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(57)【要約】
【課題】耐熱性及び耐衝撃性に優れたポリ乳酸系樹脂組成物、並びにこのポリ乳酸系樹脂
組成物を用いた成形品及びその製造方法を提供する。
【解決手段】本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホ
タテ貝殻粉砕物、及び（Ｃ）カオリンを含有し、ポリ乳酸系樹脂組成物全量を１００質量
％とした場合、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体の含有量が３０〜８５質量％、上記（Ｂ）焼
成ホタテ貝粉砕物の含有量が５〜４０質量％、上記（Ｃ）カオリンの含有量が５〜５０質
量％であることを特徴とする。本発明の成形品は、溶媒中に（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（
Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物、及び（Ｃ）カオリンを含有する分散液を調製し、次いで、該
分散液を型に流し込み、上記溶媒を除去し、その後、加熱することにより成形して得るこ
とができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物、及び（Ｃ）カオリンを含有し
、ポリ乳酸系樹脂組成物全量を１００質量％とした場合、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体の
含有量が３０〜８５質量％、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物の含有量が５〜４０質量％
、上記（Ｃ）カオリンの含有量が５〜５０質量％であることを特徴とするポリ乳酸系樹脂
組成物。
【請求項２】
上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体１００質量部に対する上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物及
び上記（Ｃ）カオリンの割合の合計が２０〜２５０質量部である請求項１記載のポリ乳酸
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系樹脂組成物。
【請求項３】
上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物１００質量部に対する上記（Ｃ）カオリンの割合が５
０〜２００質量部である請求項１又は２記載のポリ乳酸系樹脂組成物。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれかに記載のポリ乳酸系樹脂組成物を用いて成形されたことを特
徴とする成形品。
【請求項５】
請求項１乃至３のいずれかに記載のポリ乳酸系樹脂組成物を用いて成形することを特徴
とする成形品の製造方法。
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【請求項６】
上記成形は、溶媒中に（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物、及び（
Ｃ）カオリンを含有する分散液を調製し、次いで、該分散液を型に流し込み、上記溶媒を
除去し、その後、加熱することにより行う請求項５記載の成形品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ポリ乳酸系樹脂組成物、並びに該ポリ乳酸系樹脂組成物を成形して得られる
成形品及びその製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
今日、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、
及び塩化ビニル等のプラスチック製品が使用されている。これらのプラスチック製品は、
化学的安定性が極めて高く、耐久性があり、軽量であり、優れた強度を有する。よって、
上記プラスチック製品は、様々な分野で広く使用されている。
【０００３】
しかし、上記プラスチック製品は、化学的安定性が極めて高く、微生物等による分解が
殆ど起こらない。よって、上記プラスチック製品を環境中に廃棄すると、環境中で半永久
的に残存するおそれがある。その結果、景観を損なう等の問題が生じるおそれがある。ま
た、従来より、上記プラスチック製品は、焼却により処分されている。しかし、例えば、
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ポリエチレン等は燃焼カロリーが高いため、ポリエチレン等を焼却処分すると、焼却炉を
傷めることがある。更に、ポリ塩化ビニル等を焼却処分すると、有害ガスが発生するおそ
れがある。更に、従来のプラスチック製品は、石油を原料として製造される。石油は化石
資源であり、その埋蔵量にも限界がある。従って、プラスチック製品の価格及び供給は、
石油の価格及び埋蔵量により左右されるおそれがある。
【０００４】
この状況から、現在、石油以外の原料から得ることができ、自然環境下で分解する樹脂
の開発が進められている。この条件を満たす樹脂として、現在、天然物由来の生分解性樹
脂が注目されている。生分解性樹脂は、自然環境下で加水分解や生分解により、徐々に分
解が進行し、最終的に無害な分解物となることが知られている。上記生分解性樹脂の具体
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例として、例えば、微生物が産生する生分解性樹脂（ポリヒドロキシブチレート等）、化
学合成により得られる生分解性樹脂（ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリカプロラクトン
、ポリブチレンサクシネート、及びポリエチレンサクシネート等の脂肪族ポリエステル系
樹脂、ポリビニルアルコール並びにポリアミノ酸等）、及び天然物由来の生分解性樹脂（
キトサン、デンプン、酢酸セルロース等）等が挙げられる。
【０００５】
上記生分解性樹脂の中でも特に、ポリ乳酸が注目されている。ポリ乳酸は、トウモロコ
シ及び砂糖キビ等の植物等から合成される乳酸を原料として合成することができる。ポリ
乳酸は、融点が高く、強靭である。よって、ポリ乳酸は、石油資源を使用しない植物由来
の樹脂として、石油由来の樹脂が使用されていた用途へ利用が進みつつある。更に、ポリ
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乳酸は、他の生分解性樹脂と比べて、透明性を有するという特徴がある。よって、ポリ乳
酸は、透明性を生かしてフィルム及び各種シートに使用されている。
【０００６】
しかし、ポリ乳酸は、他の生分解性樹脂と比べて、機械的な伸びや柔軟性に劣り、耐衝
撃性が低いという問題点がある。また、ポリ乳酸は、６０℃以上の高温環境下で変形が発
生し易い等、従来の石油由来の樹脂に比べて耐熱性が低いという問題点がある。
【０００７】
そこで従来より、ポリ乳酸の物性を改善するために、ポリ乳酸に他の成分を添加したポ
リ乳酸系樹脂組成物が知られている。例えば、下記特許文献１には、ポリ乳酸及び焼成貝
殻粉を含有するポリ乳酸系樹脂組成物が記載されている。また、下記特許文献２には、ポ

