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(57)【要約】
【課題】弾性率及び強度の向上した、ミクロフィブリル化セルロースを含有する樹脂成形
体の提供
【解決手段】ミクロフィブリル化セルロース及び樹脂を含有する混練物を成形してなる樹
脂成形体であって、
ミクロフィブリル化セルロースの含有量が成形体全体の４〜１５重量％であり、
前記成形体の強度がミクロフィブリル化セルロースを含まないことを除いて同じ方法で成
形された成形体の強度と比較した相対強度が１．１０以上であることを特徴とする樹脂成
形体。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ミクロフィブリル化セルロース及び樹脂を含有する混練物を成形してなる樹脂成形体であ
って、
ミクロフィブリル化セルロースの含有量が成形体全体の４〜１５重量％であり、
前記成形体の強度がミクロフィブリル化セルロースを含まないことを除いて同じ方法で成
形された成形体の強度と比較した相対強度が１．１０以上であることを特徴とする樹脂成
形体。
【請求項２】
ミクロフィブリル化セルロースの含有量が成形体全体の５〜１５重量％である請求項１に
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記載の樹脂成形体。
【請求項３】
相対強度が１．１５以上である請求項１又は２に記載の樹脂成形体。
【請求項４】
樹脂が生分解性樹脂及び脂肪族ポリエステルからなる群から選択される少なくとも１種で
ある請求項１〜３のいずれかに記載の樹脂成形体。
【請求項５】
ミクロフィブリル化セルロース分散性及び樹脂溶解性を備えた溶媒に、ミクロフィブリル
化セルロースの分散及び樹脂の溶解を行い、混合した後、溶媒を除去する工程を有するこ
とを特徴とするミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体の製造方法。
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【請求項６】
溶媒がアセトンである請求項５に記載のミクロフィブリル化セルロース含有樹脂の製造方
法。
【請求項７】
樹脂を溶解した溶媒とミクロフィブリル化セルロースを分散した溶媒を混合した後、溶媒
を除去する工程を有することを特徴とするミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体
の製造方法。
【請求項８】
樹脂を溶解した溶媒の溶媒がジクロロメタンであり、ミクロフィブリル化セルロースを分
散した溶媒がアセトンである請求項７に記載の製造方法。
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【請求項９】
ミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体におけるミクロフィブリル化セルロースの
含有量が４〜１５重量％である請求項５〜８のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１０】
樹脂が生分解性樹脂及び脂肪族ポリエステルからなる群から選択される少なくとも１種で
ある請求項５〜９のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１１】
請求項５〜１０のいずれかの方法によって製造されたミクロフィブリル化セルロース含有
樹脂成形体。
【発明の詳細な説明】

40

【技術分野】
【０００１】
本発明は、ミクロフィブリル化セルロースを含有し、強度に優れた樹脂成形体及びその製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
すべての植物の細胞壁は、セルロースミクロフィブリルと呼ばれる幅約４nmの高強度ナ
ノファイバーが基本骨格となっている。ミクロフィブリル化セルロースはパルプなどの植
物繊維をセルロースミクロフィブリルのレベルにまで解繊して得られる、伸びきり鎖結晶
からなるナノファイバーである。また、バクテリア（主として酢酸菌）由来のミクロフィ
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ブリル化セルロースも知られており、これを利用した食品としてナタデココがよく知られ
ている。ミクロフィブリル化セルロースは、一般的には、セルロース系繊維をリファイナ
ー、ホモジナイザー等により磨砕ないし叩解することにより製造できることが知られてい
る（例えば、特許文献１参照）。ミクロフィブリル化セルロースは軽くて強度が高く、さ
らには生分解性も高いためパソコン、携帯電話等の家電製品の筐体、文房具等の事務機器
、スポーツ用品、輸送機器、建築材料など幅広い分野への応用が期待されている。
【０００３】
このようなミクロフィブリル化セルロースの機械的特性を、既に幅広く利用されている
樹脂の分野に活用することが試みられている。例えば、樹脂の物性、機能等の向上、新た
な物性、機能等の付与を目的として、樹脂にミクロフィブリル化セルロースを混合、複合
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等することが試みられている。特に、環境負荷の観点から生分解性樹脂が注目されており
、この生分解性樹脂とミクロフィブリル化セルロースを混合、複合することが試みられて
