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(57)【要約】
【課題】 ２種以上の高分子ファイバーを、簡便に混紡
させることができ、血管新生、神経再生のための細胞接
着、細胞増殖に適した足場材料として適用可能な、しか
も多機能化をも可能な、新しい混紡型高分子ファイバー
の製造方法を提供する。
【解決手段】 高分子溶液に電圧を印加し、高分子溶液
のジェットを噴射して高分子ファイバーを形成させるエ
レクトロスピニング法を利用して高分子ファイバーを製
造する方法において、複数種の高分子溶液の紡糸開始点
が同一または近接するようにして、前記複数種の高分子
溶液のジェットを噴射することで、複数種の高分子が含
有された単一の高分子ファイバーを形成させる。
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
高分子溶液に電圧を印加し、高分子溶液のジェットを噴射して高分子ファイバーを形成
させるエレクトロスピニング法により高分子ファイバーを製造する方法において、複数種
の高分子溶液の紡糸開始点が同一または近接するようにして、前記複数種の高分子溶液の
各々を噴射することで、複数種の高分子成分が含有された単一のファイバーを形成させる
ことを特徴とする混紡型高分子ファイバーの製造方法。
【請求項２】
高分子は、生体由来高分子および合成高分子のうちの少なくともいずれかであることを
特徴とする請求項１に記載の製造方法。
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【請求項３】
生体由来高分子は、コラーゲン、ゼラチン、フィブロネクチン、ラミニン、キチンおよ
びキトサンのうちの少なくともいずれかであることを特徴とする請求項１または２に記載
の製造方法。
【請求項４】
合成高分子は、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、ポリ−ε−カプロラクトン、ポリビニル
アルコールおよびこれら共重合体のうちの少なくともいずれかであることを特徴とする請
求項１または２に記載の製造方法。
【請求項５】
高分子は、多糖分子もしくはその部分構造、オリゴペプチド、オリゴ糖、およびプロテ
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オグリカンの少くともいずれかが結合可能とされる官能基を有していることを特徴とする
請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項６】
少くとも１種の高分子成分の貧溶媒を含有する凝固浴中にファイバーを回収することを
特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の製造方法。
【請求項７】
凝固浴中には有機化合物、無機化合物および金属の１種以上を含有させていることを特
徴とする請求項６に記載の製造方法。
【請求項８】
請求項１から５のいずれかの方法において、混紡型高分子ファイバーが集積された不織
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布を回収板上に得ることを特徴とする混紡型高分子ファイバー不織布の製造方法。
【請求項９】
回収板は表面形状がパターニングされたものであることを特徴とする請求項８に記載の
製造方法。
【請求項１０】
単一のファイバーに複数種の高分子成分が含有されている混紡型高分子ファイバーまた
はその集積体としての不織布であって、少くともいずれかの高分子成分は、表面改質また
は表面修飾可能な官能基を有する高分子からのものであることを特徴とする混紡型高分子
ファイバーまたはその集積体としての不織布。
【請求項１１】
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官能基は、多糖分子もしくはその部分構造、オリゴペプチド、オリゴ糖、およびプロテ
オグリカンの少くともいずれかが結合可能なものであることを特徴とする請求項１０に記
載のファイバーまたはその不織布。
【請求項１２】
高分子は生体由来高分子および合成高分子のうちの少くともいずれかであることを特徴
とする請求項１０または１１に記載のファイバーまたはその不織布。
【請求項１３】
請求項１１または１２に記載のファイバーまたはその不織布において、細胞接着分子あ
るいは細胞増殖因子と相互作用する多糖分子あるいはその部分構造、オリゴペプチド、オ
リゴ糖およびプロテオグリカンの少くともいずれかが固定化もしくは被覆されていること
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を特徴とする高分子ファイバーまたはその不織布。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、混紡型高分子ファイバーとその不織布並びにそれらの製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
従来より、高分子ファイバーの作製方法としては、従来より、エレクトロスピニング法
が知られている。この方法は、高電圧によって紡糸を行う方法である。具体的には、高分
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子溶液に高電圧を印加すると溶液表面に電荷が誘発、蓄積され、電荷の反発力が表面張力
を超えると荷電した溶液のジェットが噴射される。噴射したジェットは、溶媒の蒸発によ
りさらに細かいジェットとなって、最終的にコレクタと呼ばれる部分に高分子ファイバー
が形成される。このような方法によれば、外径が数十マイクロメートルから数百ナノメー
トルレベルのファイバーの作製が可能である。
【０００３】
しかし、従来では、このようなファイバーが有する特性は、原料とする一種類の高分子
の性質に制約されることになる。このため、材料に多機能化や新規な機能付加を求める近
年の要請に対して必ずしも適切な方法とは言えないのが実情であった。仮に多機能化や新
規機能を付加しようとする場合には、エレクトロスピニング法でファイバーを製造した後
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に、表面改質等の工程がさらに必要となり、製造工程が煩雑で面になるという問題があっ
た。
【０００４】
ただ、エレクトロスピニング法には、微細なナノサイズ、あるいはマイクロサイズの高
分子ファイバーの形成が可能であるという特徴があることから、本発明者らは、このよう
な特徴を生かしての多機能化や機能付加のための方策の確立について検討を進めてきた。
【０００５】
多機能化等のためには、各々、性質、特性の異なる高分子の成分を混合してファイバー
を形成することが考えられる。従来でも、たとえば、２種類以上の高分子成分を混合させ
たファイバーを製造する方法として、２種類の絹成分を溶媒に溶解させて混合したものを

