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(57)【要約】
【課題】 シクロデキストリンが備える化合物を包接す
る機能を有効かつ複合的に備えるシクロデキストリン繊
維集合体を提供する。
【解決手段】 シクロデキストリンからなるファイバを
含む繊維集合体であって、前記シクロデキストリンから
なるファイバが、グルコースの数が異なる複数種のシク
ロデキストリンからなることを特徴とする。
前記シクロデキストリンからなるファイバが、α‑シ
クロデキストリン、β‑シクロデキストリン、γ−シク
ロデキストリンの少なくともいずれか２種からなること
を特徴とする。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
シクロデキストリンからなるファイバを含む繊維集合体であって、
前記シクロデキストリンからなるファイバが、グルコースの数が異なる複数種のシクロ
デキストリンからなることを特徴とするシクロデキストリン繊維集合体。
【請求項２】
前記シクロデキストリンからなるファイバが、α‑シクロデキストリン、β‑シクロデキ
ストリン、γ−シクロデキストリンの少なくともいずれか２種からなることを特徴とする
請求項１記載のシクロデキストリン繊維集合体。
【請求項３】
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ヘキサフルオロイソプロパノール（HFIP）を溶媒として複数種のシクロデキストリンを
含む混合溶液を調製する工程と、
前記複数種のシクロデキストリンを含む混合溶液をエレクトロスピニング法により射出
し、複数種のシクロデキストリンからなるファイバを含む繊維集合体を作製する工程と、
を備えることを特徴とするシクロデキストリン繊維集合体の製造方法。
【請求項４】
前記混合溶液を調製する工程において、
複数種のシクロデキストリンについて、各々のシクロデキストリンをヘキサフルオロイ
ソプロパノール（HFIP）に溶解した溶液を個別に調製する工程と、
個別に調製したシクロデキストリンの溶液を所定の混合比で混合することにより、複数
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種のシクロデキストリンを含む混合溶液を調製する工程と、
を備えることを特徴とする請求項３記載のシクロデキストリン繊維集合体の製造方法。
【請求項５】
前記複数種のシクロデキストリンを含む混合溶液を調製する工程において、
α‑シクロデキストリン、β‑シクロデキストリン、γ−シクロデキストリンの少なくと
もいずれか２種を含む混合溶液を調製することを特徴とする請求項３または４記載のシク
ロデキストリン繊維集合体の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はシクロデキストリン繊維集合体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
溶融紡糸、湿式紡糸、エレクトロスピニングといった紡糸法においては、一般的に、分
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子間相互作用や分子の絡み合いが大きな高分子が利用されてきた。これに対し、近年、低
分子であるリン脂質（レシチン）を、エレクトロスピニングを用いることでファイバ化が
可能であるという報告がなされた。この報告では、溶液中で形成されるワーム状ミセルが
、高分子のように絡み合うことでファイバ形成を可能にしていると説明しており、臨界ミ
セル濃度（35 wt%）以上に濃度を設定することでファイバ形成が可能であると報告してい
る。この報告により、比較的弱い相互作用しか持たない低分子であっても、紡糸条件を適
切に制御することでファイバ化が可能であることが明らかとなり、低分子化合物を用いた
エレクトロスピニングによりファイバ作製に成功した報告が多数なされるようになってき
た。
【０００３】
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また、用いられる化合物も多様化してきているが、中でも、シクロデキストリン（CD）
によるエレクトロスピニングは多様な分野で利用されてきたシクロデキストリン自体の学
術的・産業的価値のために、研究が活発化している。トルコのUyarらは、2011年に世界で
初めて全メチル化シクロデキストリンがエレクトロスピニングによりナノファイバ化でき
ることを報告しており（非特許文献２）、その後2013年に未修飾シクロデキストリンのエ
レクトロスピニングに成功している（非特許文献３、４）。
