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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（Ｉ）
　ＲＣＯ（ＮＨ－ＣＨ２－ＣＯ）ｍＯＨ　　　　（Ｉ）
（式中、Ｒは炭素数６～２４の炭化水素基、ｍは２又は３を表す。）又は
　下記一般式（II）
　Ｈ（ＮＨ－ＣＨ２－ＣＯ）ｍＮＨＲ　　　　（II）
（式中、Ｒは炭素数７～２５の炭化水素基、ｍは２又は３を表す。）
で表わされるペプチド脂質を有機溶媒に懸濁させる工程、その懸濁液に金属塩の溶液を混
合させる工程、その懸濁液を室温で静置することにより金属配位型有機ナノチューブを生
成させる工程、金属配位型有機ナノチューブを懸濁液から回収し、室温で風乾又は減圧乾
燥させる工程からなる、金属配位型有機ナノチューブの製造方法。
【請求項２】
　前記金属塩がアルカリ金属塩を除く全ての金属塩である、請求項１に記載の金属配位型
有機ナノチューブの製造方法。
【請求項３】
　前記一般式（Ｉ）におけるＲが、炭素数１１又は１３の炭化水素基、或いは前記一般式
（II）におけるＲが、炭素数１２又は１４の炭化水素基である、請求項１又は２に記載の
金属配位型有機ナノチューブの製造方法。
【請求項４】
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　前記金属配位型有機ナノチューブの平均外径が１０～５００ｎｍであり、平均長さが０
．１～１００μｍである、請求項１～３のいずれか１項に記載の金属配位型有機ナノチュ
ーブの製造方法。
【請求項５】
　前記有機溶媒が、沸点が１２０℃以下のアルコール類である請求項１～４のいずれか１
項に記載の金属配位型有機ナノチューブの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医薬、化成品分野などにおける包接・分離・徐放材料として、あるいはエレ
クトロニクス分野などにおける触媒・電子・磁気・蛍光など高機能性材料として有用な、
金属配位型有機ナノチューブの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ナノテクノロジーを代表する材料として、０．５～５００ナノメートル（以下ｎｍと記
す）の細孔を有するナノチューブ状材料が注目を集めている。
　本発明者らは、長鎖炭化水素基とペプチド鎖とを結合させたペプチド脂質の自己集合に
より形成される有機ナノチューブの合成について検討を進めた結果、該ペプチド脂質と遷
移金属イオンとを水中に共存させることにより、ナノメートルサイズの遷移金属配位型の
有機ナノチューブが形成することを見出している（特許文献１、非特許文献１）。
【特許文献１】特開２００４－２５０７９７号公報
【非特許文献１】M.Kogiso, Z.Yong, T.Shimizu, Adv.Mater., 2007, 19, 242
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の遷移金属配位型の有機ナノチューブの製造方法においては、ペプ
チド脂質を完全に水に溶解させてから遷移金属イオン水溶液を混合するため、ペプチド脂
質を溶解させるための加温や超音波照射などの操作が必要であり、また、ペプチド脂質の
溶解度（最大５０ミリモル）によって、溶媒の単位容量当たりの製造効率は最大でも５グ
ラム／リットルと限られていた。
　また、前記特許文献１及び非特許文献１に記載されたペプチド脂質は、ＲＣＯ（ＮＨＣ
Ｈ２ＣＯ）ｍＯＨで表わされるペプチド脂質であるが、下記の一般式（II）で表されるペ
プチド脂質は、水中では、金属配位性のアミノ基ではなく、金属配位性でないアンモニウ
ム基として存在するため、従来の製造方法では金属配位型有機ナノチューブを形成しなか
った。
　Ｈ（ＮＨ－ＣＨＲ’－ＣＯ）ｍＮＨＲ　　　　（II）
（式中、Ｒは炭素数７～２５の炭化水素基、Ｒ’はアミノ酸側鎖、ｍは１～１０の整数を
表す。）
【０００４】
　本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであって、これまで最大でも５グラ
ム／リットルと限られていた金属配位型有機ナノチューブの製造効率を大幅に向上させる
ことを目的とするものである。また、本発明は、水溶液中で金属配位型有機ナノチューブ
を形成することのなかったアミンを末端にもつ上記一般式（II）で表されるペプチド脂質