20

リ乳酸樹脂、ポリアセタール樹脂及び耐衝撃改良剤を含有する樹脂組成物が記載されてい
る。そして、下記特許文献２には、この樹脂組成物に、更にマイカ等から選ばれる強化剤
を含有させることができることが記載されている。更に、下記特許文献３には、ポリ乳酸
樹脂、ポリアセタール樹脂、並びにマイカ、カオリン及びクレイから選ばれた少なくとも
１種である強化材を含有する樹脂組成物が記載されている。
【０００８】
尚、下記特許文献４には、合成樹脂とホタテ貝殻殻粉砕物とを含有する合成樹脂組成物
が記載されている。そして、下記特許文献４には、ホタテ貝殻殻粉砕物を含むことにより
、曲げ弾性率等、成形品の機械的物性を向上させることができることが記載されている。
【０００９】
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【特許文献１】特開２００４−３１５７２４号公報
【特許文献２】特開２００３−２８６４００号公報
【特許文献３】特開２００３−２８６４０２号公報
【特許文献４】特開２００４−７５９６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
上記のように、樹脂は様々な分野、用途で使用されている。その中には、食事関連器具
類、ＯＡ機器、及び家電機器等、更に高い耐熱性及び耐衝撃性が要求される用途もある。
このような用途に用いるために、生分解性樹脂は、更に耐熱性及び耐衝撃性に優れている
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ことが必要である。そこで、従来のポリ乳酸系樹脂組成物と比べて、耐熱性及び耐衝撃性
に優れたポリ乳酸系樹脂組成物の開発が望まれている。
【００１１】
本発明は、従来のポリ乳酸系樹脂組成物と比べて、更に耐熱性及び耐衝撃性に優れたポ
リ乳酸系樹脂組成物を提供することを目的とする。また、本発明は、上記の優れた性質を
有するポリ乳酸系樹脂組成物を用いて成形された成形品及びその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】
【００１２】
本発明は以下の通りである。
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（１）（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物、及び（Ｃ）カオリンを
含有し、ポリ乳酸系樹脂組成物全量を１００質量％とした場合、上記（Ａ）ポリ乳酸系重
合体の含有量が３０〜８５質量％、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物の含有量が５〜４０
質量％、上記（Ｃ）カオリンの含有量が５〜５０質量％であることを特徴とするポリ乳酸
系樹脂組成物。
（２）上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体１００質量部に対する上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉
砕物及び上記（Ｃ）カオリンの割合の合計が２０〜２５０質量部である上記（１）記載の
ポリ乳酸系樹脂組成物。
（３）上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物１００質量部に対する上記（Ｃ）カオリンの割
合が５０〜２００質量部である上記（１）又は（２）記載のポリ乳酸系樹脂組成物。
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（４）上記（１）乃至（３）のいずれかに記載のポリ乳酸系樹脂組成物を用いて成形さ
れたことを特徴とする成形品。
（５）上記（１）乃至（３）のいずれかに記載のポリ乳酸系樹脂組成物を用いて成形す
ることを特徴とする成形品の製造方法。
（６）上記成形は、溶媒中に（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物、
及び（Ｃ）カオリンを含有する分散液を調製し、次いで、該分散液を型に流し込み、上記
溶媒を除去し、その後、加熱することにより行う上記（５）記載の成形品の製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物及び成形品は、上記構成を有することにより、耐熱性及
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び耐衝撃性に優れる。
本発明の成形品の製造方法は、上記構成を有することにより、耐熱性及び耐衝撃性に優
れる成形品を容易に得ることができる。
本発明の成形品の製造方法として、溶媒中に（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホタ
テ貝殻粉砕物、及び（Ｃ）カオリンを含有する分散液を調製し、次いで、該分散液を型に
流し込み、上記溶媒を除去し、その後、加熱することにより成形を行うと、更に耐熱性及
び耐衝撃性に優れる成形品を容易に得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
（１）ポリ乳酸系樹脂組成物
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本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉
砕物、及び（Ｃ）カオリンを含有し、ポリ乳酸系樹脂組成物全量を１００質量％とした場
合、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体の含有量が３０〜８５質量％、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝
殻粉砕物の含有量が５〜４０質量％、上記（Ｃ）カオリンの含有量が５〜５０質量％であ
ることを特徴とする。
【００１５】
（Ａ）ポリ乳酸系重合体
上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体は、単量体単位として乳酸単位又は乳酸単位及び他の単量
体単位を含む重合体である。即ち、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体は、ポリ乳酸及び乳酸共
重合体のいずれも用いることができる。上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体は、ポリ乳酸及び乳
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酸共重合体のいずれか一方のみを用いてもよく、両方とも用いてもよい。更に、上記（Ａ
）ポリ乳酸系重合体は、重量平均分子量等が異なる２種以上のポリ乳酸を用いてもよい。
また、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体は、重量平均分子量、他の単量体の種類及び構造、並
びに乳酸単位の割合等が異なる２種以上の乳酸共重合体を用いてもよい。
【００１６】
ポリ乳酸系重合体には、結晶性及び非結晶性の両者が存在する。上記（Ａ）ポリ乳酸系
重合体としては、結晶性ポリ乳酸が好適である。また、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体とし
ては、結晶性ポリ乳酸系重合体及び非結晶性ポリ乳酸系重合体の両方を用いてもよい。
【００１７】
上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体の重量平均分子量には特に限定はない。本発明では、必要

