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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体分解性高分子からなるナノシート層及びポリビニルアルコールからなる伸縮層を含
み、捲回構造を備える多層構造シートの製造方法であって、
（ｉ）ナノシート層を、ひずみを生じさせ内部応力を付与した伸縮層に積層し、多層構造
を形成する工程、
（ｉｉ）次いで、該多層構造における該伸縮層の該ひずみを回復させ、それによって該多
層構造を捲回する工程を含む、
上記方法。
【請求項２】
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多層構造シートがポリビニルアルコールからなる支持層をさらに含み、工程（ｉ）にお
いて、支持層／ナノシート層／伸縮層の順で積層するか、又は、ナノシート層／支持層／
伸縮層の順で積層する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
工程（ｉ）において、引張力を加えて引張ひずみを生じさせ内部応力が付与された伸縮
層に支持層（存在する場合）及びナノシート層を積層する、請求項１又は２に記載の方法
。
【請求項４】
工程（ｉｉ）において、多層構造を伸縮層に引張力が加えられた環境より切り取り、切
り取られた多層構造における伸縮層の引張ひずみを回復させ、それによって該切り取られ
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た多層構造を伸縮層と支持層（存在する場合）及び／又はナノシート層との間の内部応力
の差に基づいて捲回する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
生体分解性高分子からなるナノシート層及びポリビニルアルコールからなる伸縮層を含
み、該ナノシート層と該伸縮層との間の内部応力の差に基づいて捲回している構造を備え
る、多層構造シート。
【請求項６】
ポリビニルアルコールからなる支持層をさらに含み、支持層／ナノシート層／伸縮層の
順で積層されているか、又は、ナノシート層／支持層／伸縮層の順で積層されている、請
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求項５に記載の多層構造シート。
【請求項７】
ナノシート層が５００ｎｍ未満の厚みを有する、請求項５又は６に記載の多層構造シー
ト。
【請求項８】
支持層（存在する場合）及び／又は伸縮層が２５０μｍ未満の厚みを有する、請求項５
〜７のいずれか１項に記載の多層構造シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ナノシート層及び伸縮層を含み、捲回構造を備える多層構造シート、ならび
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にその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
高分子超薄膜（以下、「ナノシート」と記載する）とはポリ乳酸等の高分子からなる数
十〜数百ｎｍの厚さを持つシートのことであり、その薄さと柔軟性から、皮膚や臓器の表
面形状に追従し、接着剤なしでもファンデルワールス力や表面張力によって貼付すること
ができる。
【０００３】
この特徴からナノシートは、創部保護材料として患部や切開創へ貼付して用いられてい
る（非特許文献１，２）。また近年においては、ナノシートを、内視鏡手術において創部
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保護材料として用いること、また生体組織（網膜下等）への細胞移植手術の移植基材とし
て用いること等、生体内の狭小な環境下での利用が開発・検討されている（非特許文献３
−５）。
【０００４】
一方、ナノシートは薄く、柔軟であることから、液中において折れ曲がる等して変形し
た場合、平面形状へ自力で回復することはできない。そのため、ナノシートの変形を抑え
、平面形状を維持して、目的の部位に貼付することは容易ではない。さらに目的の部位が
生体内の狭小な環境である場合には、ナノシートを直接操作することはできないことから
、平面形状を維持しながら貼付することはより困難となる。
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【０００５】
したがって、当該分野においてはナノシートの平面形状を維持／制御しながら、簡便に
、目的の部位に貼付することを可能とする新たな手段が切望されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｆｕｊｉｅ

ｅｔ

ａｌ，Ａｄｖａｎｃｅｄ

Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，ｖｏｌ．１９，ｐｐ．２５６０−２５６８，２００９．
【非特許文献２】Ｏｋａｍｕｒａ

ｅｔ

ａｌ，Ａｄｖａｎｃｅｄ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ

，ｖｏｌ．２１，ｐｐ．４３８８−４３９２，２００９．
【非特許文献３】Ｔａｃｃｏｌａ

ｅｔ

ａｌ，Ｌａｎｇｍｕｉｒ，ｖｏｌ．２７，ｐｐ
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．５５８９−５５９５，２０１１．
【非特許文献４】Ｍａｔｔｏｌｉ

ｅｔ

ａｌ，Ｐｒｏｃｅｄｉａ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

，ｖｏｌ．１，ｐｐ．２８−３１，２００９．
【非特許文献５】Ｆｕｊｉｅ

ｅｔ

ａｌ，Ａｄｖａｎｃｅｄ

Ｍａｔｅｒｉａｌ，ｖｏ

ｌ．２６，ｐｐ．１６９９−１７０５，２０１４．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、平面形状を維持することが可能なナノシート及びその製造方法を提供するこ
とを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、ナノシートは液中において粘性抵抗や浮力を受けており、これらの力が
、液中にて変形状態にあるナノシートが平面形状に戻ろうとする復元力（すなわち、曲げ
モーメント）とつりあうため、一度変形したナノシートは自力で平面形状に回復できない
ことを見出した。
【０００９】
そこで、本発明者らはナノシートの曲げモーメントを大きくし、ナノシートの平面形状
を維持することを検討した結果、大きな断面２次モーメントを持つ層（シート）をナノシ
ートと組み合わせることによって、ナノシート自体の膜厚を厚くすることなく、ナノシー
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トの曲げモーメントを大きくすることができ、これによって液中にて平面形状を維持でき
ることを見出した。
【００１０】
一方、別の層と組み合わされたナノシートは、薄さと柔軟性が失われるため、ナノシー
ト送達に利用されている細管（例えば、シリンジやカテーテル等）への収納が困難となる
が、これは、当該ナノシートを、捲回構造体とすることによって解決できることを見出し
た。本発明者らはナノシートと別の層とを捲回構造体とする簡便な手法を検討した結果、
ひずみを生じ内部応力が付与された別の層にナノシートを接着・積層して多層構造体とし
、その後ひずみを回復させ各層の応力差を利用することによって多層構造体を自発的に捲
回させることができ、目的の捲回構造体を形成できることを見出した。
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【００１１】
本発明は、これらの知見に基づくものであり、以下の特徴を有する。
［１］