いる。しかしながら、ミクロフィブリル化セルロースはその繊維径が多くの場合２００ｎ
ｍ以下と非常に小さいため通常のセルロース繊維と比較してはるかに凝集等がおこりやす
い。このため、ミクロフィブリル化セルロースを樹脂中に分散させることが非常に困難で
あり、均一な複合樹脂を得ることが難しかった。これを解決するため、ポリ乳酸を含有す
る脂肪族ポリエステルと、一次壁及び二次壁外層を傷づけられた前処理パルプ及び／又は
セルロース系繊維とを溶融混練中に繊維成分を解繊してミクロフィブリル化することによ
って、樹脂中にミクロフィブリル化セルロースを均一に分散させようとする技術（例えば
、特許文献２参照）、ミクロフィブリル化セルロースとポリ乳酸繊維を混合し、抄紙によ
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りシート状物を作成する技術（例えば、特許文献３参照）が知られている。しかしながら
、これらの技術で得られる樹脂の成形体はもともとの樹脂の成形体よりも、弾性率は高く
なることはあるが強度は低く、総じて脆いものであった。
【特許文献１】特公昭５０−３８７２０号公報
【特許文献２】特開２００５−４２２８３号公報
【特許文献３】特開２００３−２１１６９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
したがって、本発明は、弾性率だけでなく、樹脂成形体本来の強度も大きく向上したミ
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クロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明者は、ミクロフィブリル化セルロースと樹脂の混合においてさまざまな方法を検
討したところ、ミクロフィブリル化セルロースの分散液と、樹脂の溶解液を採用すること
によって、ミクロフィブリル化セルロースと樹脂が均一に混合された液が得られ、この液
から溶媒を除去して得られる混合物を混練することによって、塑性加工に供しうるミクロ
フィブリル化セルロース含有樹脂を製造できることを見出した。
さらに、本発明者は、当該製造方法により製造されたミクロフィブリル化セルロース含有
生樹脂を成形することによって、優れた強度と弾性率を備えた成形体となることをも見出
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した。
【０００６】
すなわち、本発明は下記の樹脂成形体及び製造方法にかかるものである。
項１．ミクロフィブリル化セルロース及び樹脂を含有する混練物を成形してなる樹脂成形
体であって、
ミクロフィブリル化セルロースの含有量が成形体全体の４〜１５重量％であり、
前記成形体の強度がミクロフィブリル化セルロースを含まないことを除いて同じ方法で成
形された成形体の強度と比較した相対強度が１．１０以上であることを特徴とする樹脂成
形体。
項２．ミクロフィブリル化セルロースの含有量が成形体全体の５〜１５重量％である項１
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に記載の樹脂成形体。
項３．相対強度が１．１５以上である項１又は２に記載の樹脂成形体。
項４．樹脂が生分解性樹脂及び脂肪族ポリエステルからなる群から選択される少なくとも
１種である項１〜３のいずれかに記載の樹脂成形体。
項５．ミクロフィブリル化セルロース分散性及び樹脂溶解性を備えた溶媒に、ミクロフィ
ブリル化セルロースの分散及び樹脂の溶解を行い、混合した後、溶媒を除去する工程を有
することを特徴とするミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体の製造方法。
項６．溶媒がアセトンである項５に記載のミクロフィブリル化セルロース含有樹脂の製造
方法。
項７．樹脂を溶解した溶媒とミクロフィブリル化セルロースを分散した溶媒を混合した後
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、溶媒を除去する工程を有することを特徴とするミクロフィブリル化セルロース含有樹脂
成形体の製造方法。
項８．樹脂を溶解した溶媒の溶媒がジクロロメタンであり、ミクロフィブリル化セルロー
スを分散した溶媒がアセトンである項７に記載の製造方法。
項９．ミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体におけるミクロフィブリル化セルロ
ースの含有量が４〜１５重量％である項５〜８のいずれかに記載の製造方法。
項１０．樹脂が生分解性樹脂及び脂肪族ポリエステルからなる群から選択される少なくと
も１種である項５〜９のいずれかに記載の製造方法。
項１１．項５〜１０のいずれかの方法によって製造されたミクロフィブリル化セルロース
含有樹脂成形体。
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【０００７】
ミクロフィブリル化セルロースの製造方法は公知であり、一般的には、セルロースをリ
ファイナー、高圧ホモジナイザー、媒体撹拌ミル、石臼、グラインダー等により磨砕ない
し叩解することによって解繊又は微細化して製造されるが、特開２００５−４２２８３号
公報に記載の方法等の公知の方法で製造することもできる。また、市販品を利用すること
も可能である。セルロースは、植物（例えば木材、竹、麻、ジュート、ケナフ、農地残廃
物、布、パルプ、再生パルプ、古紙）、動物（例えばホヤ類）、藻類、微生物（例えば酢
