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(57)【要約】
【課題】 セルロース材料からセルロースナノファイバ
ーを製造する際の歩留まりを向上させ、効率的にセルロ
ースナノファイバーを製造することができるセルロース
ナノファイバーの製造方法を提供する。
【解決手段】 本発明に係るセルロースナノファイバー
の製造方法は、セルロース材料を膨潤処理する処理工程
と、膨潤処理工程を経たセルロース材料に超音波を作用
させ、セルロース繊維を解繊する処理工程と、を備える
ことを特徴とする。
前記セルロース材料の膨潤処理として、セルロース材
料にSwolleninを作用させる方法が有効である。
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
セルロース材料を膨潤処理する処理工程と、
膨潤処理工程を経たセルロース材料に超音波を作用させ、セルロース繊維を解繊する処
理工程と、
を備えることを特徴とするセルロースナノファイバーの製造方法。
【請求項２】
前記セルロース材料の膨潤処理として、セルロース材料にSwolleninを作用させること
を特徴とする請求項１記載のセルロースナノファイバーの製造方法。
【請求項３】
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前記セルロース材料の膨潤処理として、セルロース材料にSwolleninを作用させ、セル
ロース繊維の結晶構造を（００２）結晶面に加えて（０２１）結晶面を有する構造とする
ことを特徴とする請求項１記載のセルロースナノファイバーの製造方法。
【請求項４】
前記セルロース繊維を解繊する処理において作用させる超音波の周波数を28kHz〜200kH
zとすることを特徴とする請求項１〜３のいずれか一項記載のセルロースナノファイバー
の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、セルロース材料からセルロースナノファイバーを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
セルロースナノファイバーとは、天然に存在するセルロース繊維を、平均幅が数〜100n
m程度、平均長が0.5〜数μm程度のサイズにまで解繊した極細繊維状物質のことである。
セルロースナノファイバーは、非常に軽量であると同時に、鋼鉄の5倍以上の強度を有す
こと、また植物細胞壁から得られる再生可能な天然材料として、その利用技術の開発が進
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められている。
【０００３】
現在、セルラーゼを含む酵素剤をセルロースに作用させ部分的にセルロース繊維を断片
化した後、ブレンダーやグラインダーなどによる解繊処理を施すことによりセルロースナ
ノファイバーが生産されている。
セルロースナノファイバーの生産に超音波を利用するものとして、セルロース原料を酵
素処理する前に超音波処理を行い、結晶性の高いセルロース原料内に酵素が浸透し易くす
るもの（特許文献１）、予備解繊した繊維原料に超音波を印加して微細繊維とするもの、
またその際に酵素を作用させる方法（特許文献２）、パイナップルやサトウキビバガスな
どの天然バイオマスから、酵素処理と超音波処理によってナノファイバーを調製する方法
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（非特許文献１）等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８−１５０７１９号公報
【特許文献２】特開２００８−１６９４９７号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Adriana de Campos, Ana Carolina Correa, David Cannella, Eliangel
a de M Teixeira, Jose M. Marconcini, Alain Dufresne, Luiz H. C. Mattoso, Pierre
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‑1500 (2013)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上述した酵素をセルロース原料に作用させてセルロースナノファイバーを作製する方法
では、セルロースがその構成単糖であるグルコースまたはセロオリゴ糖にまで分解されて
しまい、セルロースナノファイバーの歩留まりが低くなるという問題がある。天然のセル
ロース繊維はセルロースの束が会合した非常に結晶性が高い構造を有するため、酵素をセ