ナノシート層及び伸縮層を含み、捲回構造を備える多層構造シートの製造方法で

あって、
（ｉ）ナノシート層を、ひずみを生じさせ内部応力を付与した伸縮層に積層し、多層構造
を形成する工程、
（ｉｉ）次いで、該多層構造における該伸縮層の該ひずみを回復させ、それによって該多
層構造を捲回する工程を含む、
上記方法。
［２］

多層構造シートが支持層をさらに含み、工程（ｉ）において、支持層／ナノシー
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ト層／伸縮層の順で積層するか、又は、ナノシート層／支持層／伸縮層の順で積層する、
［１］の方法。
［３］

工程（ｉ）において、引張力を加えて引張ひずみを生じさせ内部応力が付与され

た伸縮層に支持層（存在する場合）及びナノシート層を積層する、［１］又は［２］の方
法。
［４］

工程（ｉｉ）において、多層構造を伸縮層に引張力が加えられた環境より切り取

り、切り取られた多層構造における伸縮層の引張ひずみを回復させ、それによって該切り
取られた多層構造を伸縮層と支持層（存在する場合）及び／又はナノシート層との間の内
部応力の差に基づいて捲回する、［３］の方法。
［５］

ナノシート層及び伸縮層を含み、捲回構造を備える、多層構造シート。
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支持層をさらに含み、支持層／ナノシート層／伸縮層の順で積層されているか、