からも金属配位型有機ナノチューブを製造することを目的とするものでもある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、上記課題を解決するため、鋭意検討した結果、ペプチド脂質を有機溶媒
に懸濁し、金属塩の溶液と混合するだけで、従来の水中の場合よりも１０～１００倍の製
造効率で、金属配位型有機ナノチューブが形成することを見出し、本発明を完成させるに
至った。また、水中では金属配位型有機ナノチューブを形成することがなかった上記一般
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式（II）で表されるペプチド脂質は、有機溶媒中では金属配位性のアミノ基として存在す
るため、金属配位型有機ナノチューブを製造することが出来ることが判明した。
【０００６】
　本発明は、これらの知見に基づいて完成に至ったものであり、以下のとおりのものであ
る。
[１]　下記一般式（Ｉ）
　ＲＣＯ（ＮＨ－ＣＨ２－ＣＯ）ｍＯＨ　　　　（Ｉ）
（式中、Ｒは炭素数６～２４の炭化水素基、ｍは２又は３を表す。）又は
　下記一般式（II）
　Ｈ（ＮＨ－ＣＨＣＨ２－ＣＯ）ｍＮＨＲ　　　　（II）
（式中、Ｒは炭素数７～２５の炭化水素基、ｍは２又は３を表す。）
で表わされるペプチド脂質を有機溶媒に懸濁させる工程、その懸濁液に金属塩の溶液を混
合させる工程、その懸濁液を室温で静置することにより金属配位型有機ナノチューブを生
成させる工程、金属配位型有機ナノチューブを懸濁液から回収し、室温で風乾又は減圧乾
燥させる工程からなる、金属配位型有機ナノチューブの製造方法。
 [２]　前記金属塩がアルカリ金属塩を除く全ての金属塩である、[１]に記載の金属配位
型有機ナノチューブの製造方法。
[３]　前記一般式（Ｉ）におけるＲが、炭素数１１又は１３の炭化水素基、或いは前記一
般式（II）におけるＲが、炭素数１２又は１４の炭化水素基である、[１]又は[２]に記載
の金属配位型有機ナノチューブの製造方法。
[４]　前記金属配位型有機ナノチューブの平均外径が１０～５００ｎｍであり、平均長さ
が０．１～１００μｍである、[１]～[３]のいずれかに記載の金属配位型有機ナノチュー
ブの製造方法。
[５]　前記有機溶媒が、沸点が１２０℃以下のアルコール類である、[１]～[４]のいずれ
かに記載の金属配位型有機ナノチューブの製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、ペプチド脂質を溶媒に懸濁させるだけでよいので、これまでペプチド脂質の
溶解に必要であった加温や超音波照射などの操作が必要ではなく、またペプチド脂質の溶
解度に制限されないため、通常で５０～５００グラム／リットルと、水中よりも１０～１
００倍の製造効率が達成できる。また、水中では金属配位型有機ナノチューブを形成する
ことがなかった一般式（II）で表されるペプチド脂質は、有機溶媒中では金属配位性のア
ミノ基として存在するため、本発明の製造方法により金属配位型有機ナノチューブを製造
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明のペプチド脂質は、長鎖炭化水素基を有するペプチド脂質、すなわち
一般式（Ｉ）
　ＲＣＯ（ＮＨ-ＣＨＲ’-ＣＯ）ｍＯＨ　　　　　（Ｉ）
又は一般式（II）
　Ｈ（ＮＨ-ＣＨＲ’-ＣＯ）ｍＮＨＲ　　　　　　（II）
で表わされるペプチド脂質である。
【０００９】
　上記一般式（Ｉ）中、Ｒは、炭素数が６～２４の炭化水素基、好ましくは炭素数２以下
の側鎖が付いてもよい直鎖炭化水素である。この炭化水素基は飽和であっても不飽和であ
ってもよく。不飽和の場合には３個以下の二重結合を含むことが好ましい。Ｒの炭素数は
６～２４、好ましくは１０～１６、より好ましくは１１もしくは１３である。
　また、上記一般式（II）中、Ｒは、炭素数が７～２５の炭化水素基、好ましくは炭素数
２以下の側鎖が付いてもよい直鎖炭化水素である。この炭化水素基は飽和であっても不飽
和であってもよく。不飽和の場合には３個以下の二重結合を含むことが好ましい。Ｒの炭
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素数は７～２５、好ましくは１１～１７、より好ましくは１２もしくは１４である。
【００１０】
　上記一般式（Ｉ）及び（II）中、Ｒ’はアミノ酸側鎖であり、このアミノ酸としては、
