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(54)【発明の名称】単分散固体脂質マイクロスフィアの製造方法
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(57)【特許請求の範囲】

ロスフィアの製造方法において、前記マイクロチャネル

【請求項１】

はシリコン基板に微細加工技術を用いて０．１μｍ〜１

以下の工程からなることを特徴とする単

分散固体脂質マイクロスフィアの製造方法。

００μｍの大きさで設けられていることを特徴とする単

（１）高融点油脂を融点以上に加熱して液状にする工

分散固体脂質マイクロスフィアの製造方法。

程。

【請求項３】

（２）前記液状となった高融点油脂からなる分散相を加

ロスフィアの製造方法において、前記マイクロチャネル

圧し、この分散相を一定幅の多数のマイクロチャネルを

は基板の表面に設けられた突条をなすテラスの上に多数

介して連続相中に分散せしめてエマルションを生成する

の壁体を設け、これら壁体間をマイクロチャネルとして

工程。

請求項１に記載の単分散固体脂質マイク

いることを特徴とする単分散固体脂質マイクロスフィア

（３）前記エマルションを冷却し凝固させることによ

10

の製造方法。

り、固体マイクロスフィアの懸濁液を作製する工程。

【請求項４】

（４）前記固体マイクロスフィアの懸濁液から連続相を

ロスフィアの製造方法において、分散相には液状となっ

除去することで高融点油脂のマイクロスフィアを回収す

た高融点油脂の他に界面活性剤を添加することを特徴と

る工程。

する単分散固体脂質マイクロスフィアの製造方法。

【請求項２】

請求項１に記載の単分散固体脂質マイク

【請求項５】

請求項１に記載の単分散固体脂質マイク

請求項１に記載の単分散固体脂質マイク
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ロスフィアの製造方法において、前記エマルションから