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ルロース繊維に作用させると、セルロース繊維が外側から分解され、ナノファイバーにな
る量が少なくなるためである。また、酵素はセルロース繊維結晶性の高い部分には作用し
難く、酵素を反応させても元のセルロースファイバーが残ってしまい、セルロースナノフ
ァイバーが得られ難いためにセルロースナノファイバーの歩留まりが低くなるという問題
もあった。
【０００７】
本発明は、セルロース材料からセルロースナノファイバーを製造する際の歩留まりを向
上させ、効率的にセルロースナノファイバーを製造することができるセルロースナノファ
イバー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】
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【０００８】
本発明に係るセルロースナノファイバーの製造方法は、セルロース材料を膨潤処理する
処理工程と、膨潤処理工程を経たセルロース材料に超音波を作用させ、セルロース繊維を
解繊する処理工程と、を備えることを特徴とする。
本発明に係るセルロースナノファイバーの製造方法は、セルロース材料を解繊してセル
ロースナノファイバーを得る方法として、セルロース材料をあらかじめ膨潤処理してから
、超音波を作用させる方法が、ナノファイバーを得る方法としてきわめて有効であること
を見出してなされたものである。
【０００９】
セルロース材料に超音波を印加する前処理として行う膨潤処理は、超音波処理によって
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セルロース材料を解繊する作用を促進させる処理であり、酵素処理のようなセルロース材
料をグルコースやセロオリゴ糖等に分解する作用ではなく、セルロース繊維の繊維形態を
保ちながら、セルロース繊維の結合を弱める作用を意味する。
セルロース材料を膨潤させることにより、超音波処理の際にセルロース繊維の結晶性が
緩んだ部位から水分子が入り込み、効率的に超音波が作用してセルロースナノファイバー
に分離することができる。
【００１０】
セルロース材料の膨潤処理には、セルロース膨潤タンパク質として知られているSwolle
ninが好適に使用できる。Swolleninは結晶性の高いセルロース繊維間に入り込み、水素結
合を切断あるいは緩める作用を有する。Swolleninは公知の遺伝子組換え方法を利用して

40

容易に培養することができ、セルロース材料の処理量に合わせてSwolleninの分量を調節
して使用することができる。
セルロース材料の膨潤処理は、pH5.0からpH6.0に調製した緩衝液中に浸漬させる方法で
行うことができる。pHが5.0以下、及び6.0以上だと、Swolleninの安定性が低下するから
である。
【００１１】
セルロース材料の膨潤処理としてセルロース材料にSwolleninを作用させる処理を行う
とにより、セルロース繊維の結晶構造がセルロースI型繊維に特徴的な（００２）結晶面
を備える構造から、（００２）結晶面に加えて（０２１）結晶面を有する結晶構造となる
。すなわち、セルロース材料に膨潤処理を施すことにより、セルロース材料の結晶構造を
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変化させることができ、結晶構造の特徴的な変化から膨潤処理がなされたことを知ること
ができる。
【００１２】
前記セルロース繊維を解繊する処理において作用させる超音波の周波数は28kHz〜200kH
zの範囲とすることが有効である。超音波を利用する解繊処理においては、超音波の周波
数によって効果的な解繊がなされる場合と、有効に解繊がなされない場合がある。セルロ
ース繊維の解繊処理には28kHz〜200kHzの周波数が有効であり、とくに200kHzの超音波が
有効に利用できる。解繊処理では、セルロース繊維の芯部分まで完全に解繊される必要が
ある。印加する超音波の周波数として好適な周波数を選択することは、セルロース繊維の
芯部分まで効率的に解繊できるようにするために重要である。
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【００１３】
本発明に係るセルロースナノファイバーの製造方法においてセルロース材料として用い
られる対象材料はとくに限定されるものではなく、一般に利用されるセルロース材料、た
とえば、稲、小麦、とうもろこし、サトウキビ等の穀物の廃棄物、草、木材、パルプ、廃
棄紙、各種残渣等が利用できる。使用に際しては、これらセルロース材を必要に応じて前
処理して使用すればよい。
【発明の効果】
【００１４】
本発明に係るセルロースナノファイバーの製造方法によれば、セルロース材料から効率