50

(5)

JP 2008‑101096 A 2008.5.1

に応じて様々な重量平均分子量のポリ乳酸系重合体を用いることができる。上記（Ａ）ポ
リ乳酸系重合体の重量平均分子量は、通常５万〜５０万、更に好ましくは８万〜３０万、
より好ましくは１０万〜２５万である。この重量平均分子量の範囲は、結晶性のポリ乳酸
系重合体及び非結晶性のポリ乳酸系重合体のいずれにも妥当する。上記（Ａ）ポリ乳酸系
重合体の重量平均分子量が上記範囲であると、ポリ乳酸系樹脂組成物の耐衝撃性及び成形
加工性を高めることができるので好ましい。
【００１８】
上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体中の上記乳酸単位の割合は、本発明のポリ乳酸系樹脂組成
物の生分解性、透明性、及び耐衝撃性等の機械特性に影響を与える。上記乳酸単位の割合
は、ポリ乳酸系樹脂組成物に要求される性質に応じて適宜調節することができる。上記（

10

Ａ）ポリ乳酸系重合体中の上記乳酸単位の割合は、通常は４０〜１００モル％、好ましく
は５０〜１００モル％、更に好ましくは６０〜１００モル％、より好ましくは８０〜１０
０モル％である。尚、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体が共重合体の場合、上記乳酸単位の割
合の上限は通常９９モル％、好ましくは９５モル％、更に好ましくは９０モル％である。
【００１９】
上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体を得る方法には特に限定はない。上記（Ａ）ポリ乳酸系重
合体を得る方法としては、例えば、環状ジエステルであるラクチド（低分子量ポリ乳酸）
の開環重合、及び乳酸からの直接脱水縮合重合等が挙げられる。これらの重合において、
必要に応じて上記他の単量体を加えることにより、乳酸単位及び他の単量体単位を含むポ
リ乳酸系重合体を得ることができる。
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【００２０】
上記乳酸は、例えば、トウモロコシ、砂糖大根、及び砂糖キビ等の植物並びに古米から
得ることができる。また、上記乳酸は、生ゴミ等から乳酸発酵法により得ることができる
。上記乳酸は、Ｌ−乳酸及びＤ−乳酸のいずれか一方でもよく、両方でもよい。例えば、
直接脱水縮合により重合を行なう場合、Ｌ−乳酸、Ｄ−乳酸、ＤＬ−乳酸、又はこれらの
混合物のいずれの乳酸を用いてもよい。上記乳酸単位に含まれるＬ−乳酸単位及びＤ−乳
酸単位の構成モル比Ｌ／Ｄは、必要に応じて適宜の範囲とすることができる。上記Ｌ／Ｄ
は、通常、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体が結晶性を有する範囲である。上記Ｌ／Ｄとして
好ましくは１００／０〜８０／２０である。
【００２１】
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上記ラクチドは通常、低分子量ポリ乳酸を解重合することにより合成することができる
。上記ラクチドとして、Ｌ−ラクチド、Ｄ−ラクチド、ＤＬ−ラクチド、メソ−ラクチド
又はこれらの混合物のいずれを用いてもよい。
【００２２】
上記他の単量体は、乳酸又はラクチドと共重合可能な単量体であれば、その種類及び構
造に特に限定はない。上記他の単量体としては、例えば、２個以上のエステル結合形成性
の官能基を持つジカルボン酸、多価アルコール、ヒドロキシカルボン酸、及びラクトン、
並びにこれらの誘導体（エステル等）等が挙げられる。上記他の単量体は１種単独で用い
てもよく、２種以上を併用してもよい。
【００２３】
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上記ジカルボン酸としては、例えば、コハク酸、アジピン酸、及びフマル酸等の脂肪族
ジカルボン酸、並びにテレフタル酸及びイソフタル酸等の芳香族ジカルボン酸等の１種又
は２種以上が挙げられる。
【００２４】
上記多価アルコールとしては、例えば、脂肪族多価アルコール、エーテルグリコール、
及び芳香族多価アルコール等の１種又は２種以上が挙げられる。上記脂肪族多価アルコー
ルとしてより具体的には、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，２
−ブチレングリコール、１，３−ブチレングリコール、グリセリン、及びソルビタン等の
１種又は２種以上が挙げられる。また、上記エーテルグリコールとしてより具体的には、
例えば、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、及
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びポリプロピレングリコール等の１種又は２種以上が挙げられる。
【００２５】
上記ヒドロキシカルボン酸としては、例えば、グリコール酸、３−ヒドロキシ酪酸、４
−ヒドロキシ酪酸、３−ヒドロキシ吉草酸、４−ヒドロキシ吉草酸、及び６−ヒドロキシ
カプロン酸等の１種又は２種以上が挙げられる。
【００２６】
上記ラクトンとしては、例えば、グリコリド、ε−カプロラクトングリコリド、ε−カ
プロラクトン、β−プロピオラクトン、δ−ブチロラクトン、β−又はγ−ブチロラクト
ン、ピバロラクトン、及びδ−バレロラクトン等の１種又は２種以上が挙げられる。
【００２７】