又は、ナノシート層／支持層／伸縮層の順で積層されている、［５］の多層構造シート。
［７］

ナノシート層が５００ｎｍ未満の厚みを有する、［５］又は［６］の多層構造シ

ート。
［８］

支持層（存在する場合）及び／又は伸縮層が２５０μｍ未満の厚みを有する、［

５］〜［７］のいずれかの多層構造シート。
［９］

支持層（存在する場合）及び伸縮層が水溶性高分子からなる、［５］〜［８］の

いずれかの多層構造シート。
［１０］

支持層（存在する場合）及び伸縮層がポリビニルアルコールからなる、［５］

〜［９］のいずれかの多層構造シート。
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【００１２】
本明細書は本願の優先権の基礎となる日本国特許出願番号2015‑043990号の開示内容を
包含する。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、捲回構造を有し、かつ、ナノシートを自力で／非接触様式にて平面形
状へと展開することが可能である、ナノシートを含む多層構造シートを提供することがで
きる。
【００１４】
また、本発明によれば、当該多層構造シートを簡便に製造することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、引張力を利用した、ナノシート層、支持層及び伸縮層を含む多層構造シ
ートの製造方法の模式図を示す。（ａ）予め引張ひずみを生じさせ内部応力が付与された
伸縮層に、ナノシート層及び支持層を積層し多層構造を形成する工程。（ｂ）多層構造に
おける伸縮層の引張ひずみを回復させ、それによって多層構造を自発的に捲回する工程。
【図２】図２は、一定量滴下法によって得られたポリビニルアルコール（以下、「ＰＶＡ
」と記載する）シートの膜厚均一性評価に用いた切断面と測定点を示す模式図である。数
値の単位はｍｍ。
【図３】図３は、滴下量を４０００μＬとしたときに得られたＰＶＡシートの各切断面の
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計測点における膜厚の計測結果を示すグラフ図である。
【図４】図４は、ＰＶＡシート（膜厚６３．５μｍ）の引張試験の結果得られた、応力ひ
ずみ線図を示す。
【図５】図５は、ＰＶＡシートの溶解による、切断面の各計測点における膜厚の変化を示
すグラフ図である。
【図６】図６は、伸縮層に引張ひずみを付加するための引張装置の写真図を示す。
【図７】図７は、多層構造シートの製造方法を示す写真図である。（ａ）伸縮層となるＰ
ＶＡシートを引張装置を用いて引張り、固定した状態を示す。（ｂ）伸縮層の上に、支持
層となるＰＶＡシート及びナノシート層を貼り付けた状態を示す。
【図８】図８は、製造された捲回構造（円筒形状）を有する多層構造シートの写真図を示
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す。当該多層構造シートは見易さのためナノシート層の枠線が着色されている。
【図９】図９は、支持層及び伸縮層の膜厚を一定とし、伸縮層に付与する引張ひずみ（ε
）を変化させた場合に得られる曲率半径（ｒ）の実測値と理論値との比較結果を示すグラ
フ図である。
【図１０】図１０は、伸縮層に付与する引張ひずみを一定とし、支持層及び伸縮層の膜厚
（ｔ）を変化させた場合に得られる曲率半径（ｒ）の実測値と理論値との比較結果を示す
グラフ図である。
【図１１】図１１は、捲回構造を有する多層構造シートの水中における展開率（α）の経
時変化を示すグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
（１）ナノシート層
本発明において「ナノシート層」とは、ナノシートを含むか、当該ナノシートからなる
層を意味する。「ナノシート」とは、５００ｎｍ未満、好ましくはおよそ２０ｎｍ〜３０
０ｎｍ、より好ましくはおよそ５０ｎｍ〜２００ｎｍ程度の厚みを有するシートを意味す
る。
【００１７】
ナノシートは高分子からなり、例えばポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリヒドロキシ酪
酸、ポリカプロラクトン、ポリブチレンサクシネート、ポリジオキサノン、ポリジメチル
シロキサン、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリ（３，４
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−エチレンジオキシチオフェン）、タンパク質（コラーゲン、ゼラチン、ラミニン、ファ
イブロネクチン、エラスチン）、多糖類（キトサン、アルギン酸、ヒアルロン酸、コンド
ロイチン硫酸、セルロース）、核酸（ＤＮＡ，ＲＮＡ）及びそれらの共重合体等より選択
される適当なものを利用して作製することができる。好ましくはナノシートは生体分解性
高分子からなる。
【００１８】
ナノシート層の作製方法は特に限定されることなく、従来公知の一般的な手法（例えば
、スピンコート法）を用いて行うことができる。スピンコート法においては、高分子又は
当該高分子の構成要素（例えば、高分子の構成要素であるところのモノマー等）（以下、
「高分子等」と記載する。）を適当な溶媒（例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、ア
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セトン、酢酸エチル等）中に１ｍｇ／ｍＬ〜１００ｍｇ／ｍＬ、好ましくは５ｍｇ／ｍＬ
〜４０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解し、この高分子等の溶液を基板（例えば、ポリジメチルシ
ロキサン（ＰＤＭＳ）、金属、シリコン、ガラス等）上に滴下し、スピンコーターを用い
て塗布し、その後乾燥させる。スピンコーターの回転速度、回転時間を調節することによ
り、基板表面上に塗布される高分子等の厚みを調節することができ、最終生成物であるナ
ノシート層の厚みを調節することができる。基板上に形成されたナノシート層は、任意の
手段により基板上より剥がすことができる。ナノシート層はその薄さからピンセット等を
用いて基板上より物理的に剥がすことは容易ではないが、例えばイソプロピルアルコール
（ＩＰＡ）に浸漬することによって、基板とナノシート層との間にＩＰＡが入り込み、自
発的に基板上より剥がすことができる。
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【００１９】
ナノシート層の形状や大きさは目的に応じて適宜選択することができ、例えばその直径
又は最も長い対角線の長さがおよそ１０μｍ〜５０ｍｍ、好ましくはおよそ１００μｍ〜
２０ｍｍ、さらに好ましくはおよそ１ｍｍ〜１０ｍｍ程度とすることができる（これらに
限定はされない）。なお、「形状や大きさ」とは、厚み方向と垂直に交わる面の形状や大
きさを意味する。
【００２０】
ナノシート層には、磁性体からなるナノ粒子を担持させることができる。磁性体からな
るナノ粒子をナノシート層に担持させることによって、当該ナノシート層を磁力を用いて
移動／集合させることができ操作性を高めることができる。磁性体からなるナノ粒子は１
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ｎｍ〜５００ｎｍ、好ましくは１ｎｍ〜５０ｎｍ程度の粒子径を有する。磁性体からなる
ナノ粒子は、上記生体適合性高分子等の溶液中に含め、生体適合性高分子等と共に基板表
面上に塗布することにより最終生成物であるナノシート層に担持させることができる。磁
性体からなるナノ粒子は生体適合性高分子等の溶液中に０．１ｍｇ／ｍＬ〜５０ｍｇ／ｍ
Ｌ、好ましくは１ｍｇ／ｍＬ〜２５ｍｇ／ｍＬの濃度で含めることができる。
【００２１】
また、ナノシート層には、機能性物質を担持させることができる。「機能性物質」とは
、細胞の増殖、分化、生理活性等を制御する機能を有する物質（例えば、タンパク質、ポ
リペプチド、化合物等）やナノシート層の可視化を可能にする物質を意味する。このよう
な機能性物質としては、成長／増殖因子（例えば、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、上皮
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成長因子（ＥＧＦ）、骨形成タンパク質（ＢＭＰ）、神経成長因子（ＮＧＦ）、脳由来神
経栄養因子（ＢＤＮＦ）等）、眼圧降下剤、神経保護剤、抗生物質、抗がん剤、可視化プ
ローブ（造影剤、ナノ粒子、蛍光色素等）が挙げられる。機能性物質をナノシート層に担
持させることによって、ナノシート層に機能性物質に由来する細胞の増殖、分化、生理活
性等を制御する等の機能を付与することができる。機能性物質はナノシート層に対して化
学的又は物理的手法を用いて結合させることができる。化学的手法としては、官能基を介
した化学的結合が挙げられ、例えば生体適合性高分子等を予め適当な官能基（例えばアミ
ノ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、アルデヒド基等）で修飾しておき、得られたナ
ノシート層に対して当該導入した官能基を介して機能性物質を結合させることができる。
物理的手法としては、ナノシート層と機能性物質との間の静電的相互作用、疎水性相互作

10

用、水素結合、分子間力などによる結合が挙げられる。
【００２２】
また、ナノシート層の表面は細胞の接着及び増殖を促進する細胞外基質によりコーティ
ングすることができる。「細胞外基質」としては、例えば、Ｉ型コラーゲン、ＩＶ型コラ
ーゲン、フィブロネクチン、ポリ−Ｄ−リジン（ＰＤＬ）、ラミニン、ポリ−Ｌ−オルニ
チン／ラミニン（ＰＬＯ／ＬＭ）等が挙げられる。ナノシートの表面を細胞外基質により
コーティングすることによって、当該ナノシート層の表面は細胞の接着及び増殖を促進す
るための足場として利用することができる。
【００２３】
本発明の多層構造シートには、異なる高分子からなるナノシート層、形状や大きさの異
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なるナノシート層、異なる物質（磁性体、機能性物質、細胞外基質等）を担持したナノシ
ート層等、特性や機能が異なるナノシート層を複数積層して含めることができる。
【００２４】
なお、本明細書中、ナノシートからなるナノシート層のことを単に、ナノシートと記載
する場合がある。
【００２５】
（２）支持層
本発明において「支持層」とは、２５０μｍ未満、好ましくはおよそ２０μｍ〜１５０
μｍ、より好ましくはおよそ５０μｍ〜１００μｍ程度の厚みを有する高分子からなるシ
ートを含むか、当該シートからなる層を意味する。支持層のシートに利用可能な高分子と