的に、かつ簡易な方法によってセルロースナノファイバーを得ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】未処理のセルロース試料とSwollenin処理したセルロース試料表面のSEM画像であ
る。
【図２】超音波洗浄機の周波数を28、200、950kHzとした場合のセルロース試料表面のSEM
像である。
【図３】超音波処理時間を10分、20分、30分としたときのセルロース試料表面のSEM像で
ある。
【図４】Swollenin処理の処理日数を４日間と５日間として、超音波処理を施したセルロ
ース試料表面のSEM像である。
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【図５】各試料についてのXRD測定結果を示すグラフである。
【図６】セルロース試料を酵素（EG V）処理した場合と、Swollenin処理した場合のセル
ロース試料表面のSEM像である。
【図７】セルロース試料を酵素（EG V)処理したときのXRD測定結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
本発明に係るセルロースナノファイバーの製造方法においては、セルロース材料に膨潤
処理を施し、膨潤処理を施したセルロース材料に超音波処理を行って解繊処理することに
よってセルロースナノファイバーを作製する。
以下の実施例では、具体的にセルロース材料からセルロースナノファイバーを作製した
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実験例について、セルロース材料の調製、セルロース膨潤タンパク質であるSwolleninの
調製から、実際にセルロース材料を解繊処理した結果について説明する。
【実施例】
【００１７】
（セルロース材料の調製）
セルロースナノファイバーを作製するためのセルロース材料には、種々のセルロース材
料が使用できる。実施例では、セルロース試料としてコットンリンタ―パルプ（日本製紙
株式会社製）を使用した。このセルロース試料はシート状であったため、シュレッダー (
MSシュレッダー、C‑38S、MEIKO) にて短冊状に刻んだ後、小型粉砕機（ワンダーブレンダ
ーWB‑1：大阪ケミカル)を用いて乾式粉砕処理したものを用いた。粉砕処理条件は、電気
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容量：700 W、回転数：25,000rpmである。
【００１８】
（Swolleninの調製）
本実施例ではセルロース膨潤タンパク質としてSwolleninを使用した。Swolleninはセル
ロースとマトリックスの間の水素結合を切断する作用を有することが知られている。
Swolleninを調製するため、遺伝子組換え操作を利用した。遺伝子組み換えSwolleninの
発現は、Trichoderma reesei由来のSwolleninをコードするcDNAを組み込んだ発現用ベク
ターpPIC9Kによって形質転換された酵母Pichia pastoris KM71 (Invitorogen)を用いた。
【００１９】
次いで、RBD/geneticin培地に上記形質転換体P.pastorisの胞子を植菌した後、30℃で5
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日間静置培養し、コロニーを形成させた。調製したBMGY培地を滅菌処理した後、60 mlに
対してコロニーを1つ植菌し、30℃ 、120rpmで4日間培養した。その後4000rpm、5分、遠
心分離し、沈殿をBMMY培地400 mlに懸濁させ、30℃、120rpmで7日間培養し、24時間ごと
にメタノールを培養液全量の1 % になるように添加した。培養後、得られた培養液を8000
rpm、10分、遠心分離し、得られた上清を粗酵素液とした。粗酵素液に対し、終濃度が1
M になるように硫酸アンモニウムを加え、4℃で緩やかに回転させながら、タンパク質を
沈殿させた。沈殿物を10,000 rpm、15分、遠心分離し、得られた沈殿を100 mlの50 mM酢
酸ナトリウム緩衝液 (pH5.5) に懸濁させた。
【００２０】
次に、Swolleninを精製するため、12 gの微結晶性セルロース粉末 (Merck) を1 M 硫酸
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アンモニウムを含む50 mM 酢酸ナトリウム緩衝液 (pH5.5) に懸濁させ、これをエコノカ
ラム (φ2.8 cm×12.8 cm、バイオラッド) に詰め、アフィニティーカラムを２本作製し
た。
上述した硫安沈殿後のタンパク質溶液を約50 mLずつ、これら2本のカラムに供した。同
緩衝液を十分量流すことで、セルロースに吸着しないタンパク質を洗い流した後、脱イオ
ン水を流すことによりセルロースに吸着したタンパク質の溶出を行った。この操作によっ