天然及び非天然のアミノ酸が挙げられ、好ましくはグリシンである。より好ましくはグリ
シンが二つ以上連続した部分が一ヶ所以上あると良い。
【００１１】
　次に、これらのペプチド型脂質を用いて炭化水素基を表面にもつ有機ナノチューブの製
造方法について述べる。
　本発明では、有機溶媒に、上記一般式（Ｉ）又は（II）で表されるペプチド脂質を懸濁
し、得られた懸濁液に金属塩の溶液を混合した後、その懸濁液を室温で静置することで、
金属配位型有機ナノチューブを生成させるものである。
【００１２】
　このペプチド脂質を懸濁させる有機溶媒としては、沸点が１２０℃以下であるアルコー
ル類を用いることができるが、好ましくはメタノールあるいはエタノールである。アルコ
ール類は単独でもよいし、２種以上の混合であってもよい。
　更に、このアルコール類に、芳香族炭化水素類、パラフィン類、塩化パラフィン類、塩
化オレフィン類、塩化芳香族炭化水素類、エーテル類、ケトン類、エステル類、含窒素化
合物の１種以上を混合した混合溶媒を用いてもよい。この混合溶媒はアルコール類を好ま
しくは少なくとも１０容積％、より好ましくは少なくとも５０容積％含む。
【００１３】
　また、前記金属塩としては、アルカリ土類金属、遷移金属、希土類金属、その他金属（
アルミニウム、ゲルマニウム、インジウム、タリウム、スズ、鉛、ビスマス）、半金属（
ホウ素、ケイ素、ゲルマニウム、ヒ素、アンチモン、テルル、ポロニウム）など、アルカ
リ金属以外のすべての金属塩が挙げられる。塩としては酢酸塩、硝酸塩、硫酸塩、ハロゲ
ン化物などすべての塩が利用可能である。金属塩を溶解させる溶媒は水が好ましいが、水
とアルコールの混合溶媒、またはアルコール単独でもよい。
【００１４】
　ペプチド脂質の懸濁液と前記金属塩の溶液を混合して得られた懸濁液を、室温で、１０
分から数時間静置すると、金属配位型有機ナノチューブが生成される。生成に必要な時間
はペプチド脂質の濃度、金属塩の種類、溶媒などにより異なる。この際、ペプチド脂質の
懸濁液にトリエチルアミンなどの弱塩基を０．１－１当量加えることで、金属配位型有機
ナノチューブが生成する速度を上げることが出来る。
　本発明においては、この生成した金属配位型有機ナノチューブを、懸濁液から回収し、
室温で風乾又は減圧乾燥させることにより、金属配位型有機ナノチューブを得るものであ
るが、金属配位型有機ナノチューブの回収方法は特に限定されるものではなく、吸引ろ過
や遠心分離などの通常の方法が用いられる。
【実施例】
【００１５】
　次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によって
何ら限定されるものではない。
　（実施例１）
　［Ｎ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミドの合成］
　グリシルグリシンベンジルエステル塩酸塩０．５７ｇ（２．２ミリモル）にトリエチル
アミン０．３１ｍｌ（２．２ミリモル）を加えエタノール１０ｍｌに溶解した。ここにト
リデカンカルボン酸０．４６ｇ（２ミリモル）を含むクロロホルム溶液５０ｍｌを加えた
。この混合溶液を－１０℃で冷却しながら１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピ
ル）カルボジイミド塩酸塩０．４２ｇ（２．２ミリモル）を含むクロロホルム溶液２０ｍ
ｌを加え、徐々に室温に戻しながら一昼夜撹拌した。反応溶液を１０重量％クエン酸水溶
液５０ｍｌ、４重量％炭酸水素ナトリウム水溶液５０ｍｌ、純水５０ｍｌで洗浄した後、
減圧下で濃縮し白色固体（Ｎ－（グリシルグリシンベンジルエステル）トリデカンカルボ
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キサミド）０．５７ｇ（収率６５％）を得た。得られた化合物０．４３ｇ（１ミリモル）
をジメチルホルムアミド１００ｍｌに溶解し、触媒として１０重量％パラジウム／炭素を
０．５ｇ加え、接触水素還元を行った。６時間後、セライトろ過した後、減圧下で濃縮す
ることにより、Ｎ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミド０．２１ｇ（収率６
０％）を得た。
　この物理的性状及び元素分析値（燃焼法による）の測定結果を次に示す。
融点：158℃
元素分析（C18H34N2O4）