また、2013年には韓国の研究グループ（非特許文献５）、2014年に吉田らが同様の現象
を報告している（非特許文献６）。
これらの報告における大きな違いは紡糸時に用いる溶媒であり、揮発性や誘電性、シク
ロデキストリンの溶解度などが紡糸に多大な影響を与えることが知られている。
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【０００４】
シクロデキストリンは、複数のD‑グルコースがα‑1,4‑グリコシド結合により結合した
環状オリゴ糖である。D‑グルコースが6、7、8単位のものはそれぞれα‑シクロデキストリ
ン（α‑CD）、β‑シクロデキストリン（β‑CD)、γ‑シクロデキストリン（γ‑CD)と呼ば
れる。それぞれの環の内径は4.7‑5.3、6.0‑6.5、7.5‑8.3オングストロームであり、第一
級水酸基側（Primary face）の内径の方が狭く，第二級水酸基（Secondary face）の内径
の方がやや広い構造となっている。
また、異なるのは環のサイズだけでなく、溶媒への溶解性もかなり異なっている。例え
ば、水への溶解度では、α‑CDが14.5 g/100mL、β‑CDが1.85 g/100mL、γ‑CD が23.2 g/1
00mLと、β‑CDが特に低い。これは、環の水素結合や立体構造に起因していると言われて
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いる。
【０００５】
シクロデキストリンのその環の内部はCH基に覆われているため疎水性を示すのに対し、
環の外部は多数の水酸基に由来した親水性を示す。この特徴によりシクロデキストリンは
、疎水性相互作用を利用して環内部に分子を包接させることが可能であり、包接した分子
の溶解度の向上、酸化や光分解、熱などに対する安定性の向上、薬や香りの徐放のコント
ロールなどに利用され、食品、薬品、化粧品や環境保護など様々な用途に用いられてきて
いる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００６】
【非特許文献１】T. E. Long et al., Science 2006, 311, 353‑355.
【非特許文献２】A. Celebioqlu, T. Uyar, Chem. Commun. 2010, 46, 6903.
【非特許文献３】T. Uyar, A. Celebioqlu, J. Colloid Interface Sci. 2013, 404, 1.
【非特許文献４】T. Uyar, A. Celebioqlu, RSC Adv. 2013, 3, 22891.
【非特許文献５】Y. Ahn, Y. Kang, M. Ku, Y. Yang, S. Jung, H. Kim, RSC Adv. 2013,
3, 14983.
【非特許文献６】T. Kida, S. Sato, H. Yoshida, A. Teragaki, M. Akashi, Chem. Comm
un. 2014, 50, 14245.
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上述したように、シクロデキストリンは、環内部に分子を包接させることができるとい
う作用を備えることから、現在では代表的な包接分子として認知されるに至っている。ま
た、シクロデキストリンを用いてエレクトロスピニング法によりファイバ化することが可
能であり、ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP)を溶媒とすることで、エレクトロスピ
ニング法によりシクロデキストリンの不織布を作製した報告がなされている（非特許文献
６）。
本発明は、代表的な環状オリゴ糖であるシクロデキストリンの包接作用を効果的に利用
することができ、様々な用途への利用を可能にするシクロデキストリンからなるファイバ
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を含む新規な構成を備えるシクロデキストリン繊維集合体及びその好適な製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明に係るシクロデキストリン繊維集合体はシクロデキストリンからなるファイバを
含む繊維集合体であって、前記シクロデキストリンからなるファイバが、グルコースの数
が異なる複数種のシクロデキストリンからなることを特徴とする。
なお、本発明に係るシクロデキストリン繊維集合体は、シクロデキストリンからなるフ
