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(54)【発明の名称】グリコシドアミノ酸誘導体から成るヒドロゲル化剤およびヒドロゲル
(57)【要約】
【課題】

（修正有）

ポリマー由来のゲルとは異なり低分子から構

成され生分解性や生体適合性を有する機能性ゲルを提供
する。
【解決手段】

式（１）で表わされるグリコシドアミノ

酸誘導体から成るヒドロゲル化剤、および該ゲル化剤が
水性液を含有して構成されるヒドロゲル。式（１）中、
ＳＧはＮ−アセチル化された単糖類または二糖類のグリ
コシド構造を有する糖構造部位を表わし、ＡＡは下記の
式（２）で示されるアミノ酸構造部位を表わし、Ｌは前
記糖構造部位とアミノ酸構造部位とを連結し、水素結合
性の官能基または原子団を有するリンカー部位を表わ
す。式（２）中、Ｒはヘキシルメチルのような炭化水素
基を表わす。温度変化に応じて可逆的に膨潤・収縮する
感温性ゲルと成る。

( 2 )
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2

【特許請求の範囲】

は二糖類のグリコシド構造を有する糖構造部位を表わ

【請求項１】

下記の式（１）で表わされるグリコシド

し、ＡＡは下記の式（２）で示されるアミノ酸構造部位

アミノ酸誘導体から成ることを特徴とするヒドロゲル化

を表わし、Ｌは前記糖構造部位とアミノ酸構造部位とを

剤。

連結し、水素結合性の官能基または原子団を有するリン

【化１】

カー部位を表わす。〕
【化２】

〔式（１）中、ＳＧはＮ−アセチル化された単糖類また

【請求項２】

式（１）のＳＧが下記の式（７）〜

（９）のいずれかで示される糖構造部位を表わすことを
特徴とする請求項１に記載のヒドロゲル化剤。
【化３】

( 3 )
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【請求項３】

4

Ｌが下記の式（１０）〜（１２）のいず

高分子（ポリマー）から成るゲル化剤は、一般に、共有

れかで示されるリンカー部位を表わすことを特徴とする

結合を介して形成された強固な三次元網目構造中に溶媒

請求項１または２に記載のヒドロゲル化剤。

が溶けてゲルが構成されるものであり、生分解性に乏し

【化４】

く、生体内での機能性材料として使用するには不適当な
ものが多く、生体外の機能性材料として用いる場合も容
易に分解せず、環境に与える負荷が大きく、また、生体
適合性を呈するものも少ない。最近、比較的低分子（小
分子）の有機化合物をゲル化剤原料とする有機ゲルも幾
つか提案されているが、機能性ゲル、例えば、熱応答性
10

（感温性）ゲルとして実現されているものは殆ど見当ら
ない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、従来
からよく知られているポリマー由来のゲルとは異なり低
分子（小分子）から構成され生分解性や生体適合性を有
する機能性ゲルを提供することにある。