10

本発明のポリ乳酸系樹脂組成物の全量を１００質量％とした場合、上記（Ａ）ポリ乳酸
系重合体の含有量は、通常３０〜８５質量％、好ましくは３３〜８０質量％、更に好まし
くは３５〜８０質量％である。上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体の含有量が上記範囲内である
と、耐熱性及び耐衝撃性の両方に優れるポリ乳酸系樹脂組成物とすることができるので好
ましい。
【００２８】
（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物
上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物は、イタヤガイ科に属する貝であるホタテ貝の貝殻を
原料として、焼成及び粉砕を行うことにより得られる材料である。例えば、真珠貝及びカ
キ貝殻は、洗浄を行っても可溶性塩類を除去しにくい。そのため、真珠貝殻及びカキ貝殻

20

の粉砕物は、ホタテ貝殻粉砕物と比べて可溶性塩類の残存が多い。このような貝殻粉砕物
を用いると、ポリ乳酸系樹脂組成物の機械的強度の低下を招くおそれがあるので好ましく
ない。
【００２９】
上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物の平均粒子径は、必要に応じて種々の径とすることが
できる。本発明において、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物の平均粒子径は、通常０．１
〜５０μｍ、好ましくは０．５〜３０μｍ、更に好ましくは１〜１０μｍである。上記（
Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物の平均粒子径が上記範囲であると、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻
粉砕物の樹脂組成物への分散性を高め、樹脂組成物中に均一に分散させることができる。
その結果、得られるポリ乳酸系樹脂組成物の機械的強度を高めることができるので好まし
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い。
【００３０】
上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物の形状には特に限定はない。上記（Ｂ）焼成ホタテ貝
殻粉砕物は球状物でもよく、アスペクト比が１を超える棒状粒子でもよい。上記（Ｂ）焼
成ホタテ貝殻粉砕物の形状として、例えば、アスペクト比が１．５以上（例えば、１．５
〜１０、２〜８、３〜５）の棒状粒子でもよい。
【００３１】
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物の全量を１００質量％とした場合、上記（Ｂ）焼成ホタ
テ貝殻粉砕物の含有量は、通常５〜４０質量％、好ましくは７〜４０質量％、更に好まし
くは１０〜３５質量％、より好ましくは１０〜３０質量％である。上記（Ｂ）焼成ホタテ
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貝殻粉砕物の含有量が上記範囲であると、耐熱性及び耐衝撃性の両方に優れるポリ乳酸系
樹脂組成物とすることができるので好ましい。
【００３２】
上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物を得る方法には特に限定はない。上記（Ｂ）焼成ホタ
テ貝殻粉砕物を得る方法としては、例えば、以下の方法が挙げられる。即ち、上記（Ｂ）
焼成ホタテ貝殻粉砕物は、原料であるホタテ貝の貝殻を焼成し、冷却後、粉砕することに
より得ることができる。また、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物は、原料であるホタテ貝
の貝殻を粉砕し、かかる粉砕物を焼成することにより得ることができる。尚、上記の原料
としては、ホタテの貝殻の代わりに、ホタテ貝自体を用いてもよい。ホタテ貝自体を原料
として用いる場合は、必要に応じて貝殻以外の成分を除去するのが好ましい。
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【００３３】
上記方法において、原料であるホタテ貝の貝殻は、海洋生物、海藻、及び砂等の異物を
分離除去した後に分級し、所要の大きさのホタテ貝を洗浄乾燥することにより得ることが
できる。また、原料であるホタテ貝は、焼成前に必要に応じて可溶性塩類（例えば、Ｎａ
Ｃｌ，ＫＣｌ，ＣａＣｌ２，ＭｇＣｌ２等）を除去する処理を行うことができる。原料で
あるホタテ貝から可溶性塩類を除去する方法には特に限定はない。該方法として通常は、
原料であるホタテ貝を水洗する方法（例えば、原料であるホタテ貝に流水する方法及び原
料であるホタテ貝を水中に浸漬する方法等）等が挙げられる。原料であるホタテ貝から可
溶性塩類を除去すると、ポリ乳酸系樹脂組成物の機械的強度を高めることができるので好
ましい。また、後述のように、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物を用いて、窯業的手法によ