酸菌（アセトバクター））等を起源とするものが知られているが、本発明ではそのいずれ
も使用できる。好ましくは植物、微生物由来のセルロース繊維であり、より好ましくは植
物由来のセルロース繊維である。
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【０００８】
ミクロフィブリル化セルロースの繊維径は平均値が４ｎｍ〜４００ｎｍであることが好
ましく、４ｎｍ〜２００ｎｍであることがより好ましく、４ｎｍ〜１００ｎｍであること
がより一層好ましい。また、その繊維長は平均値が５０ｎｍ〜５０μｍであることが好ま
しく、１００ｎｍ〜１０μｍであることがより好ましい。
【０００９】
本発明において、樹脂は特に限定されるものではなく、１種単独で又は２種以上組み合
わせて使用することができる。例えばポリ乳酸、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリ
スチレン、ＡＢＳ樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リプロピレン、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、アセタール樹脂、ポリカーボネート、繊維
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素プラスチック、ポリグリコール酸、ポリ−３−ヒドロキシブチレート、ポリ−４−ヒド
ロキシブチレート、ポリヒドロキシバリレートポリエチレンアジペート、ポリカプロラク
トン、ポリプロピオラクトン等のポリエステル、ポリエチレングリコール等のポリエーテ
ル、ポリグルタミン酸、ポリリジン等のポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリウレタ
ン等の熱可塑性樹脂；フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル
樹脂、エポキシ樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ポリウレタン樹脂、ケイ素樹脂、ポリイ
ミド樹脂等の熱可塑性樹脂などを使用でき、一種単独又は二種以上組み合わせて使用でき
るがこれらに限定されない。好ましくは、生分解性樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂
、アクリル樹脂、脂肪族ポリエステルである。
【００１０】
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生分解性樹脂の例としては、Ｌ−乳酸、Ｄ−乳酸、ＤＬ−乳酸、グリコール酸、リンゴ
酸、ε−カプロラクトン、Ｎ−メチルピロリドン、炭酸トリメチレン、パラジオキサノン
、１，５−ジオキセパン−２−オン、水酸化酪酸、水酸化吉草酸などのホモポリマー、コ
ポリマー又はこれらポリマーの混合物が挙げられ、一種単独又は二種以上組み合わせて使
用できる。好ましい生分解性樹脂は、ポリ乳酸、ポリカプロラクトンであり、より好まし
いのはポリ乳酸である。
【００１１】
ポリ乳酸は、特に限定されないが、好ましい数平均分子量は３万以上、好ましくは１０
万以上である。ポリ乳酸の数平均分子量の上限は特に制限はないが、通常１００万以下、
好ましくは５０万以下である。得られるポリ乳酸の物性から、ポリ乳酸を構成するＬ体と
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Ｄ体のモル比はＬ／Ｄは１００／０〜０／１００の全ての組成で使用できるが、弾性率の
高いものを得る上で、Ｌ体が９５モル％以上であることが好ましい。ポリ乳酸の製造法は
公知であり、特に限定されるものではなく、ラクチドを経由する開環重合法、乳酸の直接
重縮合法等が挙げられる。
【００１２】
脂肪族ポリエステルとして好ましいのは、ポリエステル生成条件下に、（ａ）脂肪族ジ
オールと、（ｂ）脂肪族ジカルボン酸及び／又はその機能的誘導体と、必要に応じて（ｃ
）２官能脂肪族ヒドロキシカルボン酸及び／又はその誘導体とを反応させて得られるもの
であり、より好ましくは、この反応をゲルマニウム触媒の存在下に行って得られるもので
20

ある。
＜（ａ）脂肪族ジオール＞
（ａ）脂肪族ジオール（脂環族ジオールを含む）は、水酸基を２個持つ化合物であるが、
その好ましい具体例は下記一般式（Ｉ）で表されるものである。
【００１３】
ＨＯ−Ｒ１−ＯＨ …（Ｉ）
一般式（Ｉ）中、Ｒ１は、２価の脂肪族炭化水素基であり、好ましくは炭素数２〜１１
、特に好ましくは炭素数２〜６の脂肪族炭化水素基である。Ｒ１は、分岐鎖を有するもの
であっても良く、シクロアルキレン基であっても良い。Ｒ１は、好ましくは−（ＣＨ２）
ｎ−（ただし、ｎは２〜１１の整数、好ましくは２〜６の整数を示す。）である。
【００１４】
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（ａ）脂肪族ジオールは特に限定されないが、その具体例としては、エチレングリコー
ル、１，３−プロパンジオール、１，４−ブタンジオール、１，５−ペンタンジオール、
１，６−ヘキサンジオール、１，４−シクロヘキサンジオール、１，６−シクロヘキサン
ジメタノール等が挙げられる。これらは１種を単独で用いても、２種以上の混合物として
用いても良い。
【００１５】