て得られた溶液を、Swollenin溶液として4℃で保存し、セルロース試料の膨潤操作に使用
した。
【００２１】
上述した方法によって得られたSwollenin溶液中のタンパク質量の測定は、Lowry法によ
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って行った。すなわち、2wt% 炭酸ナトリウム‑水酸化ナトリウム : 1wt% 酒石酸カルシウ
ム : 1wt% 硫酸銅 (II) 五水和物 = 100 : 1 : 1 (vol / vol / vol ) の組成で調製した
反応液150 μLと原液の酵素液300 μLを混合した。その後15分間常温にて静置し、1 Nフ
ォリンチオカルトフェノール試薬を20 μL加えて、更に30分間静置した。そして、吸光光
度計を用いて620 nmでの吸光度を測定した。また、標準物質には牛血清アルブミン (Bio‑
Rad) を用いて、0 μg/mL〜 200 μg/mLの範囲で検量線を作成した。
【００２２】
（膨潤処理）
前述した方法によって得たセルロース試料5mgに、上述した遺伝子組換え方法により得
られた、タンパク質量0.15 mg / ml のSwollenin溶液10 mlを加え、さらに終濃度が1 M
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になるように硫酸アンモニウム粉末を加え、40℃で反応させた。反応時間は、3、4、5日
の3条件とした。
【００２３】
図１は、未処理のセルロース試料と、Swollenin溶液を用いて処理したセルロース試料
のSEM画像である。
図１で未処理とあるのは、粉砕機を用いて粉砕処理したもの、Swollenin処理とあるの
は、Swollenin溶液を用いて３日間反応させたのものである。それぞれ低倍率と高倍率のS
EM像を示す。
セルロース試料にSwollenin処理したものでは、セルロース繊維に裂け目が生じている
。未処理のセルロース試料には、このような裂け目は見られない。Swollenin処理により
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、セルロース繊維間の結合がゆるやかになり、裂け目が生じたものと考えられる。
【００２４】
走査型電子顕微鏡による繊維の表面観察は、次のようにして行った。
セルロース試料を凍結乾燥器FDU‑1200 (東京理科) にて一晩凍結乾燥させたものを、試
料台に張り付けたカーボンテープ (日新 EM) 上に固定させた。セルロース試料を乗せた
試料台を真空蒸着装置Twin Coater JEC‑550 (日本電子) に入れ、1.5 kVAで2分30秒スパ
ッタリングをし、白金蒸着させた後にFE‑SEM SU‑8000(日立)にて繊維表面を観察した。
以下、走査型電子顕微鏡によるセルロース試料の繊維表面の観察は同様の方法によって
いる。
【００２５】

10

（解繊処理）
上述した方法によりセルロース試料にSwollenin溶液を用いて反応させた後、Swollenin
を失活させずに、得られたセルロース試料に対し解繊処理として超音波を作用させる処理
を行った。超音波処理は15 mlの共栓付き三角フラスコ内で行い、5分に一度、超音波洗浄
機から三角フラスコを取り出し、ピペッティングにより攪拌する操作を行い、続いて、超
音波洗浄機に三角フラスコを戻してさらに超音波を作用させた。
使用機種：三井電器社製バス型超音波洗浄機、周波数：28、200、950kHz、電力：300 W
、処理時間：10、20、30分、処理温度：20〜30℃。
【００２６】
図２は、セルロース試料に作用させる超音波の周波数がセルロース試料の解繊にどのよ
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うに作用するかを調べた結果を示す。それぞれ、Swollenin処理していないものと、Swoll
enin処理したものについて、超音波の周波数を28、200、950kHzとした場合のセルロース
試料表面のSEM像を示す。
同図で、Swo有→sonicとあるのは、セルロース懸濁液にSwollenin溶液（硫安含む）を
加えた溶液に超音波処理を行ったものである。Swollenin処理日数は３日である。Swo無→
sonicとあるのは、Swollenin処理せず、三角フラスコに水と粉砕処理後のセルロース試料
を入れて超音波処理したものである。超音波処理時間はいずれも30分である。
【００２７】
図２において、Swollenin処理していないセルロース試料について見ると、超音波処理
をしても超音波処理しない場合とほとんど変化がない。すなわち、セルロース試料を単に
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超音波処理しても微細化されない（解繊されない）ことがわかる。