10

り成形品を得る場合、スラリー中の粘土の凝集を抑制できるので好ましい。
【００３４】
上記焼成の条件については特に限定はない。上記焼成の条件は必要に応じて適宜設定す
ることができる。上記焼成の温度は、例えば、３００〜１０００℃、好ましくは３００〜
８００℃、更に好ましくは３００〜６００℃とすることができる。また、上記焼成の時間
は、例えば、１〜２４時間、好ましくは２〜１０時間、更に好ましくは２〜５時間とする
ことができる。
【００３５】
上記粉砕は、例えば、ハンマーミル、ローラミル、ボールミル、及びジェットミル等、
衝撃、圧縮及び摩擦等の粉砕力を用いた一般的な粉砕機で行うことができる。また、上記
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粉砕後、必要に応じて、乾式若しくは湿式での篩分け、又は気流分級等の各種分級操作を
施すことにより、目的とする平均粒子径及び形状を有する上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕
物を選択することができる。
【００３６】
（Ｃ）カオリン
カオリンは、天然の含水ケイ酸アルミニウムでカオリナイト（Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２・
２Ｈ２Ｏ）を主成分（通常、９０〜９８％程度。尚、本発明において、カオリナイトの割
合はこの値に限定されない。）とする粘土鉱物である。通常、カオリンは産地等の違いに
より、含まれているカオリナイト、長石、及び珪石等の配合比が異なる。しかし、本発明
の上記（Ｃ）カオリンの具体的種類には特に限定はなく、種々の種類のカオリンを用いる
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ことができる。また、上記（Ｃ）カオリンは、１種単独で用いてもよく、種類の異なる２
種以上のカオリンを併用してもよい。例えば、上記（Ｃ）カオリンとして、含まれている
カオリナイト、長石、及び珪石等の配合比が異なる２種以上のカオリンを併用することが
できる。上記（Ｃ）カオリンとして具体的には、例えば、オーストラリアカオリン、イギ
リスカオリン、ニュージーランドカオリン、スペインカオリン、河東カオリン、ＷＡ（韓
国カオリン）等が挙げられる。更に、上記（Ｃ）カオリンは、焼成し結晶水を飛ばした焼
成カオリンでもよく、焼成していない未焼成カオリンでもよい。未焼成カオリンは、後述
する窯業的手法により成形品を得るのに好適である。
【００３７】
上記（Ｃ）カオリンの平均粒径には特に限定はない。上記（Ｃ）カオリンの平均粒径は
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、通常２０μｍ以下、好ましくは１５μｍ以下、更に好ましくは１０μｍ以下、より好ま
しくは１〜５μｍである。
【００３８】
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物の全量を１００質量％とした場合、上記（Ｃ）カオリン
の含有量は、通常５〜５０質量％、好ましくは５〜４５質量％、より好ましくは７〜４０
質量％である。上記（Ｃ）カオリンの含有量が上記範囲であると、ポリ乳酸系樹脂組成物
の耐熱性及び耐衝撃性を向上させることができるので好ましい。
【００３９】
また、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物１００質量部に対する上記（Ｃ）カオリンの割
合は、通常５０〜２００質量部、好ましくは７５〜２００質量部、更に好ましくは１００
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〜２００質量部、より好ましくは１００〜１８０質量部である。上記（Ｂ）焼成ホタテ貝
殻粉砕物１００質量部に対する上記（Ｃ）カオリンの割合が上記範囲であると、ポリ乳酸
系樹脂組成物の耐熱性及び耐衝撃性を向上させることができるので好ましい。
【００４０】
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物において、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体１００質量部に
対する上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物及び上記（Ｃ）カオリンの割合の合計は、通常２
０〜２５０質量部、好ましくは２０〜２３０質量部、更に好ましくは２５〜２３０質量部
である。上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物及び上記（Ｃ）カオリンの割合の合計が上記範
囲であると、ポリ乳酸系樹脂組成物の耐熱性及び耐衝撃性を向上させることができるので
好ましい。

10

【００４１】
（Ｄ）その他
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、その作用効果を著しく損なわない範囲で、他の成分
を含んでいてもよい。該他の成分としては例えば、他の樹脂、他の粘土鉱物、及び他の添
加剤等が上げられる。上記他の樹脂としては、例えば、他の生分解性樹脂等が挙げられる
。上記生分解性樹脂の具体例として、例えば、微生物が産生する生分解性樹脂（ポリヒド
ロキシブチレート等）、化学合成により得られる生分解性樹脂（ポリグリコール酸、ポリ
カプロラクトン、ポリブチレンサクシネート、及びポリエチレンサクシネート等の脂肪族
ポリエステル系樹脂、ポリビニルアルコール並びにポリアミノ酸等）、及び天然物由来の
生分解性樹脂（キトサン、デンプン、酢酸セルロース等）等が挙げられる。尚、上記他の
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樹脂は、１種単独でもよく、２種以上併用してもよい。尚、上記他の樹脂を配合する場合
、相溶化剤を併用してもよい。尚、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、ポリアセタール樹
脂を含まない組成物とすることができる。
【００４２】
上記他の粘土鉱物としては、例えば、マイカ、タルク、及びクレー等が挙げられる。上
記他の粘土鉱物は、１種単独でもよく、２種以上併用してもよい。尚、本発明のポリ乳酸
系樹脂組成物は、上記他の粘土鉱物を含まない組成物、即ち、粘土鉱物として上記（Ｃ）
カオリンのみを含む構成とすることができる。
【００４３】
上記他の添加剤としては、例えば、滑剤（ステアリン酸カルシウム及びステアリン酸マ
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グネシウム等の脂肪族金属塩等）、結晶核剤、安定剤、加水分解防止剤、難燃助剤、カッ
プリング剤、抗菌剤、防カビ剤、酸化防止剤、アンチブロッキング剤、紫外線吸収剤、耐
候（耐光）剤、可塑剤、着色剤（顔料、染料等）、帯電防止剤、発泡剤、シリコーンオイ
ル、及び木粉等が挙げられる。上記他の添加剤は、１種単独でもよく、２種以上併用して
もよい。更に、上記他の添加剤として、ガラス繊維、炭素繊維、ワラストナイト、ガラス
ビーズ、ガラスフレーク、ミルドファイバー、酸化亜鉛ウィスカー、及びチタン酸カリウ
ムウィスカー等の充填材を、１種単独で又は２種以上併用することができる。これらの充
填材を配合することで、剛性等を付与することができる。尚、本発明のポリ乳酸系樹脂組
成物は、カップリング剤及び滑剤を含まない組成物とすることができる。例えば、本発明
のポリ乳酸系樹脂組成物、カップリング剤及び滑剤を含めずに上記（Ａ）〜（Ｃ）成分を
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混合することにより得ることができる。また、上記他の添加剤は、１つで複数の機能を有
する添加剤でもよい。例えば、上記ステアリン酸カルシウムは、滑剤として機能する他、
結晶核剤としての作用をも奏することができる。よって、上記他の添加剤として、上記ス
テアリン酸カルシウムを加えることにより、滑剤及び結晶核剤の両者を加えたのと同様の
機能を発揮させることができる。
【００４４】
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、シート・フィルム成形、射出成形、シート押出、真
空成形、異形成形、発泡成形、インジェクションプレス、プレス成形、及びブロー成形等
の公知の成形方法により、各種成形品とすることができる。
【００４５】
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本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、上記のように、耐熱性及び耐衝撃性に優れる。より
具体的には、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、ＪＩＳ