（４）前記固体マイクロスフィアの懸濁液から連続相を

連続相を除去する工程は、エマルションを凍結乾燥する

除去することで高融点油脂のマイクロスフィアを回収す

手段を含むことを特徴とする単分散固体脂質マイクロス

る工程。

フィアの製造方法。

【０００７】上記エマルションを生成する装置として

【発明の詳細な説明】

は、本出願人が特開平９−２２５２９１号公報として提

【０００１】

案した装置を応用することが好ましい。即ち、特開平９

【発明の属する技術分野】本発明は、食品工業、医薬或

−２２５２９１号公報に提案した装置は、室温で液状の

いは化粧品製造等の各種用途に利用される単分散固体脂

分散相を連続相に分散せしめてエマルションを製造する

質マイクロスフィア（微粒子）の製造方法に関する。
【０００２】

装置であるので、そのまま高融点天然油脂を分散相とし
10

たエマルションの生成には用いることができないが、高

【従来の技術】現在、魚油、動物脂等の高融点天然油脂

融点天然油脂の加熱装置及び恒温装置を付加することに

の多くは廃油として廃棄されている。このことは省資源

よって本発明の実施に用いることができる。

の見地からは大きな損失である。そこで、魚油、動物脂

【０００８】尚、上記装置にはマイクロチャネルが形成

等の高融点天然油脂を食品、医薬或いは化成品等として

され、このマイクロチャネルを介して分散相が連続相内

利用することが考えられるが、これらに利用するには高

に入り込む構成になっているが、マイクロチャネルとし

融点天然油脂を数１０μｍの大きさでしかも均一な粒子

ては、基板の表面に突条を設け、この突条の上面となる

に調整する必要がある。

テラスの上に多数の壁体を設け、これら壁体間をマイク

【０００３】固体マイクロスフィアの製造法としては従

ロチャネルとしたものが好ましい。

来から懸濁重合法や乳化重合法が知られている。懸濁重

【０００９】また、分散相には液状となった高融点油脂

合法は、エマルションの分散相を重合させてマイクロス

20

の他に界面活性剤を添加することが好ましい。界面活性

フィアを合成する方法であり、乳化重合法は、界面活性

剤を添加することで界面張力が低下し、ブレークスルー

剤ミセル中で重合反応を行うことによりマイクロスフィ

圧力（分散相が連続相へ進入するための最低圧力）を下

アを合成する方法である。

げることができる。

【０００４】

【００１０】上記したように、分散相を連続相へ進入さ

【発明が解決しようとする課題】上記した懸濁重合法で

せるにはある程度の圧力を分散相に加える必要がある。

は、作製されるマイクロスフィアの粒径分布は元のエマ

その圧力としては、テラスが基板の端から２〜４ｍｍの

ルションの粒径分布に依存するため、単分散なマイクロ

位置に加工されており、幅１０〜２０μｍ、深さ５〜１

スフィアを作製することが困難である。また、乳化重合

０μｍのマイクロチャネルを用いる場合には、０．５ｋ

法で通常合成できるマイクロスフィアの粒径は０．１μ

Ｐa以上１．３ｋＰa以下が好ましい。０．５ｋＰa未満

ｍ程度である。シード乳化重合法や二段階膨潤法を用い

30

では分散相の連続相への進入が起こりにくく、逆に１．

れば数１０μｍのマイクロスフィアを作製することは可

３ｋＰaを超えると分散相が繋がってしまいマイクロス

能であるが、煩雑な手順が必要でコストがかかる。また

フィアを形成しにくくなる。

従来の方法では、連続して且つ大量にマイクロスフィア

【００１１】分散相がマイクロスフィアの状態で連続相

を製造することができない。

中に分散しているエマルションからマイクロスフィアを

【０００５】

回収する手段としては、エマルションを室温に所定時間

【課題を解決するための手段】本発明は水素添加魚油や

放置した後に、凍結乾燥する手段が考えられる。

牛脂等の高融点天然油脂のマイクロスフィアを、数１０

【００１２】

μｍの大きさでしかも標準偏差を小さく（均一で）して

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を添付

連続的に得ることができる方法を提供することを目的と
する。

図面に基づいて説明する。図１は本発明方法の概略を工
40

程順に示したブロック図であり、本発明にあっては先

【０００６】斯かる目的を達成するため、本発明は以下

ず、水素添加魚油や牛脂などの高融点天然油脂を用意す

の（１）乃至（３）の工程からなることを特徴とする。

る。

（１）高融点油脂を融点以上に加熱して液状にする工

【００１３】次いで、高融点天然油脂を融点以上に加熱

程。

して溶解し液状にする。この液状高融点天然油脂を分散

（２）前記液状となった高融点油脂からなる分散相を加

相として水等の連続相中に分散して単分散エマルション

圧し、この分散相を一定幅の多数のマイクロチャネルを

を生成する。この後、室温に放置して単分散固体脂質マ

介して連続相中に分散せしめてエマルションを形成する

イクロスフィア懸濁液とし、この懸濁液を凍結乾燥して

工程。

単分散固体脂質マイクロスフィアを回収する。

（３）前記エマルションを冷却し凝固させることによ

【００１４】以下に単分散エマルションを生成する装置

り、固体マイクロスフィアの懸濁液を作製する工程。
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の一例を図２乃至図５に基づいて説明する。ここで、図
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２はエマルション生成装置の全体図、図３は同エマルシ