得られる脂肪族ポリエステルの物性の点からは、（ａ）脂肪族ジオールは、１，４−ブ
タンジオールであることが特に好ましい。
【００１６】
＜（ｂ）脂肪族ジカルボン酸及び／又はその誘導体＞
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（ｂ）脂肪族ジカルボン酸（脂環族ジカルボン酸を含む）及び／又はその誘導体は、下記
一般式（II）で表されるもの、或いはそれらの炭素数１〜４の低級アルキルエステル又は
それらの無水物などである。
【００１７】
ＨＯＯＣ−Ｒ２−ＣＯＯＨ …（II）
一般式（II）中、Ｒ２は直接結合、又は２価の脂肪族炭化水素基、好ましくは炭素数２
〜１１、特に好ましくは炭素数２〜６の２価の脂肪族炭化水素基である。Ｒ２は、分岐鎖
を有するものであっても良く、シクロアルキレン基であっても良い。Ｒ２は好ましくは−
（ＣＨ２）ｍ−（ただし、ｍは０又は１〜１１の整数、好ましくは０又は１〜６の整数を
示す。）である。
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【００１８】
脂肪族ジカルボン酸の好ましい具体例としては、シュウ酸、コハク酸、グルタル酸、ア
ジピン酸、セバシン酸、スベリン酸、ドデカン二酸等が挙げられ、その機能的誘導体とし
てはこれらの酸無水物が挙げられる。これらは１種を単独で用いても、２種以上の混合物
として用いても良い。即ち、各群内及び／又は各群間で併用しても良い。
【００１９】
得られる脂肪族ポリエステルの物性の点からは、（ｂ）脂肪族ジカルボン酸及び／又は
その誘導体は、コハク酸又は無水コハク酸、或はこれらとアジピン酸との混合物であるこ
とが好ましい。
10

【００２０】
＜（ｃ）２官能脂肪族ヒドロキシカルボン酸及び／又はその誘導体＞
（ｃ）２官能脂肪族ヒドロキシカルボン酸（脂環族ヒドロキシカルボン酸を含む）及び／
又はその誘導体の２官能脂肪族ヒドロキシカルボン酸としては、分子中に１個の水酸基と
１個のカルボン酸基を有するものであれば特に限定されるものではないが、下記一般式（
III）の脂肪族ヒドロキシカルボン酸単位に相当する脂肪族ヒドロキシカルボン酸が好適
であり、誘導体としてはそれらの炭素数１〜４の低級アルキルエステル又はそれらの分子
内エステルが好適である。
【００２１】
ＨＯ−Ｒ３−ＣＯＯＨ …（III）
一般式（III）中、Ｒ３は２価の脂肪族炭化水素基、好ましくは炭素数１〜１１、特に
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３

好ましくは炭素数１〜６の２価の脂肪族炭化水素基である。Ｒ

はシクロアルキレン基で

あっても良いが、好ましいのは鎖状炭化水素基である。なお、この「鎖状」とは、「直鎖
状」であるもののみならず、「分岐鎖状」のものも包含する。
【００２２】
（ｃ）２官能脂肪族ヒドロキシカルボン酸及び／又はその誘導体としては、より好まし
くは、１つの炭素原子に水酸基とカルボキシル基とが結合したものであり、下記一般式（
IV）で表されるものが好ましい。下記一般式（IV）で表される２官能脂肪族ヒドロキシカ
ルボン酸、或いはその誘導体を用いた場合には、重合速度が増大するため、特に好ましい
。
【００２３】
【化１】
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【００２４】
（一般式（IV）中、ａは０又は１以上の整数、好ましくは０又は１〜１０、より好ましく
は０又は１〜５の整数である。）
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この２官能脂肪族ヒドロキシカルボン酸の具体例としては、乳酸、グリコール酸、３−
ヒドロキシ酪酸、４−ヒドロキシ酪酸、２−ヒドロキシ−ｎ−酪酸、２−ヒドロキシ−３
，３−ジメチル酪酸、２−ヒドロキシ−３−メチル酪酸、２−メチル乳酸、２−ヒドロキ
シカプロン酸、又はカプロラクトン等のラクトン類を開環させたものが挙げられる。これ
らは１種を単独で用いても、２種以上の混合物として用いても良い。なお、これらに光学
異性体が存在する場合には、Ｄ体、Ｌ体、又はラセミ体のいずれでも良く、形状としては
固体、液体、或いは水溶液であっても良い。特に、使用時の重合速度の増大が特に顕著で
、なおかつ入手容易な乳酸及びこれらの水溶液が好ましい。乳酸は、５０％、７０％、９
０％の水溶液が一般的に市販されており、入手が容易である。しかも、乳酸を用いること
により脂肪族ポリエステルとポリ乳酸との相溶性が高められるため、樹脂として脂肪族ポ
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リエステルとポリ乳酸を併用する場合には乳酸の使用が好ましい。
【００２５】
本発明に用いられる脂肪族ポリエステルの数平均分子量Ｍｎは、一般に、１万以上３０
万以下、通常は３万以上３０万以下である。
【００２６】
本発明の樹脂成形体は、ミクロフィブリル化セルロース及び樹脂を含有する混練物を成
形してなる樹脂成形体であって、ミクロフィブリル化セルロースの含有量が成形体全体の
４〜１５重量％であり、前記成形体の強度がミクロフィブリル化セルロースを含まないこ
とを除いて同じ方法で成形された成形体の強度と比較した相対強度が１．１０以上である
ことを特徴とする。なお、強度とは、引張強度及び曲げ強度をいう。また、相対強度とは
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、ミクロフィブリル化セルロースを含む成形体の強度であって、ミクロフィブリル化セル