一方、Swollenin処理したセルロース試料に超音波処理を施すと、セルロース試料がは
っきりと微細化される（解繊される）ことがわかる。ただし、超音波処理の周波数につい
てみると、周波数が28ｋHzでは、セルロース試料の表面部分は微細化されるが、セルロー
ス試料の芯部分が微細化されずに残り、周波数が200ｋHzでは、セルロース試料の芯部分
まで均一に微細化される一方、周波数が950ｋHzの場合は、ほとんど微細化の作用が得ら
れない。
この実験結果は、Swollenin処理したセルロース試料に超音波を作用させて解繊処理す
る際には、超音波の周波数を200ｋHzがとすることが好適であることを示す。
【００２８】
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図３は、超音波処理時間がセルロース試料の解繊にどのように作用するかを調べた結果
を示したもので、それぞれ、超音波処理時間を10分、20分、30分としたときのセルロース
試料表面のSEM像を示す。
図３で上段のSEM像はSwollenin処理していないセルロース試料について超音波を作用さ
せた場合、下段のSEM像はSwollenin処理したセルロース試料について超音波を作用させた
場合である。Swollenin処理の処理日数は３日、超音波処理の周波数は200ｋHzとした。
【００２９】
図３から、Swollenin処理していないセルロース試料に超音波処理を施す方法では、処
理時間を長くしても、セルロース繊維が解繊される状態にはならないことがわかる。
一方、Swollenin処理したセルロース試料の場合は、超音波処理により効果的にセルロ

50

(7)

JP 2016‑61002 A 2016.4.25

ース繊維が解繊される。ただし、解繊作用はセルロース試料の表面から進むため、10分間
の超音波処理では中心に太い繊維が残っている。20分間の処理では、解繊が進むが、部分
的に中心の繊維が残る。30分間の処理により、ほとんどの繊維が解繊された状態になった
。この実験結果は、本実験条件では、超音波処理時間としては30分が適当であることを示
す。
【００３０】
図４は、Swollenin処理日数が超音波処理による解繊作用にどのように影響するかを調
べたものである。図４は、Swollenin処理の処理日数を４日と５日として、超音波処理を
施したセルロース試料表面のSEM像を示す。超音波の周波数は200ｋHz、超音波処理時間は
30分である。
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図４に示す測定結果は、図３に示したSwollenin処理日数が３日間のセルロース試料と
ほとんど差異がない。したがって、Swollenin処理日数としては３日で十分であると言え
る。
【００３１】
（セルロースナノファイバーの結晶化度の測定）
上述したSwollenin処理後に超音波処理を施したセルロース試料の繊維形態を調べるた
め、XRD測定により繊維の結晶化度を調べた。
図５は、未処理のセルロース試料（未処理）、セルロース試料に超音波処理を加えたも
の（Sonicのみ）、セルロース試料にSwollenin処理を施したもの（Swoのみ）、セルロー
ス試料にSwollenin処理と超音波処理を加えたもの（Swo→sonic）のXRDグラフである。な
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お、比較のため、市販のセルロースナノファイバーであるセリッシュ（登録商標：株式会
社ダイセル）について測定した結果をあわせて示す。
【００３２】
図５に示すXRDグラフには、いずれの試料にも、セルロースI型繊維に特徴的な結晶性を
示す（002）結晶面のピークが表れている。すなわち、上記各セルロース試料は、セルロ
ースI型繊維に特徴的な結晶性を備えていることがわかる。なお、Swollenin処理を施した
もの（Swoのみ）と、Swollenin処理と超音波処理を加えた試料（Swo→sonic）については
、（021）結晶面のピークが表れることが特徴的である。（021）結晶面は、セルロース繊
維の長手方向（繊維方向）に対して傾斜する面である。Swollenin処理を施したセルロー
ス試料に（021）結晶面が存在することは、Swollenin処理によってセルロース繊維間の結
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合が緩やかになり、処理前にくらべて結晶性が低下したことを示している。
【００３３】
セルロース試料の結晶化度の測定は、各セルロース試料を凍結乾燥させたものを測定試
料とし、XRD測定機（XRD‑6000：島津製作所社製）を用いて測定した。
セルロース繊維の結晶化度(CrI)はSegal法により次式で与えられる。
Iam/I002×100=CrI (%)