30

しては、上記「（１）ナノシート層」に記載のものを利用することができる。また、例え
ば、水溶性高分子を利用することができる。「水溶性高分子」としては、水に可溶である
ものであればよい。好ましくはさらに生体適合性を有するものが挙げられる。このような
水溶性高分子としては例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）もしくはその誘導体、ポ
リイソプロピルアクリルアミドもしくはその誘導体、ポリエーテルもしくはその誘導体、
多糖類、高分子電解質もしくはその塩等が挙げられる。
【００２６】
支持層の作製方法は特に限定されることなく、水溶性高分子からなるシートの作製にお
いて従来公知の一般的な手法（例えば、スピンコート法、キャスト法等）を用いて行うこ
とができる。スピンコート法においては、上記ナノシートの作製と同様に、高分子を適当

40

な溶媒（例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、アセトン、酢酸エチル、水等）中に１
ｍｇ／ｍＬ〜１００ｍｇ／ｍＬ、好ましくは５ｍｇ／ｍＬ〜４０ｍｇ／ｍＬの濃度で溶解
し、この高分子の溶液を基板（例えば、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、金属、シ
リコン、ガラス等）上に滴下し、スピンコーターを用いて塗布し、その後乾燥させる。ス
ピンコーターの回転速度、回転時間を調節することにより、基板表面上に塗布される高分
子の厚みを調節することができ、最終生成物である支持層の厚みを調節することができる
。キャスト法においては、上記したように高分子を適当な溶媒中に溶解し、この高分子の
溶液を基板上に滴下又は噴霧して塗布し、その後乾燥させる。滴下又は噴霧する高分子の
溶液の量を調節することにより、基板表面上に塗布される高分子の厚みを調節することが
でき、最終生成物である支持層の厚みを調節することができる。
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【００２７】
基板上に形成された支持層は任意の手段により基板上より剥がすことができ、ピンセッ
ト等を用いて基板上より物理的に剥がしてもよいし、例えばイソプロピルアルコール（Ｉ
ＰＡ）に浸漬することによって、自発的に基板上より剥がしてもよい。
【００２８】
支持層はナノシート層と組み合わされて、ナノシート層の曲げモーメントを大きくする
ことができればよく、その形状や大きさは特に限定されることなく、平面形状に展開され
た状態のナノシート層の全体又はその一部（例えば、ナノシート層全体の面積の２０％以
上、３０％以上、４０％以上、５０％以上、６０％以上、７０％以上、８０％以上、９０
％以上、もしくはそれ以上）を支持（裏打ち）することが可能な形状や大きさであればよ
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い。したがって、ナノシート層と組み合わされて、ナノシート層の曲げモーメントを大き
くすることができる限り、支持層はナノシート層と同じ形状や大きさであってもよいし、
異なる形状や大きさであってもよい。
【００２９】
支持層はナノシート層の平面形状を維持するために、以下の式で表される曲げ変性をし
たときの反力曲げモーメントの値が、ナノシート層について得られる当該値よりも大きい
ことを特徴とする。
曲げ変性をしたときの反力曲げモーメント＝ＥＩ／ρ
（式中、Ｅ：ヤング率，Ｉ：断面２次モーメント，ρ：曲率半径を表す）
【００３０】
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ナノシート層の操作を容易にするために、ナノシート層と支持層とは予め２層構造体と
して形成されてもよい。すなわち、上記のとおり基板上にまずナノシート層を形成し、そ
の後そのナノシート層上に、上記のとおり支持層を形成するか、あるいは上記のとおり基
板上にまず支持層を形成し、その後その支持層上に、上記のとおりナノシート層を形成す
る。形成された２層構造体は、ピンセット等を用いて基板上より物理的に剥がしてもよい
し、例えばイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）に浸漬することによって、基板上より自発
的に剥がしてもよい。
【００３１】
（３）伸縮層
本発明において「伸縮層」とは、２５０μｍ未満、好ましくはおよそ２０μｍ〜１５０
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μｍ、より好ましくはおよそ５０μｍ〜１００μｍ程度の厚みを有する高分子からなるシ
ートを含むか、当該シートからなる層を意味する。伸縮層に利用可能な「高分子」として
は、上記支持層にて利用可能な「高分子」として定義したものを挙げることができる。
【００３２】
伸縮層の作製方法は特に限定されることなく、高分子からなるシートの作製において従
来公知の一般的な手法（例えば、スピンコート法、キャスト法等）を用いて行うことがで
きる。スピンコート法及びキャスト法は、上記支持層の作製方法と同様に実施することが
できる。基板上に形成された支持層は任意の手段により基板上より剥がすことができ、ピ
ンセット等を用いて基板上より物理的に剥がしてもよいし、例えばイソプロピルアルコー
ル（ＩＰＡ）に浸漬することによって、自発的に基板上より剥がしてもよい。
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【００３３】
伸縮層と支持層とは、同じ高分子より構成されていてもよいし、異なる高分子より構成
されていてもよく、また伸縮層と支持層の厚みは同じ又は同程度であってもよいし、異な
っていてもよい。好ましくは、伸縮層と支持層とは同じ高分子より構成され、かつ同じ又
は同程度の厚みを有する。「同程度」とは、一層の厚みが他方の層の厚みの２倍未満、又
は１．５倍未満であることを意味する。伸縮層及び支持層が水溶性高分子である場合、こ
れらの層は水への溶解に際して、同時に膨潤・伸長を生じ得、この膨潤・伸長がナノシー
ト層の平面形状への展開に影響を及ぼし得る。伸縮層と支持層とを、同じ水溶性高分子よ
り構成し、かつ同じ又は同程度の厚みを有するものとすることにより、当該影響を小さく
することができる。
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【００３４】
伸縮層の形状や大きさは特に限定されることなく、ひずみを生じさせることが可能であ
り、かつひずみを生じさせ内部応力が付与された状態において、支持層及び／又はナノシ
ート層の全体又はその一部（例えば、全体の面積の２０％以上、３０％以上、４０％以上
、５０％以上、６０％以上、７０％以上、８０％以上、９０％以上、もしくはそれ以上）
を支持（裏打ち）することが可能な形状や大きさであればよい。
【００３５】
伸縮層について、上記の式で表される曲げ変性をしたときの反力曲げモーメントの値が
、ナノシート層について得られる当該値よりも大きい場合には、伸縮層はナノシート層の
平面形状の維持に関与することができる。この場合には、伸縮層が支持層の機能も果たす

