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(57)【要約】
【課題】染色などの工程においても、絹糸表面に付着し
たり絹糸内部に含有されたキトサンが脱離することがな
いような絹タンパク質とキトサンとの複合体およびその
製造方法の提供。
【解決手段】キトサン同士の架橋結合に加えて、キトサ
ンと絹タンパク質との間にも架橋結合が導入されてなる
絹タンパク質とキトサンとの複合体。絹タンパク質が、
中性塩水溶液中で塩縮処理された絹糸である。絹糸にキ
トサンの酢酸水溶液を含浸させてキトサン含有絹糸を製
造し、このキトサン含有絹糸に架橋剤を作用させて複合
体を得る。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
絹タンパク質とキトサンとの複合体であって、キトサン同士の架橋結合に加えて、キトサ
ンと絹タンパク質との間にも架橋結合が導入されてなることを特徴とする複合体。
【請求項２】
前記絹タンパク質が、前処理として中性塩水溶液中で塩縮処理された絹糸であることを特
徴とする請求項１記載の複合体。
【請求項３】
前記架橋結合の導入が、架橋剤として、グリセロールポリグリシジルエーテル、レゾルシ
ノールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、１，６−
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ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、お
よびポリエチレングリコールジグリシジルエーテルから選ばれた二官能性のエポキシ化合
物もしくは三官能性のエポキシ化合物、またはソルビトールポリグリシジルエーテル、ソ
ルビタンポリグリシジルエーテル、およびペンタエリスリトールポリグリシジルエーテル
から選ばれた多官能性のエポキシ化合物を用いて行われたことを特徴とする請求項１また
は２記載の複合体。
【請求項４】
昆虫由来の絹糸にキトサン水溶液を含浸させてキトサン含有絹糸を製造し、このキトサン
含有絹糸に架橋剤を作用させてキトサン含有絹糸に架橋結合を導入させ、絹タンパク質と
キトサンとの複合体を得ることを特徴とする複合体の製造方法。
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【請求項５】
前記昆虫由来の絹糸が前処理として塩縮処理されたものであり、この塩縮処理が中性塩水
溶液を用いて行われることを特徴とする請求項４記載の複合体の製造方法。
【請求項６】
前記塩縮処理後、水分除去や乾燥をさせることなく、塩縮処理された絹糸をキトサン水溶
液に浸漬してキトサン含有絹糸を得ることを特徴とする請求項５記載の複合体の製造方法
。
【請求項７】
前記塩縮処理された絹糸をキトサン含有酢酸水溶液に浸漬してキトサン含有絹糸を得るこ
とを特徴とする請求項５または６記載の複合体の製造方法。
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【請求項８】
前記塩縮が、臭化リチウム、硝酸リチウム、塩化リチウム、チオシアン酸リチウム、硝酸
カルシウム、および塩化カルシウムから選ばれた中性塩を用いて行われることを特徴とす
る請求項５〜７のいずれかに記載の複合体の製造方法。
【請求項９】
前記架橋結合の導入が、水または有機溶媒の存在下で行われることを特徴とする請求項４
〜８のいずれかに記載の複合体の製造方法。
【請求項１０】
前記架橋結合の導入が、４０〜８０℃で行われることを特徴とする請求項４〜９のいずれ
かに記載の複合体の製造方法。
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【請求項１１】
前記架橋剤が、グリセロールポリグリシジルエーテル、レゾルシノールジグリシジルエー
テル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、１，６−ヘキサンジオールジグリ
シジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、およびポリエチレングリコ
ールジグリシジルエーテルから選ばれた二官能性のエポキシ化合物もしくは三官能性のエ
ポキシ化合物、またはソルビトールポリグリシジルエーテル、ソルビタンポリグリシジル
エーテル、およびペンタエリスリトールポリグリシジルエーテルから選ばれた多官能性の
エポキシ化合物であることを特徴とする請求項４〜１０のいずれかに記載の複合体の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、絹タンパク質とキトサンとの複合体およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
絹糸は、吸湿性、染色性、風合い感の諸点で衣料素材として優れた実用的な性質を有して
いるため、和装分野での素材を中心に用いられてきた。また、最近は安価な絹製品の輸入
量が増加し、洋装分野においても絹製品が多用されるようになった。絹糸は織物素材とし
て用いられて久しいが、絹糸には捲縮性が無いためにニット素材として利用されることは
なかった。絹糸を編物用素材として利用することができれば、絹糸の需要を拡大させるこ
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とが可能となるであろう。
【０００３】
そのため、従来、絹糸を塩縮処理して絹糸に特定の機能を付与する試みがなされている。
すなわち、加熱した中性塩水溶液中に絹糸を浸漬すると、浸漬後数十秒〜数分の短時間に
絹糸が膨潤し、繊維長方向に著しく縮む（これを塩縮といい、捲縮ということもある）。
絹糸を塩縮させるための中性塩としては、硝酸カルシウムがよく知られており、その水溶
液で処理する方法が一般的である（例えば、非特許文献１参照）。この場合、密度が１．
４１０〜１．４２０ｇ／ｃｍ

３

の加熱した硝酸カルシウム水溶液に絹糸を浸漬すると、中

性塩水溶液中に約１分浸漬する塩縮過程で塩縮率が４０％に達する。中性塩水溶液に家蚕
絹糸を浸漬すると、通常２０秒程度の短い浸漬時間で、家蚕絹糸は膨潤し、繊維長が縮み
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、その結果、絹糸表面が不規則となり捲縮する。このような塩縮処理により、絹糸は柔ら
かくなり、また、糸嵩が増して、軽くソフトな肌触りになる。嵩高い素材は空気を多く含
み柔らかいので、ニット素材などの衣料素材として好んで利活用されている。
【０００４】
また、天然高分子であるキトサンは、オキアミ、カニなどの甲殻類の甲皮中に含まれるキ
チンのアセチル基を化学的に取り除く「脱アセチル化反応」により得られ、各種産業資材
として広範に利活用され、それらの用途は多岐にわたっている。繊維そのものとしての用
途のほかに、衣料用加工剤としての利用も可能である。このように、甲殻類由来のキチン
、キトサンは、様々な分野で付加価値の高い素材である。
キトサンは、優れたタンパク質吸着能を持っているものの、粉末状、またはフレーク状の
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キトサンをそのまま用いた場合は、成形性や物理的強度が劣悪であるため用途が限られ、
実用価値を付与した利用形態を取ることが困難であった。キトサンはまた、乳酸、蟻酸、
酢酸、メタンスルホン酸等の有機酸に溶解する際、有機酸の酸性が強いとキトサン本来の
高い分子量が低下し、出来上がった形成物の成形性が劣悪なものとなってしまう。
【０００５】
そこで、キトサンが酢酸水溶液に良く溶けることから、キトサンの酢酸水溶液をスタート
物質とすることにより、繊維、膜等の成形体を形成する試みがなされた。キトサン成形体
の繊維や膜の特性は、キトサンの糖鎖すなわちキトサンの化学構造に起因するものであり
、この特性を活かして利用を図ることが望ましい。しかし、キトサン成形体である繊維の
強度や伸度等の機械的特性は、成形体が乾燥状態にあるかあるいは湿潤状態にあるかで異
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なり、特に湿潤状態では、特性が著しく低下するということが実用上の問題となっている
。
上記のようなキトサンの多様な機能に着目し、繊維にキトサンを付着させる技術が開発さ
れている。例えば、綿繊維をキトサンで前処理することにより、直接染料が効率的に繊維
素材に吸着され、染着量が増加することが知られている（例えば、非特許文献２参照）。
【０００６】
また、絹糸にキトサンを導入しようとの試みもある。例えば、キトサンを絹糸表面に付着
させることにより直接染料での染色性が改善され、染色速度が増加することが報告されて
いる（例えば、非特許文献３参照）。この非特許文献３記載のキトサン浸漬処理は、絹糸
をキトサンの酢酸水溶液に浸漬し、熱処理するというものであり、キトサンが絹糸表面に
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付着しているだけで、キトサンが絹糸の内部に拡散しまたは結合しているわけではない。
すなわち、絹糸表面にキトサンを付着させるために、家蚕絹糸をキトサンの酢酸水溶液に
浸漬し、その後乾燥させているに過ぎない。つまり、キトサンの酢酸水溶液中で絹糸をパ
ッド（２ディップ、２ニップ）することで、絹糸表面をキトサンで被覆させようとしたも
のである（例えば、非特許文献４参照）。
【０００７】
上記した非特許文献３および４記載の方法では、絹糸表面にキトサンの薄膜が物理的に付
着するだけであり、キトサンが絹糸内部に入っていないために耐久性が低いという問題が
ある。また、付着キトサンと絹糸との間には特別な化学結合が導入されておらず、これら
従来の方法で調製した素材を酸性染料や酸性媒染染料で染色しても、染着量が極わずか増
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す程度であり、染着率が目立って増加しない（例えば、非特許文献５参照）。
【０００８】
【非特許文献１】
加藤弘、日本蚕糸学雑誌、５９，
９