2θ＝18.5 (Iam : セルロース繊維の非晶性部分) の値を、2θ＝22.6 (I002 : セルロ
ース繊維の結晶性部分) の値で割ることで相対的に結晶化度を求めた。
表１にXRDの測定結果に基づいて求めた結晶化度を示す。
【表１】
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【００３４】
未処理の試料と、Swollenin処理と超音波処理を加えた試料（Swo→sonic）についての
結晶化度を比較すると、結晶化度はほとんど変化していない。また、既存のセルロースナ
ノファイバーであるセリッシュ（登録商標）と比較しても、結晶化度は同程度である。す
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なわち、Swollenin処理に次いで超音波処理を加えて得られるセルロースナノファイバー
は、天然セルロースと同様の結晶化度を有し、天然セルロースと同等の高強度を備えるこ
とが期待される。
【００３５】
（セルロースナノファイバーの比表面積の測定）
解繊処理によってセルロースナノファイバーの比表面積がどの程度増大するかを測定し
た。
通常の凍結乾燥では水中で繊維が膨潤していても処理後は再び繊維同士が凝集してしま
うことが考えられる。そこで、繊維の膨潤した形状を保つためにt‑butyl alcohol置換処
理を行って比表面積を測定した。具体的には、まず、セルロース試料の分散液を遠心 (80
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00rpm、25℃、10分) し、上清を取り除いた。次に、t‑butyl alcohol (和光) を繊維と良
く混ぜ再び同条件で遠心を行い、上清を取り除いた。この操作を4、5回行うことで、セル
ロース試料の分散液をt‑butyl alcoholに置換した。その後、凍結乾燥処理をし、窒素吸
着により比表面積を計測した。
使用機種：日本ベル社製BELSORP‑mini、測定原理：定容量式ガス吸着法 (フリースペー
ス連続式測定方式)、吸着ガス：窒素、サンプルセル：約1.8 cm3、測定プログラム：吸脱
着等温線測定。
【００３６】
表２に、未処理のセルロース試料、未処理のセルロース試料に超音波を加えたもの、セ
ルロース試料をSwollenin処理しさらに超音波処理を施した試料についての測定結果を示
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す。
【表２】

比表面積の測定結果は、未処理のセルロース試料と、超音波処理のみを施したものにつ
いてはほとんど差異はなかったが、Swollenin処理しさらに超音波処理を施したものは、
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未処理のものと比較して約８倍大きくなった。単なる超音波処理では微細化されず、膨潤
処理と解繊処理によりナノファイバー化することによって、比表面積が大きくなったこと
を示す。
【００３７】
（酵素処理とSwollenin処理との比較）
セルロース試料に対するSwollenin処理と酵素処理が解繊作用について、どのような相
違があるかを調べた。
図６に、セルロース試料に酵素（EG V）を作用させた場合と、酵素処理しさらに超音波
処理を加えたときのセルロース試料表面のSEM像と、あわせてSwollenin処理と超音波処理
を施したセルロース試料のSEM像を示す。EG Vによる処理及びSwollenin処理の処理日数は
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３日、超音波処理の周波数200ｋHz、超音波処理時間は30分間である。
EG Vによる処理は、Swollenin処理と同様で、セルロース試料5mgに、EG Vのストック液
（0.15 mg / ml）10ｍLを加えて反応させる方法によった。
図６から、セルロース試料に酵素（EG V)を作用させたり、さらに超音波処理を加えた
りしても、セルロース試料はまったく解繊されないのに対して、Swollenin処理と超音波
処理を施すことによって、セルロース試料が微細化され、効果的に解繊されることがわか
る。
【００３８】
図７は、セルロース試料に酵素（EG V)を作用させ、さらに超音波処理を施した試料に
ついてXRD測定を行った結果を示す。図７では、未処理のセルロース試料（未処理）、未
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処理のセルロース試料に超音波処理を加えたもの（超音波）、セルロース試料にSwolleni
n処理を施したもの（Swollenin）、セルロース試料にSwollenin処理と超音波処理を加え
たもの（Swollenin+超音波）とセリッシュ（登録商標）についての測定結果を示す。