計算値（％）C63.13、H10.01、N8.18
実測値（％）C62.09、H9.65、N8.25
【００１６】
　（実施例２）
　［Ｎ－（グリシルグリシン）トリデシルアミド塩酸塩の合成］
　ｔ－ブチルオキシカルボニル－グリシルグリシン０．５１ｇ（２．２ミリモル）にトリ
エチルアミン０．３１ｍｌ（２．２ミリモル）を加えエタノール１０ｍｌに溶解した。こ
こにトリデシルアミン０．４０ｇ（２ミリモル）を含むクロロホルム溶液５０ｍｌを加え
た。この混合溶液を－１０℃で冷却しながら１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロ
ピル）カルボジイミド塩酸塩０．４２ｇ（２．２ミリモル）を含むクロロホルム溶液２０
ｍｌを加え、徐々に室温に戻しながら一昼夜撹拌した。反応溶液を１０重量％クエン酸水
溶液５０ｍｌ、４重量％炭酸水素ナトリウム水溶液５０ｍｌ、純水５０ｍｌで洗浄した後
、減圧下で濃縮しオイル（Ｎ－（ｔ－ブチルオキシカルボニル－グリシルグリシン）トリ
デシルアミド）を得た。得られたオイルをクロロホルム１００ｍｌに溶解し、４Ｎ塩酸／
酢酸エチル１０ｍｌを加えてペプチドの脱保護を行った。４時間後、減圧下で濃縮するこ
とにより、Ｎ－（ｔ－ブチルオキシカルボニル－グリシルグリシン）トリデシルアミド塩
酸塩０．１９ｇ（収率２７％）を得た。
　この物理的性状及び元素分析値（燃焼法による）の測定結果を次に示す。
融点：１４０℃
元素分析（C17H36ClN3O2・1.5H2O）
計算値（％）C54. 6、H10.43、N11.15
実測値（％）C53.81、H10.86、N11.43
【００１７】
　（実施例３）
　実施例１で得られたＮ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミド８．６ｇを、
エタノール２００ｍｌに懸濁させた後、硝酸亜鉛（II）の水溶液（５．５ｇ、５０ｍｌ）
を室温大気中で混合した。混合液を、３時間静置した後、吸引濾過し、減圧で乾燥して、
固形物９．５ｇを得た。
　得られた固形物について、赤外吸収スペクトルを測定し、1700～1750cm-1に存在してい
たペプチド脂質のカルボン酸に由来する吸収帯がほぼ消失し、新たに1570cm-1にカルボキ
シレートアニオンが亜鉛イオンに配位したことを示す吸収帯が生じたことから、得られた
固形物が、Ｎ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミドが金属イオンに配位した
物であることがわかる。図１に赤外吸収スペクトルを示す。
　また、得られた固形物を電子顕微鏡により観察した。図２に、得られた走査電子顕微鏡
写真を示す。その結果、平均外径が100nm程度の亜鉛イオン配位型ナノチューブが形成し
ていることがわかった。
【００１８】
　（実施例４）
　実施例１で得られたＮ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミド８．６ｇを、
メタノール２００ｍｌに懸濁させた後、酢酸亜鉛（II）の水溶液（５．５ｇ、５０ｍｌ）
を室温大気中で混合した。混合液を、1日静置した後、吸引濾過し、減圧で乾燥して、固
形物９．５ｇを得た。
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　実施例３と同様、赤外吸収スペクトルにより、得られた固形物が、Ｎ－（グリシルグリ
シン）トリデカンカルボキサミドが金属イオンに配位していることがわかる。
　また、得られた固形物を電子顕微鏡により観察した。図３に、得られた走査電子顕微鏡
写真を示す。その結果、平均外径が100nm程度の亜鉛イオン配位型ナノチューブが形成し
ていることがわかった。
【００１９】
　（実施例５）
　実施例１で得られたＮ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミド８．６ｇを、
エタノール２００ｍｌに懸濁させた後、酢酸亜鉛（II）の水溶液（５．５ｇ、５０ｍｌ）
を室温大気中で混合した。混合液を、3時間静置した後、吸引濾過し、減圧で乾燥して、
固形物１０ｇを得た。
　実施例３と同様、赤外吸収スペクトルにより、得られた固形物が、Ｎ－（グリシルグリ
シン）トリデカンカルボキサミドが金属イオンに配位していることがわかる。
　また、得られた固形物を電子顕微鏡により観察した。図４に、得られた走査電子顕微鏡
