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アモルファスセルロースのナノ粒子からなる透明ゲルの構造的特徴
Transparent Cellulose Gel Composed of Amorphous Nano-particles
It had been believed for a long time that cellulose had not been dissolved in aqueous alkali
solution; however, if intra-molecular hydrogen bonds in cellulose molecules are partially
broken down, cellulose can be completely dissolved in aqueous sodium hydroxide solution.
We have already succeeded in preparing so called

alkali soluble cellulose by steam

explosion process, and then regenerated cellulose has been prepared from the cellulose /
aq. NaOH solution. The most distinctive feature of thus obtained regenerated cellulose is
legally edible because NaOH is permitted to be used for food processing, whereas the other
production systems of regenerated cellulose need to use chemicals such as carbon disulfide
and cuprammonium for the dissolution of cellulose. In other word, the cellulose dissolving
system using aq. NaOH solution is the only method, which can supply edible shaped bodies of
cellulose for food materials.
Amorphous cellulose was prepared from the cellulose solution by the precipitation with
concentrated sulfuric acid of 60 wt%. The amorphousness must be need for transparency
of cellulose gel. Then, the amorphous cellulose was acid hydrolyzed in order to decrease
degree of polymerization to

leveling off degree of polymerization (LODP) ; the length

corresponding to LODP is 20 nm. Regenerated cellulose was composed of micro-fibrils with
30 nm width, and the micro-fibrils seemed have some defects at intervals of 20 nm along
fiber direction; the defects were easy to hydrolyzed and corresponded to LODP. When the
regenerated cellulose, amorphous and hydrolyzed to LODP, was subjected to high pressure
homogenization, amorphous particles with 20-30 nm were prepared and formed transparent
cellulose gel. We confirmed 20-30 nm particles in the cellulose gel by FE-SEM.
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はじめに
セルロースはグルコースあたり3つの水酸基を持ち、化学構造的には水に溶けてもおかしくはない。
しかし、水素結合が高度に発達しているため、セルロースは一般的な有機溶剤やアルカリ水溶液に
も溶けないと長年信じられてきた。ところが、報告者らはセルロースの分子内水素結合を、爆砕法
。この
で開裂させることにより、セルロースを水酸化ナトリウム水溶液に可溶化することに成功した1）
方法は、セルロースの溶解に水酸化ナトリウムと水しか使用しないため低コストで環境に優しい再
生セルロースの製造法である。ここで再生セルロースとは天然のセルロース（コットンリンターやパル
プなど）を一旦溶媒に溶解し、繊維やフィルムなど所定の成型体に凝固・回収されたものである。し
たがって化学構造は天然セルロースと同じである。申請者らはまず、セルロース／水酸化ナトリウム
水溶液から衣料用繊維を調製する検討を行い、レーヨンの代替となる再生セルロース繊維を得た2）
。
再生セルロース繊維をはじめとする今までのセルロース成形体はその製造過程で、二硫化炭素、銅
アンモニア、メチルモルホリン等を使用する。これらの薬剤は厚生労働省の指定添加物リストに掲
載されていないため、今までの再生セルロースは法律的に可食性ではなかった。
本研究の最も大きな特徴はプロセスにおいて、セルロースの溶解に水酸化ナトリウム、凝固・回
収に硫酸しか使用しないため、得られた再生セルロースは食品としても展開可能なことである。水
酸化ナトリウム及び硫酸は食品の加工に使用可能な薬品（いずれも指定添加物リストに掲載）であ
り、この再生セルロースは米国FDAからもGRAS（generally recognized as safe）
物質との判断を得
た。また、亜慢性毒性試験を行い安全性の確認をした。その後、この特長を生かして、旭化成か
らセキセルという商品名でセルロース／デンプン複合体が上市され、食品への形態安定性の付与を
目的として水産練り製品に、冷凍食品のドリップ防止や惣菜類の色移り防止などを目的として冷食や
惣菜類に、また食品の強度の向上や煮沸耐性の付与を目的として、餃子の皮の薄膜化や麺類の食
感改良などに用いられている。
これらの検討過程で、アモルファスセルロースのナノ粒子からなる透明ゲル（図1）が発明された。
これはノンカロリーで無味・無臭のゲルあるいはスラリー状物で、油脂代替物や嚥下性改良剤に適
用できそうである。しかし、この物質の構造はいまだ
ほとんど検討されていない。またセルロースを非晶状
態として凝固・回収するために濃厚硫酸を使用しなく
てはならず工程にも改良の余地が残されている。本研
究の目的は、当該物質の構造を明らかにし、食品とし
ての最適物性と最適工程を見出すことにあるが、第一
段階の目標は、再生セルロースの基本構造、構造形成、
透明ゲルの調製（微粒子化）
原理などを明らかにし、ア
モルファスセルロースのナノ粒子からなる透明ゲルの構
図1