ロースを含まないこと除けば本発明の成形体と同じ方法で成形された成形体の強度を１と
したときの強度である。したがって、相対強度の１．１０とは、ミクロフィブリル化セル
ロースを含む成形体の強度が、ミクロフィブリル化セルロースを含まないことを除けば同
じ方法で成形された成形体の強度の１．１０倍であることをいう。本発明ではこの相対強
度が１．１０以上、好ましくは１．１５以上、より好ましくは１．２０以上、より一層好
ましくは１．３０以上である。相対強度が高いほうが好ましいため特に上限は必要ないが
、通常１．６０以下、好ましくは１．５０以下、より好ましくは１．４０以下である。
【００２７】
なお、強度の測定は後述の試験例１と同様の手法で行うことができる。
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【００２８】
また、本発明の樹脂成形体において、ミクロフィブリル化セルロースの含有量は重要で
あり、後述の試験例ではこの含有量が成形体全体の１０重量％付近で強度が最大であった
。この含有量が４重量％未満又は１５重量％より大きいと、相対強度がほぼ１かそれ以下
となり、ミクロフィブリル化セルロースを配合したにもかかわらず強度の向上がほとんど
みられないか低下する。成形体全体におけるミクロフィブリル化セルロースの好ましい含
有量は５〜１５重量％であり、より好ましくは５〜１３重量％、より一層好ましくは６〜
１２重量％、さらにより一層好ましくは６〜１１重量％である。
【００２９】
本発明の樹脂成形体は、本発明のミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体の製造
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方法によって製造できる。本発明のミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体の製造
方法は、ミクロフィブリル化セルロースと樹脂を混合するにあたって、ミクロフィブリル
化セルロースを分散状態とし、樹脂を溶解状態とすることを特徴とする。例えば、ミクロ
フィブリル化セルロース分散液と樹脂溶解液とを別々に調製し、両液を混合する工程とす
ることもできるし、ミクロフィブリル化セルロースを分散する性質と樹脂を溶解する性質
の両方の性質を備えた溶媒に、ミクロフィブリル化セルロース及び樹脂を入れて混合する
工程とすることもできる。なお、前者の混合する工程を含んだ製造方法を「２液型製造方
法」、後者の混合する工程を含んだ製造方法を「１液型製造方法」と称することがある。
なお、両方の性質を備えた溶媒を使用してミクロフィブリル化セルロース分散液と樹脂溶
解液を別々に調製し、両液を混合する工程を有する製造方法は、２液型製造方法とする。
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【００３０】
また、ミクロフィブリル化セルロースを分散する性質を「ミクロフィブリル化セルロー
ス分散性」、樹脂を溶解する性質を「樹脂溶解性」、両方の性質をあわせて「分散溶解性
」と称することがある。
【００３１】
１液型製造方法は、ミクロフィブリル化セルロース分散性及び樹脂溶解性を備えた溶媒
に、ミクロフィブリル化セルロースの分散及び樹脂の溶解を行い、混合した後、溶媒を除
去する工程を有することを特徴とする。例えば、アセトンにミクロフィブリル化セルロー
スを分散させて撹拌し、ついで非晶性ポリ乳酸を溶解させて撹拌混合した後、溶媒を除去
して、ミクロフィブリル化セルロースが分散した樹脂を製造する。１液型製造方法におい
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て、ミクロフィブリル化セルロースの分散と樹脂の溶解の順番は特に限定されず、上例と
異なり、アセトンに樹脂を溶解して撹拌し、ついでミクロフィブリル化セルロースを分散
し、撹拌混合してもよいし、樹脂とミクロフィブリル化セルロースをアセトンに同時に入
れて撹拌混合してもよい。好ましい順番は、ミクロフィブリル化セルロースを分散した後
、樹脂を溶解する順番である。
【００３２】
２液型製造方法は、樹脂を溶解した溶媒とミクロフィブリル化セルロースを分散した溶
媒を混合した後、溶媒を除去する工程を有することを特徴とする。例えば、ミクロフィブ
リル化セルロースをアセトンに分散させた液と、結晶性ポリ乳酸をジクロロメタンに溶解
した液とを用意し、次いで両液を混合して撹拌した後、溶媒を除去して、ミクロフィブリ
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ル化セルロースが分散した樹脂を製造する。したがって、ミクロフィブリル化セルロース
と樹脂の混合を考慮すると、ミクロフィブリル化セルロース分散性溶媒と樹脂溶解性溶媒
は互いに相溶性の良いものであることが好ましい。
【００３３】
以下、１液型製造方法と２液型製造方法に共通の事項について説明する。ミクロフィブ
リル化セルロース含有樹脂成形体の製造方法において、ミクロフィブリル化セルロースの
使用量は、ミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体におけるミクロフィブリル化セ
ルロース含有量が４〜１５重量％、好ましくは５〜１５重量％、より好ましくは５〜１３