30

用い、エレクトロスピニング法によって数十ｎｍ〜数百ｎｍの極細繊維、あるいはその不
織布を得る方法が提案されている（例えば、特許文献１）。この方法によれば、家蚕再生
絹糸や、野蚕絹、合成絹糸等の各種の絹材料を用いることができるだけでなく、糸の太さ
を変えること、フィルム状や不織布状にすることも可能とし、絹および絹様材料の応用範
囲を著しく拡大することができるとされている。また、この方法による極細繊維からなる
高品質の不織布は、特に医療材料として有用であるのともされている。しかしながら、こ
の方法は、絹フィブロインおよび絹様材料等の特定の場合においては有効であるが、混合
成分を溶解するために特定の溶媒を使用しなければならず、他の広範囲な種類の任意の高
分子材料には適用困難であるという限界があった。そして、混合溶解の条件や混合比等の
調整も必ずしも容易ではないという問題があった。
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【０００６】
一方、従来より、２種類以上の複数の高分子ファイバーからなる不織布を作製するため
の方法として、エレクトロスピニング法により各々の高分子ファイバーを紡糸するための
ノズルを並べ、これらノズルや、コレクタ部分を往復運動させることによって、２種類以
上の高分子ファイバーが混紡された不織布や、多層構造を持つ不織布の作製も行われてき
ている。しかし、この方法では、ノズル等の往復運動のために、使用するノズルの数だけ
の駆動装置が必要になり、その駆動、制御のための機構は複雑なものになるという問題が
ある。しかも、この方法では、ノズル等の往復動にともなって、特定種の高分子が局在化
、偏在化することがあり、均一な多機能体、あるいは新規機能付加した不織布を形成する
ことは容易ではないという問題があった。
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【特許文献１】特開２００４−０６８１６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
そこで、本発明は、以上のとおりの背景よりなされたものであって、簡便に、かつ、広
範囲な種類の任意の高分子を対象として、単一のファイバーに複数種の高分子成分を含有
させて、多機能化や新規機能付加を容易とすることのできる新しい技術手段を提供するこ
とを課題としている。また、この新しい手段による混紡型高分子ファイバーと、これによ
り構成される不織布も提供する。
【０００８】
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そして、血管新生、神経再生のための細胞接着、細胞増殖に適した足場材料として適用
可能な、しかも多機能化が可能なナノファイバー不織布の作成に貢献することのできる、
新しい技術手段を提供することも課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は、上記の課題を解決するものとして、第１には、高分子溶液に電圧を印加し、
高分子溶液のジェットを噴射して高分子ファイバーを形成させるエレクトロスピニング法
により高分子ファイバーを製造する方法において、複数種の高分子溶液の紡糸開始点が同
一または近接するようにして、前記複数種の高分子溶液の各々を噴射することで、複数種
の高分子成分が含有された単一のファイバーを形成させることを特徴とする混紡型高分子
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ファイバーの製造方法を提供する。
【００１０】
また、本発明は、第２には、上記第１の発明において、高分子は、生体由来高分子およ
び合成高分子のうちの少なくともいずれかであることを特徴としている。
【００１１】
さらに、第３には、生体由来高分子は、コラーゲン、ゼラチン、フィブロネクチン、ラ