ァイバを含む繊維集合体であり、繊維集合体はシクロデキストリンからなるファイバのみ
から構成されているものであってもよいし、シクロデキストリンからなるファイバ以外の
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素材からなるファイバを併せ含むものであってもよい。
繊維集合体としては、不織布等のシート状に形成されたものであってもよいし、ブロッ
ク状にファイバが集合した形態のものであってもよく、その形態や大きさが限定されるも
のではない。
【０００９】
シクロデキストリンからなるファイバとしては、例として、α‑シクロデキストリン、
β‑シクロデキストリン、γ−シクロデキストリンの少なくともいずれか２種からなるも
のにより構成することができる。
なお、繊維集合体に含まれるシクロデキストリンからなるファイバは、α−CD、β−CD
、γ−CDに限らず、任意のグルコース数からなるシクロデキストリンを組み合わせて（混
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合して）なるものであり、異種のシクロデキストリンを適宜組み合わせて構成され、シク
ロデキストリンの組み合わせが限定されるものではない。たとえば、シクロアミロースは
グルコースが22〜50量体の混合物で、分子を包接する機能を備えている。シクロアミロー
スのように、グルコースの量体数が異なるものが混在しているものや、22量体、26量体と
いった数十量体のグルコースを備えるものもシクロデキストリンに含まれ、これらを用い
てシクロデキストリンからなるファイバを構成することができる。
【００１０】
また、本発明に係るシクロデキストリン不織布の製造方法は、ヘキサフルオロイソプロ
パノール（HFIP）を溶媒として複数種のシクロデキストリンを含む混合溶液を調製する工
程と、前記複数種のシクロデキストリンを含む混合溶液をエレクトロスピニング法により
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射出し、複数種のシクロデキストリンからなるファイバを含む繊維集合体を作製する工程
と、を備えることを特徴とする。なお、複数種のシクロデキストリンからなるファイバと
は、エレクトロスピニング法により射出して形成された１本のファイバそのものに複数種
のシクロデキストリンが混在して存在するファイバとして構成されているという意味であ
る。
エレクトロスピニング法により作製する繊維集合体は、上述したように、不織布のよう
なシート状のものであってもよいし、ファイバが絡み合ってブロック状になったものであ
ってもよく、その形態および大きさ、疎密度等が限定されるものではない。
また、繊維集合体はシクロデキストリンからなるファイバのみからなるものであっても
よいし、シクロデキストリン以外の他の素材からなるファイバが混在されているものであ
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ってもよい。シクロデキストリン以外の素材からなるファイバが混在する繊維集合体は、
複数のノズルを備えるエレクトロスピニング装置を使用し、一つのノズルからはシクロデ
キストリンの混合溶液を射出し、他のノズルからは高分子溶液を射出するといった方法に
よって作製することができる。
【００１１】
エレクトロスピニング法を利用してファイバを形成する際には、一般的に、ノズルとコ
レクター間の印加電圧、ノズルとコレクターとの離間間隔、溶液供給速度をパラメータと
して制御することに加えて、溶液の誘電率や電気伝導性を変えることによって、ファイバ
径やファイバ構造といったファイバの特性を制御することができる。シクロデキストリン
混合溶液を用いてエレクトロスピニング法により繊維集合体を作製する場合も、これらの
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パラメータを適宜設定することによって、適宜望みの性状のファイバを作製成功すること
ができる。
【００１２】
また、前記混合溶液を調製する工程において、複数種のシクロデキストリンについて、
各々のシクロデキストリンをヘキサフルオロイソプロパノール（HFIP）に溶解した溶液を
個別に調製する工程と、個別に調製したシクロデキストリンの溶液を所定の混合比で混合
することにより、複数種のシクロデキストリンを含む混合溶液を調製する工程と、を備え
ることにより、シクロデキストリンの混合溶液を構成する各々のシクロデキストリンの混
合比を容易に設定することができ、繊維集合体に含まれるシクロデキストリンの混合比を
