JP 2016‑153470 A 2016.8.25

(57)【要約】
【課題】本発明は、(i)分散媒中で多糖類のナノファイバーとモノマーとが均一に分散し
ている分散体、(ii)実質的に分散媒を含まない、多糖類のナノファイバーとモノマーとの
均一な混合物、並びに(iii)樹脂中で多糖類のナノファイバーが分散している樹脂組成物
提供する。
【解決手段】多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）を含む分
散体（Ｄ）。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）を含む分散体（Ｄ）。
【請求項２】
前記多糖類のナノファイバー（Ａ）が、セルロースナノファイバー、リグノセルロースナ
ノファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノファ
イバー、キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーよりなる群から選ばれる少な
くとも１種のナノファイバーである、請求項１に記載の分散体（Ｄ）。
【請求項３】
前記分散媒（Ｂ）が、水及び親水性有機溶媒よりなる群から選ばれる少なくとも１種の分
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散媒である、請求項１又は２に記載の分散体（Ｄ）。
【請求項４】
前記モノマー（Ｃ）が、熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を構成する少なくとも１種のモノ
マーである、請求項１〜３のいずれかに記載の分散体（Ｄ）。
【請求項５】
多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）を含む分散体（Ｄ）の
製造方法であって、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、及び
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合する工程
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を含む分散体（Ｄ）の製造方法。
【請求項６】
実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との
均一な混合物（Ｅ）。
【請求項７】
前記多糖類のナノファイバー（Ａ）が、セルロースナノファイバー、リグノセルロースナ
ノファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノファ
イバー、キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーよりなる群から選ばれる少な
くとも１種のナノファイバーである、請求項６に記載の混合物（Ｅ）。
【請求項８】

30

実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との
均一な混合物（Ｅ）の製造方法であって、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合し、分散体（Ｄ）を得る工程、及び
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去する工程
を含む混合物（Ｅ）の製造方法。
【請求項９】
多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）を含む分散体（Ｄ）を
用いて、前記モノマー（Ｃ）を重合させることにより得られる樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成
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物（Ｇ）。
【請求項１０】
前記多糖類のナノファイバー（Ａ）が、セルロースナノファイバー、リグノセルロースナ
ノファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノファ
イバー、キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーよりなる群から選ばれる少な
くとも１種のナノファイバーである、請求項９に記載の樹脂組成物（Ｇ）。
【請求項１１】
多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の製造方法であっ
て、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
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（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合し、分散体（Ｄ）を得る工程、及び
（２a）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ
）を形成させる工程
を含む樹脂組成物（Ｇ）の製造方法。
【請求項１２】
多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の製造方法であっ
て、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
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物に、モノマー（Ｃ）を混合して分散体（Ｄ）を得る工程、
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去し、実質的に分散
媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との均一な混合物
（Ｅ）を得る工程、及び
（４）前記工程（３）で得られた混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ
）を形成させる工程を含む、樹脂組成物（Ｇ）の製造方法。
【請求項１３】
（１）実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ
）との均一な混合物（Ｅ）を用いて、金型中でモノマー（Ｃ）を重合させると共に、生成
した多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）を成型するこ
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とにより得られる樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体。
【請求項１４】
前記多糖類のナノファイバー（Ａ）が、セルロースナノファイバー、リグノセルロースナ
ノファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノファ
イバー、キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーよりなる群から選ばれる少な
くとも１種のナノファイバーである、前記項１３に記載の樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型
体。
【請求項１５】
多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体の
製造方法であって、
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（１）実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ
）との均一な混合物（Ｅ）を成型用金型に入れる工程、及び
（２）混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて前記金型中で樹脂（Ｆ）を形成させ
ると共に、生成した多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ
）を前記金型中で成型する工程、
を含む、樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体の製造方法。
【請求項１６】
多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体の
製造方法であって、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
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（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物にモノマー（Ｃ）を混合して分散体（Ｄ）を得る工程、
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去し、実質的に分散
媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との均一な混合物
（Ｅ）を得る工程、
（４）前記工程（３）で得られた混合物（Ｅ）を成形用金型中に入れる工程、及び
（５）混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ）を形成させると共に、生
成した多糖類のナノファイバー（Ａ）と樹脂（Ｆ）とを含む樹脂組成物（Ｇ）を前記金型
中で成型する工程
を含む、樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、多糖類のナノファイバー、分散媒及びモノマーを含む分散体、並びにその分
散体から得られる樹脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
樹脂成形材料の強度を高める目的で、セルロース、キチン等の多糖類のナノファイバー
を添加する手法がある（特許文献１〜６）。例えばセルロースナノファイバー（CNF）は
、比表面積が大きく補強効果に優れている。一方で、CNFは、その表面には水酸基が多く
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存在するため親水性が高い。そのため、親水性の高いCNFと疎水性の高い樹脂とを混合す
ると、樹脂成分中でCNFが凝集してしまう問題があった。その結果、CNF含有樹脂成形材料
では、CNFによる補強効果が十分に発揮できなかったり、アクリル樹脂等の透明樹脂を用
いても透明性が十分に発揮できなかったりするという問題があった。
【０００３】
そのため、CNF含有樹脂成形材料を作製する際には、CNFと樹脂とが均一に分散している
分散体を調製することが求められている。更に、CNFと樹脂とが均一に混ざり合ったCNF含
有樹脂成形材料を作製することが求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特表2013‑519760号公報
【特許文献２】特開2012‑116905号公報
【特許文献３】特許第5392590号
【特許文献４】特開2008‑127540号公報
【特許文献５】特開2006‑241450号公報
【特許文献６】特開2011‑173993号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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本発明は、(i)分散媒中で多糖類のナノファイバーとモノマーとが均一に分散している
分散体、(ii)実質的に分散媒を含まない、多糖類のナノファイバーとモノマーとの均一な
混合物、(iii)樹脂中で多糖類のナノファイバーが分散している樹脂組成物、並びに（iv
）樹脂中で多糖類のナノファイバーが分散している、立体構造の成型体を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、多糖類のナノファイバー
と分散媒とを混合し、次いで得られた混合物にモノマーを混合することにより、分散媒中
で多糖類のナノファイバーとモノマーとが均一に分散した分散体を得ることができること
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を見出した。更に、その分散体に含まれるモノマーを重合させることにより、樹脂中で多
糖類のナノファイバーが均一混ざり合った樹脂組成物を得られることができることを見出
した。
【０００７】
また、その分散体から分散媒を除去することにより、実質的に分散媒を含まない、多糖
類のナノファイバーとモノマーとの均一な混合物を得ることができることを見出した。こ
の混合物中のモノマーを成型操作と同時に重合させると（樹脂を形成させると）、樹脂中
で多糖類のナノファイバーが均一に混ざり合った立体構造の成型体が容易に得られること
を見出した。ここで、本発明でいう「実質的に分散媒を含まない」とは、多糖類のナノフ
ァイバーとモノマーとの混合物を用いて、そのモノマーを重合して樹脂を形成させた時に
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、多糖類のナノファイバーを含む樹脂組成物中で、分散媒が液滴又は気泡として残存しな
い程度の状態を意味する。
【０００８】
即ち、本発明は下記の分散液、混合物及び樹脂組成物、並びに三次元成型体に関する。
なお、本発明明細書では、「成型体」を「成形体」と記載することもある。また、三次元
成型体を立体構造の成型体と記載することもある。
【０００９】
項１．
多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）を含む分散体（Ｄ）
10

。
【００１０】
項２．
前記多糖類のナノファイバー（Ａ）が、セルロースナノファイバー、リグノセルロース
ナノファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノフ
ァイバー、キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーよりなる群から選ばれる少
なくとも１種のナノファイバーである、前記項１に記載の分散体（Ｄ）。
【００１１】
項３．
前記分散媒（Ｂ）が、水及び親水性有機溶媒よりなる群から選ばれる少なくとも１種の
分散媒である、前記項１又は２に記載の分散体（Ｄ）。
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【００１２】
項４．
前記モノマー（Ｃ）が、熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を構成する少なくとも１種のモ
ノマーである、前記項１〜３のいずれかに記載の分散体（Ｄ）。
【００１３】
項５．
多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）を含む分散体（Ｄ）
の製造方法であって、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、及び
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
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物に、モノマー（Ｃ）を混合する工程
を含む分散体（Ｄ）の製造方法。
【００１４】
項６．
実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）と
の均一な混合物（Ｅ）。
【００１５】
項７．
前記多糖類のナノファイバー（Ａ）が、セルロースナノファイバー、リグノセルロース
ナノファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノフ

