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はじめに

図 1 は、白樺外樹皮からベチュリンを抽出し

現在私たちを取り巻く環境は、海洋汚染マイク

ていく各段階の写真である。白樺外樹皮にはたい

ロプラスチックの問題が深刻となり、石油資源依

へん多くのベチュリンが存在し、最終的には樹皮

存の脱却による二酸化炭素排出量削減の必要性が

の表面から純度の高い白色粉末のベチュリンが、

求められて久しい。特にここ数年の急激な環境変

ほぼ完全に抽出される。本稿の 1回目ではバイオ

動による自然環境の悪化、
災害などを考慮すると、

ポリマーの概観、ベチュリンバイオポリエステル

その対策の必要性、
重要性はますます増している。

の位置付け、ベチュリンの研究開発動向を含めて

自然界に存在する素材や材料に基づく研究開発

ベチュリンそのものについて解説する。なお以下

は、持続可能な社会の実現のため、たいへん意義

の説明ではベチュリンをBT（Betulin）と略し、ま

深い。このような状況下、いち早く白樺の外樹皮

たベチュリンバイオポリエステルをABIOS
（Ali-

に存在する白色成分の元であるベチュリンという

phatic Biopolyester）と略して表記する。

物質に着目し、白樺外樹皮から高効率、短時間で

図 2 は、ベチュリンとさまざまな長さのジカ

純度の高いベチュリンを抽出することに成功した

ルボン酸ジクロリドが温和な条件で反応し、バイ

白樺

外樹皮

カバ
（樺）の生息地域
ヨーロッパ・シベリア・北米・東アジア
日本では北海道に主として自生、本州以北に分布
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外樹皮の電子顕微鏡
写真（ベチュリン抽
出前） (×2500)

外樹皮の電子顕微鏡
写真（ベチュリン抽
出後）
(×2500)

抽出されたベチュリン

白樺とベチュリン抽出前後の外樹皮表面および抽出された高純度ベチュリン1）
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図2

架橋されたABIOS（模式図）
8
溶媒に不溶

ベチュリンとジカルボン酸ジクロリドによる脂肪族バイオポリエステルの作製および熱による架橋

オポリエステルが生成すること、および熱により

細な情報が掲載されている。またJBPA作成の資

架橋が進むことを示す。ジカルボン酸ジクロリド

料
（2018年 9月）などでも、世の中の動向や各企業

は、両末端に酸クロリド基が存在する脂肪族化合

が一丸となって環境対策に取り組んでいる様子を

物で、メチレン基の数が異なっている
［
（-CH2-）
m、
m=5、7、8、10］が、特に唐胡麻の種子内にある

知ることができる。

ひまし油から作られるセバコイルクロリド
（m=8）

生分解性に分かれ、それぞれがまた化石由来とバ

で合成したポリエステルの収率、分子量が最も高

イオマス由来に分かれる。バイオポリエステルは

かったことは、たいへん興味深い。ベチュリンバ

非生分解性で、化石由来とバイオマス由来の中間

イオポリエステルは耐熱性の高いポリマーである

の位置に付けられるが、分類としてはバイオマス

ことがDSC、TG-DTAで示され、またバイオポ

プラスチックとして見なされる。バイオマス由来

リエステルは、加熱されることによりバイオポリ

としてあげられる植物は、安全性が高いだけでな

エステルの主鎖からペンダント状に突き出たイソ

く機能性の高い素材として、かつ再生可能資源の

プロぺニル基が架橋を起こし、バイオポリエステ

宝庫として見なされてきた。たとえばジャガイモ

ルの強度や耐溶剤性をさらに向上させることが分

やトウモロコシの発酵によって作製された乳酸

かった。
次稿の（下）ではバイオポリエステルの合成結

バイオプラスチックを分類すると生分解性と非

は、典型的なバイオマスポリマーであるポリ乳酸
（PLA）の原料となっていることはよく知られて

果、熱特性、赤外分光
（IR）で確認したイソプロ

いる。ABIOSは、BTがバイオマス由来であり、

ぺニル基の熱架橋の関与、溶媒不溶化などについ

しかもBTと最も高収率、高分子量で反応するこ

て解説する。なお以下の説明では、メチレン基の

とが可能なセバコイルクロリドは、唐胡麻の種子

異なるバイオポリエステルに対しABIOS（m=5、
m

に存在するセバシン酸由来であることから、2つ

7、8、10）
と略して表記する。

の反応物がどちらもバイオマス由来である正真正

バイオポリマーの概況と BT、ABIOS の
位置付け

銘のバイオマスポリマーである。
ABIOSの生分解性については今後詳しく調べ

バイオベースポリマーの動向については、たと

る予定であるが、BTはテルペン類であり、テル

えば特許庁が公開している技術資料
（2009年 4月）

ペン類は大気中でオゾンやヒドロキシラジカルと

やNEDOのTSCレポート
（2019年 11月）などに詳

の反応性が極めて高く、放出されると分解されや
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ベチュリンの分子構造式と３次元ボール＆スティックモデル

すいことを考慮するとABIOSの生分解性特性も

楊枝などに利用されるのみである。外樹皮から抽

十分に期待される。

出されるBTの活用は、白樺（未使用資源）の有効

ヤマハ（株）の製品には、さまざまな天然素材、
材料が使われている。たとえば木材は楽器全般に
使用され、羊毛はピアノのハンマーフェルト、動
物皮はフルートのタンポ、カイガラムシが出す樹
脂（シェラック）
は高級ギターの塗料などに有効活

活用、寒冷地の産業振興という観点からたいへん
有意義である。
白樺外樹皮に存在する BT について
1 . 構造と特性

用されてきた歴史がある。近年の世界の環境状況

BTは白樺の外樹皮に豊富に存在（樹皮の乾燥重

を踏まえ、自然界から学び、石油由来の材料では

量に対し約 30%）する非可食性の天然物で、過酷

作りがたい複雑な構造物質を有効活用する考えが

な環境から植物を長年に渡り守ってきた。BTの

さらに強まってきており、増やす活動
（植林など）

構造
（分子構造式と 3次元ボール&スティックモ

にも積極的に取り組んでいる。製品を作るにあた

デル）を図 3 に示す。BT分子は芳香族化合物で

り該BTやABIOSも、環境に多大な負荷を与えず

はないものの、融点が 256℃と非常に高い。その

持続可能な社会を実現するための基礎研究の位置

理由としては、30個の脂肪族炭素で構成される

付けとして取り組んでいる。

剛体のトリテルペン骨格が平面的な立体構造であ

白樺の生態と利用分野
白樺は北半球の平野や高地に分布し、日本では

り、BT間の整ったスタッキングに起因する可能
性が高いと考えられる。
BT分子には第1級と第2級の2つの水酸基（OH）

本州中部以北に広く自生している代表的な陽樹で

があり、さらに 3番目の官能基としてイソプロペ

（図 1 ）、成長が速く（30〜40年で再生）
、裸地や

ニル基［H2C = C（CH3）-］もあり、BTは新しいヒ

山火事跡地に一斉に大群落を作り、そのため農作

ドロキシバイオプロピレンと呼ぶことも可能であ

地が必要でないという利点がある。樺の木にもさ

る。したがってポリエステルにかかわらず、さま

まざまな種類があり、ウダイカンバ
（マカンバ）
は

ざまなポリマーの合成も可能である。BTの分子

重硬で家具や建築用の高級材料となるが、シラカ

構造に由来する官能基に注目すれば、材料科学の

ンバは軽軟で保存性が非常に低く民芸品、割箸、

観点からも試薬や反応物として十分な活用が期待
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