Ｋ７１９１−２に準じて、荷重

０．４５ＭＰａの条件下で測定した荷重たわみ温度を１３０℃以上、好ましくは１５０℃
以上、更に好ましくは１６０℃以上とすることができる。また、本発明のポリ乳酸系樹脂
組成物は、ＪＩＳ

Ｋ７１１０に準じてノッチ付試験片を用いて測定したアイゾット衝撃

強度を３．５ｋＪ／ｍ２以上、好ましくは４．０ｋＪ／ｍ２以上、更に好ましくは４．５
ｋＪ／ｍ２以上とすることができる。
【００４６】
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物の用途には特に限定はない。上記のように、本発明のポ
リ乳酸系樹脂組成物は、従来のポリ乳酸系樹脂組成物と比べて、優れた耐熱性を維持する
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と共に、耐衝撃性にも優れる。よって、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、例えば、包装
資材、農業資材、土木建築資材、食事関連器具類、並びに玩具及び文房具等の日曜雑貨等
に利用できる。特に、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、食事関連器具類、ＯＡ機器、及
び家電機器等の耐熱性が必要とされる用途に広く利用できる。
【００４７】
（２）成形品及びその製造方法
本発明の成形品は、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物を用いて成形されたことを特徴とす
る。また、本発明の成形品の製造方法は、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物を成形すること
を特徴とする。
【００４８】
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本発明の成形品は、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物から直ちに成形して得ることができ
る。また、本発明の成形品は、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物を一旦ペレット化し、その
後、必要に応じて該ペレットを溶融成形することにより得ることができる。上記ペレット
化後に成形する方法によれば、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物に含まれる各成分をより均
一に混合することができるので好ましい。尚、本発明の成形品は、必要に応じて更に他の
添加剤の１種又は２種以上を含んでいてもよい。該他の添加剤としては、上述の添加剤が
例示される。例えば、本発明の成形品は、更にステアリン酸カルシウム等の脂肪酸金属塩
、脂肪酸、脂肪酸エステル、及び脂肪酸アミド等の１種又は２種以上を含んでいてもよい
。かかる成分を含むことにより、結晶化が更に促進され、その結果、本発明の成形品の耐
熱性の向上に寄与するので好ましい。
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【００４９】
本発明の成形品を得る方法には特に限定はない。本発明の成形品は、上記のように、公
知の成形方法、例えば、シート・フィルム成形、射出成形、シート押出、真空成形、異形
成形、発泡成形、インジェクションプレス、プレス成形、及びブロー成形等の公知の成形
方法により得ることができる。この中で、射出成形が好適である。
【００５０】
射出成形により本発明の成形品を得る場合、通常、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物の溶
融混練物を用いる。上記射出成形において、該溶融混練物の温度は、通常１７０〜２５０
℃、好ましくは１８０〜２００℃である。該溶融混練物の温度を上記範囲とすると、上記
（Ａ）ポリ乳酸系重合体を熱劣化させることなく溶融でき、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体
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と、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物及び上記（Ｃ）カオリンとを共に流動化できるので
好ましい。
【００５１】
射出成形により本発明の成形品を得る場合、射出成形後、更に熱処理を行うことができ
る。上記熱処理により、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物及び上記（Ｃ）カオリンを上記
（Ａ）ポリ乳酸系重合体の結晶核剤として作用させることができる。その結果、得られる
成形品の耐熱性を向上させることができるので好ましい。
【００５２】
上記熱処理の方法としては、例えば、金型から取り出した成形体を、上記（Ａ）ポリ乳
酸系重合体のガラス転移温度以上、融点未満の温度雰囲気下に所定時間保持する方法、及
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びガラス転移温度以上、融点未満の温度に設定された金型内で熱処理する方法等が挙げら
れる。上記熱処理の温度として具体的には、例えば、６０〜１６０℃、好ましくは８０〜
１５０℃、更に好ましくは１００〜１４０℃とすることができる。また、上記熱処理の時
間として具体的には、例えば、１分〜３時間、好ましくは５分〜２時間、更に好ましくは
１０分〜１時間とすることができる。
【００５３】
その他の成形方法においても、熱処理温度及び熱処理時間等の条件を最適化することに
より、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物からなる成形品を得ることができる。
【００５４】
また、上記（Ｃ）カオリンは、水と混合することにより可塑性を有するという性質があ