40

ァイバー、キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーよりなる群から選ばれる少
なくとも１種のナノファイバーである、前記項６に記載の混合物（Ｅ）。
【００１６】
項８．
実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）と
の均一な混合物（Ｅ）の製造方法であって、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合し、分散体（Ｄ）を得る工程、及び
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去する工程
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を含む混合物（Ｅ）の製造方法。
【００１７】
項９．
多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）を含む分散体（Ｄ）
を用いて、前記モノマー（Ｃ）を重合させることにより得られる樹脂（Ｆ）を含む樹脂組
成物（Ｇ）。
【００１８】
項１０．
前記多糖類のナノファイバー（Ａ）が、セルロースナノファイバー、リグノセルロース
ナノファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノフ
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ァイバー、キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーよりなる群から選ばれる少
なくとも１種のナノファイバーである、前記項９に記載の樹脂組成物（Ｇ）。
【００１９】
項１１．
多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の製造方法であ
って、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合し、分散体（Ｄ）を得る工程、及び
（２a）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ
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）を形成させる工程
を含む樹脂組成物（Ｇ）の製造方法。
【００２０】
項１２．
多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の製造方法であ
って、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合して分散体（Ｄ）を得る工程、
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去し、実質的に分散
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媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との均一な混合物
（Ｅ）を得る工程、及び
（４）前記工程（３）で得られた混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ
）を形成させる工程
を含む、樹脂組成物（Ｇ）の製造方法。
【００２１】
項１３．
（１）実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（
Ｃ）との均一な混合物（Ｅ）を用いて、金型中でモノマー（Ｃ）を重合させると共に、生
成した多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）を成型する
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ことにより得られる樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体。
【００２２】
項１４.
前記多糖類のナノファイバー（Ａ）が、セルロースナノファイバー、リグノセルロース
ナノファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノフ
ァイバー、キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーよりなる群から選ばれる少
なくとも１種のナノファイバーである、前記項１３に記載の樹脂組成物（Ｇ）の三次元成
型体。
【００２３】
項１５．
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多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体
の製造方法であって、
（１）実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ
）との均一な混合物（Ｅ）を成型用金型に入れる工程、及び
（２）混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて前記金型中で樹脂（Ｆ）を形成させ
ると共に、生成した多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ
）を前記金型中で成型する工程、
を含む、樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体の製造方法。
【００２４】
項１６．
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多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体
の製造方法であって、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物にモノマー（Ｃ）を混合して分散体（Ｄ）を得る工程、
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去し、実質的に分散
媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との均一な混合物
（Ｅ）を得る工程、
（４）前記工程（３）で得られた混合物（Ｅ）を成形用金型中に入れる工程、及び
（５）混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ）を形成させると共に、生
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成した多糖類のナノファイバー（Ａ）と樹脂（Ｆ）とを含む樹脂組成物（Ｇ）を前記金型
中で成型する工程
を含む、樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型体の製造方法。
【発明の効果】
【００２５】
本発明の多糖類のナノファイバー、分散媒及びモノマーを含む分散体は、分散媒中で、
多糖類のナノファイバーとモノマーとが均一に分散している。その分散体から分散媒を除
去すると、実質的に分散媒が含まれず、多糖類のナノファイバーとモノマーとが均一に混
ざり合った混合物となる。その分散体のモノマーを重合させ樹脂を形成させると、樹脂中
で多糖類のナノファイバーが均一混ざり合った樹脂組成物となる。また、その混合物のモ

30

ノマーを重合させ樹脂を形成させると、樹脂中で多糖類のナノファイバーが均一混ざり合
った樹脂組成物となる。
【００２６】
また、その混合物に成型操作と重合操作を行うと（混合物のモノマーを重合させ樹脂を
形成させると）、樹脂中で多糖類のナノファイバーが均一に混ざり合った立体構造の成型
体が容易に得られる。
【００２７】
上記の樹脂組成物を用いて製造した樹脂成形材料、及び上記の混合物を用いて製造した
立体構造の成型体は、多糖類のナノファイバーによる補強効果を十分に発揮できる。更に
、アクリル樹脂等の透明樹脂を用いた樹脂成形材料、及び立体構造の成型体は、透明性を
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十分に発揮できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】高圧ホモジナイズ処理後の均質なキチンナノファイバーのFE‑SEM写真である。
【図２】a：水中でアクリル樹脂モノマーとキチンナノファイバーとを機械的に撹拌した
後の、懸濁液の写真である。b：キチンナノファイバーによって安定化された、樹脂モノ
マーと水とのエマルジョンの顕微鏡写真である。c：凍結乾燥させた、樹脂モノマーと水
とのエマルジョンを用いて作製したマットのFE‑SEM写真である（左1000倍写真、右30,000
倍写真）。d：アクリル樹脂及びキチンナノファイバーから構成されるシートを乾燥した
後の、破断面の写真である。
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【図３】ナノファイバーによって安定化された、樹脂モノマーと水とのエマルジョンの模
式図である。●（丸）はモノマーを表し、〜（線）はナノファイバーを表す。
【図４】アクリル樹脂モノマーとキチンナノファイバーとの混合物を、機械的に圧縮して
からモノマーを重合して成型シートを作製した。その成型シートの光学的透明性の変化を
表す図である。成型シートの厚みは150‑160μmであり、アクリル樹脂が浸み込んだナノフ
ァイバーシートの厚みは110μmである。
【図５】光学上透明なキチンナノ複合材料及び光学上透明な三次元の複合体（3D複合体、
即ち三次元成型体）の作製方法を表す図である。
【図６】セルロースナノファイバーによって安定化された、樹脂モノマーと水とのエマル
ジョンの顕微鏡写真である。
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【図７】凍結乾燥させた、樹脂モノマーと水とのエマルジョン一滴の走査型顕微鏡（FE‑S
EM）写真である。
【図８】アクリル樹脂モノマーとセルロースナノファイバーとの混合物を、種々圧力を変
え110℃で機械的に圧縮し、紫外線照射してモノマーを重合して成型シートを作製した。
その成型シートの光学的透明性の変化を表す図である。成型シートの厚みは180μmである
。
【図９】セルロースナノファイバーとアクリル樹脂モノマーからなる組成物を金型で成型
し樹脂モノマーを重合して製造した、光学的に透明な三次元の複合体（3D複合体、即ち三
次元成型体）の写真である。椀型の成型体が透明であることを示すために内側に赤色の木
の実を置いて撮影した。
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【発明を実施するための形態】
【００２９】
以下、本発明の分散体、混合物及び樹脂組成物を詳しく説明する。
【００３０】
（１）分散体（Ｄ）
本発明の分散体（Ｄ）は、多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー
（Ｃ）を含む。本発明の分散体は、分散媒中で多糖類のナノファイバーとモノマーとが均
一に分散している。
【００３１】
多糖類のナノファイバー（Ａ）
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ナノファイバーの原料である多糖類として、デンプン（アミロース及びアミロペクチン
）、グリコーゲン、セルロース、キチン、キトサン、アガロース、カラギーナン、ヘパリ
ン、ヒアルロン酸、ペクチン、キシログルカン等を使用することができる。
【００３２】
前記多糖類の中でも、強度の大きなナノファイバーを得ることができるという理由から
、セルロース及びキチンよりなる群から選ばれる少なくとも１種の多糖類を使用すること
が好ましい。つまり、多糖類のナノファイバーは、セルロースナノファイバー及びキチン
ナノファイバーよりなる群から選ばれる少なくとも1種のナノファイバーであることが好
ましい。
【００３３】
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セルロース、キチン等は植物細胞、カニ及び小エビの殻の主成分である。セルロース、
キチン等のナノファイバーのような自然界から得られるナノファイバーは、高い分子量を
備え、高度に規律正しく伸びきった鎖状の多糖結晶構造を示し、優れた機械的性質を示す
。これらのナノファイバーが樹脂マトリクスの全体にわたって均一に分散する場合、その
ナノファイバーにより樹脂を強化することができる。ナノファイバー強化樹脂は、更に、
樹脂中の熱膨張を縮小することができる。ナノファイバーが、均一に分散すると、光学上
透明な樹脂複合体を形成することができる。樹脂複合体は、光学波長（400〜800nm）で10
%未満の光学吸収を達成でき、ナノファイバーにより光散乱を除去することができる。セ
ルロース、キチン等のナノファイバーで強化された樹脂複合体は、光学上透明な材料であ
り、光学分野における光学レンズ、電子装置部品等の精密部品に適用することができる。
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【００３４】
多糖類のナノファイバー（Ａ）として、セルロース、リグノセルロース、キチン又はキ
トサンのナノファイバーをそのまま使用することができる。更に、これらナノファイバー
の表面に存在する水酸基が、疎水化変性、カチオン変性、アニオン変性等の化学修飾され
た変性ナノファイバーも使用することができる。
【００３５】
セルロースのナノファイバー（CNF）
セルロースの原料として用いられる植物繊維は、木材、竹、麻、ジュート、ケナフ、綿
、ビート、農産物残廃物、布といった天然植物原料から得られるパルプ、使用済みの紙等
が挙げられる。木材としては、例えば、シトカスプルース、スギ、ヒノキ、ユーカリ、ア
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カシア等が挙げられ、紙としては、脱墨古紙、段ボール古紙、雑誌、コピー用紙等が挙げ
られるが、これらに限定されるものではない。植物繊維は、1種単独でも用いてもよく、
これらから選ばれた2種以上を用いてもよい。
【００３６】
これらの中で、パルプやパルプをフィブリル化したフィブリル化セルロースが好ましい
原材料として挙げられる。パルプは、植物原料を化学的に、機械的に又は両者を併用して
パルプ化することで得られる。例えば、ケミカルパルプ（クラフトパルプ（KP）、亜硫酸
パルプ（SP））、セミケミカルパルプ（SCP）、ケミグランドパルプ（CGP）、ケミメカニ
カルパルプ（CMP）、砕木パルプ（GP）、リファイナーメカニカルパルプ（RMP）、サーモ
メカニカルパルプ（TMP）、ケミサーモメカニカルパルプ（CTMP）、及びこれらのパルプ
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を主成分とする脱墨古紙パルプ、段ボール古紙パルプ、雑誌古紙パルプが好ましい。これ
らの原材料は、必要に応じ、脱リグニン、又は漂白を行い、当該パルプ中のリグニン量を
調整することができる。
【００３７】
これらのパルプの中でも、繊維の強度が強い針葉樹由来の各種クラフトパルプ（針葉樹
未漂白クラフトパルプ（NUKP）、針葉樹酸素晒し未漂白クラフトパルプ（NOKP）、針葉樹
漂白クラフトパルプ（NBKP））が特に好ましい。
【００３８】
パルプは主にセルロース、ヘミセルロース、リグニンから構成される。パルプ中のリグ
ニン含有量は、特に限定されるものではない。パルプ中のリグニン含有量は、通常0〜40
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重量%程度であり、好ましくは0〜10重量%程度である。リグニン含有量の測定は、Klason
法により測定することができる。
【００３９】
植物の細胞壁の中では、幅4nm程のセルロースミクロフィブリル（シングルセルロース
ナノファイバー）が最小単位として存在する。これが、植物の基本骨格物質（基本エレメ
ント）である。そして、このセルロースミクロフィブリルが集まって、植物の骨格を形成
している。
【００４０】
植物繊維を解繊し、セルロースのナノファイバー（以下「CNF」とも記す）を調製する
方法としては、パルプ等のセルロース繊維含有材料を解繊する方法が挙げられる。解繊方
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法としては、例えば、セルロース繊維含有材料の水懸濁液又はスラリーを、リファイナー
、高圧ホモジナイザー、グラインダー、一軸又は多軸混練機（好ましくは二軸混練機）、
ビーズミル等による機械的な摩砕又は叩解することにより解繊する方法が使用できる。必
要に応じて、上記の解繊方法を組み合わせて処理してもよい。これらの解繊処理の方法と
しては、例えば、特開2011‑213754号公報、特開2011‑195738号公報に記載された解繊方法
等を用いることができる。
【００４１】
CNFは、セルロース繊維を含む材料（例えば、木材パルプ等）を、その繊維をナノサイ
ズレベルまで解きほぐした（解繊処理した）ものである。CNFの繊維径の平均値（繊維幅
）は4〜200nm程度が好ましく、繊維長の平均値は5μm程度以上が好ましい。CNFの繊維径
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の平均値は、4〜150nm程度がより好ましく、4〜100nm程度が更に好ましい。CNFの繊維径
の平均値（平均繊維径）及び繊維長の平均値（平均繊維長）は、電子顕微鏡の視野内のCN
Fの少なくとも50本以上について測定した時の平均値である。
【００４２】
本発明で使用されるCNFとして、リグニンを含むパルプ（リグノパルプと呼ぶ）から脱
リグニンすることなく／又は含有リグニン量を調整して製造されるナノファイバー(これ
らのリグニンを含むナノファイバーを、リグノセルロースナノファイバーと呼び、本明細
書ではリグノCNFと記載することもある)も使用することができる。
【００４３】
即ち、本発明の実施をするために、リグニンを含まないCNFもリグノCNFも使用すること
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ができる。
【００４４】
リグノセルロースは、植物の細胞壁を構成する、複合炭化水素高分子であり、主に多糖
類のセルロース、ヘミセルロースと芳香族高分子であるリグニンから構成されていること
が知られている。本発明に使用するリグノCNFの製造で使用されるリグノパルプ中のリグ
ニン含有率は、セルロース重量に対し通常2〜70重量%程度であり、好ましくは5〜65重量%
程度であり、より好ましくは10〜60重量%程度である。
【００４５】
CNFの比表面積は、70〜300m2/g程度が好ましく、70〜250m2/g程度がより好ましく、100
〜200m2/g程度が更に好ましい。CNFの比表面積を高くすることで、樹脂と組み合わせて組
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成物とした場合に、接触面積を大きくすることができ、樹脂成形材料の強度を向上させる
ことができる。また、CNFは樹脂組成物の樹脂中で凝集せず、樹脂成形材料の強度を向上
させることができる。
【００４６】
CNFは、高比表面積（70〜300m2/g程度）であり、鋼鉄と比較して軽量であり且つ高強度
である。CNFは、ガラスと比較して熱変形が小さい（低熱膨張）。CNFは、高強度且つ低熱
膨張であり、持続型資源材料として有用な素材である。CNFと樹脂等の高分子材料とを組
み合わせて高強度及び低熱膨張とする複合材料を作製することが可能である。
【００４７】
本発明では、更に、使用する樹脂に応じて、CNF及び／又はリグノセルロースナノファ
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イバーの表面に存在する水酸基を疎水化、カチオン変性又はアニオン変性等の化学修飾す
ることが好ましい。化学修飾（化学変性）は、CNF及び／又はリグノセルロースナノファ
イバーを、一般に疎水化変性又はイオン化変性するものである。変性CNF及び変性リグノ
セルロースナノファイバーは、樹脂との親和性が良好であり、好ましく使用することがで
きる。
【００４８】
このような化学変性CNF及び化学変性リグノセルロースナノファイバーは、特開2010‑21
6021又は特開2011‑213754に開示されている方法を基に調製することが好ましい。
【００４９】
化学変性の中でも、疎水化変性は、例えば、アセチル化、プロピオニル化、ブチリル化
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、ラウロイル化、ステアロイル化、ベンゾイル化等のアシル化、メチル化、エチル化、ベ
ンジル化やシアノエチル化等の置換又は非置換アルキル基によるアルキル化、シランカッ
プリング処理等の化学処理による化学変性が好ましい。
【００５０】
アシル基、アルキル基での修飾によってCNF及び／又はリグノセルロースナノファイバ
ーの表面に存在する水酸基が疎水化される。
【００５１】
本発明に使用するアシル化CNF及び/又はリグノCNFは、アセチル基、プロピオニ基、ア
クリロイル基（2‑プロぺノイル基）、ブチロイル基などの炭素数2〜4のアルキルカルボニ
ル又はアルケニルカルボニル基でナノファイバー表面の水酸基がエステル化された、CNF

