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(57)【要約】
【課題】核酸、糖、タンパク質などの被検物質をより効率良くかつ特異的に捕集できる刺
激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を提供することを目的とする。
【解決手段】貴金属と磁性微粒子との複合体に、刺激応答性ポリマーが固定されてなる、
刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
貴金属と磁性微粒子との複合体と、刺激応答性ポリマーとが官能基を介して固定されてな
る、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
【請求項２】
貴金属と磁性微粒子との複合体が、金、銀、白金、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、
イリジウム及びレニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種の貴金属と、γ－Ｆｅ２

Ｏ３及びＦｅ３Ｏ４からなる群から選ばれる少なくとも１種の磁性微粒子とからなる、請
求項１に記載の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
【請求項３】
刺激応答性ポリマーが、温度応答性ポリマーである、請求項１または請求項２に記載の刺
激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
【請求項４】
温度応答性ポリマーが、下限臨界溶液温度を有するポリマーまたは上限臨界溶液温度を有
するポリマーである、請求項３に記載の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかに記載の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体と、リンカー分子
との結合物であり、該リンカー分子は上記複合体を構成する貴金属と結合しており、かつ
被検物質と結合可能な官能基及び／または親和性部位を有している、刺激応答性貴金属・
磁性微粒子複合体とリンカー分子との結合物。
【請求項６】
請求項５記載の結合物を含む、医薬品、抗原、抗体、レセプター、ハプテン、酵素、タン
パク質、ペプチド、糖、核酸、ホルモン、病原体及び毒素からなる群より選択される被検
物質の分析試薬。
【請求項７】
請求項５記載の結合物を構成するリンカー分子と被検物質とを結合させる工程、及び、該
結合物を構成している刺激応答性ポリマーに適した刺激を与えることにより、前記結合物
を凝集させる工程、
を含む、被検物質の捕集方法。
【請求項８】
被検物質が、医薬品、抗原、抗体、レセプター、ハプテン、酵素、タンパク質、ペプチド
、糖、核酸、ホルモン、病原体及び毒素からなる群より選ばれ、刺激応答性ポリマーに適
した刺激が温度変化による刺激である、請求項７に記載の捕集方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体、及び該刺激応答性貴金属・磁性微粒
子複合体を使用した被検物質の捕集方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　粒子径が１μｍ以下のナノサイズの粒子（ナノ粒子）を含む微粒子は、従来、主として
吸着剤、電子素子材料、触媒などの用途を期待してその研究・開発がなされてきた。現在
知られているナノ粒子には、例えば金属（金、銀、銅、白金など）、半導体（ＣｄＳｅ、
ＣｄＳなど）、磁性材料（γ－Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４など）、コロイド材料などがある
。
【０００３】
　また、特に近年、金属酸化物などの粒子表面に金属粒子を担持させた複合微粒子（複合
ナノ粒子）の研究・開発が種々進められており、これらの複合ナノ粒子は、そのサイズの
微小さ及び表面積の大きさから、医療・診断分野、バイオテクノロジー分野、環境関連分
野などへの応用が期待されている。
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【０００４】
　複合ナノ粒子については、これまでにも数多くの文献等で報告されており、例えば、磁
性金属酸化物微粒子と貴金属ナノ粒子とからなる貴金属・磁性金属酸化物複合微粒子が挙
げられる（特許文献１）。該特許文献１にはさらに、貴金属・磁性金属酸化物複合微粒子
の貴金属ナノ粒子表面に官能基を付与できることが開示されており、この官能基を利用し
て、核酸、タンパク質、抗体、酵素、細胞、標識剤、医薬品有効成分化合物などを前記複
合微粒子に化学結合させることが開示されている。
【０００５】
　このような技術の進歩に伴い、ナノ粒子や複合ナノ粒子に化学結合した核酸やタンパク
質等の目的の披検物質を、より効率良くかつ特異的に分離、捕集できる方法の開発が求め
られている。
【０００６】
　ナノ粒子を利用して、目的とする物質を分離、捕集する方法は、例えばＷＯ２００２／
１６５２８号パンフレット、ＷＯ２００２／１６５７１号パンフレット、特開２００５－
８２５３８号公報に開示されている。これらの文献には、温度応答性ポリマーが固定され
た磁性粒子が開示されており、該温度応答性ポリマーにビオチン結合させ、該ビオチンに
標的タンパク質を結合させた後に温度変化による刺激を与えることにより、温度応答性ポ
リマーが固定された磁性粒子を凝集させ、ここから標的タンパク質を精製することが開示
されている。
【特許文献１】ＷＯ２００４／０８３１２４号パンフレット
【特許文献２】ＷＯ２００２／１６５２８号パンフレット
【特許文献３】ＷＯ２００２／１６５７１号パンフレット
【特許文献４】特開２００５－８２５３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記従来技術を背景として、本発明は、医薬品、抗原、抗体、レセプター、ハプテン、
酵素、タンパク質、ペプチド、糖、核酸、ホルモン、病原体及び毒素などの被検物質をよ
り効率良くかつ特異的に分離、捕集できる複合体を提供することを課題の一つとする。ま
た、本発明は、該複合体を利用して、被検物質を効率良くかつ特異的に分離、捕集できる
、医療・診断分野、バイオテクノロジー分野、環境関連分野などへの利用に適した手段を
提供することを課題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者が上記課題に鑑み鋭意検討を行ったところ、貴金属と磁性微粒子との複合体と
刺激応答性ポリマーとを官能基を介して固定させることで、刺激応答性貴金属・磁性微粒