造的特徴を見出すことである。

62

アモルファスセルロース透明ゲル

実験方法
再生セルロース：リヨセル
（レンチング社製、オーストリア）
、キュプラレーヨン
（旭化成せんい社製）。
アモルファスセルロースの調製：針葉樹サルファイトパルプを既報の方法2）で水酸化ナトリウム水溶
液に溶解し、−5℃、65%の硫酸水溶液で凝固・回収した。得られた再生セルロースは非晶質で重
合度320であった。さらに90℃、10%の希硫酸で重合度40まで加水分解した。その後、100Mpaの
圧力で、超高圧ホモジナイザー（NIRO、SOAVI社（PANDA 2K型））で処理した。分子動力学計
算（モレキュラーダイナミクス（ＭＤ）シミュレーション）：周期境界条件を設定した、4本のセロテトラ
オースを含むピリオディックボックスを用い、次の条件で１nsのＭＤシミュレーションを行った。力場、
COMPASS（Accelrys software Inc.）; 圧力制御、Parrinello; カットオフ長、9.5Å; タイムステップ、
1fs。
結果と考察
再生セルロースの形態
図2は再生セルロース繊維（Ｎ−メチルモルホリンＮオキサイド溶液から凝固させて得た繊維、リヨ
セル）を高圧ホモジナイザーで叩解して得た写真である。図2aの左上部には繊維が残っているもの
の、右下には微細な繊維が観察され、繊維は微細繊維（フィブリル）から構成されていることがわ
かる。比較的叩解が進んだ部分を拡大すると、太さにばらつきが観察されるものの、最も細いもの
で約30nmのミクロフィブリルが観察された。叩解条件を厳しいものにすると太いフィブリルが減少
し、30nm幅のミクロフィブリルの割合は増加する。しかし、幅がこれ以上細くなることはなかった。
またミクロフィブリルの長さは、ミクロフィブリルの幅が観察できるほどの高倍率では、観察画面か

図2

再生セルロース繊維
（リヨセル）のフィブリル化写真
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図3

セルラーゼ処理前後のキュプラ繊維の縦断面ＴＥＭ写真

らすべてのミクロフィブリルがはみ出るため、求めることが困難であった。ただし、セルロース分子
は伸びきっていると考えられているので、この再生セルロースの平均重合度700に相当する分子鎖長
350nmより長いことは想定できる。ミクロフィブ
リルの長さを少なくとも350nm以下に短くするため
には分 子 鎖を切断 する必 要がある。しかし叩解
前後の分子量がほとんど変わらないことも確認し
ており、叩解処理のような湿潤状態での機械的な
処理ではフィブリルの切断は困難であることは容
易に想像できる。図3は乾燥履歴を受けていない、
高度に水で膨潤させた再生セルロース繊維（銅ア
ンモニア溶液から凝固させて得た繊維、キュプラ）
をそのまま
（図3a）
あるいは、セルラーゼで前処理
し（図3ｂ）、繊維中心を含む切片を調製して透過
型電子顕微鏡（TEM）観察したものである。酵素
処理を受けていないオリジナル繊維では均一な断
面が観察されたが、酵素エッチングしたものでは
繊維の周辺部を除き、繊維にほぼ平行なフィブリ
ルが観察された。これらのフィブリルは機械的処
理を受けていないためそれほど微細化していない。
図４は同じ繊維の横断面切片のＴＥＭ写真である。
ただしこの場合酵素処理なしのオリジナル繊維の
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図4

キュプラ繊維の横断面TEM 写真

ものである。繊維中心部では30nmほどの大きさの黒点が観察された。これは幅30nmのミクロフィ
ブリルの断面と思われる。図2や図3で観察された幅広のフィブリルはこのミクロフィブリルが集合し
た束と考えられる。これらの結果はアサヒビール学術振興財団の助成による研究成果として学術誌 3）
に発表された。
このミクロフィブリルの形成は上出等による高分子溶液からの粒子成長理論4）から説明できる。
まず高分子溶液から高分子濃厚相として一次粒子が形成する（図5b）
。この一次粒子が衝突を繰り
返し二次粒子に成長し
（図5c）、さらに二次粒子同士が集合して3次元のネットワーク構造が形成する
（図5d,e）
。このネットワーク構造が繊維の場合は繊維軸方向に延伸変形されミクロフィブリルが形
成される。図6は延伸前後のキュプラフィルムの凍結割断断面写真である3）
。延伸前の図6aでは粒子
状物が連なったネット状構造が観察される。これはちょうど二次粒子から形成されたネットワーク構
造（図5e）に相当する。このフィルムを４倍程度延伸すると、網目が変形して延伸方向に平行に配列

