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１） 研究内容の要約
本研究は，植物が本来有しているナノサイズの構造体であるセルロースミクロフィブリル（セルロースナ
ノファイバー）を単離し，その特性解析や新しいナノ材料を開発することによって，植物資源のより幅広い
分野への利用展開を目指している．中でも，単離ナノファイバーを用いた結晶性ハイドロゲルおよび高強度
ナノペーパーの作製およびその特性に関する研究を中心に行う．

The present study aims to encourage the development and utilization of plant resources featuring “cellulose
nanofiber”. For this purpose, I plan to investigate the preparation and characterization of the hydrogels based on the
cellulose nanofibers. For this purpose, the main research contents include the following (1) performance evaluation of
the cellulose nanofibers isolated various plant sources and (2) development and characterization of new crystalline
hydrogels and high-strength nanopapers based on cellulose nanofibers.

２） 全体計画
植物細胞壁は繊維幅わずか 4-20nm のセルロースミクロフ
ィブリルと呼ばれる結晶性ナノファイバーを骨格に持つ（図
１）．セルロースナノファイバーはその結晶構造により鋼鉄
の５倍の強度かつガラスの 1/50 以下の線熱膨張という非常
に優れた力学的性質を有する．資源の豊富さ，高い物性そし
てナノファイバー形状といった利点から，セルロースナノフ
ァイバーは複合材料の補強材やフィルター等の幅広い分野
での応用が期待されている．本研究では様々な植物資源から
単離したセルロースナノファイバーの基本的性質を把握す
るとともに，ナノファイバーの特性を活かした材料開発として新規結晶性ハイドロゲルやその他のセルロー
スナノ材料の作製および特性解析を行う．
全体的な研究計画としては，ナノファイバーゲル等の新しい材料開発およびその特性解析を順次進めるこ
とにより，セルロースナノファイバーの基本特性を十分に把握し，今後のさらなる用途展開を図る．研究計
画の概念図を図２に示し，各テーマの詳細を以下に示す．

テーマ 1：セルロースナノファイバーゲルの作製および特性解析
セルロースナノファイバーの特性を調べる過程で，アルカリ水溶液中で凝集しハイドロゲルを形成するこ
とが最近明らかとなった．そこで本テーマではこの特性に着目しゲル作製法の確立，ゲル化機構およびその
特性を明らかにすることを目的とする．通常，高分子ゲルを作製する際には，高分子を適切な溶剤中に溶解
させなければならない．しかし，セルロースナノファイバーのゲル作製にはそのような行程は必要なく，水
中で容易にゲル化させることが出来る．溶解の必要がないため，得られるゲルは結晶性ナノファイバーを骨
格としており，これまでの高分子ゲルとは全く異なる構造および特性を有すると考えられる．しかしながら，
このゲル化現象は最近確認されたばかりで，その詳細な特性は明らかになっていない．そこで，ナノファイ
バーの新しい用途展開につなげるため，従来の高分子ゲルとは作製法が全く異なるナノファイバーゲルの特
異性について詳細に調べる必要がある．
まずは，ゲル化機構の解明によってセルロースナノファイバーの新しい特性，特にアルカリ処理による影
響について十分に把握する．その上で，得られたナノファイバーゲルの性質を活かした用途先を模索する．
そのためにはゲルの基本特性を調べるだけではなく，さらなる高機能化を行い幅広い分野で活用される新規
材料を開発することが目標である．
現在，様々な高分子ゲルが利用されている．高分子ゲルは医療分野や薬事分野で積極的に研究が行われて
おり，豊富に存在するセルロースで簡便に作製できるこのゲルはその分野への応用が大きく期待される．さ
らに結晶性ナノファイバー骨格に由来する特異な性質（高い力学特性等）を明らかにすることで従来の高分
子ゲルの用途を越える領域での利用も可能となる．