子複合体を形成させ、これに刺激応答性ポリマーに応じた好適な刺激を与えることにより
、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を短時間で凝集、回収できることを見出した。本
発明は上記知見に基づきさらに検討を重ねた結果完成されたものであり、下記に掲げるも
のである。
［１］貴金属と磁性微粒子との複合体と、刺激応答性ポリマーとが官能基を介して固定さ
れてなる、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
［２］貴金属と磁性微粒子との複合体が、金、銀、白金、パラジウム、ルテニウム、ロジ
ウム、イリジウム及びレニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種の貴金属と、γ－
Ｆｅ２Ｏ３及びＦｅ３Ｏ４からなる群から選ばれる少なくとも１種の磁性微粒子とからな
る、前記［１］項記載の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
［３］刺激応答性ポリマーが、温度応答性ポリマーである、前記［１］項または前記［２
］項記載の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
［４］温度応答性ポリマーが、下限臨界溶液温度を有するポリマーまたは上限臨界溶液温
度を有するポリマーである、前記［３］項記載の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体。
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［５］前記［１］～［４］のいずれかに記載の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体と、
リンカー分子との結合物であり、該リンカー分子は上記複合体を構成する貴金属と結合し
ており、かつ被検物質と結合可能な官能基及び／または親和性部位を有している、刺激応
答性貴金属・磁性微粒子複合体とリンカー分子との結合物。
［６］前記［５］項記載の結合物を含む、医薬品、抗原、抗体、レセプター、ハプテン、
酵素、タンパク質、ペプチド、糖、核酸、ホルモン、病原体及び毒素からなる群より選択
される被検物質の分析試薬。
［７］前記［５］項記載の結合物を構成するリンカー分子と被検物質とを結合させる工程
、及び、該結合物を構成している刺激応答性ポリマーに適した刺激を与えることにより、
前記結合物を凝集させる工程、を含む、被検物質の捕集方法。
［８］被検物質が、医薬品、抗原、抗体、レセプター、ハプテン、酵素、タンパク質、ペ
プチド、糖、核酸、ホルモン、病原体及び毒素からなる群より選ばれ、刺激応答性ポリマ
ーに適した刺激が温度変化による刺激である、前記［７］項記載の捕集方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を構成している刺激応
答性ポリマーに応じた刺激を刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体に適宜与えることによ
り、短時間で刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を回収することができる。このため、
本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体に、または該複合体に結合させた官能基に
、あるいは該複合体に結合させたリンカー分子に、核酸、糖、ペプチド、タンパク質等の
被検物質を結合させ、その後に上記複合体を構成している刺激応答性ポリマーに応じた刺
激を好適に与えることにより、被検物質が結合した刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体
を従来より短時間かつ効率良く、分離、回収することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体及び該複合体を利用した被検物質
の分離・捕集方法について説明する。
１．本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体
　本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体は、貴金属と、磁性微粒子と、刺激応答
性ポリマーを含む。該刺激応答性ポリマーは、貴金属に固定されていてもよく、磁性微粒
子に固定されていてもよく、また貴金属及び磁性微粒子の両者に固定されていてもよい。
【００１１】
　刺激応答性ポリマーの貴金属への固定方法は限定されず、当該分野で公知の方法で行う
ことができる。例えば、官能基を介して刺激応答性ポリマーと貴金属とを固定することが
できる。官能基としては貴金属に結合可能な官能基であれば限定されず、チオール、アミ
ノ、ヒドロキシル、カルボキシル、イミノ、エーテル結合（エーテル）、カルボン酸残基
（カルボキシラート）、リン酸残基、スルフィド残基などの基が例示される。当該官能基
として好ましくはチオール及びアミノであり、さらに好ましくはチオールである。当該官
能基を、刺激応答性ポリマーと貴金属のいずれが有していてもよいが、好ましくは刺激応
答性ポリマーに官能基が導入されていることである。
【００１２】
　刺激応答性ポリマーへの官能基の導入は、当該分野で公知の方法で行うことができる。
導入する方法としては、例えば、重合後に刺激応答性を発現する、重合可能な単量体（例
えばＮ－イソプロピルアクリルアミドなどのモノマー）と、官能基を有する重合可能な単
量体（例えばアクリル酸などのモノマー）とを共重合する方法や、官能基を有する連鎖移
動剤を用いて刺激応答性を発現する重合可能な単量体を重合する方法が挙げられる。
【００１３】
　貴金属への官能基の導入は、当該分野で公知の方法で行うことができる。導入する方法
としては、例えば、貴金属に結合可能な官能基を一つ以上とそれ以外の官能基を構造単位
に有する化合物を貴金属に固定化する方法が挙げられる。
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【００１４】
　このような官能基であれば、刺激応答性ポリマーと貴金属とを溶液中で混合するだけで
、該官能基を介して刺激応答性ポリマーを貴金属に固定することができる。
【００１５】
　前記溶液、また前記溶液中での混合温度及び混合時間も限定されず、使用する刺激応答
性ポリマー、貴金属及び官能基の種類に応じて適宜変更すればよい。溶液としては、イオ
ン交換水、緩衝液、生理食塩水などが例示される。混合温度としては、例えば、温度応答
性ポリマーを用いる場合には、用いるポリマー特有の凝集温度条件に合わせる必要があり
