＢＰＡ水溶液中でほとんど変化しなかったが
、ＣＤを導入した分子応答性ゲル微粒子の平均粒子径は水中に比較してＢＰＡ水溶液中で
減少したことが判る。
【０１２９】
これは、ＣＤを導入した分子応答性ゲル微粒子を構成している高分子鎖中のＣＤがＢＰ
Ａの２つの芳香環を認識してＣＤ−ＢＰＡ−ＣＤ複合体からなる架橋構造が形成され、膨
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潤層が収縮したためであると考えられる（図４上段参照）。
【０１３０】
これに対して、ＰＥＡ水溶液中ではＣＤを導入した分子応答性ゲル微粒子の粒子径は水
中とほとんど変化がなかった。ＰＥＡはＣＤを導入した分子応答性ゲル微粒子中のＣＤに
認識されてＣＤ‑ＰＥＡ複合体を形成するが、ＰＥＡは芳香環を１つしかもたないために
架橋構造が形成されず、その結果として収縮しなかったと考えられる（図４下段参照）。
【０１３１】
以上の結果から、ＣＤを導入した分子応答性ゲル微粒子はＢＰＡとＰＥＡとを区別して
ＢＰＡのみを特異的に認識して粒子サイズを減少させる分子応答性ゲル微粒子であること
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が明らかとなった。
【０１３２】
〔比較例１：分子応答性ゲル微粒子の膨潤率測定〕
次に、２‑フェニルエチルアセテート（ＰＥＡ）を溶解した水溶液中及び水中での分子
応答性ゲル微粒子の平均粒子径とＣＤ含有率との関係を調べた。
【０１３３】
図２にその結果を示す。図２中、白丸は、水中における測定結果を、黒四角は２‑フェ
ニルエチルアセテート（ＰＥＡ）を溶解した水溶液中での測定結果を示す。
【０１３４】
また、図３に、２‑フェニルエチルアセテート（ＰＥＡ）を溶解した水溶液中での分子
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応答性ゲル微粒子の平均粒子径の収縮率とＣＤ含有率との関係を示す。図３中、黒四角は
２‑フェニルエチルアセテート（ＰＥＡ）を溶解した水溶液中での測定結果を示す。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
本発明にかかる分子応答性ゲル微粒子は、以上のように、包接化合物を形成する複数の
ホスト分子が、高分子ゲル微粒子の架橋構造内に固定されており、２以上の上記ホスト分
子が、標的分子内の異なる原子団を包接することにより、当該２以上のホスト分子と当該
標的分子とによって、分子応答性ゲル微粒子内に新たな架橋が形成され、分子応答性ゲル
微粒子の体積を変化させることができる。それゆえ、このような特定の分子に応答する分
子応答性ゲル微粒子は、センサー素子、吸着材料等として環境分野への幅広い利用が考え
られる。さらに、疾病等に関連するシグナルとなる生体分子に応答して粒子サイズを変化
させる分子応答性ゲル微粒子の合成も可能となりＤＤＳや診断センサー等の医療材料とし
て用いることができる。それゆえ、本発明は、環境検査産業、臨床検査産業、医薬品産業
、工業薬品製造業等の各種化学工業、さらには医療産業等に利用可能であり、しかも非常
に有用であると考えられる。
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