10

ことから、本発明の多層構造シートにおいて支持層はあってもよいし、なくてもよい。
【００３６】
（４）水溶性犠牲層
ナノシート層、支持層、及び／又は伸縮層には、液中（例えば、体液中）に可溶な水溶
性犠牲層を含めることができる。水溶性犠牲層を含めることにより、多層構造シートを液
中に置いた場合に当該水溶性犠牲層が溶解し、各層を隣接する層より剥離するために利用
することができる。例えば、多層構造シートにおいて、ナノシート層と支持層及び／又は
伸縮層との間に配置されるように、各層又はいずれかの層に水溶性犠牲層を含めることに
より、多層構造シートを液中に置いた場合に当該水溶性犠牲層が溶解し、ナノシートより
支持層及び／又は伸縮層を剥離することができる。また、ナノシート層に水溶性犠牲層を
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含め、ナノシートと水溶性犠牲層とを予め２層構造体として形成することによって、ナノ
シート層の操作性を高めることができる。
【００３７】
水溶性犠牲層は上記「水溶性高分子」を用いて作製することができ、高分子からなるシ
ートの作製において従来公知の一般的な手法（例えば、スピンコート法、キャスト法等）
を利用して設けることができる。すなわち、上記のとおり基板上に形成されたナノシート
層、支持層又は伸縮層上に、適当な溶媒（例えば、水）に溶解した水溶性高分子を塗布、
滴下又は噴霧して乾燥させることにより、各層の上に水溶性犠牲層を形成してもよいし、
ならびに／あるいは基板上にまず水溶性犠牲層を同様に形成し、その後その水溶性犠牲層
上に、上記のとおり各層を形成してもよい。
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【００３８】
（５）多層構造シートの製造方法
多層構造シートの製造は、
（ｉ）ひずみを生じさせ内部応力を付与した伸縮層に、ナノシート層又はナノシート層
と支持層を積層し、多層構造を形成する工程；ならびに
（ｉｉ）多層構造における伸縮層のひずみを回復させ、それによって前記多層構造を自
発的に捲回させる工程、を含む。
【００３９】
ここで「ひずみ」とは、伸縮層に内部応力を付与できるものであればよく、圧縮ひずみ
や引張ひずみを挙げることができるが、好ましくは引張ひずみである。以下、引張ひずみ

40

を利用した、ナノシート層、支持層、及び伸縮層を含む多層構造シートの製造方法につい
て述べるが、本発明は当該手法に限定されるものではない。
【００４０】
本発明の製造方法の模式図を図１に示す。
【００４１】
工程（ｉ）において、ナノシート層及び支持層を積層するに際して、伸縮層には予め、
引張ひずみを生じさせ引張の内部応力が付与される（図１（ａ））。
【００４２】
引張ひずみは、伸縮層の対向する両端の一方又は両方を、対向する方向とは反対方向に
引張ることによって生じさせることができる。引張ひずみは一般的に以下の式で表すこと
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ができる：引張ひずみ＝力を加えることによって変形した（伸びた）長さ／力を加える前
の元の長さ。
【００４３】
伸縮層にどの程度の引張ひずみを生じさせるかは、支持層や伸縮層を構成する高分子の
種類や、これらの層の厚み、ならびに最終的に得られる多層構造シートの捲回構造におい
て所望される曲率半径に基づいて、適宜決定することができる。例えば、支持層や伸縮層
を構成する高分子の種類や、これらの層の厚みを一定にした条件下にて、引張ひずみを変
化させることによって、所望される曲率半径を有する多層構造シートが得られる引張ひず
みの大きさを見出すことができる。あるいは、支持層や伸縮層を構成する高分子の種類や
、これらの層の厚みを変化させ、一定の引張ひずみの条件下にて、所望される曲率半径を

10

有する多層構造シートが得られる条件を見出すことができる。あるいは、下記実施例に詳
述するとおり、支持層や伸縮層の厚みやヤング率、及び応力ひずみ線図を計測した上で、
所望される曲率半径を得るために必要とされる引張ひずみを理論値より導き出すことがで
きる。例えば、支持層と伸縮層とが共にＰＶＡよりなり、その厚みが共におよそ５０〜１
５０μｍである場合、引張ひずみを０．１〜０．４とすることによって、曲率半径がおよ
そ０．９〜１．５ｍｍ程度の捲回構造を有する多層構造シートを得ることができる。
【００４４】
引張の内部応力が付与された伸縮層へのナノシート層及び支持層の積層は、伸縮層／ナ
ノシート層／支持層の順でなされてもよいし、あるいは伸縮層／支持層／ナノシート層の
順でなされてもよい。伸縮層及び支持層が水溶性高分子である場合、これらの層の水への
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溶解に際して生じる膨潤・伸長のナノシート層への影響は、伸縮層／支持層／ナノシート
層の順で積層するよりも、伸縮層／ナノシート層／支持層の順で積層することによって小
さくすることができる。
【００４５】
各層の積層は、伸縮層及び／又は支持層の接着面を一部溶解して粘着力を付与し、これ
により隣接する層と接着させることにより行うことができる。例えば、伸縮層及び／又は
支持層にＰＶＡを用いる場合には、その表面に７０％エタノールを噴霧又は塗布すること
によって当該面に、隣接層と接着するための粘着力を付与することができる。
【００４６】
工程（ｉｉ）において、多層構造における伸縮層のひずみの回復は、多層構造における
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伸縮層に加えられた引張力を除去することにより行うことができる。引張力の除去は多層
構造における伸縮層における引張ひずみを回復できればよく特に限定はされないが、例え
ば、上記引張り方向とは反対方向に伸縮層の対向する両端の一方又は両方を移動させるこ
とによって行っても良いし、あるいは、形成された多層構造を伸縮層に引張力が加えられ
た環境より切り取ることにより行うことができる。所望の形状や大きさに多層構造シート
を調整できることから、切り取る手段を用いることが好ましい。多層構造シートにおいて
予め引張力により内部応力が付与されていた伸縮層は引張力が除去されることによりひず
みを回復させ縮む一方で、同様の内部応力が付与されていないナノシート層及び支持層は
伸縮層と共に縮むことはない。本工程においては、多層構造シートにおけるこの伸縮層と
ナノシート層及び支持層との間の応力差を利用して、多層構造シートを自発的に捲回させ