、下限臨界溶液温度を有するポリマーでは、ポリマーの凝集温度未満、上限臨界溶液温度
を有するポリマーでは、凝集温度を上回る温度で分散させた状態で反応させるのが好まし
い。また、刺激応答性ポリマーが貴金属に固定されたかどうかについての確認方法も限定
されない。例えば、貴金属はその表面プラズモン吸収が可視領域にある。このため、遠心
分離やろ過などで貴金属・ポリマー複合体と、固定化されていない上清のフリーの刺激応
答性ポリマーとを分離した後、刺激応答性ポリマーに適した刺激を与えた後に該プラズモ
ン観測を行うことにより、貴金属の凝集が認められれば、刺激応答性ポリマーが貴金属に
固定されていると判断される。
【００１６】
　刺激応答性ポリマーの磁性微粒子への固定方法は、官能基を介して固定されていれば限
定されず、当該分野で公知の方法で行うことができる。
例えば、特開２００５－８２５３８号公報に記載の方法に従って行うことができる。例え
ば、多価アルコールまたは多価アルコール誘導体（以下、「多価アルコール類」と略すこ
とがある。）を介して刺激応答性ポリマーと磁性微粒子とを固定することができる。この
場合、例えば磁性微粒子の表面に固定された多価アルコール類に、刺激応答性ポリマーを
グラフト重合させることができる。また、例えば刺激応答性ポリマーとグラフト重合され
た多価アルコール類に、磁性微粒子を結合させることができる。このように、本発明にお
いては、「官能基を介して固定」するとは、官能基そのものを介して固定するだけでなく
、官能基を有する物質、例えば、多価アルコール類を用いる場合、多価アルコール構造中
の水酸基を介して固定してもよい。また、官能基を介して刺激応答性ポリマーにグラフト
重合された多価アルコール類に、磁性微粒子を結合させることができる。また、磁性微粒
子の表面に固定された多価アルコール類に、刺激応答性ポリマーの側鎖または末端に導入
された官能基を結合させることができる。
【００１７】
　上記方法の手順としては、例えば特開２００５－８２５３８号に記載の方法に従うと、
以下のものが例示される。
方法１
１）多価アルコール類を磁性微粒子の表面に固定するか、または多価アルコール類の溶液
中で磁性微粒子を調製する。
２）刺激応答性ポリマーが得られる単量体と、前記多価アルコール類が固定された磁性微
粒子とを混合し、グラフト重合を行う。
３）重合未反応物を除去し、刺激応答性ポリマーが固定された磁性微粒子を分離する。
方法２
１）多価アルコール類と刺激応答性ポリマーが得られる単量体とを混合してグラフト重合
を行う。
２）刺激応答性ポリマーが固定された多価アルコール類の溶液中で磁性微粒子を調製する
。
３）多価アルコール類の未反応物を除去し、刺激応答性ポリマーが固定された磁性微粒子
を分離する。
方法３
１）多価アルコール類と刺激応答性ポリマーが得られる単量体とを混合して、刺激応答性
ポリマー上の官能基を介してグラフト重合を行う。
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２）刺激応答性ポリマーが固定された多価アルコール類の溶液中で磁性微粒子を調製する
。
３）多価アルコール類の未反応物を除去し、刺激応答性ポリマーが固定された磁性微粒子
を分離する。
方法４
１）多価アルコール類を磁性微粒子の表面に固定するか、または多価アルコール類の溶液
中で磁性微粒子を調製する。
２）刺激応答性ポリマーの末端またはポリマー側鎖に反応性の官能基を導入したポリマー
を調製し、精製する。
３）磁性微粒子の表面に固定された多価アルコール類と、刺激応答性ポリマーに導入され
た官能基とをグラフト重合等により結合させる。
４）未結合ポリマーを除去し、刺激応答性ポリマー固定化磁性微粒子を分離する。
【００１８】
　上記グラフト重合は、当該分野で公知の方法で行うことができる。例えば、グラフト重
合は、特開２００５－８２５３８号公報に記載されているように、多価アルコール上の活
性水素により、または多価アルコールに導入された反応性の官能基、または重合性の官能
基により行うことができる。
【００１９】
　前記多価アルコールとしては少なくとも上記方法のように刺激応答性ポリマーと磁性微
粒子とを固定できるものであれば限定されず、デキストラン、ポリビニルアルコール、マ
ンニトール、ソルビトールなどが例示される。また、前記多価アルコールとして、グリシ
ジルメタクリレート重合体のようにエポキシを有し、開環後多価アルコール構造体を形成
する化合物も例示される。
【００２０】
　また、前記多価アルコール誘導体も少なくとも上記方法により刺激応答性ポリマーと磁
性微粒子とを固定できるものであれば限定されず、修飾により、多価アルコールにカルボ
キシル、アミノ、エポキシ、チオール、メタクリルまたはアクリル等の反応性官能基や重
合性基が導入されたものが例示される。
【００２１】
　前記磁性微粒子と多価アルコール類との結合は、当該分野で公知の方法で行うことがで
きる。例えば、特開２００５－８２５３８号公報に記載されているように、米国特許第４
４５２７７３号に記載されている方法に従い、すなわちデキストラン５０重量％水溶液（
１０ｍｌ）中に、塩化第二鉄・六水和物（１．５１ｇ）及び塩化第一鉄・四水和物（０．
６４ｇ）混合水溶液（１０ｍｌ）を加えて攪拌し、６０～６５℃の水浴中で、７．４（Ｖ
／Ｖ）％アンモニア水溶液をｐＨ１０～１１程度になるように滴下しながら加熱し、１５
分反応させることにより得ることができる。また、前記磁性微粒子と多価アルコール類と
の結合は、デキストランに代えてポリビニルアルコール等を用いても同様に行うことがで
きる。
【００２２】
　刺激応答性ポリマーへの官能基の導入は、前述と同様に行うことができる。
【００２３】
　また、刺激応答性ポリマーの磁性微粒子への固定は、カップリング剤などにより磁性微
粒子表面に導入された官能基と、刺激応答性ポリマーに導入された、前記官能基に対応す
る官能基とを結合させることにより行うこともできる。カップリング剤としてはシランカ
ップリング剤が例示でき、これらにより導入される官能基としては、カルボキシル、アミ
ノ、エポキシ、シラノールなどの基が例示される。
【００２４】
　磁性微粒子表面に導入された官能基と、刺激応答性ポリマーに導入された官能基との結
合方法は限定されず、例えば縮合剤などを使用する一般的な結合方法により行うことがで
きる。
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【００２５】
　また、この場合、刺激応答性ポリマーが磁性微粒子に固定されたかどうかについての確
認方法も限定されないが、例えば、前述と同様に、刺激応答性ポリマーと磁性微粒子とを
固定させた後、遠心分離やろ過などで磁性微粒子・ポリマー複合体と、固定化されていな
い上清のフリーの刺激応答性ポリマーを分離した後、刺激応答性が確認（磁気回収の可否