図７は、酵素（EG V)処理を行った場合も、酵素（EG V)処理と超音波処理を行った場合
も、セルロースI型繊維に特徴的な結晶性である（002）面のピークが表れる一方、Swolle
nin処理を施した場合に特徴的に表れる（021）面によるピークがまったく表れないことを
示す。この測定結果は、Swolleninを用いる膨潤処理は、酵素（EG V)処理とは異なる作用
であることを示唆する。
【００３９】
次に、酵素処理とSwollenin処理による場合で、セルロースの鎖長にどのような影響が
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あるかを調べるため、ゲル浸透クロマトグラフィーによる平均重合分子量測定を行った。
各セルロース試料の懸濁液を凍結乾燥させたものを測定試料とした。ねじ口試験管にセ
ルロース粉末を10 mg加え、ジメチルスルホキシドを1 mL、400 μLのイソシアン酸フェニ
ルを加えた。この溶液の入った試験管を90℃で48時間、時折撹拌しながらセルロース誘導
体化を行った。加熱後、10 mLの50 v% メタノールを加え、誘導体化セルロースを析出さ
せ回収し、50 v% エタノールで洗浄し、五酸化二リンを同封したデシケータ内で吸引しな
がら乾燥させた。その誘導体化セルロース (セルローストリカルバニレート) をテトラヒ
ドロフランに1 mg / mLの濃度になるように溶かし、0.2 μmフィルターに通したものをゲ
ル浸透クロマトグラフィー用の試料とした。
【００４０】
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目的物質の検出ピークにおける保持時間をtとし、検出ピークにおけるベースラインか
らの高さをMtとしたとき、次式から重量平均分子量を算出した。
Mw＝（ΣtiMti）／（Σti）
この式から算出した重量平均分子量の値を誘導体化セルロース (セルローストリカルバ
ニレート) の単量体の値 (519.42) で割ることにより重量平均分子量を求めた。
【００４１】
表３に各処理によって得られた試料についての重量平均分子量（Mw)と重合度（DP)を示
す。
【表３】
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表３から、未処理のセルロース試料と比較して、Swollenin処理をした場合は、酵素（E
G V)処理をした場合と同程度にまで鎖長が低くなること、また、重合度（DP)についてみ
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ると、未処理のものと比較して、Swollenin処理による場合も、酵素処理による場合も重
合度が約半分程度に低下することを示す。
【００４２】
次に、酵素処理とSwollenin処理によって得られるセルロースナノファイバーの歩留ま
りを比較するため、各処理後の反応液からDNS法による還元糖量測定を行った。
試料溶液200 μlを試験管に分取し、600 μlのDNS試薬を添加し混合した。次に、5分間
煮沸をし、5分間氷冷を行った。その後、4 mlの蒸留水を添加、混合をし、10分間静置し
た。最後に分光光度計を用いて吸光度540 nmで測定した。
表４に各処理内容について還元糖量を測定した結果を示す。
【００４３】
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【表４】

10
【００４４】
表４で、sonicのみ、とあるのは未処理のセルロース試料に超音波処理を施したもの、S
woのみとあるのはセルロース試料にSwollenin処理をしたもの、Swo→sonicとあるのはセ
ルロース試料をSwollenin処理しさらに超音波処理をしたもの、EG Vとあるのは酵素EG V
を用いた処理、EG V→sonicとあるのは酵素処理した後、超音波処理したものである。
なお、Swollenin処理は処理日数３日、超音波処理は周波数200ｋHz、30分である。
【００４５】
表４から、セルロース試料をSwollenin処理したものは、酵素（EG V）処理をしたもの
と比較して生成還元糖量が少ないことがわかる。表３でみたように、Swollenin処理した
場合と酵素（EG V）処理した場合とでは、平均重合度は大きく変わらないのに、表４で、
Swollenin処理による場合に、酵素処理よりも還元糖量が低くなる理由は、Swollenin処理
の場合は酵素処理と比較して、セロビオース（２糖）や可溶性のセロオリゴ糖の生成量が
少ないことを意味する。すなわち、Swollenin処理による場合は酵素（EG V）処理による
場合と比較して、セルロース試料を断片化する作用が低く、したがってセルロースナノフ
ァイバーを製造する歩留まりが良いということができる。
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