２７１−２７９，

２８０−２８７，

３４１−３４

（１９９０）

【非特許文献２】
Ｊ．Ａ．Ｒｉｐｐｏｎ，
１００，

Ｊ．Ｓｏｃ．

２９８−３０３

Ｄｙｅｒｓ

ａｎｄ

Ｃｏｌｏｕｒｉｓｔｓ，

（１９８４）

【非特許文献３】
加古武および片山明、日本蚕糸学雑誌、６８，

４２９−４３１

（１９９９）
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【非特許文献４】
加古武および片山明、日本蚕糸学雑誌、５７，

３１−３７

（１９８８）

【非特許文献５】
加古武および片山明、日本蚕糸学雑誌、５８，

３７４−３７９

（１９８９）

【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術で製造したキトサン処理絹糸においては、キトサン処理を施してない絹糸の
染色性を越える染色性の向上は見られないという欠点があった（非特許文献３〜５）。こ
の欠点は、（１）絹糸をキトサン水溶液でパッド・ドライ処理した場合、絹糸表面にはキ
トサンの付着量が極少量であること、また、（２）キトサンは絹糸表面に単に物理的に付
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着しているに過ぎないため、染色工程などの反応過程でキトサンが絹糸表面から脱離し易
いことなどに起因する。一般の染色プロセスでは、染色時に染色浴の温度を高温にしなけ
ればならず、また、水洗い、熱水処理などを絹糸が繰り返し受けるので、絹糸表面を被覆
するだけで、絹糸（絹タンパク質）と化学的に結合していないキトサンは脱離し易かった
のである。
【００１０】
上記キトサンあるいはキトサン成形体の欠点を補い、化学反応性が高い絹タンパク質など
の生体高分子の機能をキトサンに新たに付与することができるならば、キトサンの機能を
更に多様化させた素材を調製することができる。そのため、キトサン単独の優れた機能を
低下させることなく、天然タンパク質である繊維状の絹タンパク質単独の機能を発揮させ
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つつ、両者の欠点が補える複合素材の出現が強く望まれてきた。
【００１１】
こうした従来の問題点を解決するには、キトサンと絹とに強固な結合を導入することでキ
トサンと絹タンパク質及びキトサン同士を結合すると共に、素材を完全に水不溶化させる
必要があった。
本発明の課題は、上記従来技術の問題点を解決することにあり、染色などの工程において
も、絹糸表面に付着したあるいは絹糸内部に含有されたキトサンが脱離することがないよ
うな絹タンパク質とキトサンとの新規複合体およびその製造方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
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本発明者らは、家蚕絹糸や野蚕絹糸などを対象にして、前処理としての第１段階で、中性
塩水溶液で浸漬処理することにより絹糸を塩縮させ、絹糸の微細構造が粗となるようにし
た後、塩縮絹糸をキトサン酢酸水溶液に浸漬し、絹糸内部にキトサンを含浸せしめ、キト
サンを含有する絹タンパク質を製造し、その後、第２段階で、キトサンを含有する絹タン
パク質に対し架橋剤を作用させ、（１）絹タンパク質とキトサン、および（２）絹糸に充
填したキトサン間に化学結合を導入せしめ、絹フィブロインである絹タンパク質とキトサ
ンとの複合体を水不溶化させることで新規素材が製造できることを見出し、本発明を完成
させるに至った。
【００１３】
本発明の複合体は、絹タンパク質とキトサンとの複合体であって、キトサン同士の架橋結
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合に加えて、キトサンと絹タンパク質との間にも架橋結合が導入されてなることを特徴と
する。
上記絹タンパク質は、前処理として中性塩水溶液中で塩縮処理された絹糸であることが好
ましい。
【００１４】
架橋結合の導入は、架橋剤として、グリセロールポリグリシジルエーテル、レゾルシノー
ルジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、１，６−ヘキ
サンジオールジグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、および
ポリエチレングリコールジグリシジルエーテルから選ばれた二官能性のエポキシ化合物も
しくは三官能性のエポキシ化合物、またはソルビトールポリグリシジルエーテル、ソルビ
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タンポリグリシジルエーテル、およびペンタエリスリトールポリグリシジルエーテルから
選ばれた多官能性のエポキシ化合物を用いて行われることが好ましい。
【００１５】
本発明の複合体の製造方法は、昆虫由来の絹糸にキトサン水溶液を含浸させてキトサン含
有絹糸を製造し、このキトサン含有絹糸に架橋剤を作用させてキトサン含有絹糸に架橋結
合を導入させ、絹タンパク質とキトサンとの複合体を得ることを特徴とする。
上記昆虫由来の絹糸は、前処理として塩縮処理されたものであり、この塩縮処理が中性塩
水溶液を用いて行われることを特徴とする。
上記塩縮処理後、水分除去や乾燥をさせることなく、塩縮処理された絹糸をキトサン水溶
液に浸漬してキトサン含有絹糸を得ることが好ましい。
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上記塩縮処理された絹糸をキトサン含有酢酸水溶液に浸漬してキトサン含有絹糸を得るこ
とが好ましい。
【００１６】
上記複合体の製造方法において、塩縮は、臭化リチウム、硝酸リチウム、塩化リチウム、
チオシアン酸リチウム、硝酸カルシウム、および塩化カルシウムから選ばれた中性塩を用
いて行われることが好ましい。また、架橋結合の導入は、水または有機溶媒の存在下、４
０〜９０℃で行われることが好ましい。架橋反応の温度が４０℃未満であると反応効率が
低いため反応に長時間かかるので好ましくない。また、架橋反応の温度が９０℃を超える
とエネルギー効率の面から判断して経済的・効率的でない。
上記製造方法において用いられる架橋剤は、上記した通りである。
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【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明における処理対象物としては、家蚕絹糸、野蚕絹糸などの絹タンパク質繊維である
天然タンパク質繊維を挙げることができる。処理対象物の形態としては繊維、繊維製品も
しくはその繊維集合体であってもよい。
【００１８】
以下、絹糸を例にとり、本発明の実施の形態を説明する。
本発明は、前処理として絹糸を中性塩水溶液を用いて塩縮させた後、この塩縮絹糸をキト
サンの酢酸水溶液に浸漬して、キトサンを絹糸に導入し、次の工程で絹糸に導入されたキ
トサンと絹糸とをまたキトサン同士を架橋剤で化学結合させてなるキトサン含有絹糸から
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なる複合体に関するものである。本発明によれば、絹糸本来の力学的特性を低下させない
よう、塩縮処理では塩縮率を一定値以下に抑える。この塩縮工程で絹糸の微細構造を粗と
なるようにして、この絹糸をキトサンの酢酸水溶液に浸漬した場合に、キトサンを絹糸内
に拡散・導入し易くする。本発明によれば、「絹タンパク質とキトサンとの複合体」を製
造する過程で、絹糸本来の機械的特性を劣化することは無く、絹本来の特性を維持するこ
とができる。また、キトサンが持つ優れた染色性等の特性を絹糸に付与することもできる
。
【００１９】
このように繊維状の絹糸にキトサンを導入することでキトサン含有の絹糸が得られ、しか
もキトサンと絹タンパク質との間、および絹糸に充填したキトサンとキトサンとの間には
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架橋結合が導入されて、両者は確実に水不溶化している。
本発明による絹タンパク質とキトサンとの複合体は、繊維状、織物状、真綿状、不織布状
、あるいは粉末状、膜状のような各種形態の複合体として利用できる。
このキトサン含有絹糸複合体の染色性は、染着率において、未処理絹糸の場合よりも高い
ので、衣料用素材を始めとする各種産業資材としての利用範囲が広がる。
【００２０】
本発明によれば、前処理としての塩縮加工を行う際に用いられる中性塩としては、例えば
、上記したように、臭化リチウム、硝酸リチウム、塩化リチウム、チオシアン酸リチウム
、硝酸カルシウム、または塩化カルシウム等を挙げることができ、これらの中性塩は無水
物でもよいし、水和物であっても同様に利用できる。この塩縮加工における加熱処理は、