図5

高分子溶液からの粒子成長過程

したミクロフィブリル構造が出現する（図6b）。これは、
二次粒子の大きさが再生セルロースのミクロフィブリル
の幅を規定することを示している。図6を詳しく観察す
ると、このミクロフィブリルは粒子から構成されている
ことがわかる。その大きさは30nm程度であり、図2で
示した、最も細いミクロフィブリルの幅や図3で示した
ミクロフィブリルの断面と推定した黒点の大きさに一致
する。さらにセルロースの希薄溶液から、30nm程度
の均一な大きさの微粒子が凝固回収されたとの報告も
ある5）
。以上から、再生セルロースは幅30nm程度のミ
クロフィブリルから構成されると結論付けられる。
セルロースの構造モデルと超微粒子化
先にも触れたが、ミクロフィブリルを切断するために
は、機械的な粉砕では不十分であり、分子鎖を切断
図6 延伸前後のキュプラフィルムの凍結割断断面のSEM
写真： (a), 延伸前； (b), ４倍延伸後

する加水分解処理を必要とする。
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再生セルロースの粉砕を理解するためにまず、構造の良くわかっている、天然セルロースを用いて
検討を行った。図7は天然セルロースであるパルプを様々な条件で加水分解し、その後、家庭用の
ミキサーで簡易粉砕して、加水分解後のセルロースの重合度とセルロースの粉砕性の関連を調べた
。セルロースが加水分解され重合度が低下すると簡易粉砕後のセルロースの平均粒子
ものである6）
径は低下し、粉砕性が向上したことが伺われる。ただし重合度の低下に対しリニアーに粉砕性が
向上したわけではない。重合度400までは粒子径はほとんど低下せず、300を境に低下し始め重合
度200で急激に粒子径は低下する。なお温和な条件での加水分解では、一般的な天然セルロース
では、重合度は200より低下しないことに注意しておくべきである。この値をレベリングオフ重合度
（LODP）と呼んでいる。重合度がLODPにおいて、セルロースの粉砕性が急激に向上するのは、セ
ルロースの超分子構造、とくに長周期構造により合理的に説明できる。図8は天然セルロースの構
造モデルとその加水分解の影響を示したものである。天然セルロースのミクロフィブリルは微結晶の
連結したものであり、一定周期ごとに乱れた領域が存在する7）
。この周期がLODPに相当する長さで
ある。セルロースの非晶領域については様々なものが提唱されているが、その一つがこの乱れが集
中した領域である。加水分解により重合度はLODPまで速やかに低下するが、その後低下しないこ
と、LODP到達時の重量減少は数％以内に収まり、その後もほとんど減少しないことこと、などか
ら、この乱れた領域は、図8にも示してあるように極めて狭い範囲に集中していることが予想されて
いる。加水分解によりこの部分の分子鎖が完全に切断されると、ミクロフィブリルは微結晶レベル

図7 重合度と簡易粉砕性の関係：加水分解条件、◇＝飽和水上気圧30kg/cm 2、○＝ 15kg/cm 2、＋＝ 2kg/cm 2、●＝ 0.5%H 2SO 4 、8kg/cm 2、□＝
2%H 2SO 4 、2kg/cm 2
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まで分断され粉砕性が向上することが予想さ
れる。重合度が平均的にはLODPに達してい
ても、微結晶間にわずかにでも連結分子（タ
イ分子）が存在すると粉砕性が極端に悪くな
ることも予想され、図7で示されるLODPであ
る重合 度200において粉 砕 性 が大 幅に変 化
することが合理的に説明できる。したがって、
LODPまで（微結晶間のタイ分子が完全に切
断されるまで）加水分解し、機械的な粉砕処
理を行うことによりミクロフィブリル幅、微結
晶長（LODP相当長）に相当する微粒子が得
られるはずである。報告者らは天然セルロー
スからこのような原理に基づきセルロース微
粒子を調製したが8）
、天然セルロースの結晶
性が高く、またLODP長も長いためか、食品
としての食感が悪く開発を断念した経緯があ
る。そのような状況で再生セルロースの微粒