）できれば、刺激応答性ポリマーが磁性微粒子に固定できたと判断される。
【００２６】
　刺激応答性ポリマーを貴金属及び磁性微粒子の両者に固定させる場合、その方法は刺激
応答性ポリマーをこれらに結合させることができる限り限定されないが、例えば貴金属と
磁性微粒子表面の両方に結合可能な官能基をポリマーに導入することにより、これら両方
にポリマーを結合させることが可能である。あるいは、貴金属及び磁性微粒子に導入した
官能基の両方に結合可能な官能基をポリマーに導入することにより、これら両方にポリマ
ーを結合させることが可能である。例えば、ポリマーにチオールやアミノを導入し、これ
を貴金属及びマレイミドやエポキシを導入した磁性微粒子に結合させることにより、刺激
応答性ポリマーを貴金属及び磁性微粒子の両者に固定させることが可能である。
【００２７】
　この場合も、刺激応答性ポリマーが、貴金属及び磁性微粒子に固定されたかどうかにつ
いての確認方法は限定されない。例えば、前述と同様に、刺激応答性ポリマーと貴金属及
び磁性微粒子とを固定させた後、遠心分離やろ過などで固定化されていない上清のフリー
の刺激応答性ポリマーを分離した後、刺激応答性が確認（磁気回収の可否）できれば、刺
激応答性ポリマーが磁性微粒子に固定できたと判断される。また、別の方法としては、前
述と同様に、刺激応答性ポリマーと貴金属及び磁性微粒子とを固定させた後、遠心分離や
ろ過などで固定化されていない上清のフリーの刺激応答性ポリマーを分離した後、刺激応
答性ポリマーに適した刺激を与えた後に該プラズモン観測を行うことにより、貴金属の凝
集が認められれば、刺激応答性ポリマーが貴金属に固定されていると判断される。この場
合、これらの方法を併用して、貴金属及び磁性微粒子に刺激応答性ポリマーが固定された
かどうかを確認してもよい。
【００２８】
　本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体は、貴金属と磁性微粒子とを結合させた
後に、これに刺激応答性ポリマーを固定させることにより作製してもよく、また刺激応答
性ポリマーを磁性微粒子に固定させた後に、これに貴金属を固定させることにより作製し
てもよく、さらには刺激応答性ポリマーを貴金属に固定させた後に、これに磁性微粒子を
固定させることにより作製してもよい。本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体は
、好ましくは貴金属と磁性微粒子とを結合させた後に、刺激応答性ポリマーを固定させる
ことにより作製されるか、刺激応答性ポリマーを磁性微粒子に固定させた後に、貴金属を
固定させることにより作製され、さらに好ましくは、貴金属と磁性微粒子とを結合させた
後に、刺激応答性ポリマーを固定させることにより作製される。
【００２９】
　本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を、貴金属と磁性微粒子とを結合させた
後に、刺激応答性ポリマーを固定させることにより作製する場合、貴金属と磁性微粒子と
の結合は、当業者に公知の種々の方法により行うことができる。例えば、ＷＯ２００４／
０８３１２４に記載の方法により得ることができる。具体的には、ＷＯ２００４／０８３
１２４に従うと、貴金属と磁性微粒子との結合は、貴金属イオンまたは貴金属錯体を含有
する液に磁性微粒子を分散させるか、または該磁性微粒子を与える金属イオンを該液に添
加し、次いで得られる液に超音波または電離放射線を照射することにより行うことができ
る。
【００３０】
　貴金属と磁性微粒子との複合体に刺激応答性ポリマーを結合させる方法は限定されず、
前述の方法に従い行うことができる。例えば刺激応答性ポリマーの末端またはポリマー側
鎖に反応性の官能基を導入し、当該官能基を介して刺激応答性ポリマーを複合体に結合さ
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せることにより行うことができる。当該官能基としては前記貴金属と磁性微粒子との複合
体に結合可能な官能基であれば限定されず、チオール、アミノ、ヒドロキシル、カルボキ
シル、イミノ、エーテル結合（エーテル）、カルボン酸残基（カルボキシラート）、リン
酸残基、スルフィド残基などの基が例示される。官能基として好ましくはチオール及びア
ミノであり、さらに好ましくはチオールである。また、貴金属と磁性微粒子との複合体に
刺激応答性ポリマーを結合させるにあたり、前述の通り、多価アルコール類、シランカッ
プリング剤等を用いてもよい。
【００３１】
　また、貴金属と磁性微粒子との複合体に刺激応答性ポリマーが結合されたかどうかの確
認方法についても限定されないが、例えば、前述と同様に、貴金属と磁性微粒子との複合
体と刺激応答性ポリマーとを結合させて刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を形成させ
た後、遠心分離やろ過などで結合されていない上清のフリーの刺激応答性ポリマーを分離
した後、刺激応答性が確認（磁気回収の可否）できれば、刺激応答性貴金属・磁性微粒子
複合体が形成されている、すなわち貴金属と磁性微粒子との複合体に刺激応答性ポリマー
が結合されていると判断される。
【００３２】
　また、前述の通り、貴金属はその表面プラズモン吸収が可視領域にあり、前記刺激応答
性貴金属・磁性微粒子複合体は貴金属を含有しているため、刺激応答性ポリマーに適した
刺激を与えた後に該プラズモン観測を行うことにより、貴金属の凝集が認められれば、貴
金属と磁性微粒子との複合体に刺激応答性ポリマーが結合されていると判断される。
【００３３】
　また、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を、刺激応答性ポリマーを磁性微
粒子に固定させた後に、貴金属を固定させることにより作製する場合も、刺激応答性ポリ
マーの磁性微粒子への固定化は、前述のように行うことができる。刺激応答性ポリマーが
固定された磁性微粒子への貴金属の結合は当業者に公知の種々の方法により行うことがで
きる。例えば、刺激応答性ポリマーが固定された磁性微粒子と貴金属とを混合して、γ線
を照射することにより、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を作製することも
できる。
【００３４】
　また、この場合、刺激応答性ポリマーが固定された磁性微粒子として、マグナビート株
式会社から発売されている温度応答性磁性ナノ粒子、Ｔｈｅｒｍａ－Ｍａｘ（登録商標）
を利用することもできる。
【００３５】
　この場合も、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体が形成されたかどうかについての確