【請求項４】

請求項１〜３のいずれかに記載のヒドロ

【０００５】

ゲル化剤が水性液を含有して構成されることを特徴とす

【課題を解決するための手段】本発明者は、検討を重ね

るヒドロゲル。

た結果、生体適合性を有する分子構造ユニットを組合せ

【請求項５】

感温性を示すことを特徴とする請求項４

20

た低分子から成る新しいタイプのゲル化性物質を見出

に記載のヒドロゲル。

し、本発明を導き出した。かくして、本発明は、下記の

【発明の詳細な説明】

式（１）で表わされるグリコシドアミノ酸誘導体から成

【０００１】

ることを特徴とするヒドロゲル化剤を提供するものであ

【発明の属する技術分野】本発明は、ゲル化現象を利用

る。

する技術分野に属し、特に、低分子の集合体から構成さ

【０００６】

れる新規なヒドロゲル（ハイドロゲル）に関する。

【化５】

【０００２】
【従来の技術】近年、天然のゲルを模擬した合成ゲルの

【０００７】式（１）中、ＳＧはＮ−アセチル化された

基礎研究および応用開発が盛んに進められている。この

単糖類または二糖類のグリコシド構造を有する糖構造部

ような合成ゲルは、外部刺激に応答し得る特性を付与す

30

位を表わし、ＡＡは下記の式（２）で示されるアミノ酸

ることにより機能性物質として利用することを意図する

構造部位を表わし、Ｌは前記糖構造部位とアミノ酸構造

ものであるが、ゲル化剤として用いられている材料は未

部位とを連結し、水素結合性の官能基または原子団を有

だ限定されている。

するリンカー部位を表わす。

【０００３】例えば、熱応答性（感温性）物質として

【０００８】

は、ポリイソプロピルアクリルアミドのような極めて限

【化６】

られた高分子しか知られていない。そして、このような

( 4 )
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5

6

【０００９】さらに、本発明に従えば、上記のごときヒ

後述のリンカー部位との結合が容易になるように１位の

ドロゲル化剤が水性液を含有して構成されることを特徴

グリコシド基にアルキル基が連結されていることが好ま

とするヒドロゲル、特に、感温性を示すことを特徴とす

30

しい。かくして、式（１）のＳＧの特に好ましい例とし

るヒドロゲルが提供される。

て、下記の式（７）〜（９）のいずれかで示される糖構

【００１０】

造部位が挙げられる。

【発明の実施の形態】上記の式（１）で表わされる本発

【００１２】

明のゲル化剤は、それぞれの構成ユニットが協奏的に作

【化７】

用し、全体として安定なヒドロゲルを形成するよう分子
設計されたものである。先ず、式（１）のＳＧは、Ｎ−
アセチル化された単糖類または二糖類のグリコシド構造
を有する糖構造部位を表わし、この部位は高度に水和さ
れる親水部として作用する。Ｎ−アセチル化された糖類
が多数の水分子によって水和されることは知られている

40

が、本発明においては、単糖類または二糖類のグリコシ
ド構造を有するものを用いる。式（１）のＳＧとして多
糖類由来のものを用いると、単に水に溶けるだけでゲル
を形成しない。
【００１１】Ｎ−アセチル化された糖類としては、Ｎ−
アセチルガラクトサミンおよびＮ−アセチルグルコサミ
ンがよく知られており、本発明の式（１）のＳＧとして
は、これらのＮ−アセチル化糖から誘導された単糖類ま
たは二糖類のグリコシド構造を有するものを用いるのが
好ましい。また、これらのグリコシド構造においては、

