


・高強度 ⇔伸びない

・伸びてほしい
⇔強度低下

・強度が回復 →難

・割れても再接着 →難

【従来の課題】
・架橋点が固定
・応力集中
・材料強度が回復する
分子設計がない

高分子科学・高分子材料に
何が求められているか？



βCD-Ad pAAm gel 
(3,3)

pAAm gel 
(2)

独自開発の超分子材料
が想定外の

高延伸性を実現

独自の分子設計・材料設計で機能化が図れるか？



高分子材料は再接着できるか？

荒唐無稽ではなく、新しい価値観を生み出す学理と創造力



破
断
応
力

破断歪

共有結合からなる高分子材料が
示す力学物性の境界線

超分子材料が目指す
力学物性の領域

非連続な
力学物性の革新

革新的な
超分子材料へ展開

何が高分子材料科学の課題なのか？
共有結合性高分子材料の限界は何か？

【解決法は判っている】
如何に応力集中を避けるか。応力分散するか。

【従来の課題】
・架橋点が固定
・分子設計ライ
ブラリーがない

超分子材料
ならではの

『うれしさ』を実現

可逆・可動性架橋を
駆使した

超分子材料の架橋設計



・水中にて空孔サイズに応じた疎水性ゲスト分子を包接

ホスト分子 ― シクロデキストリン (CD)



どういった分子設計でブレークスルーするか？

材料構築技術

・自己修復性

・選択的接着
・刺激応答伸縮性

シクロデキストリン

超分子材料の
架橋設計
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引っ張る

切れない！

接着
光源

露光
部位

高靭性材料

超分子アクチュエータ自己修復材料

分子接着技術

可逆的・可動性架橋により設計された超分子材料
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Polymerizations

Polymerization

Formation of
inclusion complex

Macromolecular
self-assembly

Host monomer Guest monomer

Host polymer

Guest polymer

Supramolecular 
polymeric materials

Host-guest inclusion 
complex monomer

Method BMethod A

どのようなアプローチで高分子材料を作製するか？



Host polymer Guest polymer

Association Constant

+ Fe

OH

O

Ka = 1,700 M-1

中畑雅樹 君
（基礎工境研 助教）

酸化還元応答性超分子ヒドロゲルの作製



2 wt% sol.
(pH 9 buffer)

2 wt% sol.
(pH 9 buffer)

+

Adhesion !

Recovery; 84% of the initial gel’s strength

Nakahata, M.; Takashima, Y.; Yamaguchi, H.; Harada, A. 
Nat. Commun. 2011, 2, 511.

Association Constant

+ Fe

OH

O

Ka = 1,700 M-1

超分子ヒドロゲルの接着性および自己修復率



GSH

r.t., 24 h

r.t., 24 h

Oxidant : NaClO
Reductant : Glutathione (GSH)

超分子ヒドロゲルの酸化還元応答性



Polymerizations

Polymerization

Formation of
inclusion complex

Macromolecular
self-assembly

Host monomer Guest monomer

Host polymer

Guest polymer

Supramolecular 
polymeric materials

Host-guest inclusion 
complex monomer

Method BMethod A

どのようなアプローチで高分子材料を作製するか？



b-CD-Ad gel(7, 6)

Polymerization 

In aq.

Washing with dimethyl sulfoxide and water several times
角田貴洋君

（金沢大 助教）

包接重合法による超分子ヒドロゲルの作製



Kakuta, T,: Takashima, Y.; Nakahata, M.; Yamaguchi, H.; Harada, A. Adv. Mater. 2013, 25, 2849-2853.

材料強度の回復率: 99% 
（初期材料強度を基準とする）

超分子ヒドロゲルの面選択的な接着性



高分子材料内部では何が起こっているのか？



ユシロ化学工業 提供



ユシロ化学工業 提供



超分子材料の医療用途展開



細胞
培地

低ヤング率高ヤング率

・細胞培地の力学的性質を制御
・幹細胞を「分化も増殖もしない」状態
に追い込む
細胞シート(再生医療)に貢献

実施契約検討中

〜ねらい〜

+

―

従来の細胞培地に対する要求
刺激に応じた培地の硬さ制御
細胞の動態を可逆的に制御

計画内容

外的刺激により望みの機能を
持った細胞に分化を誘導

神経系細胞(1 kPa)

筋肉系細胞(10 kPa)

骨系細胞(100 kPa)

京都大学・ハイデルベルク大学
田中 求教授（生命物理学）

ガラス基板 (E > 1 GPa)

11 kPa（硬）

8 kPa（中）

（軟）

競争分子
刺激応答
分子

ゲルシートから刺激応答性細胞培地へ
Mechanobiologyへの新規展開



アセチル化およびメチル化 CD モノマーは疎水性液体モノマーに溶解

ヒドロゲルから疎水性の材料へ

DMAA : N, N-Dimethylacrylamide   EA : ethyl acrylate

(メチル化) (アセチル化)