ミニン、キチンおよびキトサンのうちの少なくともいずれかであることを特徴とし、そし
て、本発明は、第４には、合成高分子は、ポリグリコール酸、ポリ乳酸、ポリ−ε−カプ
ロラクトン、およびこれら共重合体のうちの少なくともいずれかであることを特徴とする
。
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【００１２】
第５には、高分子は、多糖分子もしくはその部分構造、オリゴペプチド、オリゴ糖、お
よびプロテオグリカンの少くともいずれかが結合可能とされる官能基を有していることを
特徴とする。
【００１３】
第６には、少くとも１種の高分子成分の貧溶媒を含有する凝固浴中にファイバーを回収
することを特徴とする上記いずれかの製造方法。
【００１４】
第７には、凝固浴中には有機化合物、無機化合物および金属の１種以上を含有させてい
ることを特徴とする製造方法を提供する。
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【００１５】
第８には、上記第１から第５のいずれかの方法において、混紡型高分子ファイバーが集
積された不織布を回収板上に得ることを特徴とする混紡型高分子ファイバー不織布の製造
方法を提供する。
【００１６】
第９には、回収板は表面形状がパターニングされたものであることを特徴とする製造方
法を提供する。
【００１７】
そしてまた、第１０には、単一のファイバーに複数種の高分子成分が含有されている混
紡型高分子ファイバーまたはその集積体としての不織布であって、少くともいずれかの高
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分子成分は、表面改質または表面修飾可能な官能基を有する高分子からのものであること
を特徴とする混紡型高分子ファイバーまたはその集積体としての不織布を提供し、
第１１には、官能基は、多糖分子もしくはその部分構造、オリゴペプチド、オリゴ糖、
およびプロテオグリカンの少くともいずれかが結合可能なものであることを特徴とするフ
ァイバーまたはその不織布を、
第１２には、高分子は生体由来高分子および合成高分子のうちの少くともいずれかであ
ることを特徴とするファイバーまたはその不織布を、
第１３には、上記第１１または第１２のファイバーまたはその不織布において、細胞接
着分子あるいは細胞増殖因子と相互作用する多糖分子あるいはその部分構造、オリゴペプ
チド、オリゴ糖およびプロテオグリカンの少くともいずれかが固定化もしくは被覆されて
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いることを特徴とする高分子ファイバーまたはその不織布を提供する。
【発明の効果】
【００１８】
上記第１、第２の発明によれば、任意の２種以上の高分子ファイバーの紡糸の瞬間にこ
れら高分子ファイバーを、簡便に混紡させることができる。これにより、一本のファイバ
ーに複数種の高分子由来の多機能化や新規機能付加を実現することができる。また、これ
により、血管新生、神経再生のための細胞接着、細胞増殖に適した足場材料として適用可
能な、しかも多機能化をも可能なナノファイバー不織布の作成にも貢献することができる
。
【００１９】
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上記第３または第４の発明によれば、上記第１、第２の発明の効果を、さらに効率よく
実現することができ、具体的には、特に生体適合性や生体吸収性、あるいは、物理的強度
等に優れる高分子ファイバーを製造することができる。
【００２０】
第６および第７の発明によれば、ファイバーのサイズや特性を調整することが可能とな
る。
【００２１】
そして第８から第１３の発明によれば、細胞接着分子や細胞増殖因子と相互作用する多
糖分子等による修飾が簡便に実現され、不織布においては均一な相互作用が可能とされる