テーマ 2： セルロースナノファイバーのその他の応用展開
現在，セルロースナノファイバーは主にプラスチック等の補強繊維として利用するための研究が行われて
いる．しかしながら，優れた特性を有するセルロースナノファイバーがあらゆる植物資源から容易に単離で
きるようになった現在，その用途を補強繊維のみに限定する必要はない．本来，セルロースは古くから紙，
衣服またはセルロース誘導体として様々な領域で利用されてきた．しかし，セルロースの新しい形態の一つ
であるセルロースナノファイバーはこれまで単離が非常に困難であったため，その基本特性は十分に把握さ
れておらず用途が限定されていた．今後さらなる用途展開を進めるためには，上記の新規ハイドロゲル以外
にも様々な新規材料を開発し，セルロースナノファイバーの新しい特性を明らかにする必要がある．
セルロースナノファイバーの幅広い分野への利用が目的であるため，新規材料のバリエーションは多いほ
ど良い．作製法が確立しその基本的性質が明らかになった材料については，様々な研究者および企業に積極
的に提供し共同研究を進めることによって，真の実用化を目指す．

セルロースナノファイバーは木材等主要な植物資源からだけではなく，稲わらやポテトパルプ（デンプン
の搾りかす）といった農業・食品副産物などこれまで廃棄されてきた植物資源からも単離可能である．テー
マ１に示したナノファイバーゲルを含め，セルロースナノファイバーを用いた新規材料の特性を広く公表し，
色々な研究者および企業を通じて幅広い分野で利用されることにより，それら廃棄資源にも一定の価値を付
加し，最大のバイオマス資源である植物をより一層活用することが可能となる．

３） 平成 23 年度の計画
ナノファイバーゲルの基本特性を把握すべく，ゲル化機構の解明および力学特性を調べる．通常のゲルは
溶解した高分子鎖１本が骨格であり，化学的または物理的な結合によりゲルを形成する．しかしながら，ナ
ノファイバーゲルは幅 4-20nm の結晶性ナノファイバーを骨格とし，従来のゲル構造とは全く異なる構造を有
する．とくにセルロースナノファイバーは極めて高い引張特性を示すため，本ゲルにおいてもその引張特性
を明らかにする．その結果をもとに，ゲルの結合様式について考察を行い，ゲル化機構の解明を行う．
また上記ナノファイバー以外の新規材料開発に取り組む．前年度までの成果において，セルロースナノフ
ァイバーの特性を活かした高強度ナノペーパーの開発を行った．本年度においては，低密度・高強度ナノペ
ーパーを作製することにより，新規ナノフィルターの開発に取り組む．現在盛んに行われている電子デバイ
ス・半導体やその他のナノ材料の製造において，また医療分野において使用されるクリーンルームにおいて
も安全な材料で高い清浄度を示すフィルターが求められている．そのような需要に対して，高性能かつ持続
可能資源であるセルロースナノファイバーからフィルターを作製する利点は多く，1. 大きな比表面積による
高い吸着能，2. ナノ粒子の捕捉による分離・濾過精度の向上，3.極めて低い空気抵抗により（スリップフロ
ー効果）
，ナノ孔径フィルターの流量減少を低減，4.耐熱性，難溶解および耐薬品性に優れる，5. 細菌・ウ
ィルスの除去後に完全に焼却が可能である．多くの利点がある一方で問題点もある．セルロースナノファイ
バー自身は非常に高い力学的性質を示すが，フィルター用の低密度不織布を作製する際，結合点の減少から
力学的性質は急激に低下し，また水中での使用の際には強度はさらに低下する．そのため高流速による圧力
に耐えることができない．この問題を克服すべく，アルカリ処理による簡便な繊維間架橋に着目し，ナノフ
ァイバー不織布の高強度を図ることにより，高性能ナノファイルターを開発することを目的とする．
また，様々な企業との共同研究により上記以外のナノファイバー利用の開拓や，実際に植物性廃棄物から
のナノファイバー製造に取り組む．

４） 平成 23 年度の成果
セルロースナノファイバー由来の新規結晶性ハイド
ロ ゲ ルに つい て その 引張 特 性を 調べ た ．繊 維率 を
10wt%前後に作製した湿潤ナノファイバーシートを
9w%または 15wt%の NaOH 水溶液に 50℃で浸漬するこ
とで，2 種類のナノファイバーゲルを作製した．X 線
回折測定の結果，作製したゲルはそれぞれセルロース
I 型および II 型の結晶構造を有し，両者のセルロース
結晶性は極めて高い値を示した．２種類の高結晶性ナ
ノファイバーゲルの引張特性はいずれも一般的な高分
子ゲルに比べて遥かに高く，また II 型ゲルは I 型ゲル
より高い引張特性を示した(図３)．