任意に設定することが可能になる。シクロデキストリン繊維集合体の用途によっては、繊
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維集合体に含まれるシクロデキストリンの種類を選択したり、シクロデキストリンの混合
比率を選択する必要がある。このような目的に、本発明方法は有用である。
また、前記複数種のシクロデキストリンを含む混合溶液を調製する工程において、α‑
シクロデキストリン、β‑シクロデキストリン、γ−シクロデキストリンの少なくともい
ずれか２種を含む混合溶液を調製することにより、α‑シクロデキストリン、β‑シクロデ
キストリン、γ−シクロデキストリンの少なくとも２種を含む繊維集合体を容易に製造す
ることができる。
【発明の効果】
【００１３】
本発明に係るシクロデキストリン繊維集合体は、複数種のシクロデキストリンからなる
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ファイバを含むものとして構成されるから、シクロデキストリンが備える分子を包接する
機能が、単一種に限らず種々の分子（化合物）を選択的に包接する機能を備えるものとし
て提供され、分子（化合物）を吸着等する機能を備える用途として多様に利用することが
できる。また、本発明に係るシクロデキストリン不織布の製造方法によれば、分子（化合
物）を吸着等する多様な機能を備える繊維集合体を、容易にかつ確実に得ることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】混合比α‑CD：β‑CD＝80：20の混合溶液を使用し、エレクトロスピニングにより
得られた不織布のSEM像と、不織布を構成するファイバの直径分布を示すグラフである。
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【図２】混合比α‑CD：β‑CD＝60：40の混合溶液を使用し、エレクトロスピニングにより
得られた不織布のSEM像と、不織布を構成するファイバの直径分布を示すグラフである。
【図３】混合比α‑CD：β‑CD＝40：60の混合溶液を使用し、エレクトロスピニングにより
得られた不織布のSEM像と、不織布を構成するファイバの直径分布を示すグラフである。
【図４】混合比α‑CD：β‑CD＝20：80の混合溶液を使用し、エレクトロスピニングにより
得られた不織布のSEM像と、不織布を構成するファイバの直径分布を示すグラフである。
【図５】α‑CDとβ‑CDの異なる混合比のサンプルについて測定して得られたXRDパターン
である。
【図６】α‑CDとγ‑CDの混合比率をα‑CD：γ‑CD＝100：0、80：20、60：40、40：60、20
：80、0：100とした溶液を用いて作製した不織布のSEM像である。
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【図７】(a)α‑CD、β‑CD、γ‑CDの混合溶液を用いて作製した不織布のSEM像、(b)得られ
た不織布についてのXRDパターンである。
【図８】(a)α‑CD/HFIPとγ‑CD/pyrene/HFIPを別個のノズルから射出して得られた不織布
についての共焦点蛍光観察像、(b)混合溶液（α‑CD/γ‑CD/pyrene/HFIP）を射出して得ら
れた不織布についての共焦点蛍光観察像である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明に係るシクロデキストリン繊維集合体を構成するシクロデキストリンからなるフ
ァイバはエレクトロスピニング法を利用して作製する。エレクトロスピニング法を利用し
てファイバを作製する従来方法は、分子間相互作用や分子の絡み合いが大きな高分子を使
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用する方法が常法である。したがって、エレクトロスピニング法にシクロデキストリンの
ような低分子化合物を使用する方法は、きわめて特異な方法ということができる。シクロ
デキストリンは自己集合力が弱く、ミセルのような会合体を形成しないため、ファイバ形
成が困難であるという理由もある。
本発明は、エレクトロスピニング法と非常に相性の良いヘキサフルオロイソプロパノー
ル（HFIP）が、シクロデキストリンの良溶媒として作用することに基づいてなされたもの
である。
【００１６】
下記にシクロデキストリンの化学構造を示す。
【化１】

10

【００１７】
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上図でｎ＝１の場合、すなわち構成するグルコースの数が６個のものがα‑シクロデキ