。
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【００２２】
そして、第６から第１０の発明においては、上記の効果が体現されたファイバーあるい
はこれによる不織布が提供されることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
本発明は上記のとおりの特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態について説明
する。
【００２４】
本発明の混紡型高分子ファイバーの製造方法は、高分子溶液に電圧を印加し、溶液のジ
ェットを噴射させて高分子ファイバーを形成させるエレクトロスピニング法を利用してい
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る。
【００２５】
エレクトロスピニング法は、上述のとおり、高分子溶液に電圧を印加すると溶液表面に
電荷が誘発、蓄積され、電荷の反発力が表面張力を超えるとスピニング効果により荷電し
た溶液のジェットが噴射される。そして、噴射したジェットは溶媒の蒸発により、さらに
細かいジェットとなって最終的にコレクタと呼ばれる部分に高分子ファイバーを得るもの
である。ここで、印加する電圧は、一般的には、１０ｋＶ〜３０ｋＶ程度であるが、本発
明においてはこれに限定されるものではない。
【００２６】
本発明において何よりも特徴的なことは、上記のエレクトロスピニング法により、一本
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のファイバーに複数種の高分子成分が共存する高分子ファイバーを製造することにある。
このための本発明の方法においては、複数種の高分子溶液の紡糸開始点を同一または近接
させ、前記複数種の高分子溶液のジェットを噴射する。これによって、一本の高分子ファ
イバー中に、２種以上、つまり複数種の高分子成分が共存する高分子ファイバーを形成さ
せる。
【００２７】
ここで、紡糸開始点は、使用する高分子溶液の種類や濃度等によって、適宜に設定する
ことができる。
【００２８】
そして、このような特徴を有する本発明の方法においては、複数種の高分子成分の各々
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について、これを含有する溶液の各々をノズルより噴射し、紡糸開始点と同一とするが互
いに近接させ、一本のファイバーに複数種の高分子成分を含有される。
【００２９】
このようにして製造される本発明の高分子ファイバーは、たとえば、血管新生、神経再
生のための細胞接着、細胞増殖に適した足場材料として適用可能であって、しかも多機能
化が可能な、後述のナノファイバー不織布の作成に貢献することのできる。
【００３０】
さらに、たとえばあらかじめ所要のデザインに基づくノズルを使用して、高分子溶液の
ジェットを噴射することで、高分子の混合率や混合様式の変化も、適宜に変更することが
でき、次代のナノ構造物作成の基盤技術として、応用することができる。
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【００３１】
たとえば添付の図１は、本発明の方法を模式的に例示したものであって、異なる２種の
高分子（Ａ）（Ｂ）の溶液を用いた場合を例示している。
【００３２】
この図１の例示では、高分子（Ａ）（Ｂ）の溶液を、各々のノズル（１Ａ）（１Ｂ）よ
りこれをジェット噴射させ、高分子ファイバー（２）を形成させている。そして、この際
に、高分子（Ａ）（Ｂ）溶液の噴出ジェット液滴からの紡糸開始点（Ｃ）が三次元空間の
位置として同一もしくは相互に近接したものとなるようにし、これによって高分子ファイ
バー（２）の一本毎に、高分子（Ａ）（Ｂ）の成分を含有させている。
【００３３】