20

一般に６０〜９５℃、好ましくは７５〜９５℃、さらに好ましくは８０〜９０℃で行うと
よい。６０℃未満だと、塩縮は起こりにくく、９５℃を超えると、塩縮は起こるが家蚕絹
糸などの膨潤が進みすぎて塩縮率を制御することが困難となる。また、塩縮処理時間は、
中性塩の種類、濃度とも関連するが、家蚕絹糸等の収縮状態を観察しながら適宜調節すれ
ばよい。一般的には、１分〜３０分、好ましくは５〜３０分である。特に２０分程度が安
定した塩縮効果を示すには好都合である。
【００２１】
塩縮加工において、高濃度の中性塩水溶液を用い、高温で、しかも長時間処理すると高塩
縮率の絹糸が得られる。塩縮率は３０％以下が好ましく、３０％を超えると絹糸本来の機
械的特性は劣化してしまう。また、塩縮率が５％未満であるとキトサンの導入量が少なく
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なってしまい、所期の目的を達成することができない。そのため、強度や伸度を低下させ
ないで所望の特性を維持した絹糸を得るには、塩縮率は３０％以下に抑えることが望まし
く、一般には、塩縮率を５〜３０％、好ましくは１０〜２０％にする。
上記したように、塩縮加工した絹糸にキトサンを少しでも多く含浸させるには、高塩縮率
の絹糸を用いることが望ましいが、塩縮率が高くなる程絹糸の力学的特性が劣化するとい
う特性を考慮した上で所定の加工を行うことが望ましい。そのため、目的に応じて、塩縮
率とキトサン含有率とのバランスを考慮に入れ、上記塩縮率の範囲内の絹糸を用いる必要
がある。
【００２２】
本発明で用いることができるキトサンは、公知のキトサンでもよいし、キチンを以下述べ
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るような公知の方法でＮ−脱アセチル化して調製したキトサンでもよい。
キトサンは、例えば、甲殻類由来のキチンを４０〜５０％水酸化ナトリウム溶液中、８０
〜１２０℃で数時間処理することによりＮ−脱アセチル化することで得られる。この場合
、Ｎ−脱アセチル化に用いる薬剤、ｐＨ等の操作条件としては従来知られている条件が適
用できる。例えば、Ｂｒｉｎｅら、Ｃｏｍｐ．
６９Ｂ，

Ｂｉｏｃｈｅｍ．

Ｐｈｙｓｉｏｌ．，

２８３（１９８３）に記載の条件が適用可能である。

キチンのアセチル基を除去する公知の脱アセチル化の概要を以下に説明する。
キチンが濃アルカリに溶けることを利用して均一系で脱アセチル化を行うと、脱アセチル
化度が４０〜６０％の範囲にかぎり、部分脱アセチルキチンは水に可溶になる。その標準
的調製法は次の通りである。
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【００２３】
粉末キチン（８０メッシュ通過）３．０ｇを４０ｗｔ％のＮａＯＨ

７５ｇに懸濁させ、

減圧下で２５℃で３時間放置する。生成したアルカリキチンを機械的に撹拌しつつ、２５
５ｇの砕いた氷を加え、キチン１％、アルカリ１０％を含む溶液を調製する。次いで、こ
の溶液３００ｇを２５℃で７７時間放置したのち、５℃以下に冷却する。この場合、中和
熱による温度上昇を防ぐために、砕いた氷２１０ｇを加え、初め濃ＨＣｌ、次いで希ＨＣ
ｌをｐＨが８．７になるまで添加する。得られた溶液を０℃のアセトン・水混合物（アセ
トン：水＝７：１）５Ｌ中に滴下する（アセトン濃度をほぼ一定に保つため、同時に冷ア
セトンも滴下する）。生成した白色繊維状沈殿を、ＮａＣｌがなくなるまで、上記と同様
の配合割合のアセトン・水混合物で洗い、さらにアセトンで洗ったのち、五酸化リン上で
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乾燥する。かくして、所定の脱アセチル化度を有する脱アセチルキチンであるキトサンが
得られる。
【００２４】
キチンをスタート物質にして脱アセチル化度が異なる部分脱アセチルキチンであるキトサ
ンを得る場合、脱アセチル化度は７０％〜１００％であればよく、９０％以上であれば酢
酸水溶液への可溶化がさらに容易になるため特に好ましい。脱アセチル化度が７０％より
低いキトサンの酢酸水溶液で浸漬処理した絹糸を、代表的な酸性染料、例えば、Ｃ．
．

Ａｃｉｄ

Ｏｒａｎｇｅ

Ｉ

７（ＯｒａｎｇｅＩＩ）（以下この染料をＯＲと略記する

場合もある）で染色すると、アセチル化度が高い程染料の吸着量は低下する。これは、染
料の吸着座席であるアミノ基が少ないためである。また、脱アセチル化度が７０％より低
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いと、酢酸水溶液に溶け難くなり、その結果、エポキシ化合物で処理しても、絹フィブロ
イン（絹タンパク質）とキトサンとの間の架橋が起こり難くなる。
【００２５】
かくして得られたキトサンは、乳酸、蟻酸、酢酸、およびメタンスルホン酸などの有機酸
に溶解させることがでるので、キトサンを上記塩縮絹糸に含浸させるには、キトサンを含
むこれらの有機酸水溶液に塩縮絹糸を一定時間浸漬すればよい。しかし、高分子量のキト
サンが加水分解して低分子化すると、成形性が良好であるというキトサンの特性は失われ
てしまう。キトサン本来の分子量を低下させることのない好ましい有機酸は上記有機酸の
うち酢酸である。その理論的な根拠は次の通りである。
【００２６】
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酸の強さの目安である酸解離定数ｋａ（値が大きい程強い酸）から、ｐｋａ（＝
ｇ