50

( 5 )
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7

8

【００１３】次に、式（１）においてＡＡは、既述の式

固相合成法により合成することができる。図１には、本

（２）で示されるアミノ酸構造部位を表わし、この部位

発明のゲル化剤を構成する式（１）のグリコシドアミノ

は、疎水的相互作用によりゲルファイバーの安定化に貢

酸誘導体を合成するための代表的な反応スキームを示し

献する。但し、疎水的すぎると水と混じらないためにヒ

ている。

ドロゲルと成らず、一方、疎水性が不充分であると水に

【００１７】式（１）で表わされるグリコシドアミノ酸

溶けてしまう。これらの点から、アミノ酸残基に結合し

誘導体から成るゲル化剤は、水性液、すなわち、水また

ているＲとして既述の式（３）〜（６）で示されるもの

は水溶液（一般に水分含量が50％以上）を含有してヒド

を用いるのが好ましい。特に好ましいのは式（３）で示

ロゲルを形成する。そして、このヒドロゲルは、外部環

されるＲであり、したがって、ＡＡとして特に好ましい
例としては、式（３）のＲがグルタミン酸残基（式

境の温度変化に応答して膨潤・収縮を可逆的に繰り返す
10

ことのできる感温性（熱応答性）を示すことが見出され

（２）においてｎ＝１に相当）に結合したグルタミン酸

ている。式（１）のグリコシドアミノ酸誘導体が、この

シクロヘキシルメチルエステル基を挙げることができ

ような感温性のヒドロゲルを形成する詳細なメカニズム

る。

は未だ完全には解明されていないが、式（１）のリンカ

【００１４】さらに、式（１）においてＬは、糖構造部

ー部位（Ｌ）に因る強固な水素結合とアミノ酸構造部位

位とアミノ酸構造部位とを連結し、水素結合性の官能基

（ＡＡ）に因る疎水的なパッキングにより式（１）で表

または原子団を有するリンカー部位を表わす。すなわ

わされる低分子から成る繊維状自己集合体が形成され、

ち、Ｌは、親水部（ＳＧ）と疎水部（ＡＡ）を連結する

それが温度の変化に応じて糖構造部位（ＳＧ）の水和・

とともに、式（１）で表わされる分子の相互間を水素結

脱水和に因り膨潤・収縮するためと考えられる。そし

合を介して結合することにより網目構造（水素結合ネッ

て、式（１）で表わされるグリコシドアミノ酸誘導体か

トワーク）を形成するためのものである。水素結合性の

20

ら成る本発明のヒドロゲルは、式（１）の構成ユニット

官能基または原子団は特に限定されるものではなく、よ

を変えることにより熱応答特性、すなわち、膨潤・収縮

く知られているようにＸ−Ｈ・・・Ｙで表わされる水素

を起こす体積相転移温度を自在に変えることができる

結合（Ｘは、酸素原子または窒素原子を表わし、Ｙは酸

（後述の実施例参照）。

素原子、窒素原子またはハロゲン原子を表わす）を形成

【００１８】

し得るような官能基または原子団を有するものをＬとし

【実施例】以下に、本発明の特徴をさらに具体的に明ら

て用いればよい。但し、このリンカー部位が長すぎる

かにするため実施例を示すが、本発明はこれらの実施例

と、水素結合によりゲル化性よりも結晶性が強くなるの

によって制限されるものではない。なお、本明細書およ

で、Ｌとしては、長さ方向に５〜１０個程度の原子が存

び図面に示す化学構造式においては、慣用的な表現法に

在する全体としてほぼ直線状の分子構造を呈するものが

従い、炭素原子および水素原子を省略していることもあ

好ましい。かくして、式（１）のＬの好ましい例とし

30

る。

て、下記の式（１０）〜（１２）のいずれかで示される

【００１９】実施例１：グリコシドアミノ酸誘導体の合

リンカー部位が挙げられる。

成

【００１５】

図１に示す合成スキームに沿って、本発明に従うグリコ

【化８】

シドアミノ酸誘導体および比較のためのグリコシドアミ
ノ酸誘導体を以下のように合成した。
化合物１の合成
トリチルクロロポスチレンレジン4.77ｇ（5.01mmol）、
アジトエチル Ｎ アセチルガラクトサミン1.60ｇ（5.51
mmol）を乾燥ピリジンに懸濁させた。窒素雰囲気下、65
40

℃で24時間攪拌した。ＤＭＦ、ジクロロメタンで樹脂を
洗浄し、減圧乾燥させて化合物１を得た。
【００２０】化合物２の合成
化合物１

5.68ｇ（4.71mmol）、トリフェニルホスフィ

ン（ＰＰｈ３ ）3.93ｇ（15.0mmol）を乾燥ジクロロメタ
ンに懸濁させた。窒素雰囲気下で8時間還流した。ジク
ロロメタンで樹脂を十分に洗浄した。得られた樹脂をＴ
【００１６】式（１）で表わされるグリコシドアミノ酸

ＨＦ90mlと蒸留水10mlに懸濁させた。窒素雰囲気下で12

誘導体から成る本発明のゲル化剤は、ポリスチレン樹脂

時間還流した。ＴＨＦ、ジクロロメタンで樹脂を洗浄

等を用いて、逐次、如上の糖構造部位、リンカー部位お

し、減圧乾燥させて化合物２を得た。

よびアミノ酸構造部位を結合させた後、樹脂を除去する

50

【００２１】化合物３の合成

( 6 )

特開２００３−３２７９４９

9
化合物２

10

5.70ｇ（5.01mmol）をＤＭＦに懸濁させた。

を加えてＴＦＡを中和した。吸引濾過で樹脂を除いた後

ジイソプロピルエチルアミン（ＤＩＥＡ）1.31ml（7.52

に溶媒を減圧留去した。精製はシリカ濾過（展開溶媒：

mmol）を加えた。無水コハク酸を滴下した結果、0.31ｇ

クロロホルム：メタノール＝４：１）で行った。収量：

（3.09mmol）を加えた時点で反応終了を確認できたので

60mg、トータル収率（５ステップ）：54％。 Ｈ−ＮＭ

ＤＭＦ、ジクロロメタンで樹脂を洗浄し、減圧乾燥させ

Ｒ（600MHz、ＣＤＣｌ３ ：ＣＤ３ ＯＤ＝５：１）δ7.80

て化合物３を得た。

(d, 1H, J=7.8, NH)、δ7.60(t, 1H, J=5.9, NH)、δ4.