30

形成された高分子ファイバー（２）は、回収板上、すなわちコレクタ（３）に回収され
る。なお、この例においては、ノズル（１Ａ）（１Ｂ）とコレクタ（３）には、たとえば
高電圧発生装置（４）によって電圧が印加されている。
【００３４】
もちろん、本発明においては、２種の高分子（Ａ）（Ｂ）に限定されることなく、さら
に多数種であってよく、これに対応してノズルの数が増加されればよい。各々のノズル開
口端と紡糸開始点（Ｃ）との距離や角度、コレクタ（３）と紡糸開始点（Ｃ）との距離等
は、高分子の性質や溶液濃度、電圧、形成されるファイバー（２）の径や長さ等を考慮し
て適宜に定めることができる。
【００３５】
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本発明における高分子溶液の高分子としては、任意のものであってよく、具体的には、
生体由来高分子でもよいし、合成高分子でもよい。生体由来高分子としては、例えば、コ
ラーゲンやゼラチン、フィブロネクチン、ラミニン、キチン、キトサン等が挙げられ、特
にコラーゲンについては、Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ、ＶＩ、ＶＩＩＩ、ＩＸ、Ｘ型等
のものがあるが、本発明においては、これらの何れも使用でき、またこれらの誘導体を使
用してもよい。また、合成高分子としては、例えば、ポリグリコール酸、ポリ乳酸等に代
表される脂肪族ポリエステルやポリ−ε−カプロラクトン、これら共重合体等、さらに、
ポリビニルアルコール等の生分解性高分子も例示することができる。血管新生や神経再生
のための足場材料としての適用を考慮すると、生分解性高分子を用いることが好ましい。
なお、これら高分子溶液の溶媒については、高分子を溶解させるものであればよく、特に
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限定されるものではなく、例えば、１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロ−２−プロ
パノール等が使用できる。
【００３６】
形成される高分子ファイバーの直径（太さ）は、高分子溶液の濃度、溶媒の種類、印加
電圧、高分子溶液の濃度、ジェットの飛散距離等によって調整することができ、数十ナノ
メートルから数十マイクロメートル程度の範囲の直径のものを作製することができる。特
に、効率よく製造することを考慮すると、直径がマイクロメートルオーダーの場合におい
ては、５μｍまでの範囲が好ましく、また、直径ナノメートルオーダーの場合では、たと
えば２０ｎｍ以上の範囲とすることが好ましい。
【００３７】

10

また、高分子ファイバーの長さについても、用いる溶媒を適宜に選択すること等で調整
することが可能である。さらに、用いる高分子の組み合わせにより、生体材料の生体親和
性や分解特性等が既知のデータより予想することができ、用途に適した材料設計をも可能
とする。さらにまた、本発明によって製造された高分子ファイバーは、表面修飾等の材料
加工においても、幅広く発展させることができる。
【００３８】
本発明の方法によって、高分子ファイバーからなる不織布を作製することも可能で、異
なる直径の高分子ファイバーの混在で、血管新生、神経再生のための細胞接着、細胞増殖
に適した足場材料として適用可能な、しかも多機能化が可能なナノファイバー不織布を、
簡便に、かつ、効率よく製造することができる。

20

【００３９】
以上のような本発明の方法においては、さらに以下のような手段を施すことが有効でも
ある。
【００４０】
すなわち、第１には、たとえば、コレクタ部に規則的な表面凹凸等のパターン形状を有
する基板を鋳型として用いることにより、マイクロパターン構造を持つ不織布等を形成す
ることである。このようなマイクロパターン構造によって、たとえば細胞培養担体として
用いる場合に、平板状のシート不織布の場合に比べて細胞の内部進入を容易とすることが
できる。
【００４１】

30

また、第２には、細胞の接着、増殖を促進するため、細胞外マトリックス類似径の微細
ナノメートルサイズのファイバーを形成することであって、このために、エレクトロスピ
ニングしたファイバーを凝固溶培において形成することである。
【００４２】
このことは、凝固浴に用いる溶液の組成の調節として可能であって、たとえば、通常の
４０％の径にまで減少させることができる。この凝固浴槽の溶媒としては高分子成分のい
わゆる「貧溶媒」を用いることになる。その代表的なものとしては、水や水・アルコール
混合溶媒等である。
【００４３】
これらの貧溶媒には、有機化合物や無機化合物または金属を溶解もしくは部分溶解して

40

おいてもよい。有機化合物または無機化合物の溶液そのものが高分子の貧溶媒（貧溶液）
となり得ること、さらには、有機化合物や無機化合物、または金属を取り込んだファイバ
ーを形成することも可能となり得ることが考慮される。
【００４４】
これらの場合の有機化合物としては、たとえば蛋白質やペプチド、糖などが、無機化合
物としては塩化カルシウム、リン酸等が、金属としてはアルミニウムや、金、マンガン等
が例示される。これにより、生体親和性に富んだファイバーや導電性ファイバーの実現も
考慮される。
【００４５】
次に、本発明による実施例を示す。もちろん、本発明は上記実施の形態および以下の例
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に限定されるものではなく、その細部については様々な態様が可能であることは言うまで
もない。
【実施例】
【００４６】
＜混紡型高分子ファイバーからなる不織布の製造＞
ポリギリコール酸とコラーゲンタイプＩからなる混紡型ナノファイバー不織布の製造を
行った。
【００４７】
使用した製造装置では、２種類の高分子成分の各々を充填した、シリンジポンプ駆動の
２台のシリンジの各々に吐出ノズルを連結し、各々のノズルより高分子溶液をエレクトロ