50

(11)

JP 2016‑153470 A 2016.8.25

及び／又はリグノCNFは、低コストで容易に製造することができることから、本発明に好
適に使用することができる。
【００５２】
疎水性の高い樹脂と化学修飾されたCNF(又は疎水性の高い樹脂と化学修飾されたリグノ
CNF）との樹脂組成物又は成形体（成型体）を製造する場合には、ヘプタノイル、ヘキサ
ノイル、オクタノイル、デカノイル、ドデカノイル、ステアロイル、オレオイル等、炭素
数５〜18のカルボン酸から水酸基を除去した残基で示されるアシル基、又は、安息香酸、
p‑安息香酸又はフェニル酢酸などの芳香族カルボン酸又は芳香族置換低級アルキルカルボ
ン酸から水酸基を除去した残基で示されるアシル基によってナノファイバー表面の水酸基
がエステル化されたCNF及びリグノCNFは疎水性が高いので、好適に本発明に使用すること
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ができる。
【００５３】
この様なアシル化CNF及び／又はリグノCNFは、アシル化剤（例えば、カルボン酸ハライ
ド又はカルボン酸無水物）をCNF又はリグノCNFと反応するか、アシル化剤（例えば、カル
ボン酸ハライド又はカルボン酸無水物）をセルロース又はリグノセルロースと反応したの
ちに解繊（フィルビル化）することにより製造できる。尚、これらカルボン酸ハライド又
はカルボン酸無水物は1種類又は2種類以上を併用して用いることもできる。
【００５４】
ナノファイバー表面の水酸基がアルキル基で変性されたCNF及びリグノCNF（アルキル化
CNF及びアルキル化リグノCNFという）の中で、メチル基、エチル基又はプロピル基のよう
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に炭素数1〜3の低級アルキル基でアルキル化されたCNF及びリグノCNFは、低コストで容易
に製造できることから、本発明に好適に使用できる。
【００５５】
本発明では、アミノ基を有するシランカップリング剤、グリシジルトリアルキルアンモ
ニウムハライド若しくはそのハロヒドリン型化合物等の修飾によりにより、ナノファイバ
ーの表面に存在する水酸基がカチオン変性等のイオン化変性された変性CNF及び／又は変
性リグノセルロースナノファイバーを使用することも好ましい。
【００５６】
カルボキシメチル又はカルボキシエチルのようなカルボキシ基を有する低級アルキル基
によるアルキル化（カルボキシアルキル化という）、無水コハク酸、アルキル又はアルケ
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ニル無水コハク酸のような環状酸無水物によるモノエステル化、カルボキシル基を有する
シランカップリング剤による修飾等により、ナノファイバーの表面に存在する水酸基がア
ニオン変性された変性CNF及び／又は変性リグノセルロースナノファイバーを本発明に使
用することが好ましい。
【００５７】
アルキル又はアルケニル無水コハク酸のような環状酸無水物によるモノエステル化によ
るCNF及び/又はリグノセルロースナノファイバーのアニオン変性では、CNF及び/又はリグ
ノセルロースナノファイバーを、アルキル、又はアルケニル無水コハク酸によるハーフエ
ステル化後に、生成したカルボン酸の一部、又は全部を金属水酸化物等のアルカリで中和
することにより行うことが好ましい。アルキル、又はアルケニル無水コハク酸としては、

40

炭素数4〜20のオレフィン由来の骨格と無水マレイン酸骨格を持つ化合物を使用すること
が好ましい。具体的には、オクチル無水コハク酸、ドデシル無水コハク酸、ヘキサデシル
無水コハク酸、オクタデシル無水コハク酸等のアルキル無水コハク酸、ペンテニル無水コ
ハク酸、ヘキセニル無水コハク酸、オクテニル無水コハク酸、デセニル無水コハク酸、ウ
ンデセニル無水コハク酸、ドデセニル無水コハク酸、トリデセニル無水コハク酸、ヘキサ
デセニルコハク酸無水物、オクタデセニルコハク酸無水物等のアルケニルコハク酸無水物
を使用することが好ましい。これらは１種類、又は２種類以上を併用して用いることがで
きる。
【００５８】
キチンのナノファイバー、キトサンのナノファイバー
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キチンは、キチン含有生物由来の材料から得ることができる。キチン含有生物としては
、カニ、エビ等の甲殻類、昆虫類又はオキアミなどが例示される。キチンナノファイバー
の原料となるキチン含有生物由来の材料は、例えば、昆虫類の外皮、オキアミ等の殻、甲
殻類の殻、外皮等を使用することができる。キチン含有生物由来の材料の中でも、キチン
含量の多い生物、例えば、エビ、カニ等の甲殻類の殻及び外皮が好ましい。
【００５９】
キトサンは、キチン含有生物由来の材料に含まれるキチンを脱アセチル化することで得
ることができる。
【００６０】
例えば、WO2010/073758に記載された解繊方法等を用いて、キチンを解繊しキチンナノ