認方法は限定されず、例えば、前述と同様に、刺激応答性の確認（磁気回収の可否）を行
うことにより、またプラズモン観測を行い貴金属の凝集を確認することにより、刺激応答
性ポリマーが固定された磁性微粒子に貴金属が結合されているか否かを判断することがで
きる。
【００３６】
　また、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を、刺激応答性ポリマーを貴金属
に固定させた後に、磁性微粒子を固定させることにより作製する場合、刺激応答性ポリマ
ーの貴金属への固定化は、前述のように行うことができる。刺激応答性ポリマーが固定さ
れた貴金属への磁性微粒子の結合は当業者に公知の種々の方法により行うことができる。
例えば、上述と同様に、刺激応答性ポリマーが固定された貴金属と磁性微粒子とを混合し
て、γ線を照射することにより、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を作製す
ることもできる。
【００３７】
　この場合も、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体が形成されたかどうかについての確
認方法は限定されず、例えば、前述と同様に、刺激応答性の確認（磁気回収の可否）を行
うことにより、またプラズモン観測を行い貴金属の凝集を確認することにより、刺激応答
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性ポリマーが固定された貴金属に磁性微粒子が結合されているか否かを判断することがで
きる。
２．貴金属
　本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を構成する貴金属としては、金、銀、白
金、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、イリジウム及びレニウムが挙げられる。該貴金
属としては金及び銀が好ましく、金がさらに好ましい。これらの貴金属は、その表面プラ
ズモン吸収が可視領域にあり、これを有する本発明の複合体は、該プラズモン観測によっ
てその存在の有無、凝集の程度を容易に確認できる。また、その表面プラズモン吸収スペ
クトルの変化を測定することにより、例えば、これらの貴金属を有する本発明の複合体の
表面に被検物質が結合したかどうか、またその結合の程度を、より容易に確認できる。
【００３８】
　本発明に利用する貴金属は主に粒子の形態で磁性微粒子表面に接合乃至担持している。
この場合、貴金属の大きさは使用目的に応じて適宜変更されることから制限されないが、
平均粒子径１～５００ｎｍが例示でき、より好ましくは平均粒子径１～１００ｎｍ程度で
ある。
３．磁性微粒子
　本発明において用いられる磁性微粒子は、磁性を有する限り限定されない。該磁性微粒
子としては、例えば磁性金属酸化物粒子が挙げられ、酸化鉄（磁鉱、マグヘマイト、フェ
ライトなどのＦｅ２Ｏ３を主成分とする磁性酸化物など）の微粒子が例示できる。該磁性
微粒子としては、好ましくは、γ－Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４などが例示できる。その他の
金属の酸化物、例えばコバルト、ニッケルなどの酸化物、これらの金属の金属間化合物ま
たはこれらの金属と鉄との金属間化合物（例えばＣｏＰｔ、ＦｅＰｔなど）の酸化物、ま
たはこれら各金属の合金（例えばＣｏ／Ｎｉ、Ｃｏ／Ｆｅ、Ｎｉ／Ｆｅなどの２元合金、
Ｃｏ／Ｆｅ／Ｎｉなどの３元合金など）の酸化物も、本発明における磁性微粒子として利
用することができる。また、炭素鋼、タングステン鋼、ＫＳ鋼及び希土類コバルト磁石な
ども例示される。
【００３９】
　本発明に利用する磁性微粒子の大きさは、使用目的に応じて適宜変更されることから制
限されないが、平均粒子径１ｎｍ～１μｍが例示できる。該磁性微粒子の大きさは、好ま
しくは平均粒子径１～５００ｎｍ程度、より好ましくは１～２００ｎｍ程度、さらに好ま
しくは１～１００ｎｍ程度を挙げることができる。
４．貴金属と磁性微粒子の大きさの関係
　貴金属と磁性微粒子の大きさの関係は、貴金属の平均粒子径をＡ、磁性微粒子の平均粒
子径をＢとしたとき、好ましくは０．００１＜Ａ／Ｂ＜５００、より好ましくは０．００
１＜Ａ／Ｂ＜１００、さらに好ましくは０．１＜Ａ／Ｂ＜１０と表すことができるが、こ
れらの関係は磁気回収の際に使用される磁気の強さにも依存する。例えば、磁気回収の際
に使用される磁気の強さが弱い場合には、磁性微粒子の比率が小さくなりすぎると磁気回
収の効率が落ちる。この点から、貴金属と磁性微粒子の大きさの関係は、使用される磁気
の強さに応じて適宜変更される。
５．刺激応答性ポリマー
　本発明において使用できる刺激応答性ポリマーとしては、温度変化、ｐＨ変化、塩濃度
変化、光、電気等の刺激に応答するポリマーが例示される。刺激応答性ポリマーとして好
ましくは、温度変化の刺激に応答するポリマー、すなわち温度応答性ポリマーである。前
記温度応答性ポリマーは、下限臨界溶液温度を有するポリマーと上限臨界溶液温度を有す
るポリマーとに分類できる。
【００４０】
　下限臨界溶液温度を有するポリマーとしては、以下のものが例示される；
Ｎ－ｎ－プロピルアクリルアミド、Ｎ－イソプロピルアクリルアミド、Ｎ－エチルアクリ
ルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－アクリロイルピロリジン、Ｎ－アクリ
ロイルピペリジン、Ｎ－アクリロイルモルホリン、Ｎ－ｎ－プロピルメタクリルアミド、



(10) JP 2009-281728 A 2009.12.3

10

20

30

40

50

Ｎ－イソプロピルメタクリルアミド、Ｎ－エチルメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルメ
タクリルアミド、Ｎ－メタクリロイルピロリジン、Ｎ－メタクリロイルピペリジン、Ｎ－
メタクリロイルモルホリン等のＮ置換（メタ）アクリルアミド誘導体からなるポリマー；
ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルアルコール部分酢化物、ポリビニルメチルエ
ーテル、（ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン）ブロックコポリマー、ポリオキ
シエチレンラウリルアミン等のポリオキシエチレンアルキルアミン誘導体；ポリオキシエ
チレンソルビタンラウレート等のポリオキシエチレンソルビタンエステル誘導体；（ポリ
オキシエチレンノニルフェニルエーテル）アクリレート、（ポリオキシエチレンオクチル