10

る。よって、本発明の成形品は、射出成形等の樹脂の成形方法のみならず、窯業的方法に
より得ることができる。上記窯業的方法とは、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物に含まれる
各成分を溶媒中に含む分散液又はスラリーを調製し、これを型に流し込む等の方法により
特定の形態とし、その後、適宜加熱することにより成形する方法である。上記窯業的方法
による成形とは具体的には、例えば、ろくろ成形、鋳込み成形等が挙げられる。上記窯業
的方法としてより具体的には、例えば、溶媒中に（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホ
タテ貝殻粉砕物、及び（Ｃ）カオリンを含有する分散液を調製し、次いで、該分散液を型
に流し込み、上記溶媒を除去し、その後、加熱することにより行う方法が挙げられる。上
記窯業的方法による成形によると、射出成形等の通常の樹脂の成形法により得られた成形
品と比べて、表面の光沢が適度に抑えられ、陶磁器のような仕上がりとなり、また、耐熱
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性及び耐衝撃性により優れているので好ましい。
【００５５】
上記分散液及び上記スラリーを構成する上記溶媒については特に限定はない。通常は水
が使用される。また、上記溶媒の量についても特に限定はない。上記分散液を調製する場
合、上記溶媒の量は通常、上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物、
及び（Ｃ）カオリンの合計１００質量部に対して１０〜７０質量部、好ましくは１５〜６
０質量部、更に好ましくは２０〜５０質量部、より好ましくは２０〜４０質量部である。
【００５６】
上記分散液及び上記スラリーを調製する場合、必要に応じて他の成分を添加してもよい
。当該他の成分は１種単独でもよく、２種以上用いてもよい。例えば、各成分、特に粘土
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成分である上記（Ｃ）カオリンの分散性を向上させるために、分散剤を上記分散液に添加
することができる。上記分散剤の種類には特に限定はなく、上記（Ｃ）カオリンの性質等
に応じて適宜選択することができる。上記分散剤としては、例えば、一般的に粘土の分散
に用いられる分散剤（ソーダ灰、水ガラス、ＮａＯＨ、ＨＣｌ、ポリリン酸、ＣＭＣ塩、
リグニンスルホン酸塩、及びポリアクリル酸塩）等を用いることができる。上記分散剤は
１種単独でもよく、２種以上併用してもよい。
【００５７】
上記窯業的手法による成形において、上記加熱の手段及び条件には特に限定はない。上
記加熱の手段としては、例えば、電気炉による加熱及び窯での加熱等が挙げられる。また
、上記加熱の温度は、通常１００〜３００℃、好ましくは１８０〜２５０℃である。また
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、上記加熱の時間は、通常３０分〜５時間、好ましくは１〜３時間である。
【００５８】
本発明の成形品としては、例えば、包装資材、農業資材、土木建築資材、食事関連器具
類、並びに玩具及び文房具等の日曜雑貨等が挙げられる。特に、本発明の成形品を構成す
る上記ポリ乳酸系樹脂組成物は、耐熱性及び耐衝撃性に優れている。よって、本発明の成
形品は、食事関連器具類、ＯＡ機器、及び家電機器等の耐熱性が必要とされる用途に広く
利用できる。尚、上記食事関連器具類とは、飲食品を入れて食事に直接用いる食器、食事
の際に間接的に用いる食器類、及び該食器類以外に食事の際に間接的に用いられる食事関
連器具の全てを意味する。上記食器として具体的には、例えば、茶碗、皿、及び椀等が挙
げられる。また、上記食器類として具体的には、例えば、トレー、お盆、スプーン入れ、
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箸受け、茶托、ケーキ型、バターケース、及びソーサー等が挙げられる。更に、上記食事
関連器具として具体的には、例えば、スプーン、フォーク、おたま、及びマドラー等が挙
げられる。
【実施例】
【００５９】
以下、本発明について、実施例を挙げて具体的に説明する。尚、本発明は、これらの実
施例に何ら制約されるものではない。
【００６０】
（１）ポリ乳酸系樹脂組成物の調製及び成形品の製造
上記（Ａ）ポリ乳酸系重合体として、結晶性ポリ乳酸ペレット（Ｍｗ；１２３０００、
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Ｄ；０．６％、ＭＦＲ；１３．５）を用いた。また、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物と
して、平均粒子径が２〜３μｍの焼成ホタテ貝殻殻粉砕物を用いた。更に、上記（Ｃ）カ
オリンとして、未焼成のオーストラリアカオリン（商品名「エカライトカオリン」、イメ
リスミネラルズ社製、平均粒子径５μｍ）を用いた。
【００６１】
上記各原料を使用し、以下のＡ法及びＢ法により、実験例１〜１０のポリ乳酸系樹脂組
成物の成形品を得た。
（Ａ法）
上記結晶性ポリ乳酸ペレットは、冷凍粉砕及び分級により、平均粒子径が５０μｍにな
るまで粉砕した。次いで、粉砕後の上記結晶性ポリ乳酸ペレットと、他の上記各原料とを