10

ファイバーを調製したり、キトサンを解繊しキトサンナノファイバーを調製したりするこ
とができる。
【００６１】
生体中のキチンナノファイバーは、その周囲及び間隙に存在する蛋白質及び炭酸カルシ
ウム（金属塩）を含むマトリクスを有しているので、脱マトリクス処理（脱蛋白質処理及
び脱灰処理）を行うことが好ましい。この方法により得られるキチンナノファイバーは、
細くて均質であり、長く、分子が伸びきり鎖結晶で強度が高いものである。伸びきり鎖結
晶とは、剛直性の高分子が伸びきった状態で規則正しく配列し、束になった繊維状の結晶
のことである。エビ、カニ等の甲殻類のキチンは結晶性の高いアルファキチンであるため
、これから得られるキチンナノファイバーは、強靭な物性を発揮する。

20

【００６２】
以下の処理は、キチン含有生物由来の材料の量、キチン含有生物の種類、部位等に応じ
て適宜選択され得る。
【００６３】
脱蛋白質処理により、キチンナノファイバーを囲んでマトリックスを形成している蛋白
質が除去される。脱蛋白質処理はアルカリ処理法が好ましい。アルカリ処理では、水酸化
カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム等のアルカリ水溶液が好ましく用いられる
。アルカリ濃度は、2〜10%（w/v）程度が好ましく、3〜7%（w/v）程度がより好ましく、5
%（w/v）程度が更に好ましい。アルカリ処理温度は、80℃程度以上が好ましく、90℃程度
以上がより好ましく、アルカリ水溶液を還流しながら行うことが好ましい。アルカリ処理
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時間は、数時間〜3日間程度が好ましく、数時間〜2日間程度がより好ましい。
【００６４】
脱灰処理により、キチンナノファイバーを囲んでいる灰分、主に炭酸カルシウムが除去
される。脱灰処理は酸処理法が好ましい。酸処理は塩酸の酸の水溶液を用いることが好ま
しい。酸濃度は、4〜12%（w/v）程度が好ましく、5〜10%（w/v）程度がより好ましい。酸
処理温度は、10〜50℃程度が好ましく、20〜30℃程度がより好ましく、室温が更に好まし
い。酸処理時間は、数時間〜数日間程度が好ましく、1〜3日程度がより好ましく、2日間
程度が更に好ましい。
【００６５】
キチン含有生物由来の材料から得られた外皮（キチンファイバー）を解繊処理すること

40

により、キチンナノファイバーを得ることができる。キチンナノファイバーは乾燥すると
水素結合して強固に凝集するため、キチンナノファイバーの製造方法の各処理を、材料を
乾燥させずに行うことが好ましい。解繊処理には、石臼式摩砕器、高圧ホモジナイザー、
凍結粉砕装置等の装置を用いることができる。石臼式磨砕機等を用いてグラインダー処理
を行うことが好ましい。石臼式磨砕機等の様な、より強い負荷をかけることができる装置
を用いることにより、カニ、エビ等の殻由来のアルファキチンを速やかに解繊することが
できる。その後、得られたキチンナノファイバーを水等の水性媒体に分散させても良い。
【００６６】
キチンナノファイバーを製造するに際し、更に脱色処理を行っても良い。脱色処理は、
脱蛋白質処理及び脱灰処理の後で行うことが好ましい。脱色処理は、塩素系漂白剤、酸素
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系漂白剤、還元系漂白剤等を使用が好ましい。脱色処理は、例えば、酢酸緩衝液等の緩衝
液中、1〜2%程度の次亜塩素酸ナトリウムを用いて、70〜90℃程度の温度で数時間行うこ
とが好ましい。
【００６７】
脱蛋白質処理、脱灰処理、脱色処理、解繊処理及び酸性試薬での処理を効率良く行うた
めに、更に粉砕処理を行っても良い。粉砕処理は、解繊処理の直前に行うことが好ましい
。粉砕処理は、ホモジナイザー処理やミキサー処理等が好ましい。粉砕処理は、例えば、
家庭用フードプロセッサーにより行っても良い。
【００６８】
脱灰処理されたキチン含有材料を酸性試薬にて処理することにより、キチンナノファイ
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バーの水分散性を向上させることができる。酸性試薬での処理は、材料に酸性試薬を浸透
させることが好ましく、酸の水溶液に脱灰処理されたキチン含有材料を浸漬することによ
り行うことが好ましい。この処理では、水分散性の向上のみならず、キチンナノファイバ
ーの繊維幅（又は繊維径）のばらつきを抑えることもできる。酸性試薬は弱酸が好ましく
、酢酸がより好ましい。弱酸の水溶液のpHは、pH2〜5程度が好ましく、pH2.5〜4.5程度が
より好ましく、pH3〜4程度が更に好ましい。処理温度は、10〜50℃程度が好ましく、20〜
30℃程度がより好ましく、室温が更に好ましい。処理時間は、1時間〜1日程度が好ましく
、3〜12時間程度がより好ましく、一晩処理することが好ましい。酸性試薬による処理は
、解繊処理の前に行うことが好ましく、脱蛋白質処理及び脱灰処理の後に行うことが好ま
しい。酸性試薬による処理は、キチンナノファイバーの精製がある程度進んだ段階で行う
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ことが好ましく、解繊処理の直前に行うことがより好ましい。
【００６９】
キチン含有生物由来の材料を、脱蛋白質処理及び脱灰処理し、更に脱アセチル化処理し
た後、解繊処理を施すことにより、キトサンナノファイバーを得ることができる。脱蛋白
処理、脱灰処理、解繊処理は、上記キチンナノファイバーの製造における処理と同様であ
る。脱蛋白質処理と脱アセチル化処理とを同時に行うことも可能である。更に、既に脱蛋
白処理及び脱灰処理を行った市販のキチン粉末を脱アセチル化処理することにより、キト
サンナノファイバーを製造することも可能である。脱アセチル化処理はアルカリ処理法が
好ましい。アルカリ処理による脱アセチル化では、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、
水酸化リチウム等のアルカリ水溶液が好ましい。アルカリ濃度は、20〜50%（w/v）程度が
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好ましく、30〜40%（w/v）程度がより好ましく、40%（w/v）程度が更に好ましい。アルカ
リ処理温度は、80℃程度以上が好ましく、90℃程度以上がより好ましく、アルカリ水溶液
を還流しながら行うことが好ましい。処理時間は、30分〜3日間程度が好ましく、30分〜
一晩程度行なうことがより好ましい。なお、キトサンナノファイバーは乾燥すると水素結
合して強固に凝集するため、各処理は、材料を乾燥させずに行うことが好ましい。
【００７０】
キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーの繊維径の平均値（繊維幅の平均値
）は、2〜30nm程度が好ましく、2〜20nm程度がより好ましく、5〜20nm程度が更に好まし
い。ファイバーの繊維径の平均値は、電子顕微鏡観察にて観察した場合に、繊維径が2〜2
0nm程度であるファイバーの割合が好ましくは全体の50%程度以上を占める状態である。繊
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維径が2〜20nm程度であるファイバーは、60％程度以上がより好ましく、70%程度以上が更
に好ましい。キチンナノファイバー及びキトサンナノファイバーは、細くて均質であり、
しかも極めて長く、繊維が伸びきり鎖微結晶で強度が高いものである。キチンナノファイ
バー及びキトサンナノファイバーを含有する複合材料は、熱膨張が少なく、しかも優れた
光透過性及び柔軟性を示す。
【００７１】
多糖類のナノファイバー（Ａ）は、セルロースナノファイバー、リグノセルロースナノ
ファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノファイ
バー、キチンナノファイバー及びキトサンよりなる群から選ばれる少なくとも１種のナノ
ファイバーが好ましい。
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【００７２】
分散媒（Ｂ）
多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合し、次いで得られた混合物にモ
ノマー（Ｃ）を混合する。そのため、多糖類のナノファイバーとモノマーとの双方に対し
て分散性を向上することができる分散媒を使用することが好ましい。
【００７３】
分散媒は、多糖類のナノファイバーを分散させる性質を有し、しかもモノマーを溶解し
ない性質のものが好ましい。親水性の高い多糖類のナノファイバーを分散体中で良好に分
散できるという理由から、水及び親水性有機溶媒よりなる群から選ばれる少なくとも１種
の分散媒を使用することが好ましい。水性分散媒は水を含んでも良い。水を含む水性分散
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媒を用いた場合、多糖類のナノファイバー、モノマー等を含む水性分散液となる。
【００７４】
多糖類のナノファイバー及びモノマーの分散性を向上させることができるという理由か
ら、水と相溶性を有する低級アルコール等の親水性有機溶媒を併用しても良い。低級アル
コールとしては、メチルアルコール、エチルアルコール、n‑プロピルアルコール、イソプ
ロピルアルコール、1,3‑ブチルアルコール、sec‑ブチルアルコール、イソブチルアルコー
ル、tert‑ブチルアルコール、ベンジルアルコール等の炭素数１〜７のアルコール；グリ
セリン、イソプロピレングリコール、プロピレングリコール、1,3‑ブチレングリコール等
の炭素数2〜5の多価アルコールを例示することができる。その他の親水性有機溶媒として
は、酢酸メチル、酢酸エチル、アセトン、アセト酢酸メチル等が挙げられる。分散媒（Ｂ
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）としては、水のみを用いても良く、1種又は2種以上の水以外の溶媒を組み合わせて混合
溶媒として用いることもできる。
【００７５】
モノマー（Ｃ）
モノマーは、反応して重合体（樹脂）を生成し得る低分子化合物が好ましい。モノマー
（Ｃ）を重合させることにより樹脂（Ｆ）を形成することができる。モノマーは、分散媒
に分散可能な低分子化合物であることが好ましい。尚、モノマーの代わりに樹脂のオリゴ
マー（モノマーの低重合体）を使用することもできる。
【００７６】
モノマーは、熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を構成する少なくとも１種のモノマーであ
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ることが好ましい。モノマーは、特に加熱処理により、又は光照射若しくは放射線照射に
より重合が進行し、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等の重合体を生成できる低分子化合物が
好ましい。
【００７７】
熱可塑性樹脂としては、ナイロン樹脂（ポリアミド、PA）、ポリスチレン（PS）、アク
リル樹脂、（メタ）アクリル樹脂、ビニルエステル樹脂、ポリカーボネート、ポリエステ
ル等が挙げられる。これらの熱可塑性樹脂は、単独で使用してもよく、２種以上の混合樹
脂又は共重合樹脂として用いても良い。熱可塑性樹脂の中でも、樹脂組成物とした場合の
補強効果を十分に得ることができるという理由、また分散媒中で均一に分散できる理由か
ら、アクリル樹脂、（メタ）アクリル樹脂、PA、ポリカーボネートが好ましい。ナイロン
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はωアミノ酸の重縮合反応で合成されるn‑ナイロンと、ジアミンとジカルボン酸との共縮
重合反応で合成されるn,m‑ナイロンとがある。
【００７８】
ナイロン樹脂を構成するモノマーとしては、ε‑カプロラクタム（炭素数6、ナイロン6
）、ウンデカンラクタム（炭素数11、ナイロン11）、ラウリルラクタム（炭素数12、ナイ
ロン12）、ヘキサメチレンジアミン（炭素数6）及びアジピン酸（炭素数6）（ナイロン66
）、ヘキサメチレンジアミン（炭素数6）及びセバシン酸（炭素数10）（ナイロン610）、
ヘキサメチレンジアミン（炭素数6）及びテレフタル酸（ナイロン6T）、ヘキサメチレン
ジアミン（炭素数6）及びイソフタル酸（ナイロン6I）、ノナンジアミン（炭素数9）及び
テレフタル酸（ナイロン9T）、メチルペンタジアミン（メチル基+炭素数5）及びテレフタ
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ル酸（ナイロンM5T）、カプロラクタム（炭素数6）及びラウリルラクタム（炭素数12）（
ナイロン612）等が好ましい。
【００７９】
ポリスチレン（PS）のモノマーには、スチレン、ポリカーボネートのモノマーとしては
、ビスフェノールジフェニルカーボネート等が好ましい。
【００８０】
アクリル樹脂又はメタアクリル樹脂のモノマーとしては、アクリル酸エステル又はメタ
クリル酸エステルが、多糖類ナノファバーと共に分散体(エマルジョン)を形成し易いとい
う理由から、これらエステル類を使用することが好ましい。
【００８１】