40

ることができる（図１（ｂ））。ここで「自発的に捲回」とは、ナノシート層及び支持層
と伸縮層との間の応力の差に基づいて捲回することを意味し、多層構造シートに外部より
力を加えて捲回する（例えば、多層構造シートを機械的に回転させる）ことを意味しない
。
【００４７】
切り取るに際しては、切り取られた多層構造シートが一方向へ自発的に捲回するように
、最終的に切り離される多層構造シートの部分（点）は、引張り方向と垂直な辺上にある
か、又は伸縮層の表面に想定される引張り方向と垂直な線と多層構造シートの接点とする
ことが好ましい。多層構造シートの切り取りは、任意の手段で行うことができ、はさみ、
カッターナイフ、ナイフ、メス（スカルペル）、レーザー等を利用することができる。切
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り取られる形状や大きさは、多層構造を含む限り、適宜決定することができる。
【００４８】
（６）多層構造シート
本発明の多層構造シートは、上記ナノシート層及び伸縮層を含み、かつ捲回構造を有す
る。多層構造シートが支持層を含む場合には、ナノシート層、支持層及び伸縮層は、伸縮
層／ナノシート層／支持層の順で積層されていてもよいし、あるいは伸縮層／支持層／ナ
ノシート層の順で積層されていてもよい。多層構造シートにおける各層の形状や大きさは
、上記のとおり、それぞれ異なっていても良いし、同一であってもよい。
【００４９】
本発明の多層構造シートは、液中（例えば、体液中）に放出されると、捲回構造より自
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力で又は非接触様式にて平面形状へと展開することができる。「自力で又は非接触様式」
とは、多層構造シートを平面形状へ展開するために、人為的な操作（例えば、ピンセット
等を用いて物理的に力を加えること）を必要としないことを意味する。平面形状に展開さ
れたナノシートは、支持層及び／又は伸縮層に支持（裏打ち）されて曲げモーメントが大
きくなることから、液中にて平面形状を維持することができる。
【００５０】
本発明の多層構造シートは捲回構造を有し、その大きさに応じて適当な内径を有する細
管で吸引することができ、また当該細管より放出することができる。これにより本発明の
多層構造シートは、細管を用いて生体内の狭小な環境へ投与・送達することができる。「
捲回構造」としては、円筒形、円錐形、円錐台形等が挙げられるが、特に限定はされない

20

。「細管」としては例えば、注射針やカテーテル等が挙げられる。「細管」のサイズ（ゲ
ージ）や長さは、多層構造シートの大きさや、多層構造シートを導入する部位等の要因に
応じて適宜選択することができる。細管を利用することによって、多層構造シートを対象
に低侵襲的に送達することができる。
【００５１】
液中（例えば、体液中）にて、ナノシート層よりその他の層が除去され、最終的にナノ
シート層を目的の部位に貼付することができる。当該除去は、支持層や伸縮層を水溶性高
分子からなるものとすることによって液中にて溶解させることによって行ってもよいし、
ナノシート層とその他の層との間に水溶性高分子からなる層（水溶性犠牲層）を設け、液
中にて当該犠牲層を溶解させその他の層を剥離することによって行ってよい。また、ナノ
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シート層が生体分解性高分子からなる場合、貼付されたナノシート層も最終的には生体内
で分解吸収される。
【００５２】
次に実施例を挙げ、本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【実施例】
【００５３】
実施例１：ＰＶＡシートの作製
（１−１）スピンコート法
純水に１０ｗｔ％の濃度でＰＶＡを溶解させたＰＶＡ溶液を調製し、これをガラス基板
上に滴下して１０秒間、スピンコートを行った。スピンコートの回転時間を１０秒間とし
たときの、回転数と得られたＰＶＡシートの膜厚を表１に示す。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
スピンコートによって得られたＰＶＡシートは、ＰＶＡシートが成膜されたガラス基板
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をＩＰＡ中に浸すことで、ガラス基板とガラス基板の間にＩＰＡが入り込み、自発的に剥
がすことができた。
【００５６】
（１−２）一定量滴下法
純水に１０ｗｔ％の濃度でＰＶＡを溶解させたＰＶＡ溶液を調製し、これを４０ｍｍ×
５０ｍｍのガラス基板上に、２０００μｌ、３０００μｌ、及び４０００μｌの量でそれ
ぞれ滴下し、４０℃にて乾燥させＰＶＡシートを得た。乾燥時間は、２０００μｌでは６
０分間、３０００μｌでは９０分間、４０００μｌでは１２０分間とした。
【００５７】
一定量滴下法によって得られたＰＶＡシートは表面張力の影響によりガラス基板の端付
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近が中心付近より厚く成膜されることが確認された。そのため、ＰＶＡシートの膜厚均一
性評価を以下のとおり行った。
【００５８】
図２のように、得られたＰＶＡシートの２箇所（切断面１と切断面２）を切り取り、Ａ
部分とＣ部分のＰＶＡシートをガラス基板から剥がした後、切断面１と切断面２において
得られた段差を、レーザー段差計（ＫＥＹＥＮＣＥ