ストリン（α−CD)、ｎ＝２の場合、すなわりグルコースの数が７個のものがβ‑シクロデ
キストリン（β−CD)、ｎ＝３、グルコースの数が８個のものがγ−シクロデキストリン
（γ−CD)と称される。
シクロデキストリンは、これら３種のα−CD、β−CD、γ−CDに限られるものではなく
、グルコースの数が４、５及び９以上のものも存在し、シクロアミロースのように、α−
CD、β−CD、γ−CD以外のシクロデキストリンも化学品として提供されている。
【００１８】
前述したように、シクロデキストリンの環状部位の径は、シクロデキストリンを構成す
るグルコースの数によって異なり、グルコースの数が多くなるにしたがって径寸法は大き
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くなる。上記α−CD、β−CD、γ−CDについてみると、最小径は0.47nm（α−CD）最大径
は0.83nm（γ−CD）である。
このようにシクロデキストリンを構成するグルコースの数と、シクロデキストリンの環
状部位の径との間には相関関係があるから、シクロデキストリンに包接しようとする分子
の大きさに合わせてグルコースの数を設定したシクロデキストリンを用意すれば、目的と
する分子を選択的に包接することができるシクロデキストリンを設計することができる。
【００１９】
（シクロデキストリン繊維集合体の製造方法）
本発明に係るシクロデキストリン繊維集合体の製造方法においては、複数種のシクロデ
キストリンを含むシクロデキストリンの混合溶液を調製し、この混合溶液を用いてエレク
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トロスピニング法により、複数種のシクロデキストリンからなるファイバを含む繊維集合
体、たとえば不織布を作製する。
本発明方法では、下記の１）、および２）の工程を備える。
１）ヘキサフルオロイソプロパノール（HFIP）を溶媒として複数種のシクロデキストリン
を含む混合溶液を調製する工程
２）複数種のシクロデキストリンの混合溶液をエレクトロスピニング法により射出し、複
数種のシクロデキストリンからなるファイバを含む繊維集合体を作製する工程
【００２０】
複数種のシクロデキストリンを含む混合溶液を調製する工程においては、複数種のシク
ロデキストリンについて、各々のシクロデキストリンをヘキサフルオロイソプロパノール
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（HFIP）に溶解した溶液をあらかじめ個別に調製しておき、個別に調製したシクロデキス
トリンの溶液を所定の混合比で混合する方法によって、複数種のシクロデキストリンを含
む混合溶液を調製する方法を利用することができる。
混合溶液に混在させるシクロデキストリンの種類はとくに限定されるものではなく、個
別に用意したそれぞれのシクロデキストリンの溶液を混合することによって、複数種のシ
クロデキストリンを含む混合溶液を調製することができる。
【００２１】
混合溶液を調製する際におけるシクロデキストリンの溶液の混合比率は任意に設定する
ことが可能であり、たとえば２種のシクロデキストリンの溶液を１：１で混合する、２：
１で混合するといったように、任意に混合比率を選択することができる。すなわち、混合
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溶液に含まれる個々のシクロデキストリンの混合比は任意に設定される。
異種のシクロデキストリンの溶液を混合して混合溶液を調製する方法は、複数種のシク
ロデキストリンを含む混合溶液におけるシクロデキストリンの混合比率を任意に設定する
操作としてきわめて容易であるという利点がある。
【００２２】
なお、混合溶液中における全シクロデキストリンの濃度はとくに限定されるものではな
い。ただし、シクロデキストリンの全濃度（溶媒中におけるシクロデキストリン全量の濃
度）が低すぎたり、高すぎたりするとファイバ化が困難になる場合があるから、混合溶液
中のシクロデキストリンの濃度については適宜設定する必要がある。
【００２３】
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シクロデキストリンの混合溶液を使用し、エレクトロスピニング法により不織布等の繊
維集合体を作製する方法は、通常のエレクトロスピニング法を利用して繊維集合体を作製
する方法によればよい。
エレクトロスピニング法によれば、ナノ‑マイクロメートル径のファイバを迅速かつ容