フェニルエーテル）メタクリレート等の（ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル
）（メタ）アクリレート類；及び（ポリオキシエチレンラウリルエーテル）アクリレート
、（ポリオキシエチレンオレイルエーテル）メタクリレート等の（ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル）（メタ）アクリレート類等のポリオキシエチレン（メタ）アクリル酸エ
ステル誘導体等である。また、これらの重合体及びこれらの少なくとも２種の単量体から
なるコポリマーも利用できる。これらのなかでも、Ｎ－ｎ－プロピルアクリルアミド、Ｎ
－イソプロピルアクリルアミド、Ｎ－エチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリル
アミド、Ｎ－アクリロイルピロリジン、Ｎ－アクリロイルピペリジン、Ｎ－アクリロイル
モルホリン、Ｎ－ｎ－プロピルメタクリルアミド、Ｎ－イソプロピルメタクリルアミド、
Ｎ－エチルメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルメタクリルアミド、Ｎ－メタクリロイル
ピロリジン、Ｎ－メタクリロイルピペリジン、Ｎ－メタクリロイルモルホリンからなる群
から選ばれる少なくとも１種の単量体からなるポリマーが好ましく利用できる。
【００４１】
　上限臨界溶液温度を有するポリマーとしては、以下のものが例示される；
アクリルアミド、アセチルアクリルアミド、ビオチノールアクリレート、Ｎ－ビオチニル
－Ｎ′－メタクロイルトリメチレンアミド、アクロイルグリシンアミド、アクロイルザル
コシンアミド、メタクリルザルコシンアミド、アクロイルニペコタミド及びアクロイルメ
チルウラシル等からなる群から選ばれる少なくとも１種の単量体からなるポリマーである
。また、これらの少なくとも２種の単量体からなるコポリマーも利用できる。これらのな
かでも、アクリルアミド、アセチルアクリルアミド、ビオチノールアクリレート、Ｎ－ビ
オチニル－Ｎ′－メタクロイルトリメチレンアミド、アクロイルグリシンアミド、アクロ
イルザルコシンアミド、メタクリルザルコシンアミド、アクロイルニペコタミド及びアク
ロイルメチルウラシルからなる群から選ばれる少なくとも１種が好ましく利用できる。
６．本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体への被検物質の結合
　本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体には、糖、ペプチド、タンパク質、抗原
、抗体、レセプター、ハプテン、酵素、細胞、核酸、ホルモン、病原体、毒素、標識剤、
医薬品などの被検物質を結合させることができる。具体的には、前記複合体には直接また
は官能基を介して、あるいは前記被検物質に結合可能な官能基及び／または前記被検物質
に対する親和性部位を含むリンカー分子を介して、被検物質を結合させることができる。
ここで、該複合体への被検物質の結合とは、複合体への被検物質の特異的な結合ないし吸
着を意味し、必ずしも共有結合である必要はなく、イオン的、生化学的親和性（アフィニ
ティー）を利用した結合であってもよい。例えば、抗原と抗体の結合、酵素と基質の結合
、アビジン－ビオチンなどの特異的な結合が例示できる。
【００４２】
　前記複合体への被検物質の結合は、好ましくは、官能基を介して、あるいは前記被検物
質に結合可能な官能基及び／または前記被検物質に対する親和性部位を含むリンカー分子
を介して、行われる。この場合、前記複合体への被検物質の結合は、刺激応答性貴金属・
磁性微粒子複合体に官能基を結合させてこれらの結合物を得て、その後に該結合物と被検
物質とを結合させることにより行われる。また、前記複合体への被検物質の結合は、刺激
応答性貴金属・磁性微粒子複合体に被検物質に結合可能な官能基及び／または前記被検物
質に対する親和性部位を含むリンカー分子を結合させてこれらの結合物を得て、その後に
、該結合物と被検物質とを結合させることにより行われる。より好ましくは、前記複合体
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への被検物質の結合は、前記被検物質に結合可能な官能基及び／または前記被検物質に対
する親和性部位を含むリンカー分子を介して、行われる。
【００４３】
　前記複合体への被検物質の結合が、前記官能基を介して、あるいは被検物質に結合可能
な官能基及び／または前記被検物質に対する親和性部位を含む前記リンカー分子を介して
行われる場合、前記官能基または前記リンカー分子は、本発明の刺激応答性貴金属・磁性
微粒子複合体を構成する貴金属及び磁性微粒子のいずれに付与してもよく、また貴金属及
び磁性微粒子の両者に付与してもよい。
【００４４】
　前記官能基、被検物質に結合可能な官能基としては、金属と結合し得る基、具体的には
アミノ、ヒドロキシル、カルボキシル、チオール（－ＳＨ）、イミノ、エーテル結合（エ
ーテル）、カルボン酸残基（カルボキシラート）、リン酸残基、スルフィド残基などの基
を例示できる。上記官能基の付与は、当業界において既に知られている任意の方法により
実施できる。
【００４５】
　例えば、前記複合体への被検物質の結合が、被検物質に結合可能な官能基を含むリンカ
ー分子を介して行われ、その官能基として－ＳＨを用いる場合、刺激応答性貴金属・磁性
微粒子複合体への－ＳＨの付与は、リンカー分子として線状アルカンジチオール、グルタ
チオン、ホスホロチオエートなどを用いて常法に従って実施できる。
【００４６】
　一例を挙げれば、被検物質がグルタチオンＳ－トランスフェラーゼ（ＧＳＴ）との融合
タンパク質である場合は、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体とグルタチオン
を混合して刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体とグルタチオンとを結合させた後、刺激
応答性貴金属・磁性微粒子複合体を磁気により捕集し、分離した残りの上澄み液を捨て、
必要により水や緩衝溶液を加えて分散し、磁気により捕集することを繰り返して洗浄し、
被検物質であるグルタチオンＳ－トランスフェラーゼ（ＧＳＴ）との融合タンパク質に結
合可能なリンカーであるグルタチオンを有する刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を得
ることができる。
【００４７】
　また、前記親和性部位とは、被検物質と特異的な結合ないし吸着をする成分を意味し、
親和性部位における被検物質の結合は、前述のように共有結合であっても、イオン的、生
化学的親和性を利用した結合であってもよい。
【００４８】