−ｌｏ

ｋａ）が求まる。この値が小さい程強酸となる。上記有機酸のうち、酢酸、蟻酸、乳

酸のｐｋａ値は、それぞれ、４．７６，

３．７５，

３．８６と試算できる。したがっ

て、キトサンを溶解するのに最も好ましいのは、ｐｋａ値が大きく、価格面で安価な、生
体への毒性が少ない酢酸である。ｐｋａ値が大きいということは、キトサンを溶解する際
、キトサンに穏やかに作用して溶解させるので、キトサンの分子量を著しく低下させるこ
とはないことを意味する。上記酸の中でメタンスルホン酸はキトサンを溶解する際、最も
キトサンの分子量を低下させる危険性が高いので、注意して用いることが必要である。
【００２７】
塩縮した絹糸にキトサンを含有させる際に、例えば、５〜１５％濃度の酢酸水溶液にキト
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サンを溶解したものを用いることが好ましい。酢酸濃度が５％未満だとキトサンの溶解が
十分ではなく、１５％を超えるとキトサンが若干の加水分解を起こす恐れがある。酢酸水
溶液に塩縮した絹糸を浸漬するには試料を静置しておけばよく、浸漬温度は１０〜５０℃
、好ましくは２５〜４５℃であり、浸漬時間は１時間〜２４時間でよい。かくして得られ
た絹糸とキトサンとの複合体の染色効果は、絹糸へのキトサン導入量が多ければ多い程高
い。キトサン導入量は絹糸を塩縮加工することで増加する非晶領域の分量（体積）で決ま
る。
【００２８】
上記のようにして得られた絹糸にキトサンが含浸した「絹タンパク質とキトサンとの複合
体」を次いで架橋処理して架橋結合を導入する。この架橋結合を導入するために利用でき
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る架橋剤としては、公知のタンパク質用架橋剤、例えば、エポキシ化合物や、グリオキザ
ールおよびグルタルアルデヒドなどのアルデヒド化合物や、ヘキサメチレンジイソシアネ
ートなどのイソシアネート化合物や、エピクロロヒドリンなどのエポキシ−クロロエーテ
ル化合物や、トリアクリロイルヘキサヒドロトリアシン（ＴＡＦ）などを用いることが考
えられる。上記の架橋剤のうち、エポキシ化合物は、キトサンの酢酸水溶液中で他の触媒
を用いることなくキトサンの架橋反応をスムーズに進行させることができるため、好まし
く用いられる。
【００２９】
エポキシ化合物としては、以下述べるような二官能性、三官能性、あるいは多官能性のエ
ポキシ化合物が挙げられる。
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例えば、グリセロールポリグリシジルエーテル、レゾルシノールジグリシジルエーテル、
ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、１，６−ヘキサンジオールジグリシジル
エーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、およびポリエチレングリコールジ
グリシジルエーテルから選ばれた二官能性のエポキシ化合物もしくは三官能性のエポキシ
化合物、またはソルビトールポリグリシジルエーテル、ソルビタンポリグリシジルエーテ
ル、およびペンタエリスリトールポリグリシジルエーテルから選ばれた多官能性のエポキ
シ化合物を用いることが好ましい。
【００３０】
これらの多様なエポキシ化合物のうち、エチレングリコールジグリシジルエーテル（以下
、ＥＧＤＧＥと略記する。）などの二官能性のエポキシ化合物は、（１）固形物を含まな

20

い溶液状態の均一系から触媒無しで橋かけでき、（２）反応性が高く、（３）分子量もそ
れ程大きくないなどの理由で最も好ましい。二官能性のエポキシ化合物のＥＧＤＧＥは、
分子量が比較的小さく、均一系において橋かけ反応を起しやすい。また、分子量が小さい
ため、繊維中のキトサン部分にＥＧＤＧＥが十分に拡散し、架橋剤としての役割を果たす
。
【００３１】
上記エポキシ化合物によりキトサン含有絹糸に架橋結合を導入する場合、所定濃度のエポ
キシ化合物を含む水中またはテトラクロロエタンなどの有機溶媒中でキトサン含有絹糸を
処理する。この場合、反応温度は４０〜９０℃程度、好ましくは６０〜８０℃程度である
。反応温度が４０℃未満であると、反応効率が低いため反応に長時間かかるので好ましく
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ない。通常、キトサンの橋かけ反応はメタノールで希釈した水溶液系で行うので、なるべ
く低温でかつ反応効率の良い温度で反応させるとよい。例えば、７０℃程度で反応させる
と、反応時間は、通常２時間以上、好ましくは３時間程度である。反応系を水のかわりに
上記したテトラクロロエタンなどの有機溶媒で行うと、反応効率は著しく高くなるが、作
業のしやすさや、環境保全の視点からすると、水系での反応の方が好ましい。
【００３２】
ＥＧＤＧＥを架橋剤として用いる場合、エポキシ化合物の添加量は、通常、使用するキト
サンと絹タンパク質とに含まれる総塩基性基の全モル数の５〜１００％程度、好ましくは
５〜５０％程度がよい。ＥＧＤＧＥ量が総塩基性基の全モル数の５％未満であると、架橋
効果が弱まり、絹糸に含浸したキトサンや絹タンパク質を十分に水不溶化できない。また
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、このＥＧＤＧＥ量が１００％を超えると、塩基性基に対するエポキシ化合物の置換率が
高まり、二次元ネットワークが過度に形成してしまい、試料中への染料への浸透、あるい
は試料への染料の反応拠点となる座席（基質中の塩基性基）が減少してしまうため、染着
量が減少してしまう。試料への染着量をできるだけ多くするには、架橋反応にともなう塩
基性基の減少度合いが過度にならないように制御することが望まれる。
【００３３】
なお、１個のエポキシ基を有する一官能性のエポキシ化合物は、絹やキトサンと反応する
が、一官能性のため分子間で架橋反応することができないので利用できない。三官能性も
しくは多官能性のエポキシ化合物は、絹やキトサンと反応して、三次元のネットワークを
形成し、絹とキトサンとの複合体は不溶化する。その結果、耐薬品性は向上するが、橋か
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け密度が高すぎて染料が拡散し難くなり、染色性を向上させるという点からは好ましくな
い。したがって、これらのエポキシ化合物を用いる際には、三次元ネットワークの形成を
所望によりコントロールすることが必要である。
【００３４】
アルデヒド化合物は、タンパク質用架橋剤として最もよく用いられる試薬であるが、アル
デヒド化合物が反応する結果、タンパク質に−ＣＨ＝Ｎ−結合が導入され、タンパク質が
着色する原因となり、また、室温でも塩酸溶液で分解されてしまうという欠点がある。こ
れは、アルデヒド化合物によりタンパク質に架橋結合を導入して水不溶化すると、塩酸水
溶液で加水分解され易くなるというタンパク質の特性によるものである。したがって、ア
ルデヒド化合物を用いる場合は、アルデヒド化合物が反応する結果としてタンパク質に導
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入された−ＣＨ＝Ｎ部位を還元して、−ＣＨ２ −ＮＨ−の形にし、塩酸溶液で加水分解の
程度を抑制することが必要である。また、イソシアネート化合物は、一般に、水が存在す
ると反応が急激に起こって架橋導入量を制御することが困難であるため、無水状態の有機
溶媒系で反応を行うことが好ましい。したがって、本発明において水系で架橋反応を行う
場合には、イソシアネート化合物よりもエポキシ化合物が好ましい。
【００３５】
上記したように、天然高分子であるキトサンならびに蚕由来の絹タンパク質はいずれも天
然生体高分子として将来有望な素材であり、いずれも化学反応の拠点となる活性基を多く
含む。これらの素材に化学的修飾加工を施すことにより、単独の素材の特性に加えて、染
色性、耐薬品性等の機能を付与することができる。また、キトサンを含有した絹タンパク
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質は、絹糸の優れた機械的特性に加えて、様々な生化学特性を持つキトサンの特性を兼ね
備えたキトサン含有の絹糸を製造できる。
【００３６】
本発明の複合体は、衣料用汎用繊維である絹糸をキトサンを溶かした酢酸水溶液に含浸さ
せることでキトサンを絹糸に浸透させた後、架橋剤としてエポキシ化合物を作用させて、
絹タンパク質とキトサンとの間および絹糸に充填させたキトサン同士の間に架橋結合を導
入してなる複合体である。そのため、絹糸に含まれるキトサンは脱離することはないし、
調製された「絹タンパク質とキトサンとの複合体」を水中に長時間浸漬しても架橋結合が
はずれることはない。その結果、絹タンパク質単独の特徴とキトサン単独の特徴を併せ持
つ複合材料の製造が可能となった。
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キトサンからなるキトサン繊維は湿潤時に強度、伸度が低い値を示すことが実用上の問題
点であるが、絹糸にキトサンを導入し、架橋剤で架橋結合を導入することで調製できる素
材は、絹糸の強度を活かしながら、湿潤時でも強度・伸度が低下しないという優れた特徴
を持つ。酸性染料で染色すると絹糸単独の場合よりもキトサン含有絹糸の染色性は明らか
に向上し、キトサン導入の効果が認められた。
【００３７】
本発明の架橋結合の導入された絹フィブロインとキトサンとの複合体を染色するのに用い
られる染料は、反応性染料、直接染料および酸性染料などのアニオン性染料の他にカチオ
ン染料や分散染料やバット染料などであればいずれも利用できる。特に公知の酸性染料で
良好に染色することができ、一般的にはカチオン性や非イオン性染料の染着度は酸性染料
程高くない。この酸性染料としては、Ｃ．Ｉ．Ａｃｉｄ
Ａｃｉｄ