易に作製することができる。
エレクトロスピニングにおける紡糸では、非常に広いパラメータの設定が可能であり、
温度や湿度などの「紡糸環境」や溶液の濃度や粘度、導電性といった「溶液特性」だけで
なく、印加電圧や極板間距離、射出速度などの「紡糸条件」を制御することによりファイ
バ化する。
シクロデキストリン溶液を用いてエレクトロスピニングでファイバ化する際には、シク
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ロデキストリンの溶液の粘度を適当に設定する必要がある。本発明者らの実験によるとシ
クロデキストリン溶液の粘度が15mPa・sec程度以上であれば、ファイバ化することができ
、均一な不織布が得られることが分かっている。
【００２４】
（実験例１）
繊維集合体として、α‑シクロデキストリン（α‑CD）とβ‑シクロデキストリン（β‑CD
）とを含むファイバからなる不織布を作製した例について説明する。
まず、α‑CD 2.26gあるいはβ‑CD 2.26gにHFIP 10mLを加え、室温で一晩撹拌すること
で、12.5 wt% α‑CDあるいは12.5 wt% β‑CDのストック溶液を調製した。
次いで、これら２つの溶液を体積比4:1、3:2、2:3、1:4で混合したシクロデキストリン
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溶液を下記の条件で紡糸した。
α‑CD：β‑CD＝80:20 印加電圧20kV、射出速度2.36mL/h、電極間距離10cm
α‑CD：β‑CD＝60:40 印加電圧20kV、射出速度2.36mL/h、電極間距離10cm
α‑CD：β‑CD＝40:60 印加電圧20kV、射出速度1.77mL/h、電極間距離10cm
α‑CD：β‑CD＝20:80 印加電圧30kV、射出速度1.77mL/h、電極間距離10cm
なお、シクロデキストリン、HFIPはいずれも化成品として購入したものを使用した。
【００２５】
図１〜４はエレクトロスピニング法を利用して得られた不織布のSEM像と不織布を構成
するファイバの直径の分布を示すグラフである。
図１は、混合比α‑CD：β‑CD＝80：20とした混合溶液を使用した場合、図２は、混合比
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α‑CD：β‑CD＝60：40とした場合、図３は、混合比α‑CD：β‑CD＝40：60とした混合、図
４は、混合比α‑CD：β‑CD＝20：80とした場合である。
【００２６】
図１〜４を見ると、α‑CDとβ‑CDの混合比をいずれに設定した場合でも、α‑CDとβ‑CD
を混合した混合溶液を使用してエレクトロスピニングする方法により、シクロデキストリ
ンがファイバ化され不織布が形成されたことが分かる。この実験結果は、複数種のシクロ
デキストリンを含む混合溶液を調製してエレクトロスピニングする方法を利用することに
より、不織布を形成することができることを示している。
図１〜４に、ファイバの平均直径と標準偏差を示した。α‑CDとβ‑CDの混合比が異なる
４種のサンプルについて、平均直径と標準偏差の値についいては大きな差異は見られない
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。
【００２７】
図５は、上述した４種のサンプルについて測定したXRDパターンを示す。図５では、参
考として、α‑CDとβ‑CDの混合比を100：0、0：100としたサンプルについて測定したXRD
パターンについても併せて示した。
図５に示す測定結果は、α‑CDとβ‑CDの混合比を80：20、60:40、40:60、20:80とした
４種のサンプルのいずれについても、アモルファスの形態として構成されていることを示
している。
また、α‑CDのみからなる不織布とβ‑CDのみからなる不織布に表れているピークの位置
に関して、α‑CDとβ‑CDを混合したサンプルにおいては殆どピークが消失している。この
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結果は、混合シクロデキストリン繊維の内部は、α‑CDのみの部分やβ‑CDのみの部分が存
在するのではなく、２つのCDが混ざった状態であることを示唆しているものと考えられる
。
【００２８】
（実験例２）
繊維集合体として、α‑シクロデキストリンとγ‑シクロデキストリンとを含むファイバ
からなる不織布を作製した例について説明する。
α‑CD 2.26gあるいはγ‑CD 1.58gにHFIP 10mLを加え、室温で一晩撹拌することで、12.