10

スピニング法により噴出させ、各々の紡糸開始点が同一の１点になるようにした。
【００４８】
一方の高分子溶液（以下、高分子溶液Ａとする）として、ポリグリコール酸溶液（溶媒
は、１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロ−２−プロパノールを使用）の濃度を６７
ｍｇ／ｍＬに調製し、他方の高分子溶液（以下、高分子溶液Ｂとする）として、コラーゲ
ンタイプＩ溶液（溶媒は、１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロ−２−プロパノール
を使用）の濃度を６４ｍｇ／ｍＬに調製した。
【００４９】
シリンジポンプによるシリンジから吐出ノズルへの送液速度は、高分子溶液Ａ，Ｂそれ
ぞれ５ｍＬ／ｈとし、印加電圧コラーゲンタイプＩのエレクトロスピニングの条件に合わ
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せ、２７ｋＶとした。紡糸開始点とコレクタ間の距離は２５ｃｍと設定し、コレクタには
アルミホイルを用いた。作製された不織布を回収し、一晩、室温にて真空乾燥を行い、こ
れをサンプルとして、この微細な構造を走査型電子顕微鏡で観察した。また、エネルギー
分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）による、元素分析も行った。
【００５０】
結果として、図１の走査型電子顕微鏡写真のように、不織布を構成するファイバーの存
在を確認することができた。また、ファイバーの平均直径は、６６６ｎｍであった。
【００５１】
ＥＤＳを用いての元素分析の結果、ポリグリコール酸のみで作製したナノファイバーで
は検出されないコラーゲン由来の窒素原子の明瞭なシグバルが検出された。
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【００５２】
以上の結果より、混紡型ナノファイバーとこれによって構成される不織布の形成を確認
することができた。
【００５３】
また、形成された不織布の水との接触角を測定したところ、６２．５°であった。これ
は、ポリグリコール酸のみの不織布の接触角７６．１°と比較して、表面改質がなされた
結果であることを意味している。
【００５４】
ま た 、 得 ら れ た 不 織 布 を 培 養 担 体 と し て 、 Ｈ Ｕ Ｖ Ｅ Ｃ （ Human Umbilical Vein endathe
lial Cell ） を 増 種 し て 培 養 し た 。 図 ３ は 、 １ 日 後 の 状 態 を 例 示 し た Ｓ Ｅ Ｍ 像 で あ る 。 培

40

養担体として好適であることがこれにより確認された。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明におけるエレクトロスピニング法の概要を例示した模式図である。
【図２】実施例で製造した混紡型高分子ファイバーとこれによる不織布を走査型電子顕微
鏡で観察した結果を示した写真図である。
【図３】細胞培養の１日後の状態を例示した走査型電子顕微鏡像を示した写真図である。
【符号の説明】
【００５６】
Ａ，Ｂ

高分子
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Ｃ

紡糸開始点

１Ａ，１Ｂ

ノズル

２

高分子ファイバー

３

コレクタ

【図１】

【図２】
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JP 2007‑186831 A 2007.7.26

(11)

JP 2007‑186831 A 2007.7.26

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

Ｄ０１Ｆ
Ｄ０４Ｈ

ＦＩ

6/50
1/72

(2006.01)
(2006.01)

テーマコード（参考）

Ｄ０１Ｆ

6/62

３０５Ｚ

Ｄ０１Ｆ

6/50

Ａ

Ｄ０４Ｈ

1/72

Ｃ

Ｆターム(参考) 4L041 AA01 BA48 BD11 CA05 CA35 CA44 CA55 CA56 CB03 CB04
CB11
4L047 AA11 AA16 AA21 AA23 AA27 AA28 AB03 BA09 CB10 CC16
EA22