10

アクリル酸エステル（アクリレート）及びメタクリル酸エステル（メタクリレート）と
しては、以下の単官能、2官能若しくは3官能アクリレート及び単官能、2官能若しくは3官
能メタクリレートが好ましい。特に、本発明の製造方法において、エマルジョン（分散体
）調製の容易さとその後の工程でのモノマーとナノファイバーの均一な混合物の調製の容
易さの観点から、これらアクリル酸エステル（アクリレート）及びメタクリル酸エステル
（メタクリレート）のうちで、常温で液体のものが好ましい。
【００８２】
単官能アクリレート
【００８３】
【表１】
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【００８４】
2官能アクリレート
【００８５】
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【表２】
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【００８６】
多官能アクリレート
【００８７】
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【表３】
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【００８８】
単官能メタクリレート
【００８９】
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【表４】

10

【００９０】
2官能及び多官能メタクリレート
【００９１】
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【表５】
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【００９２】
熱硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂（尿素樹
脂）、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ポリウレタン
、ケイ素樹脂、ポリイミド等が挙げられる。これらの熱硬化性樹脂は、1種単独又は2種以
上組み合わせて使用できる。エポキシ樹脂を用いる場合は。硬化剤を配合することができ
る。
【００９３】
モノマーが熱硬化性樹脂を構成する場合、エポキシ樹脂の構成成分（プレポリマー）と
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しては、ビスフェノールA及びエピクロルヒドリンの共重合体が好ましい。フェノール樹
脂の構成成分として、フェノール及びホルムアルデヒドからなるオリゴマー（レゾールま
たはノボラック）が好ましい。ユリア樹脂の構成成分として、尿素及びホルムアルデヒド
とが好ましい。メラミン樹脂の構成成分として、メラミン及びホルムアルデヒドが好まし
い。不飽和ポリエステル樹脂の構成成分としては、無水マレイン酸とグリコールとの縮合
体等の不飽和エステルが好ましい。ポリウレタンの構成成分として、各種ジイソシアネー
ト及び各種ジオールモノマー又はトリオール（グリコールを主とするポリオール等）が好
ましい。
【００９４】
熱硬化性樹脂を構成するモノマーは、通常、分散媒体への分散性または溶解性の異なる

10

複数種のモノマーを組み合わせて使用される。本発明の方法によりナノファイバーと熱硬
化性樹脂を含む樹脂組成物を製造するには、分散媒への分散を容易にするためにこれらモ
ノマーからなるオリゴマーを使用することが好ましい。
【００９５】
その他の成分
上記分散体中に含まれる各成分に加え、例えば、相溶化剤；界面活性剤（上記以外のも
の）；でんぷん類、アルギン酸等の多糖類；ゼラチン、ニカワ、カゼイン等の天然たんぱ
く質；タンニン、ゼオライト、セラミックス、金属粉末等の無機化合物；着色剤；可塑剤
；香料；顔料；流動調整剤；レベリング剤；導電剤；帯電防止剤；紫外線吸収剤；紫外線
分散剤；消臭剤等の添加剤を配合してもよい。また、使用するモノマーまたはオリゴマー

20

の種類により、重合触媒、イオン重合開始剤又はラジカル重合開始剤を配合してもよい。
任意の添加剤の含有割合としては、本発明の効果が損なわれない範囲で適宜含有されても
よい。
【００９６】
分散体（Ｄ）の組成
分散体（Ｄ）中の多糖類のナノファイバー（Ａ）の含有割合は、樹脂組成物とした場合
の補強効果を十分に得ることができるという理由、また分散媒（Ｂ）中で均一に分散でき
る理由から、分散体（Ｄ）中に0.01〜5質量%程度含まれることが好ましく、0.05〜3質量%
程度含まれることがより好ましく、0.1〜2質量%程度含まれることが更に好ましい。
【００９７】

30

分散体（Ｄ）中の分散媒（Ｂ）の含有割合は、多糖類のナノファイバー（Ａ）及びモノ
マー（Ｃ）を均一に分散できる理由から、分散体中に60〜99.8質量%程度含まれることが
好ましく、80〜99質量%程度含まれることがより好ましく、90〜98質量%程度含まれること
が更に好ましい。
【００９８】
分散体（Ｄ）中のモノマー（Ｃ）の含有割合は、樹脂組成物とした場合の補強効果を十
分に得ることができるという理由、また分散媒（Ｂ）中で均一に分散できる理由から、分
散体（Ｄ）中に0.1〜50質量%程度含まれることが好ましく、1〜40質量%程度含まれること
がより好ましく、2〜30質量%程度含まれることが更に好ましい。
【００９９】

40

分散体（Ｄ）中で、モノマー（Ｃ）に対する多糖類のナノファイバー（Ａ）の含有量は
、前記と同じ理由から、モノマー（Ｃ）100質量部に対して0.01〜300質量部程度含まれる
ことが好ましく、0.1〜100質量部程度含まれることがより好ましく、1〜50質量部程度含
まれることが更に好ましい。
【０１００】
分散体（Ｄ）は、通常液状である。分散体（Ｄ）のpHは、実用上4〜11程度の範囲が好
ましく、6〜8の範囲にあることがより好ましい。pH調整には、塩基性物質又は酸性物質を
用いて行うことが行うことができる。塩基性物質としては水酸化ナトリウムや水酸化カリ
ウム等の無機塩基；トリエタノールアミンやジイソプロパノールアミン等の有機アミン類
；アルギニン、リジン、オルニチン等の塩基性アミノ酸等を挙げることができる。また、
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酸性物質としては、塩酸、硝酸、メタスルホン酸、硫酸、p‑トルエンスルホン酸、リン酸
、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、コハク酸等の無機酸及び有機酸を挙げることができる。
【０１０１】
（２）分散体（Ｄ）の製造方法
本発明の分散体（Ｄ）の製造方法は、
分散体（Ｄ）が多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）を含み
、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、及び
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合する工程

10

を含む。
【０１０２】
多糖類のナノファイバー（Ａ）は、セルロースナノファイバー、リグノセルロースナノ
ファイバー、化学修飾セルロースナノファイバー、化学修飾リグノセルロースナノファイ
バー、キチンナノファイバー及びキトサンよりなる群から選ばれる少なくとも１種のナノ
ファイバーが好ましい。モノマー（Ｃ）は、重合して樹脂（Ｆ）を形成する低分子化合物
であり、透明な樹脂を形成させる場合には、ポリエステル、アクリル樹脂、透明エポキシ
樹脂、ポリスチレン樹脂、透明AS樹脂、ABS樹脂等の透明樹脂を構成するモノマーが好ま
しい。
【０１０３】

20

分散体（Ｄ）の製造方法では、多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノ
マー（Ｃ）の順に、それらの成分を決めることが重要である。
【０１０４】
多糖類のナノファイバー（Ａ）と樹脂（Ｆ）とからなる透明な樹脂組成物（Ｇ）を製造
するには、多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマー（Ｃ）の均一な分
散体（Ｄ）を調製することが重要である。その分散体（Ｄ）から、分散媒（Ｂ）を除去す
ることにより、実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノ
マー（Ｃ）との均一な混合物（Ｅ）を調製することができる。この混合物（Ｅ）を用いて
、混合物（Ｅ）に含まれるモノマー（Ｃ）を重合させることにより、透明な樹脂組成物（
Ｇ）を製造することができる。