9wt%で処理した場合，ナノファイバー表面のみが膨潤し，近傍の分子鎖同士が絡み合いゲルを形成する．
この際，ナノファイバーの結晶形は I 型に保たれるため，その高い弾性率がゲルの高い引張強度に寄与して
いる．一方 m5wt%NaOH で処理した場合，結晶形は II 型となり弾性率が弱冠低下する．しかし，ナノファイ
バー結晶全体が膨潤し近傍のナノファイバー同士で癒合することにより，強固な連続ネットワークが形成さ
れるため引張特性が向上すると考えられる．ナノファイバーの結晶膨潤を利用して作製するゲルは従来のゲ
ル構造とは全く異なるものであり，今後天然由来の高強度ゲルとしての利用が多いに期待できる．
上記ナノファイバーゲル以外のセルロースナノファイ
バーの応用例として，ナノファイバーから作製する低密
度・高強度ナノフィルターの開発を行った．低密度化に
伴うフィルターの力学性能の低下を防ぐべく，アルカリ
処理による簡便な繊維間架橋を試み，その特性を調べた．
吸引濾過により作製した湿潤ナノファイバーシートを
9wt%および 15wt%の NaOH 水溶液に 50˚C で浸漬させ
ナノファイバーゲルシートを作製した．その後，溶媒置
換および凍結乾燥により低密度不織布を作製した（空隙
率:約 70%）．引張試験に供したところ，アルカリ処理に
よる力学性能の向上が確認され，特に 15wt%NaOH 水溶液による顕著な物性増加が見られた (図４)．この物
性向上はシート内でのナノファイバー間の交互嵌合による連続的なネットワーク形成が要因であると示唆さ
れる．また電子顕微鏡観察によりいずれの試料においてもナノサイズの均質な空孔が観察され，高性能フィ
ルターとしての利用が十分に期待される．

５） 平成 24 年度の計画
これまで植物由来のセルロースナノファイバーから作製される結晶性ハイドロゲルの特性解析を行ってき
た。本ゲルはナノファイバーの結晶構造を利用して作製された新規ゲルであり、その結晶性骨格により優れ
た引張特性を示す。このような線形の結晶性ナノファイバーは自然界にセルロース以外にも存在する。それ
がカニ殻や昆虫の外骨格に存在するキチンである。キチンはセルロースに次いで豊富に存在する天然の結晶
性高分子である。またキチンは C2 位のアセトアミド基を脱アセチル化することにより変換されたキトサンは
抗菌性および生体適合性等の利点により神経再生や皮膚再生など再生医療素材として応用研究が進められて
いる材料である。その際にキトサンからハイドロゲルを作製する必要があるが、キトサン由来のゲル強度は
小さい。そこで本研究では表面をキトサン化したキチンナノファイバー用いて高強度ゲルを作製することに
より医療分野への医療分野での用途利用を目指す。さらに作製されたセルロースおよびキチンナノファイバ
ーゲルに別の天然高分子を相互貫入させることによりさらなる高強度化を試みる。
また新規材料開発以外の研究として、樹木細胞壁モデルの創製および樹木の立ち上がり機構の解明を進め
る。ときに 100m を越える樹木が通直に立ち上がるための機構を説明する一つの手がかりとして樹木細胞壁
中に発生する成長応力が挙げられるが、そのような応力の発生原因については解明されていない。そこで本
研究では植物細胞壁モデルを作製し、そのモデル基板上でリグニンを沈着および重合させることにより人工
的に木化現象を発現させる（図５）。その際のリグニンの重合の様子および細胞壁モデルの変形挙動等を詳細
に解析することにより成長応力発生機構の解明を目指す。その際に用いるリグニン沈着前の植物細胞壁モデ
ルが上記で作製されているセルロースナノファイバーゲルである。リグニンの沈着・重合は水中で行われる
が、セルロースナノファイバーが水中で分散せずスキャフォールドとして活用されるためには上記ゲル化が

最適であると考えられる。このように植物細胞壁モデル基板上へ人
工木化を行った例は過去になく、本実験結果は樹木の生態解明にお
いて重要な役割を果たすと考えられる。

（別紙）
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