ＶＫ−９５１０）を用いて計測した

。その際、図２の切断面１の点ａ１から点ｇ１と、切断面２の点ａ２から点ｂ２の計測を
行なった。
【００５９】
滴下量を４０００μｌとしたときの切断面１、切断面２の計測点における膜厚の計測結
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果を図３に示す。この結果より、点ｂから点ｆに関して均一な膜厚が得られており、４０
ｍｍ×５０ｍｍのガラス基板において、中心付近２０ｍｍ×３０ｍｍは等方的に均一な膜
厚が得られたことが明らかとなった。
【００６０】
ＰＶＡ溶液の滴下量を変化させたときの、当該範囲における膜厚の変化を表２に示す。
【００６１】
【表２】
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【００６２】
以下、本実施例において、ＰＶＡシートは一定量滴下法によって得られた、４０ｍｍ×
５０ｍｍのガラス基板の中心付近２０ｍｍ×３０ｍｍのＰＶＡシートを用いることとした
。
【００６３】
実施例２：ＰＶＡシートの機械的性質の評価
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（２−１）引張試験
ＰＶＡシートの機械的性質を評価するために引張試験を行った。引張試験に用いる試験
機として、２種類のフォースゲージ（ＩＭＡＤＡ製，ＺＴＡ−５００Ｎ）（ＩＭＡＤＡ製
，ＺＴＡ−５Ｎ）及び計測スタンド（ＩＭＡＤＡ製，ＭＸ２−５００Ｎ−ＦＡ）を用いた
。フィルム形状の試験片の測定を行うために、ジグはローラーチャック式のジグ（ＩＭＡ
ＤＡ製，ＧＣ−１００）を用いた。
【００６４】
ＰＶＡシートをジグへ確実につかませた後に、フォースゲージを上方向へ引張速度１０
ｍｍ／ｍｉｎで動かし、ＰＶＡシートを引張った。その際、試験片をつかむ長さは約１０
ｍｍとした。そして、その時のＰＶＡシートにかかる荷重とフォースゲージの移動距離を
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測定し、ＰＶＡシートの伸び量とＰＶＡシートを伸ばすための荷重の値を得た。ＰＶＡシ
ートの伸び量を試験片のつかんだ長さによって除したひずみの値とＰＶＡシートにかかる
荷重をＰＶＡシートの断面積で除した応力の値から応力ひずみ線図を作成した。
【００６５】
膜厚６３．５μｍの応力ひずみ線図を図４に示す。得られた応力ひずみ線図のひずみの
小さな部分の直線部分の傾きをとることによってヤング率を得た。膜厚６３．５μｍのＰ
ＶＡシートのヤング率を４８．９ＭＰａと求めた。同様にして、膜厚８７．０μｍのＰＶ
Ａシートのヤング率を２８．８ＭＰａ、膜厚１３１．４μｍのＰＶＡシートのヤング率を
３０．７ＭＰａと求めた。なお、膜厚によるヤング率の違いは、乾燥の過程で蒸発する水
分量が異なり、出来たＰＶＡシートの含水率が異なるためであると考えられる。
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【００６６】
（２−２）溶解速度
ＰＶＡシートを常温の純水中に浸し、溶解時間による膜厚の変化を計測することによっ
て、ＰＶＡシートの純水への溶解速度を評価した。膜厚の測定にはレーザー顕微鏡（ＫＥ
ＹＥＮＣＥ製，ＶＫ−９５１０）を用いた。測定は、図２の切断面２における点ｂ２，点
ｃ２，点ｄ２の３点の段差を計測した。
【００６７】
ＰＶＡの溶解による膜厚の変化を調べた結果を図５に示す。この結果より、平均０．１
８μｍ／ｓの溶解速度が得られた。
【００６８】
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実施例３：多層構造シートの製造
【００６９】
（３−１）引張装置
以下、本実施例においては、伸縮層に一様な引張ひずみを付加するために、図６に示す
引張装置を作製し使用した。フィルム形状のＰＶＡシートを引張るためローラーチャック
式のジグ（ＩＭＡＤＡ製，ＧＣ−１００）を用いた。より確実にＰＶＡシートを引張るた
め、ゴムの弾性力によってジグの引き締め力を強くした。
【００７０】
（３−２）製造方法
図１に示す模式図に準拠して、伸縮層となるＰＶＡシートを引張装置を用いて引張り、
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引っ張った状態で固定した（図７（ａ））。その上に、ナノシート及び支持層となるＰＶ
Ａシートを貼り付けた（図７（ｂ））。
【００７１】
貼り付けに際しては、ナノシートの操作を容易にするためにナノシート及び支持層の２
層構造シートを利用した。２層構造シートは、ガラス基板上にナノシートを成膜し、その
上に一定量滴下法によって支持層となるＰＶＡシートを作製した。ナノシートは、ジクロ
ロメタン（関東化学社製）にポリ乳酸（Ｐｏｌｙｓｃｉｅｎｃｅ社製）を１０ｍｇ／ｍｌ
にて溶解し、そこに粒形１０ｎｍの磁性ナノ粒子（Ｆｅｒｒｏｔｅｃ社製）を１５ｍｇ／
ｍｌにて分散させた溶液を調製した。得られた溶液を、ガラス基板に滴下し、スピンコー
トを行うことでナノシートを成膜した。ナノシートは、スピンコートの回転数を３０００
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ｒｐｍ、回転時間を２０秒間とすることで厚さ約２００ｎｍに調製し、また大きさは５ｍ
ｍ×５ｍｍに調製した。伸縮層となるＰＶＡシートへの２層構造シートの貼付けは、７０
％のエタノールによって伸縮層のＰＶＡシートの表面を溶解させた後、ＰＶＡの粘着力を
利用してナノシートを貼り付け、伸縮層／ナノシート／支持層の多層構造を形成した。
【００７２】
その後、多層が重なった部分について、引張り方向と平行な２辺を切り取り、さらに引
張り方向と垂直な１辺を切り取ることによって、自動的に円筒形状を形成した。最後に残
りの１辺を切り取り、円筒形状の多層構造シートを得た。切り取りには、縁をきれいにす
るためにスカルペルを用いた。
10