　上記官能基やリンカー分子と、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を構成す
る刺激応答性ポリマーとは、いずれも貴金属表面または磁性微粒子表面、あるいは両表面
に結合するものである。すなわち、該官能基またはリンカー分子と該刺激応答性ポリマー
とは、これらの表面を奪い合う関係となる場合もある。従って、官能基またはリンカー分
子と刺激応答性ポリマーとは、その互いの役割を妨げない程度にバランスをとって固定ま
たは付与することが好ましい。
７．本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を使用した被検物質の捕集方法
　本発明は、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を用いた被検物質の捕集方法を提供す
る。刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体に直接被検物質を結合させる場合、本発明の被
検物質の捕集方法は、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体と被検物質とを結合させる工
程、及び、前記複合体を構成している刺激応答性ポリマーに適した刺激を与えることによ
り、前記複合体を凝集させる工程を含む。
【００４９】
　また、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体に官能基を介して被検物質を結合させる場
合、本発明の被検物質の捕集方法は、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体との結合物を
構成する官能基と被検物質とを結合させる工程、及び、該結合物を構成している刺激応答
性ポリマーに適した刺激を与えることにより前記複合体または結合物を凝集させる工程、
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を含む。
【００５０】
　また、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体にリンカー分子を介して被検物質を結合さ
せる場合、本発明の被検物質の捕集方法は、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体との結
合物を構成するリンカー分子と被検物質とを結合させる工程、及び、該結合物を構成して
いる刺激応答性ポリマーに適した刺激を与えることにより、前記結合物を凝集させる工程
、を含む。
【００５１】
　さらに詳細には、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を用いた被検物質の捕集は、以
下のように実施することができる。
【００５２】
　例えば、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体とリンカー分子との結合物を使
用して被検物質を捕集する場合、該結合物と被検物質とを混合し、これらを結合させる。
その後、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を構成している刺激応答性ポリマ
ーに好適な刺激を与えて、被検物質が結合した刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を凝
集させる。これにより、被検物質を捕集できる。その後、必要に応じて、凝集した刺激応
答性貴金属・磁性微粒子複合体から、さらに、被検物質を分離、精製することもできる。
【００５３】
　刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体に直接結合させて被検物質を捕集する場合、また
刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体と官能基との結合物を使用して被検物質を捕集する
場合も、同様にして被検物質を捕集、更に分離、精製することができる。
【００５４】
　ここで使用される刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体、官能基、リンカー分子、また
対象となる被検物質等は前述の通りである。
８．本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体の用途
　本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体は、液媒に分散可能で、安定した分散状
態を維持し得る。また、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体及び結合物は人体
に対して安全であり、またその製造工程で有害な試薬などを利用する必要もないため、医
療分野などへの適用の際の安全性に優れたものである。
【００５５】
　このため、本発明の刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体、及び該複合体とリンカー分
子等との結合物は、医療・診断分野でまた、バイオテクノロジー分野、環境関連分野など
の広範な各種分野においても、新しい材料としても有用である。
【００５６】
　例えば、本発明は、本発明の複合体及び／または結合物を含む各種疾患の診断剤；各種
物質（医薬品有効成分化合物、抗原、抗体、レセプター、ハプテン、酵素、タンパク質、
ペプチド、糖、核酸、ホルモン、病原体、毒素など）の分析試薬；細胞などの分離・精製
剤（細胞標識剤、酵素固定剤、タンパク質精製剤など）を提供する。本発明の刺激応答性
貴金属・磁性微粒子複合体、さらに前記結合物は、前述のように液媒に分散可能で、均一
系とみなし得る分散液を提供できるものであり、また微粒子形態に基づく広い表面積を有
しているため、上記診断剤、分析試薬、分離・精製剤などに含有されることにより、迅速
且つ高精度に所望の結果を提供できる。しかも、本発明の複合体及び／または結合物の分
離、回収は、該複合体及び／または結合物に対して、これらを構成する刺激応答性ポリマ
ーに好適な刺激を与えることにより容易に行い得る。
【００５７】
　これらの診断剤、分析試薬、分離・精製剤における本発明の複合体及び／または結合物
の含有割合は特に限定されず、前述の通り、本発明の複合体及び／または結合物を利用し
て、被検物質を効果的に捕集できるかぎり限定されない。これらの診断剤、分析試薬、分
離・精製剤には、前記複合体及び／または結合物のほかに、前記複合体及び／または結合
物による被検物質の捕集を妨げない範囲で、診断や分析、さらに分離・精製などにおいて