5 wt% α‑CDあるいは9 wt% γ‑CDのストック溶液を調製した。これら２つの溶液を体積比
4:1、3:2、2:3、1:4で混合したCD溶液を下記の条件で紡糸した。
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α‑CD：γ‑CD＝80:20 印加電圧20kV、 射出速度1.59mL/h、電極間距離15cm
α‑CD：γ‑CD＝60:40 印加電圧15kV、 射出速度3.18mL/h、電極間距離15cm
α‑CD：γ‑CD＝40:60 印加電圧10kV、 射出速度4.72mL/h、電極間距離10cm
α‑CD：γ‑CD＝20:80 印加電圧20kV、 射出速度4.72mL/h、電極間距離15cm
【００２９】
図６にそれぞれの溶液を用いてエレクトロスピニングすることによって得られた不織布
のSEM像を示す。
α‑CDのみからなる場合、γ‑CDのみからなる場合を含め、α‑CDとγ‑CDの混合比が異な
るいずれの混合溶液を用いた場合についても、はっきりとファイバ化され、シクロデキス
トリンの不織布が形成されていることが認められる。
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【００３０】
（実験例３）
次に、３種のα‑シクロデキストリン、β‑シクロデキストリン、γ‑シクロデキストリ
ンを等量比（1：1：1）で混合した混合溶液を調製して、エレクトロスピニング法により
ファイバ化して不織布を作製する実験を行った。
α‑CD 2.26gあるいはβ‑CD 2.26gあるいはγ‑CD 1.58gにHFIP 10mLを加え、室温で一晩
撹拌することで、12.5 wt%α‑CD、あるいは12.5 wt% β‑CD、あるいは9 wt% γ‑CDのスト
ック溶液を調製した。
これら3つの溶液を体積比1:1:1で混合したCD溶液を以下の条件で紡糸した。
α‑CD：β‑CD：γ‑CD＝1:1:1 印加電圧20kV, 射出速度2.78mL/h、電極間距離10cm
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【００３１】
図７(a)に、得られた不織布のSEM像を示す。図７(a)は、α‑CD、β‑CD、γ‑CDを等量比
で含む混合溶液を用いてエレクトロスピニングすることにより、シクロデキストリンがフ
ァイバ化され、シクロデキストリンの不織布が形成されたことを示す。
図７(b)は、図７(a)の測定に用いた不織布について測定したXRDパターンである。図７(
b)から、３種のα‑CD、β‑CD、γ‑CDを含む混合溶液を用いてエレクトロスピニングして
得られたシクロデキストリン不織布はアモルファスの形態であることを示す。
なお、上記各実験例における紡糸条件は、均一なファイバが安定して得られる条件とし
て設定したものであり、これらのパラメータでないと紡糸できないという訳ではない。
【００３２】
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（実験例４）
図８は、複数種のシクロデキストリンを混合した混合溶液を用いてエレクトロスピニン
グすると、各々のファイバは、複数種のシクロデキストリンが混在した状態でファイバ化
されることを確かめる実験を行った結果を示す。
実験は、α‑シクロデキストリンとγ‑シクロデキストリンとを用いて行った。α‑シク
ロデキストリンはピレン(pyrene)を包接せず、γ‑シクロデキストリンはピレンを包接す
ることが知られており、γ‑シクロデキストリンはピレンを包接すると380nm付近と475nm
付近にピレン由来の発光を示す。
【００３３】
このピレンの発光作用を利用するため、ピレンを添加したγ‑シクロデキストリン溶液
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（γ‑CD/HFIP)を調製し、α‑シクロデキストリン溶液（α‑CD/HFIP)と、ピレンを包接さ
せたγ‑シクロデキストリン溶液（γ‑CD/pyrene/HFIP)と、α‑CD/HFIPとγ‑CD/pyrene/HF