重量％、より一層好ましくは６〜１２重量％、さらにより一層好ましくは６〜１１重量％
となるように調整する。樹脂の使用量は成形体からミクロフィブリル化セルロースを除い
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た残量とするか、他の添加剤を使用する場合は成形体からミクロフィブリル化セルロース
と添加剤とを除いた残量とすればよい。また、樹脂使用重量に対するミクロフィブリル化
セルロースの使用重量は５〜１５重量％が好ましく、５〜１３重量％がより好ましく、６
〜１２重量％がより一層好ましい。上記の範囲にあると、得られる成形物が強度に優れた
ものとなる。
【００３４】
分解溶解性を備えた溶媒は、使用する樹脂によって異なるが、例えばアセトン、ジクロ
ロメタン、シクロヘキサン、クロロホルム、酢酸エチル等であり、好ましくはアセトン、
ジクロロメタン、シクロヘキサンであり、より好ましくはアセトン、ジクロロメタンであ
る。なお、分解溶解性を備えた溶媒は、当然のことながら、ミクロフィブリル化セルロー
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ス分散性を備えた溶媒及び樹脂溶解性を備えた溶媒としても利用できる。
【００３５】
ミクロフィブリル化セルロース分散性を備えた溶媒は、上記の分散溶解性溶媒に加え、
例えば、メタノール、エタノール、ブタノール等である。好ましくは、上記の分散溶解性
溶媒に加え、メタノール、エタノールであり、より好ましくはメタノールである。
【００３６】
樹脂溶解性を備えた溶媒は使用する樹脂に応じて適宜選択すればよく、上記の分散溶解
性溶媒に加え、樹脂溶解性として知られる溶媒を使用することができる。
【００３７】
特に、樹脂として非晶性ポリ乳酸を使用する場合、分散溶解性溶媒としてはアセトン、
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ジクロロメタンが好ましく、ミクロフィブリル化セルロース分散性溶媒としてはアセトン
が好ましく、樹脂溶解性溶媒としてはジクロロメタン等の非晶性ポリ乳酸溶解性を備えた
溶媒が好ましい。また、樹脂として結晶性ポリ乳酸を使用する場合、ミクロフィブリル化
セルロース分散性溶媒としてはアセトンが好ましく、樹脂溶解性溶媒としてはジクロロメ
タンの結晶性ポリ乳酸溶解性を備えた溶媒が好ましい。
【００３８】
各々の溶媒は同種の分散性、溶解性を備えるものであれば２種以上を併用することもで
きる。溶媒の使用量は、ミクロフィブリル化セルロースの分散、樹脂の溶解、ミクロフィ
ブリル化セルロースと樹脂の混合、溶媒の除去等を考慮し、適宜設定すればよい。なお、
混合工程において２種以上の溶媒を使用する場合、溶媒は互いに相溶性であることが、混
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合の均一性の観点からは望ましい。
【００３９】
上記溶媒を使用してミクロフィブリル化セルロースが樹脂に均一に分散するまで混合さ
れるが、混合温度は通常０〜４０℃、好ましくは０〜３０℃、混合時間は通常１分〜２４
時間、好ましくは３分〜１２時間である。
【００４０】
混合工程で調製された混合液は、溶媒除去工程にて溶媒が除去される。溶媒の除去は、
その効率を考慮し、減圧条件で行うことが好ましい。また、溶媒除去温度は溶媒の沸点、
減圧条件等を考慮して適宜選択することができる。溶媒除去工程では、前述の密度差によ
ってミクロフィブリル化セルロースがやや沈降しやすいことを考慮し、なるべく短時間で
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工程を終わらせることが好ましい。このため、混合液を薄く広範囲に広げ短時間で溶媒を
除去する方法が有利である。また、溶媒量が少ないと混合液がゲル状となり、撹拌後の密
度ムラが生じにくくなるため好ましい。
【００４１】
溶媒除去工程で溶媒が除去されると、ミクロフィブリル化セルロースが分散した固形の
樹脂が得られる。この混合物を混練することなく成形材料として使用することも可能であ
るが、混練して得られる混練物を成形材料として使用する方が得られる成形物の弾性率及
び強度が高い。混練工程は樹脂を混練する分野で使用されている方法を利用することがで
きる。例えば、単軸、二軸又は多軸混練機、ミキシングロール、ニーダー、ロールミル、
バンバリーミキサー、スクリュープレス、ディスパーザーなどを使用できる。混練温度は
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樹脂によって異なるが、樹脂のガラス転移点以上溶融点以下であり、通常８０〜２２０℃
、好ましくは１００〜２００℃、混練時間は通常１分〜３時間、好ましくは５分〜３０分
である。
【００４２】
混練により得られる混練物はミクロフィブリル化セルロースが分散した樹脂である。こ
の樹脂はミクロフィブリル化セルロースを含有するにもかかわらず、成形加工性に優れて
いる。この樹脂を成形することによって、元々の樹脂の強度よりも増強された樹脂成形体
を得ることができる。この成形工程において使用される成形方法は、公知の樹脂の成形方
法を適用することができる。成形の条件は当業者が適宜に設定することができる。この成
形工程によって製造された成形体は、前述のように元々の樹脂の強度が増強されている。
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このため、樹脂が利用されていた用途に使用できるだけでなく、樹脂の強度不足により使