Ｒｅｄ

８８、Ｃ．

１、Ｃ．

Ａｃｉｄ

Ａｃｉｄ

７、Ｃ．

１３８、Ｃ．

Ａｃｉｄ

Ｂｌ

１５、Ｃ．

ｇｅ

７などを例示することができる。絹は親水性の繊維であり、絹のキトサン複合体も

２２、Ｃ．

Ｉ．

Ｉ．

Ａｃ

ｕｅ

Ｂｌｕｅ

９、Ｃ．

Ｉ．

Ｉ．

Ｒｅｄ

Ａｃｉｄ

Ｂｌｕｅ

Ｏｒａｎｇｅ

Ｒｅｄ

ｉｄ

Ｉ．

Ｉ．

Ｉ．

Ａｃｉｄ

40

Ｏｒａｎ

また親水性であり、染着座席となる塩基性基を有するため、−ＳＯ３ Ｈあるいは−ＳＯ３
Ｎａを有する染料であって、水に溶け易い酸性染料が好ましく用いられる。本発明によれ
ば、家蚕絹糸に含まれる染料吸着に関与するアミノ酸残基に加えて、導入キトサンの活性
基の影響も受けるため、さらに絹タンパク質とキトサンとの複合体の吸着座席となる塩基
性基、酸性基、水酸基、無極性基の総数が絹糸単独よりも増加するため、本発明の絹タン
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パク質とキトサンとの複合体は各種の染料により効果的に染色できる。
【００３８】
本発明の複合体は、化学反応性に富む絹タンパク質およびキトサンの両方の性質を有する
ため、廃液中の金属イオンや界面活性剤用の吸着剤、または酵素の固定化用担体として利
用できる。
キトサンは抗菌性食品保持剤として利用できる。キトサンとその分解物は植物病原性菌に
対して増殖抑制活性を示すため、キトサン含有絹タンパク質は、土壌改良剤、天然性農薬
剤として利用できる。また、キトサンは自然の微生物に対して易分解性を示す。キトサン
は創傷治癒促進効果ならびにマイクロファージ活性能力があるため、キトサン含有の絹糸
は、人工皮膚、縫合糸、シャンプーに、また、免疫増強能を持つ徐放性薬物担体として利

10

用できる。
【００３９】
本発明では、絹糸の塩縮程度を変えることにより絹糸へのキトサン導入量を自由に増加さ
せることができる。キトサンを絹糸に導入した素材は、キトサン単独の場合に比べて、絹
糸単独の優れた機械的特性が相乗効果として発現するので、絹糸とキトサンとの複合体を
製造することで高強度の繊維を製造することが可能である。また、所望により当該複合体
に含まれるキトサンをアセチル化してキチンにすることで絹フィブロイン・キチン複合体
として利用することも可能である。この場合、キチンやキトサンは絹糸表面を単にカバー
するだけではなく、絹フィブロインのマトリックス中に拡散して存在し、また、架橋反応
により絹フィブロインと化学的に結合しているので、外部からの物理的、化学的作用が加

20

わっても離脱することは無い。
【００４０】
本発明において、超極細絹糸にキトサンを多量に導入すれば、鋼鉄のように硬い絹糸の特
性を活かし、抗菌性、細胞付着増殖性、創傷治癒促進効果ならびにマイクロファージ活性
能力や免疫増強能を持つキトサンの特長を合わせ持つ新規素材が調製できる。
本発明によれば、絹糸にキトサンが包括されているので、所望により包括キトサンを従来
公知の方法でアセチル化すれば絹糸に包括されたキトサンはキチンとなり、微細なキチン
繊維の特長を持った新規素材として利用できる。かくして、従来使用されたきた絹糸の用
途に加え、キチン、キトサンの用途を兼ね備え持つような新素材が調製できる。
【００４１】
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【実施例】
次に、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明はこれらの例に限定されるもので
はない。具体的な実施例を説明する前に、まず、以下の実施例における試料、測定条件、
橋かけキトサンの合成方法、酸性染料の吸着条件等について説明する。
【００４２】
（１）試料
キトサンとして、甲陽ケミカル株式会社製キトサンＦＭ８０（脱アセチル化度８５％）を
用いた。架橋剤として、Ａｌｄｒｉｃｈ
．

のＥｔｈｙｌｅｎｅ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

ＧｌｙｃｏｌＤｉｇｌｙｃｉｄｙｌ

Ｃｏｍｐａｎｙ，

Ｉｎｃ

Ｅｔｈｅｒ（エチレング

リコールジグリシジルエーテル、以下、ＥＧＤＧＥと略記する。）を用いた。

40

塩縮処理に用いた中性塩の硝酸カルシウム四水和物は、和光純薬工業株式会社製の試薬特
級の市販品を用いた。
ニンヒドリン反応用の試薬として、和光純薬工業株式会社製の塩酸−Ｄ−グルコサミン（
和光一級）、ニンヒドリン（アミノ酸自動分析用）、塩化スズ（ＩＩ）二水和物（アミノ
酸自動分析用）、メチルセロソルブ（試薬特級）、酢酸（精密分析用）、酢酸ナトリウム
三水和物（アミノ酸自動分析用）を用いた。
染料として、Ｃ．