図8 天然セルロースの周期構造と微結晶セルロース調製機構

化と食材への展開を開始した。
ここで、再生セルロースのLODPは40である。天然セルロースの1/5の値であり、周期長が1/5に
短くなるだけで天然セルロースの構造モデルが適用できそうだが、再生セルロースは結晶化度が低
く、結晶が連結した天然セルロースのミクロフィブリルのモデルではLODP現象の説明がつかない。
特に本研究の非晶質のセルロースではなおさらである。そもそも非晶質のセルロースにLODPが存
在することも不思議である。非晶構造として、どのような構造モデルが非晶においてもLODPを発
現し、微粒子化につながるのか十分に検討する必要がある。そこでMDシミュレーションを用いて、
再生セルロースの構造形成メカニズムの検討を行った。これにより非晶構造の推測が可能となる。
再生セルロースの構造形成と非晶構造
ＭＤシミュレーションでは、実験的手法では極めて確認が困難な、構造形成初期モデルをコン
ピューター上に発生させ、その挙動
（安定性）を追跡することができる。構造形成の初期モデルとして、
セルロースⅡ結晶の（110）
及び（1-10）面から分子シートを切り出した。前者は分子間水素結合で形成
した分子シート、後者はファンデルワールス相互作用で形成した分子シートであり、全く性質の異な
る分子シートである。この分子シートを水中に設置し、その安定性を確認した。図9はセルロースⅡ
の（110）面から切り出した水素結合性シートが水中で、ファンデルワールス結合性の分子シートに変
化した様子を示すものである。計算前が図9a、計算後が図9bであるが、図に示すように、計算前
（ａ）の水素結合性分子シートは計算過程で大きく変化し、計算後
（ｂ）にはファンデルワールス力によ
り形成された分子シートとなった｡この計算後の分子シートをＨＶＷ分子シートと呼ぶ。元の分子シー
トにはO2 H O2とO6H O6の分子間水素結合が主成分として、O6H O5とO6H O3が副成分とし
て存在するが、計算後のシート（ＨＶＷシート）ではこれら水素結合は完全に消滅した。新たな分子
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図9 水素結合性分子シート
（（110）
結晶面由来）の水中でのファンデルワールス性分子シートへの変化：(a)計算前、水素結合性分子シート；(b)計算後、
ファンデルワールス性分子シート

間水素結合としてO6H O2が形成したが、存在割合はごくわずかであり、ファンデルワールス性の相
互作用で結合していることがうかがわれる。
一方、
（1-10）面から切り出したファンデルワールス性の分子シートは、水中では、MD計算後もほ
とんど見かけ上の構造を変えなかった。この計算後の分子シートをVVW分子シートと呼ぶ。HVW
分子シートとVVW分子シートを比べると、分子内水素結合性、水との水素結合性、主鎖のコンフォ
メーション（φ、ψ）およびC6位のメチレン基のコンフォメーション（tg、gg、gt）、グルコースリングの
傾き（キャンバー角）などの観点で非常に類似していた。このように出発の分子シートが水素結合性
であれファンデルワールス性であれ、水中では、非常に類似したひとつのファンデルワールス性の分
子シート構造に収斂することは、この構造が、高極性の溶媒でセルロースを再生した場合の初期
構造になることを示唆している。この分子シートの内部は疎水性の相互作用で形成されている半面、
表面には水酸基が多数露出していて親水性であるため、初期構造として水系媒体に安定に存在し
ていてもおかしくはない。また、この分子シートの高極性溶媒中での安定性が分子動力学計算から
明らかにされているほか 9）
、その存在は、古くからPlane Lattice 構造などと呼ばれて予測されてい
た10）
。
これらの結果と過去の実験事実から、セルロース/極性溶媒からの構造形成は、まずセルロース
分子がグルコピラノース平面同士の疎水性の相互作用によりシート状の分子集合体を形成（初期構造、
一次構造）し、次にこのシートが水素結合により積層し結晶や非晶などの二次構造を形成するものと
考えられる。以上から再生セルロースの結晶と非晶を定義すると、結晶は分子シートが歪みなく積層
した領域、非晶は分子シートがある程度の歪みを残したまま積層した領域となる。上出らの粒子成
長理論と関連つけると、上出らの一次粒子が分子シート
（一次構造）に、二次粒子が分子シートの積
層体（二次構造）に相当するのかもしれない。これらの結果はアサヒビール学術振興財団の助成によ
る研究成果として学術誌11）
に発表された。
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まとめ
再生セルロースは、約30nm幅のミクロフィブリルから構成される。ミクロフィブリルは再生セル
ロースのLODP（40）に相当する長さ
（20nm）の結晶または分子シートの積層体（非晶）
が連なったもの
と考えられる。LODPまで酸加水分解し、結晶または分子シートの積層体の連結部を切断すること
により、ミクロフィブリルは20nmの長さに分割される可能性がある。ここで、高圧ホモジナイザー
で粉砕処理すると、長さ20nmのミクロフィブリルの断片が超微粒子として得られる。これがアモル
ファスセルロースのナノ粒子からなる透明ゲルの正体と考えられる。図10は透明ゲルの走査型電子顕
微鏡写真であるが、20 〜 30nmの紡錘形の粒子が観察された。これが、分子シートが積層した非
晶構造体からなるナノ粒子であろう。

図10 アモルファスセルロースのナノ粒子
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