CD モノマーの溶解性

γCD
AAmMe

TMγCD
AAmMe

TAcγCD
AAmMe

Water ○ ○ ×

DMAA ○ ○ ×

EA × ○ ○

ヒドロゲルから疎水性の材料へ



ethyl acrylate
EA TMγCDAAmMe AdEtA

EA-TMγCDAAmMe-AdEtA(x,y)

主鎖モノマー ホストモノマー ゲストモノマー

包接錯体架橋材料の作製①無溶媒での包接錯体架橋性材料



EA-TMγCDAAmMe-AdEtA(0.5,0.5) は高い靭性を示した

可逆性架橋エラストマー包接錯体架橋性材料の力学特性

EA-BDA(x)

EA-AdEtA(y)

AdEtポリマー

化学架橋ポリマー



(化学架橋)
EA-BDA(1)

(可逆性架橋)
EA-TAcγCDAAmMe-AdEtA(1,1)

架橋材料の突き刺し・接着試験



• 従来高分子に劣化・割れ
に対する強さを付与。
→材料の長寿命化

• より過酷な環境に対応可

• 従来高分子に劣化・割れ
に対する強さを付与。
→材料の長寿命化

• より過酷な環境に対応可

• 含水材料でありながらも、
汎用高分子並の強靭さ

• 高い柔軟性
• 強度可変、接着性制御
などの新機能

• 含水材料でありながらも、
汎用高分子並の強靭さ

• 高い柔軟性
• 強度可変、接着性制御
などの新機能

ヒドロゲルでは弱い。更なる材料機能強化



分子認識モノマー群（モノマーライブラリー）

親水性ビニル
CDモノマー

疎水性ビニル
CDモノマー

アリルアミン型 ビニルエーテル型

チオフェン型

ノルボルネン型

スチレン型

HN

プロパルギル型

エポキシ型

シリコーン系やフッ素系主鎖ポリマー
チオール・エン反応による修飾
シリコーン系やフッ素系主鎖ポリマー
チオール・エン反応による修飾

導電性高分子への展開導電性高分子への展開
アジドへの付加反応へアジドへの付加反応へ

各種汎用主鎖ポリマーに対応するモノマー群各種汎用主鎖ポリマーに対応するモノマー群

NO O

NH

マレイミド型

マレイミド-チオール反応
（ペプチド修飾）
マレイミド-チオール反応
（ペプチド修飾）

交互共重合体交互共重合体



用途展開技術

モノマー
ライブラリー

自己修復

電池周辺部材 表面処理 動的細胞培地 自己修復コーティング

次世代EV

親水性・疎水性
超分子マテリアル

可逆性・可動性架橋分子設計を基盤とした
プラットホーム型超分子材料ライブラリーの構築

機能・用途技術群

高分子材料技術群

超分子・包接錯体技術群

分子認識モノマー群

超分子
ライブラリー

ポリマー
ライブラリー



自己修復性の二次電池負極材料

超分子材料を負極材料に用いる「うれしさ」



自己修復性
接着剤

電池関連
構造材料

医療機器
臓器モデル知育

吸着材

自己修復性塗料

高強度・高靭性材料
(衝撃吸収材等)

選択的分離剤
(レアメタルの
リサイクル等)

玩具・釣り糸

自己修復性導電性材料
燃料電池・二次電池

塗料

特願2013-176128

特願2015-081082
特願2014-140905

特願2015-199945

特願2017-039908
特願2017-095058

化粧品
アンチエイジング
セカンドスキン
マイクロマシーン

細胞培地

分子の限界を超える
統合的超分子材料科学

細胞培養制御
成長因子内包、組織接着
特願2016-148725

特願2016-055123

ナノレベルの分子設計から生まれる材料機能
材料機能を生かした材料設計



～材料機能設計～
可逆性・可動性架橋の導入による

機能制御

高分子は“紐”
相互作用部位は“輪”または“カップ”

高分子科学に新しい学理構築

高靭性化と自己修復機能を付与

最もシンプルな高分子モデルから
ユニバーサルデザインとしての
高分子・超分子材料を創製

高分子の架橋設計



•これまで高靭性・自己修復性材料の概念が
無かった分野での共同研究

•多様な高分子材料に対して、超分子錯体の
添加による機能化

•医療機器関係の高分子材料の機能化

企業への期待
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お問い合わせ先

大阪大学共創機構 産学共創本部

イノベーション共創部門

リエゾン支援室

TEL 06-6879-4875

FAX 06-6879-4208

e-mail contact＠uic.osaka-u.ac.jp