【００２２】化合物４ｋの合成

50(m, 1H, COCH(NH)CH2 CH2 CO)、δ4.38(d, 1H, J=8.4,

化合物３

H‑1)、δ3.97‑3.51(m, 10H, H‑2, H‑3, H‑4, H‑5, H‑6,

１

0.25ｇ（0.17mmol）をＤＭＦ3.5mlに懸濁さ

せた。ジシクロヘキシルメチルグルタメート0.23ｇ（0.
68mmol）、ＤＩＥＡ0.15ml（0.85mmol）、ジフェニルホ

COOCH2 C6 H1 1 )、δ2.55‑2.41(m, 6H, COCH2 CH2 CO ,COCH
10

(NH)CH2 CH2 CO)、δ2.15‑1.90(m, 2H, COCH(NH)CH2 CH2 C

スホリルアジド（ＤＰＰＡ）0.11ml（0.51mmol）を加え

O)、δ2.03(s, 3H,CH3 CONH)、δ1.74‑0.96(m, 22H, COO

て終夜攪拌した。ＤＭＦ、ジクロロメタンで樹脂を洗浄

CH2 C6 H1 1 )。MALDI‑TOF‑Mass for C3 3 H5 5 N3 O1 2 (MW=685.

し、減圧乾燥させて化合物４ｋを得た。

80) : m/z=708.45 [M+Na] 、724.34 [M+K] 。

【００２３】化合物５ｋの合成

【００２４】他のグリコシドアミノ酸誘導体も同様のス

化合物４ｋ

キームで合成した。各々のグリコシドアミノ酸誘導体に

+

0.26ｇ（0.16mmol）をジクロロメタン3.5m

+

lに懸濁させた。ＴＦＡ0.8mlを加えた後に室温で1時間

関し、５ステップのトータル収率を表１に示す。

攪拌した。吸引濾過により樹脂を除きその濾液にAmberl

【００２５】

ite IRA96SB（三級アミンが修飾してある樹脂）1.00ｇ

【表１】

【００２６】実施例２：ヒドロゲル化能の評価試験

しなかった。ヒドロゲル化能は式（２）のＲに相当する

実施例１で得られたグリコシドアミノ酸誘導体のヒドロ

部分の構造に大きく依存し、例えば、アルキル鎖長が短

ゲル化能を以下のように評価した：グリコシドアミノ酸

いもの（5a、5b）はゲル化せずに蒸留水に溶解し、他

誘導体の濃度を4.0ｍＭとし、ミクロチューブに蒸留水

方、アルキル鎖長の長いもの（5f、5g、5h）は蒸留水に

0.4mlを加え、それぞれのグリコシドアミノ酸誘導体を

分散しないかあるいは分散した後に沈殿した。またアミ

適量加えた。3分間ドライヤーで加熱して25℃で終夜静

ノ酸骨格にもゲル化能は大きく依存し、グルタミン酸型

置した。得られたサンプルを倒立させ落ちてこなかった

5dとアジピン酸型5eはゲル化するが、アスパラギン酸型

ものをヒドロゲルとした。

30

5cは分散さえしなかった。

【００２７】ヒドロゲル化能評価試験の結果を表２に示

【００２８】

す。式（１）に属するもの（5d、5e、5j、5k、5l）はヒ

【表２】

ドロゲル化能を示したが、他のものはヒドロゲルを形成

【００２９】実施例３：ヒドロゲルの感温性評価試験

こすことが判明したので他のヒドロゲルについても体積

グリコシドアミノ酸誘導体5kが形成するゲルは室温では
安定であるが温度を72℃に上昇させるとゲルの体積が大

相転移挙動を評価した。相転移挙動が起こる際にはそれ
40

と同時に水溶液を白濁させるような凝集体が生成する。

幅に減少した。しかもその変化は可逆であり、温度を下

そこで、各温度における紫外−可視光の透過率から体積

げると再び安定な透明ゲルへと戻った。この現象を定量

相転移を評価した。その結果を図３に示す。このよう

的に評価するためゲル化剤5kが保持できる水の体積（ゲ

に、5kに関し、透過率から求められた相転移結果（図

ル化できる水の体積）比をそれぞれの温度に対してプロ

３）と膨潤度から求められた結果（図２）は一致してい

ットした。その結果、図２に示されるように69℃に相転

る。したがって、透過率からも相転移を知ることができ

移温度が認められ狭い温度領域において体積の不連続な

る。また、図４の結果から、体積相転移が可逆変化であ

変化が観測できた。この実験から5kが形成するヒドロゲ

ることも確認できた。図３に示されるように、5d、5eも

ルは温度に依存した体積相転移を起こすことが明らかで

体積相転移を起こした。すなわち、5dは相転移温度を41

ある。

℃に有し、5eは相転移温度を約30℃に有していた。一

【００３０】5kの形成するヒドロゲルが体積相転移を起

50

方、5jはこのような体積相転移を起こさずに、単にゲル

( 7 )
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が溶解するゲル−ゾル転移を49℃で起こした。以上の結