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従来使用されている任意の物質、例えば各種緩衝液等が含有されていてもよい。これらの
診断剤、分析試薬、分離・精製剤は、本発明の複合体及び／または結合物からなるもので
あってもよい。
【００５８】
　また、本発明の複合体及び／または結合物は、そのままで、またはこれを適当な担体に
担持させた形態で、各種のクロマトグラフィー、例えば高速液体クロマトグラフィー（Ｈ
ＰＬＣ）、カラムクロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、吸着クロマトグラフィ
ー、アフィニティクロマトグラフィーに利用することができる。
【００５９】
　さらに、本発明の複合体及び／または結合物は、土壌改質、水質もしくは大気の浄化な
どに利用することもできる。その応用例としては、例えば、環境ホルモンを捕捉できるリ
ンカー分子が結合された本発明の複合体の利用例を挙げることができる。この応用例によ
れば、土壌に大量に含まれる他の化合物（フミン質やフルボ酸など）は捕捉せずに、環境
ホルモンだけを選択的にかつ効率良く捕捉することができる。このように、本発明の複合
体の利用によれば、効率的な土壌の浄化が可能である。また、本発明の刺激応答性貴金属
・磁性微粒子複合体は、上記土壌改質と同様にして、水質もしくは大気の浄化にも適用可
能である。
【実施例】
【００６０】
　以下、実施例を挙げて、本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも
のではない。
１．貴金属と磁性微粒子との結合
　本実験では、貴金属として金を、磁性微粒子として磁性酸化鉄ナノ粒子（γ－Ｆｅ２Ｏ

３）を使用した。具体的には、１重量％ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）水溶液５０ｍＬ
中に、磁性酸化鉄ナノ粒子（Ｎａｎｏｐｈａｓｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ社製、Ｆｅ２Ｏ３ナノ粒子、平均粒子径２３ｎｍ）　４９．２ｍｇ、ＨＡ
ｕＣｌ４　８．５ｍｇ（Ａｕとして４．９ｍｇ、濃度が０．５ｍＭとなる量）及び２－プ
ロパノール　０．５ｍＬを加えて分散液を調製した。なお、磁性酸化鉄ナノ粒子は、ビー
ズミル分散処理を行ったものを用いていた。ビーズミル処理は、壽工業株式会社製のＵＡ
Ｍ－０１５を用いた。分散処理条件は、ビーズ径３０μｍ、回転周波数５０Ｈｚ、原料酸
化鉄のスラリー濃度を１０ｇ／Ｌとした。得られた磁性酸化鉄ナノ粒子分散液の二次粒子
径は７９ｎｍで、非常に良好な分散性を示し、永久磁石による磁気捕集はできなかった。
【００６１】
　この分散液をガラス製バイアルビン（容量７０ｍＬ）に封入後、線量率約３ｋＧｙ／ｈ
で攪拌しながら室温にて３時間γ線を照射した。γ線照射の条件は次の通りとした。
【００６２】
　放射線源：コバルト６０γ線源（γ線光量子のエネルギー：１．２５ＭｅＶ）
　線源強さ：約７０００キュリー
　このようにして金と磁性酸化鉄ナノ粒子（γ－Ｆｅ２Ｏ３）との複合体（以下、金磁性
酸化鉄複合体）が分散した液を得た。得られた金磁性酸化鉄複合体は透過型電子顕微鏡で
生成を確認した。得られた金磁性酸化鉄複合体は非常に分散性がよく、冷蔵庫で５０日間
保存した後にもまったく沈降が見られなかった。
２．刺激応答性ポリマーの調製
　本実験では、刺激応答性ポリマーとして、以下の方法で製造した下限臨界溶液温度を有
するポリマーを使用した。
【００６３】
　下限臨界溶液温度を有するポリマーは、不活性ガス（Ｎ２）の存在下、モノマーとして
ＮＩＰＡＭを用い、溶媒としてＴＨＦを用い、４，４´-アゾビス（４－シアノ吉草酸）
を開始剤として用いて、９０℃で、８時間、フリーラジカル重合を行うことで得られた。
分子量が異なるポリマーは、モノマー対開始剤の仕込み時のモル比を調整することで製造
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した。モノマー対開始剤のモル比が、１００、２００、５００の場合、それぞれ数平均分
子量で、７０００、１２０００、３００００のポリマーが得られた。これらの下限臨界溶
液温度を有するポリマーは、開始剤由来のカルボキシルを有しており、ＮＨＳと室温で反
応させることでＰＮＩＰＡＭ－ＮＨＳが得られた。
【００６４】
　また、トリメチルアミン（Triethylamine）の存在下、ポリ－Ｎ－イソプロピルアクリ
ルアミド（PNIPAM-NHS）とシスタミン二塩酸塩（Cystamine Dihydrochloride）を用い、
溶媒としてＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（N,N-Dimethyl formamide）用いて、室温で２
４時間反応させ、ＰＮＩＰＡＭ－ｃｙｓｔａｍｉｎｅを合成し、下限臨界溶液温度を有す
るポリマーにチオールを導入した。本実施例では、数平均分子量３００００の下限臨界溶
液温度を有するポリマー、数平均分子量１２０００の下限臨界溶液温度を有するポリマー
及び数平均分子量７０００の下限臨界溶液温度を有するポリマーの３種を使用した。
【００６５】
　数平均分子量は、２０℃、溶媒として０．１Ｍ 硝酸ナトリウムを用いて、ＧＰＣで測
定した。
３．貴金属と磁性微粒子との複合体への刺激応答性ポリマーの固定化
　数平均分子量３００００の下限臨界溶液温度を有するポリマー０．０７５グラム（０．
００２５ミリモル）を金磁性酸化鉄複合体の分散液２．５ミリリットルに添加し、室温で
２４時間反応させ、Ａｕ－Ｓ結合により下限臨界溶液温度を有するポリマーを固定化した
。同様方法で数平均分子量１２０００、７０００の下限臨界溶液温度を有するポリマーを
用いて固定化した。（図１）
４．貴金属と磁性微粒子との複合体への刺激応答性ポリマーの固定化の確認
　得られた粒子分散液に、ネオジム磁石（表面磁束密度０．４５Ｔ）で磁気捕集を行った
。４２℃のウオーターバス中で粒子分散液を加温し、粒子を凝集させた後での磁気捕集に
要する時間は、ＰＮＩＰＡＭの数平均分子量３００００で１分、数平均分子量１２０００
で１０分、数平均分子量７０００で３０分であった。これにより、貴金属と磁性微粒子と
の複合体と刺激応答性ポリマーとの、刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体が得られ、か
つ該刺激応答性貴金属・磁性微粒子複合体を磁気捕集できることを確認した。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】金磁性酸化鉄複合体への温度応答性ポリマーの固定化のモデル図を示す。
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