30

【０１０５】
本発明の分散体を用いることにより、三次元成形又は成型が可能な複合材料を製造する
ことが可能となる。この分散体は簡単なプロセスで製造でき、複雑な形状の成型体又は成
形体に適用できる。ナノファイバーを、極性の近い水等の分散媒中に分散させ、次いでそ
こにその分散媒と極性が異なるアクリルモノマー等のモノマーを添加する。次いでその混
合物を強く撹拌しエマルジョンを形成させ、次いでそれを濾過などにより分散媒を取除く
。その結果、ナノファイバーの網の目の間に、油滴の様にモノマーがトラップされ、残る
。すなわち、実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマ
ー（Ｃ）との均一な混合物（Ｅ）が調製される。このようにして調製した上記混合物（Ｅ
）を加熱し、混合物（Ｅ）中のモノマーを重合しながら成型又は成形することにより、良

40

好に三次元成形又は成型することができる。この成型体又は成形体は優れた透明性を示し
、少ないナノファイバー含有量（繊維量）であっても高い補強性を示す。
【０１０６】
本発明の分散体の製造方法は、工程（１）において、多糖類のナノファイバー（Ａ）と
分散媒（Ｂ）とを混合する。分散体の製造方法では、多糖類のナノファイバー（Ａ）の極
性の程度に合わせて、分散媒（Ｂ）を選択することが重要である。そのようにして選択し
た分散媒（Ｂ）は、多糖類のナノファイバー（Ａ）を分散させることができる。
【０１０７】
多糖類のナノファイバー（Ａ）として未変性のセルロース、未変性のリグノセルロース
又はキチンのナノファイバーをそのまま使用する場合、分散媒（Ｂ）は、非極性溶媒を使
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用すると未変性のセルロース、未変性のリグノセルロース又はキチンのナノファイバーは
凝集するという理由から、水、アセトン、メタノール、エタノールなどの水溶性有機溶媒
、これら水溶性有機溶媒と水の混合溶媒等の極性溶媒を使用することが好ましい。
【０１０８】
多糖類のナノファイバー（Ａ）として表面に存在する水酸基がカチオン変性、アニオン
変性等の化学修飾された変性ナノファイバーをそのまま使用する場合も、分散媒（Ｂ）は
、前記極性溶媒を使用することが好ましい。
【０１０９】
本発明の分散体の製造方法は、次の工程（２）において、工程（１）で得られた多糖類
のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合物に、モノマー（Ｃ）を混合する。分散

10

体の製造方法では、ナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合物にモノマー（Ｃ）を
加えた時にエマルジョンを形成するようなモノマー（Ｃ）を選択することが重要である。
【０１１０】
分散媒（Ｂ）として、水、水溶性有機溶媒等の極性溶媒を使用する場合、これら溶媒に
溶解するモノマー（Ｃ）を選択すると、エマルジョンが形成し難いという理由から、例え
ば、アクリル樹脂モノマー又はメタクリル樹脂のモノマーを選択する場合には、上記の溶
媒に対して溶解度の小さい前記のアクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等を使用す
ることが好ましい。
【０１１１】
工程（１）及び（２）の混合は、撹拌等により行なうことができる。撹拌にあたっては

20

遊星撹拌機、超音波ホモジナイザー、プロペラ撹拌機等を使用することが好ましい。分散
させるための混合時間は、分散媒（Ｂ）中で、多糖類のナノファイバー（Ａ）及びモノマ
ー（Ｃ）の分散の程度に応じて適宜設定できる。また、ミキサー、ブレンダー、二軸混練
機、ニーダー、ラボプラストミル、ホモジナイザー、高速ホモジナイザー、高圧ホモジナ
イザー、遊星攪拌装置、３本ロール等の混合又は攪拌できる装置で混合、攪拌する方法を
用いても良い。混合温度は、分散媒（Ｂ）中で、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマ
ー（Ｃ）とを均一に混合することができるという理由から、実用上5〜40℃程度が好まし
く、10〜30℃程度がより好ましい。
【０１１２】
（３）混合物（Ｅ）及びその製造方法

30

本発明の混合物（Ｅ）は、実質的に分散媒（Ｂ）を含まず、多糖類のナノファイバー（
Ａ）とモノマー（Ｃ）とを含む。混合物（Ｅ）は、前記分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を
除去することにより、実質的に分散媒（Ｂ）を含まない。混合物（Ｅ）は、多糖類のナノ
ファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）とが均一に混ざり合っている。ここで、本発明でいう
「実質的に分散媒を含まない」とは、多糖類のナノファイバーとモノマーとの混合物を用
いて、そのモノマーを重合して樹脂を形成させた時に、多糖類のナノファイバーを含む樹
脂組成物中で、分散媒が液滴又は気泡として残存しない程度の状態を意味する。
【０１１３】
混合物（Ｅ）を構成する多糖類のナノファイバー（Ａ）及びモノマー（Ｃ）や、実質的
に取り除かれる分散媒（Ｂ）は、前記分散体（Ｄ）で記したものと同じである。

40

【０１１４】
混合物（Ｅ）の製造方法は、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合し、分散体（Ｄ）を得る工程、及び
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去する工程
を含む。
【０１１５】
この製造方法により、混合物（Ｅ）は、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ
）とを均一に分散された状態で含み、実質的に分散媒（Ｂ）を含まない。

50

(23)

JP 2016‑153470 A 2016.8.25

【０１１６】
混合物（Ｅ）の製造方法の工程（１）及び（２）は、前記分散体（Ｄ）の製造方法で記
した工程（１）及び（２）と同じである。
【０１１７】
工程（３）の分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去する方法は、吸引ろ過、脱水、乾燥
、等により行なうことが好ましい。
【０１１８】
この方法により、分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去した後は、多糖類のナノファイ
バー（Ａ）とモノマー（Ｃ）とが均一に混ざり合った状態、言い換えるとモノマー（Ｃ）
内に多糖類のナノファイバー（Ａ）が一様に埋め込まれたネットワークを形成した状態を

10

保持することができる。この混合物中のモノマーを成型操作と同時に重合させると（樹脂
を形成させると）、樹脂中で多糖類のナノファイバーが均一に混ざり合った立体構造（三
次元構造）の成型体を得ることができる。
【０１１９】
分散体（Ｄ）及び混合物（Ｅ）の説明
図２aに、分散媒（Ｂ）として水を用いて、その分散媒（Ｂ）中に、モノマー（Ｃ）と
してアクリル樹脂を構成するモノマーと、多糖類のナノファイバー（Ａ）としてキチンの
ナノファイバーとが混ざり合った水懸濁液（分散体（Ｄ））を表す。
【０１２０】
図２bに、そのキチンのナノファイバー（多糖類のナノファイバー（Ａ））によって安

20

定化された、アクリル樹脂モノマー（Ｃ）と水（分散媒（Ｂ））とのエマルジョンの顕微
鏡写真を表す。
【０１２１】
図３に、水（分散媒（Ｂ））中で、多糖類のナノファイバー（Ａ）によってモノマー（
Ｃ）（重合して樹脂（Ｆ）を形成する成分）が安定化されたエマルジョンの模式図を表す
。●（丸）はモノマーを表し、〜（線）はナノファイバーを表す。
【０１２２】
（４）樹脂組成物（Ｇ）及びその製造方法
本発明の樹脂組成物（Ｇ）は、多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノ
マー（Ｃ）を含む分散体（Ｄ）を用いて、そのモノマー（Ｃ）を重合させるにより得られ

30

る樹脂（Ｆ）を含む。また、本発明の樹脂組成物（Ｇ）は、実質的に分散媒（Ｂ）を含ま
ず、多糖類のナノファイバー（Ａ）及びモノマー（Ｃ）を含む混合物（Ｅ）を用いて、そ
のモノマー（Ｃ）を重合させるにより得られる樹脂（Ｆ）を含む。
【０１２３】
樹脂組成物（Ｇ）を構成する多糖類のナノファイバー（Ａ）、分散媒（Ｂ）及びモノマ
ー（Ｃ）は、前記分散体（Ｄ）又は混合物（Ｅ）で記したものと同じである。樹脂組成物
（Ｇ）は、多糖類のナノファイバー（Ａ）と、モノマー（Ｃ）を重合させることにより生
成したた樹脂（Ｆ）とが樹脂組成物（Ｇ）中で均一に混ざり合っていることが特徴である
。
【０１２４】

40

樹脂組成物（Ｇ）の製造方法は、
多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の製造方法であ
って、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合し、分散体（Ｄ）を得る工程、及び
（２a）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ
）を形成させる工程
を含む。
【０１２５】
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また、樹脂組成物（Ｇ）の製造方法は、
多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の製造方法であ
って、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物に、モノマー（Ｃ）を混合して分散体（Ｄ）を得る工程、
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去し、実質的に分散
媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との均一な混合物
（Ｅ）を得る工程、及び
（４）前記工程（３）で得られた混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ

10

）を形成させる工程
を含む。
【０１２６】
これらの製造方法により、モノマー（Ｃ）は重合され、樹脂（Ｆ）と多糖類のナノファ
イバー（Ａ）とが均一に混ざり合った樹脂組成物（Ｇ）を得ることができる。分散体（Ｄ
）又は混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を成型操作と同時に重合させると（樹脂（Ｆ）を
形成させると）、樹脂（Ｆ）中で多糖類のナノファイバー（Ａ）が均一に分散した立体構
造の成型体を得ることができる。
【０１２７】
樹脂組成物を作製する場合、混練機等を用いて、(i)多糖類（繊維）を解繊し、多糖類