【００７３】
図８に、支持層及び伸縮層に膜厚６３．５μｍのＰＶＡシートを用い、伸縮層に引張ひ
ずみ０．３を付与して、上記のとおり作製された円筒形状の多層構造シートを示す。この
とき、曲率半径は０．９２ｍｍであった。
【００７４】
実施例４：多層構造シートの円筒形状制御の評価
多層構造シートが捲回して得られる曲率半径は、理論的に以下のとおり求めることがで
きる。なお、ここでナノシートの厚みは支持層や伸縮層と比較して非常に薄いため無視し
、支持層と伸縮層の曲率半径は２層の中立軸間距離と比較して十分大きいため曲率半径ｒ
で等しいものと仮定する。この場合、多層構造シートが捲回して得られる曲率半径ｒは、
以下の式１で表すことができる（Ｓ．Ｔｉｍｏｓｈｅｎｋｏ，
Ｂｉ−Ｍｅｔａｌ

Ｔｈｅｒｍｏｓｔａｔｓ，

Ａｎａｌｙｓｉｓ

ｏｆ
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Ｊ．Ｏｐｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ．Ｒｅｖ．

Ｓｃｉ．Ｉｎｓｔｒｕｍ，ｖｏｌ．１１，ｐｐ．２３３−２５５，１９２５．）。
【００７５】
【数１】

【００７６】
式中、ｔ１，ｔ２は支持層と伸縮層の膜厚をそれぞれ示し、Ｅ１，Ｅ２は支持層のヤン
グ率と伸縮層に引張ひずみを付与した時のヤング率をそれぞれ示し、ε
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は引張ひずみε

を加えた伸縮層の回復ひずみを示す。
【００７７】
ここで支持層と伸縮層が同じヤング率Ｅ及び同じ厚みｔであるとすると式１は、以下の
式２で表すことができる。
【００７８】
【数２】

40
【００７９】
引張ひずみの付与によってもヤング率がＥで変化しないと仮定すると、材料の応力ひず
み線図から回復ひずみε
で表すことができる。
【００８０】

を概算することが可能であり、回復ひずみε

は、以下の式３
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【数３】

【００８１】
式中、σ（ε）は引張ひずみεを付与したときに材料にかかる応力であり、材料の応力
ひずみ線図を計測することで求めることができる。
【００８２】
したがって、式２及び式３より、多層構造シートの曲率半径ｒは、支持層や伸縮層の厚

10

みｔと付与する引張ひずみεに基づいて決定できると考えられる。
【００８３】
そこで、支持層及び伸縮層が６３．５μｍの膜厚を有するＰＶＡシートである場合の、
付与する引張ひずみεを変化させた場合に得られる曲率半径ｒの変化を調べた。
【００８４】
図９に、曲率半径ｒの実測値と上記式２の理論値との比較結果を示す。なお、ＰＶＡシ
ートのヤング率Ｅは、応力ひずみ線図の実測から４８．９ＭＰａとした。
【００８５】
図９において、式２による曲線と実測したＰＶＡシートの曲率半径ｒを比較すると両者
には相関関係が認められ、例えば、引張ひずみεが０．３の場合、実測した曲率半径ｒの

20

平均値は０．８８ｍｍであり、上記式２による値と近似し、わずかに０．０９ｍｍの差を
生じるのみであった。
【００８６】
次いで、伸縮層に付与する引張ひずみεを０．３で一定とした場合の、支持層及び伸縮
層のＰＶＡシートの膜厚を変化させた場合に得られる曲率半径ｒの変化を調べた。
【００８７】
図１０に、曲率半径ｒの実測値と上記式２の理論値との比較結果を示す。なお、ＰＶＡ
シートのヤング率Ｅは、応力ひずみ線図の実測から、ＰＶＡシートの膜厚が８７．０μｍ
では２８．８ＭＰａ、１３１．４μｍでは３０．７ＭＰａとした。
【００８８】
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図１０において、上記式２の理論値と実測した支持層及び伸縮層のＰＶＡシートの曲率
半径ｒを比較すると両者には相関関係が認められた。
【００８９】
これらの結果より、上記式２及び式３より、多層構造シートの曲率半径ｒは、支持層や
伸縮層の厚みｔと付与する引張ひずみεに基づいて決定できることが示された。
【００９０】
実施例５：多層構造シートの平面形状制御の評価
上記実施例３で得られた多層構造シート（図８）の平面形状への展開評価を行った。
【００９１】
多層構造シートを常温の純水で満たしたプラスチックシャーレの底面に配置しＰＶＡの
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溶解を行い、上方から形状変化の様子を観察した。評価は、元のナノシート（５ｍｍ×５
ｍｍ）の面積Ｓ０と、上方から観察したときのナノシートの面積Ｓの比Ｓ／Ｓ０を展開率
αに基づいて行った。
【００９２】
結果、多層構造シートの溶解時間をＴとすると、Ｔ＝０ｓでα＝０．４１であるが、Ｔ
＝１５０ｓでα＝０．８３となり、その後はα＝０．８１〜０．８８の間で安定した（図
１１）。これは、Ｔ＝０ｓでの展開率の約２倍であり、捲回構造を有する多層構造シート
が平面形状へと展開可能であることが示された。
【００９３】
本明細書で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願はそのまま引用により本明細書に
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組み入れられるものとする。

【図１】

【図３】

【図２】
【図４】
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【図５】

【図７】

【図８】

【図６】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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