写真を示す。その結果、平均外径が100nm程度の亜鉛イオン配位型ナノチューブが形成し
ていることがわかった。
【００２０】
　（実施例６）
　実施例１で得られたＮ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミド８．６ｇを、
エタノール２００ｍｌとトリエチルアミン０．７ｍｌに懸濁させた後、該懸濁液に、硝酸
銅（II）の水溶液（５．５ｇ、５０ｍｌ）を室温大気中で混合した。混合液を、1日静置
した後、吸引濾過し、減圧で乾燥して、固形物１０ｇを得た。
　実施例３と同様、赤外吸収スペクトルにより、得られた固形物が、Ｎ－（グリシルグリ
シン）トリデカンカルボキサミドが金属イオンに配位していることがわかる。
　また、得られた固形物を電子顕微鏡により観察した。図５に、得られた走査電子顕微鏡
写真を示す。その結果、平均外径が100nm程度の銅イオン配位型ナノチューブが形成して
いることがわかった。
【００２１】
　（実施例７）
　実施例１で得られたＮ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミド８．６ｇを、
エタノール２００ｍｌに懸濁させた後、該懸濁液に、塩化コバルト（II）の水溶液（５．
９５ｇ、５０ｍｌ）を室温大気中で混合した。混合液を、1日静置した後、吸引濾過し、
減圧で乾燥して、固形物９．５ｇを得た。
　実施例３と同様、赤外吸収スペクトルにより、得られた固形物が、Ｎ－（グリシルグリ
シン）トリデカンカルボキサミドが金属イオンに配位していることがわかる。
　また、得られた固形物を電子顕微鏡により観察した。図６に、得られた走査電子顕微鏡
写真を示す。その結果、平均外径が100nm程度のコバルトイオン配位型ナノチューブが形
成していることがわかった。
【００２２】
　（実施例８）
　実施例１で得られたＮ－（グリシルグリシン）トリデカンカルボキサミド８．６ｇを、
エタノール２００ｍｌに懸濁させた後、該懸濁液に、塩化ランタン（III）の水溶液（４
．６５ｇ、５０ｍｌ）を室温大気中で混合した。混合液を、3時間静置した後、吸引濾過
し、減圧で乾燥して、固形物１０ｇを得た。
　実施例３と同様、赤外吸収スペクトルにより、得られた固形物が、Ｎ－（グリシルグリ
シン）トリデカンカルボキサミドが金属イオンに配位していることがわかる。
　また、得られた固形物を電子顕微鏡により観察した。図７に、得られた走査電子顕微鏡
写真を示す。その結果、平均外径が120nm程度のランタンイオン配位型ナノチューブが形
成していることがわかった。
【００２３】
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　（実施例９）
　実施例２で得られたＮ－（グリシルグリシン）トリデシルアミド塩酸塩１．８２ｇを、
エタノール２０ｍｌに懸濁させた。該懸濁液に、トリエチルアミン（１．０５ｍｌ）を加
えた後、酢酸亜鉛（II）の水溶液（１．４９ｇ、５ｍｌ）を室温大気中で混合した。混合
液を、3時間静置した後、吸引濾過し、減圧で乾燥して、固形物２ｇを得た。
　実施例３と同様、赤外吸収スペクトルにより、得られた固形物が、Ｎ－（グリシルグリ
シン）トリデシルアミドが金属イオンに配位していることがわかる。
　また、得られた固形物を電子顕微鏡により観察した。図８に、得られた走査電子顕微鏡
写真を示す。その結果、平均外径が100nm程度の亜鉛イオン配位型ナノチューブが形成し
ていることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　本発明の製造方法で得られる金属配位型有機ナノチューブは、例えば、医薬、化成品分
野などにおける包接・分離・徐放材料として、あるいはエレクトロニクス分野などにおけ
る触媒・電子・磁気・蛍光など高機能性材料としての利用が期待される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施例３で得られた固形物の赤外吸収スペクトル。
【図２】実施例３の走査電子顕微鏡写真。
【図３】実施例４の走査電子顕微鏡写真。
【図４】実施例５の走査電子顕微鏡写真。
【図５】実施例６の走査電子顕微鏡写真。
【図６】実施例７の走査電子顕微鏡写真。
【図７】実施例８の走査電子顕微鏡写真。
【図８】実施例９の走査電子顕微鏡写真。
【図１】
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