温において収縮した状態のヒドロゲルも同様に1613cm

果から明らかなように、本発明のヒドロゲルの相転移温

と低波数のカルボニル伸縮を有することから、巨視的に

度はグリコシドアミノ酸誘導体の微細構造に大きく依存

は体積変化を起こしているものの5kが形成する自己集合

し、本実施例に示すグリコシドアミノ酸誘導体だけで

体の構造は変化していないと考えられる。

も、その相転移温度を30℃から70℃と広い範囲において

【００３４】以上の結果から、本発明のヒドロゲルにお

変化させることができる。

いては、強固な水素結合ネットワークとシクロヘキシル

【００３１】実施例４：ヒドロゲルの構造観察および構

基による疎水的なパッキングにより図６に示すような繊

造解析

維状自己集合体が形成され、それが温度上昇とともに親

透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて、グリコシドアミ
ノ酸誘導体5kが形成するヒドロゲルの構造観察を行っ

水性糖部の脱水和によるゲルファイバーの収縮により熱
10

収縮するものと考えられる。このように特定構造のグリ

た。その結果を図５に示す。5kは水溶液中において繊維

コシドアミノ酸誘導体から成る本発明のヒドロゲルは、

状の自己集合体を形成し、各分子間の物理的な架橋によ

低分子（小分子）から構成されていながら、あたかも、

り三次元的に発達した組織体を形成していることが示さ

高分子であるポリイソプロピルアクリルアミドのように

れた。また、疎水環境においてのみ強い蛍光を発する環

挙動する特異なヒドロゲルである。

境応答性蛍光色素であるＮＡＮＢＤ（Ｎ−（((２−ヒド

【００３５】

ロキシアセトキシ)エチル)−Ｎ−メチル）アミノ−７−

【発明の効果】本発明によって得られるヒドロゲルは、

ニトロベンズ−２−オキサ−１，３−ジアゾール）を含

生分解性を有し生体適合性の高い低分子から構成された

む水溶液のヒドロゲル5kの共焦点レーザー顕微鏡観察を

新しいタイプの感温性ゲルであり、バイオマテリアル素

行ったところ、ＴＥＭ観察の結果と同様に三次元に発達

材として細胞再生マトリックス用の代替コラーゲン、刺

した緑色の蛍光が観察された。すなわち、ヒドロゲルを

20

激応答性薬物徐放キャリアや熱応答性のバルブなど幅広

形成する繊維構造中には疎水的なドメインが存在するこ

い応用が期待できる。

とが示された。

【図面の簡単な説明】

【００３２】さらに、分子レベルでの構造を明らかにす

【図１】本発明のゲル化剤を構成するグリコシドアミノ

るため、ヒドロゲルを凍結乾燥して得られるキセロゲル

酸誘導体を合成する反応スキームを例示するものであ

の粉末Ｘ線回折による構造解析を行った。その結果、3.

る。

8nmと0.4nmに対応するピークが観察された。3.8nmは5k

【図２】本発明のヒドロゲルにおける膨潤度と温度の関

が傾いた状態で二分子層を形成している場合の両端間の

係を示す１例である。

距離に対応する。また0.4nmはシクロヘキシル基の厚さ

【図３】本発明におけるヒドロゲルの透光率による体積

に相当する。これらの結果は、5kから規則正しく分子が

変化と温度の関係を示す１例である。

配向した集合体が形成されたことを示唆している。

30

【図４】昇温−降温を繰り返した場合の本発明のヒドロ

【００３３】続いて得られたヒドロゲルのＦＴ−ＩＲ観

ゲルにおける透光率による体積変化を示す１例である。

察を行った。その結果、5kから得られるヒドロゲルはア

【図５】本発明のヒドロゲルを構造観察した透過型電子

‑ 1

ミド結合のカルボニル伸縮が1615cm

とかなり低波数側

顕微鏡写真の１例である。

に現れ、発達した水素結合を形成していることが示唆さ

【図６】本発明のヒドロゲルにより形成されると推測さ

れた。この実験結果からも5kから成るヒドロゲルが規則

れる自己集合体の構造を模式的に示す１例である。

的な分子配向を形成していることが示唆される。また高
【図２】

【図５】

( 8 )
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【図１】

【図３】

【図６】

【図４】
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