Ｉ．

Ａｃｉｄ

Ｏｒａｎｇｅ

７（ＯｒａｎｇｅＩＩ）（以下、こ

の染料をＯＲと略記する場合もある。）を合成後、精製して使用した。
【００４３】
（２）塩縮絹糸および塩縮−キトサン加工絹糸のアミノ基定量
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絹フィブロイン（絹糸）と結合したキトサンの量を次のようにして評価した。絹フィブロ
インと架橋したキトサンのアミノ基１当量とグルコサミン１当量とが対応することに着目
し、ニンヒドリンと反応する化合物で、構造が既知の塩酸−Ｄ−グルコサミンの化学反応
性を評価した。
【００４４】
先ず、ｐＨ

５．５の緩衝液［４ｍｏｌ／ｌ−（ＣＨ３ ＣＯＯＨ＋ＣＨ３ ＣＯＯＮａ）］

を調製した。次に、塩酸−Ｄ−グルコサミン０．０４３１３ｇ（２．０００×１０

− ４

ｍ

ｏｌ）を４ｍｏｌ／ｌ酢酸緩衝溶液に溶解し、１００ｍｌに定容し、塩酸−Ｄ−グルコサ
ミン溶液を作製した。また、ニンヒドリン５ｇをメチルセロソルブ（エチレングリコール
モノメチルエーテル）１８７．５ｍｌに溶解し、塩化第一スズ０．１０ｇを加え、４ｍｏ

10

ｌ／ｌ酢酸緩衝溶液にて２５０ｍｌに定容し、ニンヒドリン溶液を作製した。このように
して作製した塩酸−Ｄ−グルコサミン溶液とニンヒドリン溶液との少量を一定量ずつ試験
管の中で混合し、沸騰水浴中にて１．５ｈｒｓ攪拌しながら加熱した。加熱後、冷水にて
冷却し、蒸留水にて１００ｍｌに定容し、紫外・可視分光光度計（（株）日立製作所製１
１００型）を用いて、λ＝５６５ｎｍにおいて比色した。得られたそれぞれの吸光度から
、空試験の結果得られた吸光度を差し引いた値を縦軸に、塩酸−Ｄ−グルコサミン濃度を
横軸として、アミノ基定量のための検量線を作成した。
【００４５】
（３）ニンヒドリン反応
塩縮処理及びキトサン処理した絹糸または塩縮処理しただけのキトサン未処理絹糸０．０

20

１ｇを試験管に入れ、ニンヒドリン溶液２ｍｌ、４ｍｏｌ／ｌ酢酸緩衝溶液２ｍｌを加え
、湯浴中で１．５ｈｒｓ撹拌しながら加熱した。加熱後、水により冷却し、ガラスフィル
ターでろ過し、蒸留水にて１００ｍｌに定容した。その溶液をλ＝５６５ｎｍにおいて比
色し、上記検量線を基にこれらの絹糸のアミノ基の定量を行った。
（４）絹糸へのキトサン固定化
塩縮処理−キトサン処理絹糸０．７ｇを入れた２５０ｍｌの水にＥＧＤＧＥ

０．４４ｇ

を滴下後、７０℃で、３ｈｒｓ撹拌し、反応させた。反応後、ろ過し、ジエチルエーテル
、アセトンにて数回洗浄後、風乾、真空乾燥した。
【００４６】
（５）橋かけキトサンの合成（ＥＧＤＧＥ使用）

30

キトサン２．５ｇを含む２５０ｍｌの水溶液に架橋剤としてＥＧＤＧＥ（１）０．４４ｇ
、（２）２．２０ｇ、（３）４．４ｇをそれぞれ滴下後、７０℃で３ｈｒｓ撹拌し、反応
させて３種の橋かけキトサン（Ｎｏ．１〜３）を得た。反応後、３号ガラスフィルターで
ろ過し、ジエチルエーテル、アセトンにて数回洗浄後、風乾、真空乾燥した。また、元素
分析装置（パーキンエルマー社製）ＰＥ−２４００

ＣＨＮを用いて測定した橋かけキト

サンＮｏ．１〜３の元素分析結果を表１に、その分析値から求めた橋かけキトサンの反応
率（アミノ基の反応率）、アミノ基のモル数および架橋剤の仕込比（エポキシ基／アミノ
基）を表２に示した。
【００４７】
（表１）
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【００４８】
（表２）
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【００４９】

10

（６）橋かけ構造の導入の確認
フーリエ変換赤外分光光度計（（株）日本分光、ＦＴ−ＩＲ

４３０）を用いて、上記橋

かけキトサンＮｏ．１〜３と原料キトサンＦＭ８０のＩＲ差スペクトルを測定し、反応を
確認した。また、５ｖｏｌ％ギ酸および５ｖｏｌ％酢酸に橋かけキトサンＮｏ．１〜３を
加え、その溶解性の変化から橋かけの存在を確認した。
【００５０】
（７）塩縮絹タンパク質とキトサンとの複合体に対する酸性染料の吸着実験
未処理絹糸、塩縮処理絹糸および塩縮処理した絹糸（絹タンパク質）とキトサンとの複合
体をそれぞれ、０．０１ｇ精秤し、ｐＨ４の０．１ｍｏｌ・ｄｍ

− ３

の酢酸緩衝溶液に酸

性染料（ＯＲ）を溶解した溶液２００ｍｌ中に入れ、４０℃で、７２ｈｒｓ撹拌した。吸

20

着後の染料溶液を紫外・可視分光光度計（（株）日立製作所製１１００型）を用い、λ＝
４８５ｎｍにおいて比色して遊離染料濃度を求めた。また、染色絹糸から染料をホルムア
ミドで３回、６０℃、３０ｍｉｎにて完全に抽出し、５０ｍｌに定容した溶液を同様に比
色して、絹糸による吸着染料量を算出した。
【００５１】
（８）塩縮率
野蚕絹糸を加熱した濃厚な中性塩水溶液中に浸漬すると、野蚕絹糸は繊維長方向に任意に
収縮する。次式を用いて塩縮率（％）を求めた。
塩縮率（％）

＝

［（Ｌｉ−Ｌｆ）／Ｌｉ］×１００

上式において、Ｌｉは収縮前の試料長を、また、Ｌｆは収縮後の試料長を示す。
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（９）機械的特性
機械的特性として、試料の降伏点の伸度（％）、切断時の試料の強度と伸度（％）を測定
した。測定条件は、試料長５０ｍｍ、引張り速度１０ｍｍ／ｍｉｎ、チャートスケール２
５０ｇであり、島津製インストロン（オートグラフＡＧＳ−５Ｄ）を使用して測定した。
【００５２】
（１０）アルカリ溶解度（Ａｓｏｌ）
６５℃の０．１Ｍ水酸化ナトリウム水溶液に試料を１時間浸漬処理し、処理前後の重量変
化からアルカリ溶解度を評価した。
Ａｓｏｌ