20

混合した。上記各原料の配合割合は表１に記載の通りである（単位は質量部）。その後、
上記各原料の合計１００質量部に対して３０質量部の水を加え、更に分散剤（「プライマ
ルＮ−５８０−Ｓ」、日本アクリル化学株式会社製）を０．５〜１質量％加え、分散液を
調製した。次いで、この分散液を石膏の型に流し込み、該型を乾燥室に入れて乾燥させて
水分を除去した。その後、電気炉で２００℃、１．５時間加熱することにより、実験例１
、２、４〜７、９〜１０の試験片を製造した。
（Ｂ法）
上記各原料及び（Ｄ）ステアリン酸カルシウムを表１に示す割合（単位は質量部）で混
合し、原料組成物を調製した。次いで、二軸押出機（株式会社テクノベル製、φ；２０ｍ
ｍ、Ｌ／Ｄ；３０）を用いて、上記原料組成物を溶融混練し、ペレット状物とした。上記

30

溶融混練における混練温度は１９０℃である。乾燥後、上記ペレット状物を用いて射出成
形機（株式会社名機製作所製、型締め圧；７０ｔ）により射出成形を行い（金型温度；５
５℃、冷却時間；６０秒）、次いで１２０℃、３０分の熱処理を行い、実験例３及び８の
試験片を製造した。
【００６２】
（２）性能評価
上記実験例１〜１０のポリ乳酸系樹脂組成物の成形品について、以下に記載の方法によ
り、性能評価を行った。その結果を以下の表１に示す。
【００６３】
（Ａ）アイゾット衝撃強度（ｋＪ／ｍ２）
ＪＩＳ

Ｋ７１１０に準じてノッチ付試験片を用いて測定した。

（Ｂ）荷重たわみ温度（℃）
ＪＩＳ

Ｋ７１９１−２に準じて、荷重０．４５ＭＰａの条件下で測定した。

【００６４】
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【表１】

10

20

30

【００６５】
（３）結果
表１より、ポリ乳酸からなる実験例８と比べて、本願発明の範囲内である実験例１〜６
は、アイゾット衝撃値及び荷重たわみ温度のいずれも大きい値を示している。よって、本
願発明の範囲内である実験例１〜６は、耐熱性及び耐衝撃性に優れていることが分かる。
【００６６】
また、表１より、上記（Ｃ）カオリンを含まない実験例９の荷重たわみ温度は、本願発
明の範囲内である実験例１〜６とほぼ同じ値を示している。しかし、実験例９のアイゾッ
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ト衝撃値は、ポリ乳酸からなる実験例８とほぼ同じ値であり、実験例１〜６よりもかなり
低い。更に、上記（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物を含まない実験例１０は、アイゾット衝撃
値及び荷重たわみ温度が実験例１〜６よりもかなり低い。また、上記（Ａ）ポリ乳酸系重
合体、（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物、及び（Ｃ）カオリンの含有量が本願発明の範囲外で
ある実験例７は、アイゾット衝撃値が実験例１〜６よりもかなり低く、ポリ乳酸からなる
実験例８よりも低い。この結果から、耐熱性及び耐衝撃性の両方を向上させるには、上記
（Ａ）ポリ乳酸系重合体、（Ｂ）焼成ホタテ貝殻粉砕物、及び（Ｃ）カオリンを含むと共
に、上記三成分の含有量を適切な範囲とする必要があることが分かる。
【００６７】
更に、表１より、Ｂ法（ペレット状物の射出成形による成形方法）により得られた実験
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例３と比べて、Ａ法（窯業的手法）により得られた実験例２は、アイゾット衝撃値及び荷
重たわみ温度のいずれも大きい値を示している。よって、Ａ法（窯業的手法）による成形
方法によれば、より優れた耐熱性及び耐衝撃性を有する成形品を得ることができる。尚、
成形品の外観を比べた場合、Ｂ法（ペレット状物の射出成形による成形方法）により得ら
れた実験例３と比べて、Ａ法（窯業的手法）により得られた実験例２は、表面の光沢が適
度に抑えられ、陶磁器のような仕上がりとなった。
【００６８】
尚、本発明は、上記実施例に限らず、目的、用途に応じて本発明の範囲内で種々変更し
た実施例とすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、従来のポリ乳酸系樹脂組成物と比べて、耐熱性及び
耐衝撃性に優れる。本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、これまで石油由来の樹脂が使用さ
れていた様々な用途へ利用できる。本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、例えば、包装資材
、農業資材、食事関連器具類、並びに玩具及び文房具等の日曜雑貨に利用できる。特に、
本発明のポリ乳酸系樹脂組成物及び成形品、並びに本発明の製造方法により得られるポリ
乳酸系樹脂組成物は、食事関連器具類、ＯＡ機器及び家電機器等の耐熱性が必要とされる
用途、並びに各種成形品等の耐衝撃性が必要とされる用途に好適に利用できる。
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