20

のナノファイバーを得て、(ii)同時に多糖類と樹脂成分とを混練し、多糖類又は多糖類の
ナノファイバーと樹脂成分とを複合化することも可能である。
【０１２８】
しかしながら、透明樹脂組成物を作製する場合、従来の混練方法（複合化方法）では、
樹脂組成物の透明性を維持することが困難であった。例えば、混練中に、多糖類（繊維）
が絡まったり、樹脂組成物中に入った空気が除けなかったりすることにより、樹脂組成物
の透明性が得られなかった。この原因は、樹脂組成物中で、多糖類（又は多糖類のナノフ
ァイバー）と、重合して樹脂を構成するモノマーとが均一に分散されていないことである
と考えられる。更に、樹脂組成物は、多糖類（繊維）間で水素結合が形成されているため
、十分に変形できず、良好に三次元成形（成型）できないという問題があった。

30

【０１２９】
本発明の実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー
（Ｃ）との均一な混合物（Ｅ）は可塑性が高い。この混合物中のモノマーを重合しながら
加圧成形することが可能であるので、微細構造の金型を使用し成形操作を行った場合でも
金型の細部にこの混合物が行きわたり、そこでモノマーが重合する。したがって、本発明
によると、きわめて緻密な三次元構造の透明な成形物でも製造できるという、利点がある
。
【０１３０】
なお、不透明な成形物が必要な場合には、混合物（Ｅ）の調製に不透明なモノマーを使
用したり、またはモノマーに、例えば、顔料その他無機微粒子を混合したりすることによ

40

り、不透明な三次元構造の透明な成形物でも製造することができる。
【０１３１】
樹脂組成物（Ｇ）において、多糖類のナノファイバー（Ａ）は、0.1〜50質量%程度含ま
れることが好ましく、0.5〜40質量%程度含まれることがより好ましく、1〜30質量%程度含
まれることが更に好ましい。樹脂組成物とした場合に多糖類（又は多糖類のナノファイバ
ー）とモノマー（Ｃ）とが均一に分散された状態を維持でき、樹脂成形体（成型体）が補
強効果を示し、優れた透明性を示すフィルム、シート等の樹脂成形体（成型体）を製造す
ることができる。
【０１３２】
樹脂組成物（Ｇ）において、樹脂（Ｆ）は主要成分であり、50〜99.9質量%程度含まれ
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ることが好ましく、60〜99.5質量%程度含まれることがより好ましく、70〜99質量%程度含
まれることが更に好ましい。これにより、樹脂組成物（Ｇ）中で多糖類のナノファイバー
（Ａ）が均一に分散された状態を維持できる。樹脂組成物（Ｇ）中で多糖類のナノファイ
バー（Ａ）が均一に分散された状態になるその他の理由は、前記と同じである。
【０１３３】
樹脂組成物（Ｇ）において、樹脂（Ｆ）（モノマー（Ｃ）の重合物）100質量部に対す
る多糖類のナノファイバー（Ａ）の含有量は、前記と同じ理由から、0.1〜100質量部程度
含まれることが好ましく、0.5〜100質量部程度含まれることがより好ましく、1〜50質量
部程度含まれることが更に好ましい。樹脂（Ｆ）に対する多糖類のナノファイバー（Ａ）
の含有量は、分散体（Ｄ）又は混合物（Ｅ）に添加するモノマー（Ｃ）の含有量を元に算

10

出できる。
【０１３４】
樹脂組成物（Ｇ）の製造方法において、（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒
（Ｂ）とを混合する工程、（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ
）と分散媒（Ｂ）との混合物に、モノマー（Ｃ）を混合し、分散体（Ｄ）を得る工程、及
び（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去し、実質的に分
散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との均一な混合
物（Ｅ）を得る工程のうち、工程（１）及び（２）は、前記分散体（Ｄ）又は混合物（Ｅ
）の製造方法で記した工程（１）及び（２）と同じである。工程（１）及び（２）の混合
方法は、上記と同じ様に、撹拌等により行なうことができる。

20

【０１３５】
樹脂組成物（Ｇ）の製造方法でも、分散体（Ｄ）又は混合物（Ｅ）を製造する際には、
先ず多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合し（工程（１））、次いでそ
の混合物にモノマー（Ｃ）を混合する（工程（２））順番で、それらの成分を決めること
が重要である。先ず、多糖類のナノファイバー（Ａ）の極性の程度に合わせて、分散媒（
Ｂ）を選択して、混合することが重要である。次に、その混合物に含まれる分散媒（Ｂ）
の極性の程度に合わせて、モノマー（Ｃ）を選択して、混合することが重要である。分散
媒（Ｂ）中で、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）とが均一に分散されてエ
マルジョンを形成することができる。
【０１３６】
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樹脂組成物（Ｇ）の製造方法では、混合物（Ｅ）に含まれるモノマー（Ｃ）を重合させ
て樹脂（Ｆ）を形成させる工程を含む。これにより、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモ
ノマー（Ｃ）とが均一に混ざり合った状態でモノマー（Ｃ）が重合され、重合生成物であ
る樹脂（Ｆ）と多糖類のナノファイバー（Ａ）が均一に混ざり合った状態の樹脂組成物（
Ｇ）が製造される。
【０１３７】
混合物（Ｅ）は可塑性で三次元成形用の鋳型内(金型内)で十分に変形でき、三次元成形
（成型）用の鋳型内で成形と共にモノマーが重合し樹脂組成物（Ｇ）が生成するので良好
な三次元成形体（成型体）が製造できる。この混合物（Ｅ）を用いると、優れた透明性を
示すフィルム、シート等の樹脂成形体（成型体）も得ることができる。樹脂組成物（Ｇ）

40

の中に均一に分散された状態で存在する多糖類のナノファイバー（Ａ）は樹脂組成物（Ｇ
）に対して補強効果を良好に発現でき、従って、樹脂組成物（Ｇ）からなる成形材料及び
成形体（成型体）の機械的強度を高めることができる。
【０１３８】
工程（４）の混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ）を形成させ方法
は、使用するモノマーにもよる。例えば、重合触媒、イオン重合開始剤又はラジカル重合
開始剤を配合しておき加熱下又は／及び光照射のもとで行なうことが好ましい。この方法
では、分散体（Ｄ）からの分散媒（Ｂ）を除去した後で、モノマー（Ｃ）を重合させる。
【０１３９】
アクリル樹脂モノマー、スチレン樹脂モノマー、アクリロニトリルとスチレンの共重合
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樹脂（AS樹脂）用モノマー、アクリロニトリル、ブタジエン及びスチレン 共重合樹脂（A
BS樹脂）用のモノマー等のビニル系樹脂のモノマー（ビニル化合物）と、ナノファイバー
とを含む混合物（Ｅ）を使用して成型体を作製する場合、加熱又は／及び紫外線（UV）照
射により、これらモノマーを重合させることができる。
【０１４０】
そして、加熱によりモノマーを重合させた後に、更にUV硬化装置を用いて、紫外線硬化
させ、成型体を作製することも可能である。
【０１４１】
加熱による重合の場合、その加熱温度は、使用するモノマー、重合開始剤等に依存する
が、30℃〜150℃程度が好ましい。

10

【０１４２】
（５）成型体（成形体）
本発明の混合物（Ｅ）を用いて、フィルムのような平面構造の成型体に加え、従来の方
法と比べて、より微細で複雑な構造を有する三次元の成型体も製造することができる。立
体構造の成型体では、樹脂（Ｆ）中で多糖類のナノファイバーが分散している。
【０１４３】
本発明の、ナノファイバー (Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）の三次元成型
体の製造方法は、実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモ
ノマー（Ｃ）との均一な混合物（Ｅ）を用いて、成型用金型に入れて、モノマー（Ｃ）を
重合させて、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との樹脂組成部を生成させ