IPを混合させた混合溶液（α‑CD/γ‑CD/pyrene/HFIP）の３種類の溶液を用意した。
図８(a)は、二つのノズルを備えるエレクトロスピニング装置を使用し、一方のノズル
からはα‑シクロデキストリン溶液（α‑CD/HFIP)を射出し、他方のノズルからはγ‑シク
ロデキストリン溶液（γ‑CD/pyrene/HFIP)を射出して得られた不織布について測定した共
焦点蛍光観察像である。
図８(b)は、一つのノズルから、混合溶液（α‑CD/γ‑CD/pyrene/HFIP）を射出して得ら
れた不織布について測定した共焦点蛍光観察像である。
【００３４】
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図８(a)は、α‑シクロデキストリンからなるファイバと、γ‑シクロデキストリンから
なるファイバとが絡み合って存在し、γ‑シクロデキストリンからなるファイバのみから
蛍光が現れていることを示す。一方、図９(b)ではすべてのファイバから蛍光が出ている
ことが確認できる。この実験結果は、α‑シクロデキストリンとγ‑シクロデキストリンと
を混合した溶液を用いてエレクトロスピニングして得られるファイバにはα‑シクロデキ
ストリンとγ‑シクロデキストリンが混在して存在することを示している。
【００３５】
上述した実験は、α‑シクロデキストリン、β‑シクロデキストリン、γ‑シクロデキス
トリンを繊維集合体を作製するシクロデキストリン源として使用した例である。本発明に
係るシクロデキストリン繊維集合体の製造方法はα‑シクロデキストリン、β‑シクロデキ
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ストリン、γ‑シクロデキストリンの３種のシクロデキストリンを組み合わせて繊維集合
体を作製する場合に限るものではなく、グルコース数がこれらと異なるシクロデキストリ
ンを適宜組み合わせて、種々の繊維集合体を作製することができる。
【００３６】
本発明方法によって得られるシクロデキストリン繊維集合体は、シクロデキストリンに
よって分子を包接する機能の観点から見ると、複数種の分子（化合物）を選択的に包接し
て取り込むことができる不織布等の繊維集合体として機能する。従来の単一のシクロデキ
ストリンからなる不織布では分子を包接させる作用が限定的になることと比較して、本発
明に係る繊維集合体は、複数種の分子（化合物）を選択的に包接することができる点で、
包接機能（吸着機能）を利用して繊維集合体に付与する機能をより多様化することができ
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るという利点がある。また、繊維集合体に混在させる複数種のシクロデキストリンの混在
比率を任意に設定することが容易に可能であり、これによってさまざまな用途に応じた繊
維集合体として提供することが可能になる。
本発明に係る繊維集合体に付与する機能剤としては、抗菌剤、消臭剤、生体親和性材料
、医薬成分、酵素、蛍光材料等が挙げられる。
【００３７】
シクロデキストリンはグルコースからなる環状オリゴ糖であるため、シクロデキストリ
ンからなる不織布（繊維集合体）は水溶性である。これを非水溶性とするには、架橋方法
を利用してシクロデキストリン不織布を水不溶化するか、非水溶性の処理を施したシクロ
デキストリンを用いて不織布を作製する必要がある。
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シクロデキストリンを用いて不織布を作製する方法としては、未修飾シクロデキストリ
ンとゲスト分子の包接錯体を利用して不織布を作製することも可能である。この場合もシ
クロデキストリンとゲスト分子との包接錯体が水溶性であれば、これから作製した不織布
は水溶性となり、シクロデキストリンとゲスト分子との包接錯体が非水溶性であれば、こ
れから作製した不織布は非水溶性となる。
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