用を見合わされていた用途にも使用しうる。本発明の成形体は、例えば、自動車、電車、
船舶、飛行機等の輸送機器の内装材、外装材、構造材等；パソコン、テレビ、電話、時計
等の電化製品等の筺体、構造材、内部部品等；携帯電話等の移動通信機器等の筺体、構造
材、内部部品等；携帯音楽再生機器、映像再生機器、印刷機器、複写機器、スポーツ用品
等の筺体、構造材、内部部品等；建築材；文具等の事務機器等として使用できる。
【００４３】
本発明では可塑剤の添加によって成形性が向上するため、可塑剤を添加することが好ま
しい。可塑剤の添加時期は可塑剤を樹脂に均一に混合出来る工程であればいつでもよいが
、ミクロフィブリル化セルロース分散液や樹脂溶解液への添加や混練工程が好ましい。ま
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た、可塑剤の好ましい添加量は樹脂使用重量に対し０．１〜１０重量％である。可塑剤は
樹脂の分野で一般に使用されているものを使用できる。例えば、フタル酸ジ（２−エチル
ヘキシル）、フタル酸ジブチル、フタル酸ジノニル等のフタル酸エステル、アジピン酸ジ
（２−エチルヘキシル）、アジピン酸ジブチル等のアジピン酸エステル、セバシン酸ジ（
２−エチルヘキシル）、セバシン酸ジブチル等のセバシン酸エステル、アセチルクエン酸
トリブチル、クエン酸トリエチル等のクエン酸エステル、リン酸トリフェニル、リン酸ト
リクレシル等のリン酸系可塑剤、ジエチレングリコールモノレート等の脂肪酸系可塑剤、
エポキシ化大豆油等のエポキシ誘導体などが使用できる。好ましくは生分解性の可塑剤で
ある。
【００４４】
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また、本発明では、可塑剤の他に、酸化防止剤、着色料、紫外線吸収剤、滑剤、難燃剤
、発泡剤、充填剤等の樹脂の分野で使用されている添加剤であれば広く使用することがで
きる。
【発明の効果】
【００４５】
従来、ミクロフィブリル化セルロースを含有する樹脂は元々の樹脂の成形加工性を低下
させ、その成形体の強度も元々の樹脂の成形体を大きく超えるものではなかった。しかし
、本発明のミクロフィブリル化セルロース含有樹脂の製造方法によれば、ミクロフィブリ
ル化セルロースを含有するにも関わらず成形加工性に優れた樹脂が得られ、この樹脂を成
形した成形体は、元々の樹脂の成形体より優れた弾性率及び強度を有する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
以下、本発明を実施例等により詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
【実施例】
【００４７】
実施例１
・ミクロフィブリル化セルロース（以下、ＭＦＣと称することがある）：セリッシュKY10
0G（ダイセル化学社製）
・漂白済み針葉樹クラフトパルプ：NBKP
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・非晶性ポリ乳酸：LACEA H‑280（三井化学社製、Ｔｇ５６℃）
＜ＭＦＣと非晶性ポリ乳酸の分散混合（１液型製造方法）＞
アセトン５００ｇにＭＦＣを１重量％添加し均一に分散するまで撹拌した。これに非晶
性ポリ乳酸を９５ｇ添加し、ポリ乳酸が溶解して均一なゲル状になるまで十分に撹拌した
。次いで、７０℃減圧下でアセトンを除去し、ＭＦＣを５重量％含有する混合物を得た。
【００４８】
得られたＭＦＣ分散ポリ乳酸を混練機（ブラベンダー、Labo Plastmill、東洋精機社製
）に投入し４０ｒｐｍ、１４０℃で１２分間５００回混練した。混練物の光学顕微鏡写真
を図１に示す。
【００４９】
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得られた混練物をスペーサーを用いて厚さ０．３ｍｍのシートに成形した。すなわち、
スペーサーを用いて、先ず初めに混練物を１６０℃で０．５ＭＰａで５分間圧締し、次い
で１ＭＰａで５分間圧締し、次いで９０℃で１時間加熱処理を行い、シートを作成した。
得られたシートを５ｍｍ×４０ｍｍ×０．３ｍｍのサイズにカットしてサンプルとした。
【００５０】
比較例１（溶融混練）
ＭＦＣを水に１重量％添加した分散水３００ｇを用意し、混練機中で溶融した非晶性ポ
リ乳酸５７ｇにこの分散水を、２０℃で添加し、実施例１と同じ条件で混練及び成形して
サンプルを作成した。混練物の光学顕微鏡写真を図１に示す。
【００５１】
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比較例２（非晶性ポリ乳酸）
混練機中で溶融したポリ乳酸６０ｇを実施例１と同じ条件で混練及び成形してサンプル
を作成した。
【００５２】
試験例１
実施例及び比較例で作成したサンプルのヤング率及び引張強度を測定した。測定には万
能試験機（Instron3365、インストロン社製）を使用した。サンプルのつかみしろは両サ
イド１０ｍｍずつとし、グリップ間はおよそ２０ｍｍとした。サンプルの数は各々の試験
において６個とした。引張速度は１ｍｍ／分、測定温度は２０℃であった。結果を図２と
表１に示す。
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【００５３】
【表１】
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【００５４】