＝

（Ｍｂ−Ｍａ）／Ｍｂ×１００

Ｍｂ：アルカリ処理前のサンプル重量（１０５℃で１時間３０分乾燥）

40

Ｍａ：アルカリ処理後のサンプル重量（１０５℃で１時間３０分乾燥）
【００５３】
（１１）金属イオンの吸着および定量方法
被測定試料を硝酸カリウムを含む０．５ｍＭの硝酸銀水溶液あるいは硝酸銅水溶液（アン
モニア水を加えてｐＨを１１．４に調整）に室温で３０時間浸漬することで金属イオンを
吸着させた。
被測定試料に吸着した金属イオンを、パーキンエルマー社製のプラズマ原子吸光スペクト
ロメーター（ＩＣＰ−ＡＥＳ）を用いて分析した。５〜１０ｍｇの試料をミクロウェーブ
加水分解炉（ＭＤＳ−８１ＤＣＣＥＭ）を用いて２ｍＬの６５％硝酸で完全に加水分解し
、実験時にさらに１０ｍＬの水を加え、ＩＣＰ−ＡＥＳ分析を行った。金属イオンの吸着
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量は、試料重量あたりの金属イオン量をｍｍｏｌで表示した。
【００５４】
上記実験で明らかとなった実施例を下記に示す。
（実施例１）絹糸の塩縮処理
６０℃の５０ｗｔ％硝酸カルシウム四水和物水溶液に家蚕絹糸（浴比：硝酸カルシウム水
溶液の体積／絹糸の重量＝１００とした）を５ｍｉｎ浸漬することで絹糸を長さ方向に収
縮させ、更に塩縮後、蒸留水にて３回洗浄し、風乾・真空乾燥して塩縮絹糸を得た。この
塩縮率は、１４％であった。
なお、塩縮絹糸をキトサンの酢酸水溶液に浸漬する際は、上記のようにして得られた塩縮
絹糸を蒸留水で洗浄後、乾燥せずに蒸留水に浸漬したものを塩縮試料として用いた。

10

【００５５】
（実施例２）キトサン水溶液中での浸漬処理
実施例１にしたがって家蚕絹糸を塩縮処理後、蒸留水に浸漬し、膨潤しておいた塩縮絹糸
をセパラブルフラスコに入れ、これに、５ｖｏｌ％酢酸水溶液５００ｍｌにキトサン１０
ｇを溶解した溶液を加え、３０℃、２４ｈｒｓ浸漬処理することでキトサン含有絹糸を製
造した。
【００５６】
（実施例３）キトサン含有絹糸への架橋結合の導入
実施例２で製造したキトサン含有絹糸への架橋結合導入は次のように行った。０．７ｇの
キトサン含有絹糸を水２５０ｍｌに入れ、ＥＧＤＧＥ

０．４４ｇを加え、７０℃で３ｈ

20

ｒｓ静かに撹拌することで架橋反応を進めた。反応終了後、ろ過し、ジエチルエーテル、
アセトンで数回洗浄後、風乾、真空乾燥した。このようにして架橋結合を導入したキトサ
ン含有絹糸は、酢酸に浸漬して長時間静置しても、重量減少が起こらず、キトサンが絹糸
から離脱しなかった。
【００５７】
（実施例４）絹糸へのキトサン導入量の定量
実施例１で得られた塩縮絹糸（塩縮率１４％）をキトサンの酢酸水溶液に浸漬する処理で
、量的にどの程度のキトサンが絹糸に導入されるかをニンヒドリン試験を行って評価した
。すなわち、塩縮処理のみの絹糸と塩縮・キトサン処理絹糸との両方について、ニンヒド
リン試験を行った。このとき、ニンヒドリンとの反応にあずかるのは、塩縮処理絹糸の場

30

合は、絹糸を構成している塩基性アミノ酸の塩基性基と末端アミノ基であり、塩縮・キト
サン処理絹糸の場合は、これらの基に加えて、導入されたキトサンの中の未反応のアミノ
基である。また、基質中の塩基性基１当量とニンヒドリン１当量（１モル）とが反応する
ので、検量線を作成する場合の標準物質としてキトサンの構成単位（繰り返し）であるＤ
−グルコサミンの塩酸塩を選んだ。
【００５８】
測定により得たグルコサミン濃度と吸光度との関係（検量線）を図１に示した。この検量
線の回帰直線式は下式で示される。
Ａ＝０．１５２７Ｃ

（式１）

上式中、Ａは吸光度（単位を持たない）を、Ｃはグルコーサミン濃度（ｍｏｌ・ｄｍ

− ３

）を意味する。
次に、塩縮処理絹糸および絹タンパク質とキトサンとの複合体について、ニンヒドリン反
応で得られた吸光度を式１に代入し、グルコサミン濃度（ｍｏｌ・ｄｍ

− ３

）として求

め、アミノ基量を算出した。得られた各絹糸試料のアミノ基量を表３に示した。
【００５９】
（表３）
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なお、表３中の導入キトサン量は、塩縮・キトサン処理で絹糸に新たに付加したアミノ基

10

の導入量に対応する。
表３から分かるように、塩縮絹糸へのキトサン導入量は０．４４×１０
− １

− ５

ｍｏｌ・ｇ

であった。キトサン導入量を更に増やすには、キトサンを溶解量の限界まで溶かした

溶液を用いればよい。
なお、上記で用いた塩縮絹糸（塩縮率１４％）の代わりに塩縮率の度合いを上げた塩縮絹
糸を用いて、上記と同様にキトサンの酢酸水溶液で処理し、ニンヒドリン試験を行って導
入キトサン量を評価した。塩縮率が上がるにつれて、導入キトサン量が増加した。しかし
、塩縮率が上がるにつれて塩縮絹糸の機械的性質は劣化するので、所望の結果を達成する
には、塩縮率を３０％以下にコントロールすることが必要である。
【００６０】

20

（実施例５）
未処理絹糸（Ａ）、塩縮処理（塩縮率１５％）・キトサン処理絹糸（Ｂ）、塩縮処理（塩
縮率１５％）・キトサン処理絹糸にエポキシ試薬で架橋結合を導入した絹糸（Ｃ）を切断
するまで引きのばし、切断時の強度と伸度とを測定することで機械的特性を調べた。得ら
れた結果を表４に示す。
【００６１】
（表４）

30

注：強度４３０±１８の意味は、強度が４３０ｇｆ、標準偏差が１８であることを意味す
る。
表４から明らかなように、塩縮率が１５％程度であると、塩縮処理後の絹糸（Ｂ）の強度
、伸度は、未処理絹糸（Ａ）の場合と比べて大きな変化はない。しかし、塩縮率が３０％
を超えると、塩縮処理絹糸の強度、伸度も急激に低下してしまう。また、架橋結合を導入

40

した絹糸（Ｃ）の機械的特性も本来の絹糸の特性を保持しており、加工時の機械特性の劣
化がない。
【００６２】
（実施例６）酸性染料による染色
絹タンパク質とキトサンとの複合体（架橋結合を導入してキトサンを固定化したもの。以
下、固定化絹糸と称す。）の染色挙動を次のようにして調べた。
代表的な酸性染料であるＣ．Ｉ．Ａｃｉｄ

Ｏｒａｎｇｅ

７（Ｏｒａｎｇｅ

ＩＩ：以

下ＯＲと略記）で絹タンパク質とキトサンとの複合体を染色した。すなわち、酸性染料を
ｐＨ

４の０．１

ｍｏｌ・ｄｍ

− ３

の酢酸緩衝溶液に溶解させた染色溶液２００ｍＬに

被検試料を入れ、４０℃で７２ｈｒｓ撹拌し、試料に染料を吸着させた。染料を吸着した
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後の染色浴を紫外・可視分光光度計（（株）日立製作所製１１００型）を用い、λ＝４８
５

ｎｍにおいて比色して遊離染料濃度（×１０

− ５

ｍｏｌ・ｄｍ

− ３

）を求めた。また

、吸着量は次のようにして求めた。染色絹糸から、染料をホルムアミドで６０℃、３０
ｍｉｎの抽出処理を３回行って完全に抽出し、５０ｍｌに定容した溶液を同様に比色して
、絹糸による吸着染料量（×１０