は、上記の構成に限定されるものではない。例えば、図

ョン生成装置の要部の拡大模式図、図４（ａ）は基板の

示例にあっては、プレート３、蓋体４及び基板１２を縦

平面図、（ｂ）は基板の裏面図、図５はマイクロチャネ

方向に配置したが、これらを水平方向に配置してもよ

ルの部分の拡大斜視図である。

い。また、他の装置としては、ケース内に基板を配置

【００１５】エマルション生成装置は本体１を恒温槽２

し、この基板とプレートとの間に連続相の流路を形成

につなげて本体１の温度を所定の温度に制御可能として

し、この流路に対し交差する方向に開口するマイクロチ

いる。そして、本体１の一方の開口にガラス板などから

ャネルを前記基板に形成し、流動状態にある連続相に対

構成されるプレート３を嵌め込み、他方の開口に蓋体４

して交差する方向から分散相を供給するクロスフロータ

を嵌め込み、蓋体４の中央に分散相（Ｏ）の供給口５を
形成し、蓋体４の中央から外れた箇所（図では上方）に

イプとしてもよい。
10

【００２１】次に具体的な実施例と好ましい条件につい

連続相の供給口６を形成し、更に蓋体４の中央から外れ

て示す。

た箇所（図では下方）にエマルション（Ｅ）の取出口７

（実施例１：粒径分布）分散相に非イオン系界面活性剤

を形成している。

であるソルビタンモノパルミテート（Span40）を１％の

【００１６】そして、分散相（Ｏ）の供給口５には配管

濃度で溶解したトリパルミチン（融点約５８℃）を用

を介して分散相リザーバ８を接続し、配管の周囲にはヒ

い、連続相に水を用いて７０℃でマイクロチャネル乳化

ータ９を設け、また、連続相の供給口６には配管を介し

を行った。マイクロチャネル乳化の際に分散相リザーバ

て連続相リザーバ１０を接続し、更にエマルション

の高さを上げてゆくと、分散相の供給圧力が０．５３ｋ

（Ｅ）の取出口７には回収用配管１１を接続している。

Ｐaに達したときに分散相がマイクロチャネルを通過し

ここで、分散相リザーバ８及びは連続相リザーバ１０は

始め、エマルションの生成が始った。更に、圧力を上げ

上下位置を調整可能とされ、分散相（連続相）に作用す

20

てゆくと、９０％のマイクロチャネルからエマルション

る圧力を調整できる構成になっている。

が生成されるようになった。生成されたエマルションを

【００１７】また、プレート３と蓋体４との間の空間に

回収し、室温に放置することにより凝固させ、単分散固

は基板１２が配置されている。基板１２の中央には開口

体脂質マイクロスフィアの懸濁液を得た。この後、この

１３が形成され、基板１２のプレート３に対向する正面

懸濁液を凍結乾燥したところ白色粉末が得られた。粉末

側には開口１３を矩形状に囲むように突条１４が形成さ

化された単分散固体脂質マイクロスフィアは図６及び図

れ、この突条１４の上面を平坦なテラス１５にし、この

７に示すように、平均粒径が２１．７μｍ、標準偏差は

テラス１５上に突部１６を一定間隔で多数形成し、これ

０．７８μｍであった。尚、図６（ａ）は実施例１で得

ら突部１６，１６間をマイクロチャネル１７としてい

られた乾燥したマイクロスフィアを示す図、（ｂ）は

る。マイクロチャネル１７の寸法としては、例えば幅１

（ａ）の基になった顕微鏡写真、図７は実施例１で得ら

３．１μｍ、高さ５．７μｍ、テラス長さ２６．２μｍ

30

れたマイクロスフィアの粒径分布を示すグラフである。

とする。また、マイクロチャネル１７を含む突条１４の

【００２２】（実施例２：マイクロチャネル乳化に対す

形成方法としては、ウェット或いはドライエッチングが

る圧力の影響）分散相に非イオン系界面活性剤であるポ

適当である。

リオキシエチレンソルビタンモノパルミテート（Tween4

【００１８】更に、基板１２と蓋体４の間にはＯリング

0）を０．３％の濃度で溶解したトリパルミチン（融点

等の隔壁部材１８を介在させ、この隔壁部材１８の弾発

約５８℃）を用い、連続相に水を用いて７０℃でマイク

力で前記突部１６をプレート３内側に当接している。そ

ロチャネル乳化を行った。マイクロチャネル乳化の際に

して、隔壁部材１８にて囲まれる内側領域には前記分散

分散相リザーバの高さを上げていき、平均粒径とマイク

相（Ｏ）の供給口５が開口し、外側領域には連続相の供

ロスフィア生成に関与しているマイクロチャネルの数の

給口６及びエマルション（Ｅ）の取出口７が開口してい
る。尚、プレート３の外側には、ビデオシステムにつな

変化を調べた。その結果を図８に示す。図８から以下の
40

ことが分った。即ち、圧力が０．５ｋＰaから１．３ｋ

がるカメラ１９が配置されている。

Ｐaの範囲では圧力が高くなればなるほどマイクロスフ

【００１９】以上において、供給口５を介して隔壁部材

ィア（液滴）を生成するチャネル数が増加し、それぞれ

１８の内側に加圧されて供給された分散相（Ｏ）は基板

のチャネルにおけるマイクロスフィアの生成速度も増加

１２の開口１３を介してプレート１６との隙間に入り、

した。また、この範囲ではエマルションの粒径分布は圧

この隙間に入った分散相（Ｏ）はマイクロチャネル１７

力の影響を殆ど受けない。圧力が１．３ｋＰaを超える

を介して連続相（Ｗ）に入り込む。この時、分散相

と、分散相の流量が速くなりすぎて、大きな液滴が生成

（Ｏ）は一定径の粒子となり、連続相（Ｗ）に一定径の

され、更には分散相が連続的に流出する現象が観察され

分散相（Ｏ）が分散したエマルション（Ｅ）が形成され

た。尚、この現象を解消するにはマイクロチャネルの出

る。

口側に連続相を安定に供給する必要があることも判明し

【００２０】単分散エマルションを生成する装置として

50

た。
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【００２３】（実施例３：マイクロチャネル乳化に対す