実施例１の成形体は引張強度、ヤング率ともに、元々の樹脂であるポリ乳酸より大きく
向上している。これに対し、溶融混練によりミクロフィブリル化セルロースを混合した比
較例１の成形体は弾性率は元々の樹脂であるポリ乳酸より１割程度向上しているが、強度
は１割以上低下している。また、図１に示すように、比較例１の混練物において凝集体が
認められるのに対し、実施例１の混練物では凝集体は認められずきれいに分散しているこ
とから、溶融混練では破壊の基点となる凝集体が原因となって強度低下が生じていること
がわかる。これに対して、分散混練法ではミクロフィブリル化セルロースがきれいに分散
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し、強度の向上の寄与していることがわかる。
【００５５】
試験例２
非晶性ポリ乳酸に対するＭＦＣの添加量を３重量％、５重量％、１０重量％、１５重量
％、２０重量％とし、実施例１と同様にしてサンプルを作成した。得られたサンプルと比
較例２のサンプルを使用して、試験例１と同様にしてヤング率及び引張強度を測定した。
結果を図３と表２に示す。
【００５６】
【表２】
30

【００５７】
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実施例２
・ＭＦＣ：セリッシュKY100G（ダイセル化学工業製）
・漂白済み針葉樹クラフトパルプ：NBKP(大昭和製紙（株）製)
・結晶性ポリ乳酸：LACEA H‑100（三井化学社製、Ｔｇ６０℃）
【００５８】
＜ＭＦＣと結晶性ポリ乳酸の分散混合（２液型製造方法）＞
ＭＦＣをアセトンに浸漬し、ＭＦＣが含有する水分をアセトンに置換した後、ＭＦＣを
濾取し、さらにジクロロメタン浸漬し、アセトンをジクロロメタンに置換した。このＭＦ
Ｃをジクロロメタン３００ｇに１重量％添加し均一に分散するまで撹拌した。一方で、２
００ｇのジクロロメタンに結晶性ポリ乳酸を５７ｇ添加し、ポリ乳酸が溶解して均一なゲ
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ル状になるまで十分に撹拌した。次いでＭＦＣをジクロロメタンに分散させた液と、結晶
性ポリ乳酸をジクロロメタンに溶解した液と混合して十分撹拌した後、６０℃減圧下でジ
クロロメタンを除去し、ＭＦＣを５重量％含有する混合物を得た。
【００５９】
得られたＭＦＣ分散ポリ乳酸を混練機（ブラベンダー、Labo Plastmill、東洋精機社製
）に投入し５０ｒｐｍ、１６０℃で１０分間５００回混練した。得られた混練物をスペー
サーを用いて厚さ０．３ｍｍのシートに成形した。すなわち、スペーサーを用いて、先ず
初めに混練物を１９０℃で０．５ＭＰａで５分間圧締し、次いで１ＭＰａで５分間圧締し
、次いで１００℃で１時間加熱処理を行い、シートを作成した。得られたシートを５ｍｍ
×４０ｍｍ×０．３ｍｍのサイズにカットしてサンプルとした。
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【００６０】
比較例３（結晶性ポリ乳酸）
溶融した結晶性ポリ乳酸を比較例２と同じ条件で混練及び成形してサンプルを作成した
。
【００６１】
試験例３
実施例２及び比較例３で作成したサンプルのヤング率及び引張強度を測定した。測定に
は万能試験機（Instron3365、インストロン社製）を使用した。サンプルのつかみしろは
両サイド１０ｍｍずつとし、グリップ間はおよそ２０ｍｍとした。サンプルの数は各々の
試験において６個とした。引張速度は１ｍｍ／分、測定温度は２０℃であった。結果を表
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３に示す。実施例２の成形体は引張強度、ヤング率ともに、元々の樹脂であるポリ乳酸よ
り向上している。
【００６２】
【表３】
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【産業上の利用可能性】
【００６３】
本発明のミクロフィブリル化セルロース含有樹脂成形体は強度に優れる。本発明のミク
ロフィブリル化セルロース含有樹脂は加工性に優れる。本発明のミクロフィブリル化セル
ロース含有樹脂の製造方法は、ミクロフィブリル化セルロースの分散性に優れ、該製造方
法により得られる樹脂は加工性に優れ、該樹脂の成形体は強度に優れる。
【図面の簡単な説明】
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【００６４】
【図１】実施例１及び比較例１の混練物の光学顕微鏡写真を示す。上段が実施例１の混練
物の写真、下段が比較例１の混練物の写真である。比較例１の混練物において凝集体（色
が濃い部分）が認められるのに対し、実施例１の混練物では凝集体は認められずきれいに
分散していた。
【図２】試験例１の結果を表すグラフである。縦軸は応力（MPa）、横軸はひずみを示す
。
【図３】試験例２の結果を表すグラフである。縦軸は応力（MPa）、横軸はひずみを示す
。なお、20％のグラフは5％のグラフトほぼ同じ傾きであり、5％のグラフトと重複してい
る。
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【図１】

【図３】

【図２】
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