− ５

ｍｏｌ・ｇ

− ３

）を算出した。

なお、未処理絹糸

、塩縮処理のみの絹糸（以下、塩縮絹糸と称す。）の染料吸着測定も併せて行った。得ら
れた吸着等温線（ｐＨ＝４，４０℃）を図２に示す。
【００６３】
図２から分かるように、低濃度においては、ＯＲの吸着量にほとんど差がみられなかった
が、比較的高い染料濃度においては、絹タンパク質とキトサンとの複合体（図２中の固定

10

化処理）に対する吸着量は塩縮絹糸（図２中の塩縮処理）および未処理絹糸（図２中の未
処理）に対する吸着量を大きく上回っており、キトサン固定化の効果は明白である。
【００６４】
キトサン固定化絹糸へのＯＲの吸着機構想定図を図３に示す。図３に示したように、例え
ば、絹分子のアミノ基にＯＲが直接イオン結合したり、絹分子にＥＧＤＧＥを介して結合
したキトサン（Ｃｈｉｔｏｓａｎ）にＯＲが結合したり、また、絹糸に入り込んだキトサ
ン同士がＥＧＤＧＥを介して共有結合した場合の各キトサンにＯＲが結合するものと考え
ると、本発明の絹タンパク質とキトサンとの複合体への染料の吸着量が増加する現象は矛
盾無く説明できる。
また、図２のデータを基にＳｃａｔｃｈａｒｄ

ｐｌｏｔにより算出した各絹糸の染料の

20

結合座席数を表５に記した。この結果より、絹タンパク質とキトサンとの複合体（固定化
絹糸）は未処理絹糸の１．４倍の結合座席を有していることになる。
【００６５】
（表５）

30

【００６６】
（実施例７）生成ポリマーの橋かけの確認
表１に示した橋かけキトサンＮｏ．２と甲陽ケミカル株式会社製キトサンＦＭ８０（脱ア
セチル化度８５％）とのＦＴ−ＩＲスペクトルを測定し、それらの差スペクトルを図４に
示す。この差スペクトル中の２９５９ｃｍ

− １

と１４７２ｃｍ

− １

に新しいピークが見ら

れる。これは、ＥＧＤＧＥの導入に伴ったＣ−Ｃ結合の増加により生じた。また、１６０
０ｃｍ

− １

付近のアミノ基（−ＮＨ２ ）のＮＨの変角振動のピークが減少している。架橋

剤の仕込比の異なる橋かけキトサンＮｏ．１，

Ｎｏ．３に関しても、同様のピークが検

40

出された。以上のことより、キトサンとＥＧＤＧＥの反応を確認できた。
【００６７】
また、橋かけキトサンＮｏ．１〜３について、５％酢酸、５％ギ酸による溶解試験を行っ
たところ、いずれも不溶であったことから、橋かけの存在が認められた。
上記のことから、キトサンが橋かけされていることが確認された。キトサンとキトサンと
に架橋結合が導入されたことから、同様に絹とキトサンとの分子間にも架橋結合が導入さ
れていると判断できる。キトサンおよび絹に対する反応染料の染着挙動が類似しているこ
とから、絹中の塩基性基のＥＧＤＧＥに対する反応性とキトサンのアミノ基のそれも似て
いると考えられる。
【００６８】
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また、キトサン固定化絹糸に関し、キトサンが絹糸内で固定化していることは以下のこと
からも間接的に証明できる。すなわち、実施例６に示した染色は、ｐＨ
ｏｌ

ｄｍ

− ３

４の０．１

ｍ

の酢酸緩衝溶液中で、４０℃、７２ｈｒｓもの長時間行われていることか

ら、もし、キトサンが固定化されていなければ、このような条件の下では絹中からキトサ
ンが溶出してしまうと考えられるからである。
【００６９】
（実施例８）アルカリ溶解度
未処理絹糸、および架橋結合を導入した絹タンパク質とキトサンとの複合体のアルカリ溶
解度を評価した。
絹糸単独のアルカリ溶解度が４２％であるのに対して、架橋結合を導入した絹タンパク質

10

とキトサンとの複合体のアルカリ溶解度は３０％となった。このことから、未処理絹糸の
場合のアルカリ水溶液に溶解しやすいという欠点は、キトサンと複合したものに架橋結合
を導入することで解決できることが分かる。
【００７０】
（実施例９）金属イオンの吸着
上記金属イオンの吸着方法に従って調製した金属塩水溶液として、０．５ｍＭの硝酸銀（
ＡｇＮＯ３ ）水溶液および硝酸銅（Ｃｕ（ＮＯ３ ）２ ）水溶液を用いた。それぞれの水溶
液に、未処理家蚕絹糸、塩縮処理家蚕絹糸、塩縮・キトサン処理家蚕絹糸、および塩縮・
キトサン処理後架橋結合を導入して不溶化した家蚕絹糸の試料をそれぞれ、金属イオンの
水溶液に２５℃で３０分間浸漬し、銀イオン、銅イオンを吸着させて、各試料に吸着した

20

金属イオン量を測定した。得られた結果を表６に示す
【００７１】
（表６）

30

表６から分かるように、未処理家蚕絹糸の場合、金属イオン水溶液に浸漬するとＡｇ
Ｃｕ

２ ＋

＋

，

ともにわずかに吸着するが、この吸着金属イオン量は塩縮処理によりわずか増

加する。塩縮絹糸にキトサンを含浸すると金属イオンの吸着率は更に増加し、キトサン含
浸試料をエポキシ化合物で不溶化したものは更に多くの金属イオンを吸着することが確か
められた。

40

【００７２】
【発明の効果】
本発明の絹タンパク質とキトサンとの複合体によれば、キトサン同士の架橋結合に加えて
、キトサンと絹タンパク質との間に架橋結合が導入されているので、単独の各素材の特性
に加えて、優れた染色性、耐薬品性等の機能を付与することができる。
本発明の複合体では、絹タンパク質として、中性塩水溶液中で塩縮処理により前処理した
衣料用汎用繊維である絹糸を用いることができるので、絹糸の優れた機械的特性に加えて
、様々な生化学特性を持つキトサンの特性を兼ね備えたキトサン含有の絹糸を提供できる
。
【００７３】
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本発明の複合体によれば、架橋結合の導入が、好ましくは二官能性、三官能性、多官能性
のエポキシ化合物からなる架橋剤を用いて行われるので、キトサンの酢酸水溶液中で他の
触媒を用いることなく架橋結合がスムーズに導入される。
また、本発明の複合体の製造方法によれば、衣料用汎用繊維である絹糸を好ましくは前処
理として塩縮処理し、この塩縮絹糸にキトサン水溶液、好ましくはキトサンを溶かした酢
酸水溶液を含浸させてキトサン含有絹糸を製造し、このキトサン含有絹糸に架橋剤として
エポキシ化合物を作用させて、絹タンパク質とキトサンとの間及び絹糸に充填されたキト
サン同士に架橋結合を導入している。かくして、絹糸に含まれるキトサンが脱離すること
はないし、調製できる絹タンパク質とキトサンとの複合体を水中に長時間浸漬しても架橋
結合がはずれることはない。その結果、絹タンパク質単独の特徴とキトサン単独の特徴を
併せ持つ複合材料の提供が可能となった。
【図面の簡単な説明】
【図１】グルコサミン濃度と吸光度との関係（検量線）を示すグラフ。
【図２】吸着等温線を示すグラフ。
【図３】キトサン固定化絹糸へのＯＲの吸着機構想定図。
【図４】橋かけキトサンＮｏ．２とキトサンＦＭ８０のＦＴ−ＩＲスペクトルの差スペク
トルを示すグラフ。

【図１】

【図２】

【図３】
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