イクロチャネル乳化の可能性と、乳化挙動を検討した結

る界面活性剤添加の影響）分散相に水素添加魚油を用

果を以下の（表１）に示す。

い、連続相に水を用い、７０℃でマイクロチャネル乳化

【００２４】

を行った。この際に添加する界面活性剤を変化させ、マ

【表１】

【００２５】（表１）から、今回使用した界面活性剤の

図１０（ａ）〜（ｄ）に示す４種類のマイクロチャネル

中では、ラウリル硫酸ナトリウム等のアニオン系の界面

を用い、マイクロチャネルの形状の影響を調べた。図１

活性剤や、Span系界面活性剤等の非イオン系で乳化能の

０（ａ）に示すマイクロチャネルにはテラスも仕切壁も

強い界面活性剤を使用した場合に、安定なマイクロチャ

なく、図１０（ｂ）に示すマイクロチャネルは、テラス

ネル乳化が確認された。また、界面活性剤にSpan40を用

はあるが仕切壁がなく、図１０（ｃ）に示すマイクロチ

いて界面活性剤濃度を変化させた。この際に界面張力と

30

ャネルは、テラスと仕切壁の両方があり、図１０（ｄ）

界面張力とブレークスルー圧力との関係を検討した結果

に示すマイクロチャネルは図１０（ｂ）のマイクロチャ

を図９に示す。図９に示す結果は、曲った界面の内側と

ネルと同様にテラスはあって仕切壁がないが、マイクロ

外側の圧力差を表すLaplaceの式から導かれる理論式と

チャネルの高さを低くしている。上記の各マイクロチャ

よく一致した。

ネルを形成した基板を用いてマイクロチャネル乳化を行

【００２６】（実施例４：マイクロチャネル乳化に対す

った際の最大有効チャネル率（安定して液滴を生成して

るマイクロチャネル形状の影響）分散相に非イオン系界

いるチャネルの割合）を調べた。結果を以下の（表２）

面活性剤であるポリオキシエチレンソルビタンモノパル

に示す。

ミテート（Tween40）を０．３％の濃度で溶解したトリ

【００２７】

パルミチン（融点約５８℃）を用い、連続相に水を用い
て７０℃でマイクロチャネル乳化を行った。この際に、

【表２】
40
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【００２８】（表２）から、安定して液滴を生成するに

【図４】（ａ）は基板の平面図、（ｂ）は基板の裏面図

はテラスが必要であり、仕切壁があると、マイクロチャ

【図５】マイクロチャネルの部分の拡大斜視図

ネル乳化の安定性が増し、マイクロチャネルの高さは低

【図６】（ａ）は実施例１で得られた乾燥したマイクロ

くなっても安定したマイクロチャネル乳化が可能である

スフィアを示す図、（ｂ）は（ａ）の基になった顕微鏡

ことが分る。

写真

【００２９】

【図７】実施例１で得られたマイクロスフィアの粒径分

【発明の効果】以上に説明したように、本発明によれ

布を示すグラフ

ば、高融点油脂を融点以上に加熱して液状とし、この液

【図８】加圧力と有効マイクロチャネルとの関係、及び

状となった高融点油脂からなる分散相を加圧し、この分

20

加圧力と生成されるマイクロスフィアの平均粒径との関

散相を一定幅の多数のマイクロチャネルを介して連続相

係を示すグラフ

中に分散せしめてエマルションを形成し、更にこのエマ

【図９】界面張力とブレークスルー圧との関係を示すグ

ルションから連続相を除去することで高融点油脂のマイ

ラフ

クロスフィアを回収するようにしたので、高融点油脂の

【図１０】（ａ）乃至（ｄ）は各種マイクロチャネルの

マイクロスフィアとして、平均粒径が数１０μｍでしか

形状を示す図

も均一なもの（標準偏差が５％以下）を、連続して大量

【符号の説明】

に製造することができる。

１…エマルション生成装置本体、２…恒温槽、３…プレ

【００３０】また、アニオン系或いは非イオン系界面活

ート、４…蓋体、５…分散相（Ｏ）の供給口、６…連続

性剤を添加することで、安定したマイクロチャネル乳化

相（Ｗ）の供給口、７…エマルション（Ｅ）の取出口、

が可能になり、また本発明では、ブレークスルー圧力を

30

８…分散相リザーバ、９…ヒータ、１０…連続相リザー

Laplaceの式から予測できるので、分散相に加える圧力

バ、１１…回収用配管、１２…基板、１３…開口、１４

をコントロールすることで効率よくマイクロスフィアを

…突条、１５…テラス、１６…凸部、１７…マイクロチ

生成することができる。更に、マイクロチャネル形状を

ャネル、１８…隔壁部材、１９…ビデオカメラ。

工夫することで更にマイクロスフィアの生成効率を向上

【要約】

できる。

【課題】

【００３１】したがって、従来廃棄されていた魚油、動

油脂からなるマイクロスフィアを効率よく連続的に製造

物脂等の食品、医薬或いは化成品への応用を更に高め、

する。

省資源に寄与する。

【解決手段】

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明方法の概略を工程順に示したブロック図

粒径が数１０μｍでしかも均一な高融点天然

高融点油脂を融点以上に加熱して液状と

し、この液状となった高融点油脂からなる分散相を加圧
40

し、多数のマイクロチャネルを介して連続相中に分散せ

【図２】本発明の実施に用いるエマルション生成装置の

しめてエマルションを形成し、更にこのエマルションか

全体図

ら連続相を除去することで高融点油脂のマイクロスフィ

【図３】同エマルション生成装置の要部の拡大模式図

アを回収する。

( 6 )

【図１】
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