20

るとともにこれを成型することが特徴である。
【０１４４】
即ち、本発明の三次元成型体の製造方法は、
（１）実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ
）との均一な混合物（Ｅ）を成型用金型に入れる工程、及び
（２）上記混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて前記金型中で樹脂（Ｆ）を形成
させると共に生成した多糖類のナノファイバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（
Ｇ）を前記金型中で成型する工程、
を含むものである。
【０１４５】
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上記混合物（Ｅ）の製造方法は、前記と同じであるが、混合物（Ｅ）の製造工程を含め
て本発明の三次元成型体の製造工程を記載すると、以下のとおりである。
【０１４６】
即ち、本発明の三次元成型体の製造方法は、
（１）多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）とを混合する工程、
（２）前記工程（１）で得られた多糖類のナノファイバー（Ａ）と分散媒（Ｂ）との混合
物にモノマー（Ｃ）を混合して分散体（Ｄ）を得る工程、
（３）前記工程（２）で得られた分散体（Ｄ）から分散媒（Ｂ）を除去し、実質的に分散
媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）との均一な混合物
（Ｅ）を得る工程、
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（４）前記工程（３）で得られた混合物（Ｅ）を成形用金型中に入れる工程、及び
（５）混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて樹脂（Ｆ）を形成させると共に、生
成した多糖類のナノファイバー（Ａ）と樹脂（Ｆ）とを含む樹脂組成物（Ｇ）を前記金型
中で成型する工程
を含むものである。
【０１４７】
本発明の方法で光学上透明な樹脂モノマーを用いることにより、透明な成型体を作製す
ることもできる。本発明の方法で製造される樹脂組成物からなる成型体は、樹脂内に均一
に分散して存在する多糖類のナノファイバーで強化されていることから強度に優れるとと
もに熱膨張率が小さい（例えば、15ppm/K程度の低熱膨張率）。従って、従来のナノファ
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イバーを含有する繊維強化プラスチック分野に加え、より高い精密さが要求される三次元
構造の成形体（成型体）分野にも使用できる。
【０１４８】
これらの製造方法により、成型用金型中で、樹脂組成物（Ｇ）に含まれるモノマー（Ｃ
）は重合され、樹脂（Ｆ）中で多糖類のナノファイバー（Ａ）が均一に混ざり合った三次
元成型体を得ることができる。分散体（Ｄ）又は混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を成型
操作と同時に重合させると（樹脂を形成させると）、樹脂（Ｆ）中で多糖類のナノファイ
バー（Ａ）が均一に混ざり合った立体構造の成型体を得ることができる。
【０１４９】
実質的に分散媒（Ｂ）を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）とモノマー（Ｃ）と
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の均一な混合物（Ｅ）を成型用金型に入れ、次いで、その混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ
）を重合させて前記金型中で樹脂（Ｆ）を形成させると共に、生成した多糖類のナノファ
イバー（Ａ）及び樹脂（Ｆ）を含む樹脂組成物（Ｇ）を前記金型中で成型することで、微
細構造の金型を使用し成型操作を行った場合でも金型の細部にこの混合物が行きわたり、
そこでモノマーが重合する。従って、本発明によると、極めて緻密な三次元構造の透明な
成型物でも製造できる。
【０１５０】
不透明な成型物が必要な場合には、混合物（Ｅ）の調製に不透明なモノマーを使用した
り、又はモノマーに、例えば、顔料その他無機微粒子を混合したりすることにより、不透
明な三次元構造の透明な成形物でも製造することができる。成型体の強度は高く、優れた
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透明性を示すフィルム、シート等を製造することができる。
【０１５１】
混合物（Ｅ）は可塑性で三次元成型用の鋳型内で十分に変形でき、三次元成型用の鋳型
内で成型と共にモノマーが重合し樹脂組成物（Ｇ）が生成する。
【０１５２】
成型方法は、成型用金型を用いて行うことができる。成型方法は、射出成型、押出成型
、ブロー成型、真空成型、圧空成型、圧縮成型等が好ましい。
【０１５３】
射出成型では、シリンダー中で、混合物（Ｅ）の材料を加熱して流動状態にして、閉じ
た金型に圧入して成形することができる。
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【０１５４】
押出成型では、混合物（Ｅ）の材料を押出し機の中で加熱・加工して流動状態にして、
型から押出して成形することができる。
【０１５５】
ブロー成型では、混合物（Ｅ）をパイプ（ホットパリソン法）状又は２枚の板状（ホッ
トシート法）に押出し、金型でしめきり、空気を吹き込んで中空成形品をつくる。シート
を空気圧により型内で膨らませ、金型に密着させて成形することができる。
【０１５６】
真空成型では、混合物（Ｅ）のシートを加熱軟化させ、シートを型の上にのせて、シー
トと型の間の空気を抜いて真空にし、型に圧着させて成形し、冷却固化させて取り出すこ
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とができる。
【０１５７】
圧縮成型では、混合物（Ｅ）の材料を金型に入れ、圧力と熱をかけて成形することがで
きる。
【０１５８】
成型時にかける圧力、成型時間及び成型温度は、成型機、樹脂等に合わせて、適宜調整
する。
【０１５９】
上記混合物（Ｅ）中のモノマー（Ｃ）を重合させて、ナノファイバー（Ａ）と樹脂（Ｆ
）とを含む樹脂組成物（Ｇ）を成型用金型中で生成させて成型するには、使用するモノマ
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ーあるいは使用する重合触媒にもよるが加熱又は及び光照射（例えば紫外線照射）による
重合方法を用いると操作が簡単で好ましい。
【０１６０】
また、成型金型内でモノマー（Ｃ）を重合して、樹脂組成物（Ｇ）を生成させると共に
、成型された成型物はそれに含まれる樹脂（Ｆ）の重合度を更に上げてより強固にするた
めに、成型用金型から出してからさらに加熱又は光照射することが好ましい。
【０１６１】
成型樹脂として、紫外線硬化型の樹脂モノマーを使用する場合、成型後の成型体に対し
て紫外線照射し、樹脂モノマーを紫外線硬化させることが可能である。
【０１６２】

10

本発明の方法で製造された樹脂組成物、樹脂成型体は、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、容器、コンテナー等の分野に使
用することができるほか、本発明の方法で製造された樹脂組成物、樹脂成形体（樹脂成型
体）は、透明性と強度が要求される光学分野、構造材料分野、建材分野等の種々の用途に
好適に使用することができる。
本発明の方法で製造される透明基板等の成形体（成型体）は透明性が高く、例えば、有機
電界発光素子、イメージセンサ、太陽電池等の受光素子に用いる透明基板の材料として好

20

適に用いることができる。
また、本発明の方法で製造される透明基板を用いることにより、電子機器（デジカメ、ス
キャナ等）の性能向上（光学特性、消費電流の低減、使用時間の延長等）が期待できる。
また、本発明の方法で製造される透明基板は自動車、電車、船舶等の移動体の窓材料、デ
ィスプレイ、住宅、建築物、各種光学部品等、透明性が要求される用途への使用も可能で
ある。
【０１６３】
そして、本発明のセルロース、キチン等の多糖類のナノファイバーにより強化された樹
脂組成物は、光学的性質及び熱力学的性質に優れる。その樹脂組成物を用いると、光学的
に透明性の高い有用な材料を生産することができる。この材料は、光学レンズ、電子装置
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部品等の光学分野における精密部品に適用可能である。
【０１６４】
本発明により、透明性と強度に優れ、かつ、低熱膨張の三次元の精密構造体を容易に製
造できる。従って、本発明の製造方法は、光学レンズ等の光学精密部品、透明な三次元構
造の工業部品等の製造に特に有利に適用できる。
【０１６５】
更には、本発明により、従来の方法では製造が困難な、低熱膨張で、かつ、高強度の微
細な複雑構造三次元の成形体（成型体）も製造することができる。従って、本発明の樹脂
組成物、三次元成型体及びその製造方法は、医療・歯科材料、例えば、人工義歯・義歯床
の製造に適用できる。

40

【０１６６】
＜実施例＞
以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。本発明はこれら実施例
に限定されるものではない。
【０１６７】
［実施例1］
キチンナノファイバーとアクリル樹脂モノマーの、実質的に分散媒を含まない均一な混
合物と成型体の製造
【０１６８】
(1)キチンナノファイバーの準備
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多糖類のナノファイバー（Ａ）としてキチンナノファイバーを調製した。
【０１６９】
カニの殻から得られ、商業的に入手できるα‑キチン粉末を出発物質として使用した。
水中で0.4 wt%の濃度のスラリーを形成するように、乾燥キチン粉末を水の中で分散させ
た。そのキチンのスラリーに酢酸を添加し、pHをpH3〜4に調整し、キチンのフィブリル化
を促進させた。家庭用ブレンダーを用いて、そのスラリーを粗く粉砕し、そのスラリーか
ら気泡を除くために、1時間撹拌した。次いで、そのスラリーを高圧ホモジナイザー（Sta
r Burst, Sugino Machine Co. Ltd.）で処理した。その懸濁液（スラリー）のホモジナイ
ザーによる処理は、30回繰り返した。
【０１７０】
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(2)分散体の作製
乳化プロセスを説明する。分散媒（Ｂ）として水を用い、モノマー（Ｃ）としてアクリ
ル樹脂（樹脂（Ｆ））を構成するモノマー（新中村化学工業株式会社、A‑BPE‑10）を用い
た。
【０１７１】
エトキシ化ビスフェノールAジアクリレート
2.2 Bis〔4‑(AcryloxyPolyethoxy〕Phenyl〕Propane
（A‑BPE‑10、新中村化学工業株式会社）
外観:淡黄色透明液体、分子量:776、色数:70(APHA)、
比重:1.137(25℃)、粘度:550(mPa・s/25℃)、屈折率:1.516、Tg:‑12℃
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【０１７２】
【化１】

【０１７３】
キチンナノファイバー懸濁液（0.5gのキチンナノファイバー及び166gの水を含む懸濁液
）と、4.5gのアクリル樹脂のモノマーとを、60分間激しく撹拌して混合させた。これによ
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り、アクリル樹脂のモノマー及びキチンナノファイバーの混合物を3wt%含む水性懸濁液を
調製した。
【０１７４】
次いで、混合した懸濁液を、15分間機械的に撹拌した（Vita‑Mix Blender, Osaka Chem
. Co. Ltd.）。得られたエマルジョンに、蒸留水を加えて、約0.1%(w/w)の濃度になるよ
うに薄めた。その試料を、光学顕微鏡（VHX‑200, KEYENCE）を用いて観察した。
【０１７５】
次いで、そのスラリーを‑40℃で凍結乾燥させた。次いで、そのスラリーを、イオンス
パッターコーター（JFC‑1600, JEOL Ltd.）を用いて、白金（Pt.ca.2nm）でコーティング
した。次いで、その試料を、FE‑SEM（JSM‑6700F JEOL）を用いて観察した。
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【０１７６】
多重散乱効果を回避するために、エマルジョンの試料を、蒸留水を加えて、約0.1%（w/
w）の濃度になるように薄めて、スパチュラを用いて優しく撹拌し、完全に分散させた。
その試料を、レーザー散乱粒度分布アナライザー（LA‑950V2, HORIBA Ltd.）を用いて分
析した。
【０１７７】
(3)ナノ複合材料の作製
（シート状の実質的に分散媒を含まないキチンナノファイバーと樹脂モノマーとの均一
な混合物）
エマルジョン混合物を、金属メッシュ（300 mesh）及びポリテトラフルオロエチレン・
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メンブレンフィルター（0.1μm、Advantech Co. Ltd.）を用いて吸引濾過し、直径40mmの
湿った薄いシート（a wet thin sheet）を作製した。濾過物を、コンベクションオーブン
を用いて、4時間、50℃で乾燥させた。その乾燥シート（シート状のキチンナノファイバ
ーと樹脂モノマーとの均一な混合物及びアクリル樹脂モノマーからなるキチンナノファイ
バーシート）の破断面を電界放出走査電子顕微鏡で観察した。
【０１７８】
アクリル樹脂モノマー‑キチンナノファイバーシートを、2つのガラス板間に置き、異な
るプレス圧力の下で、10分間、110℃で機械的に圧縮した。この時アクリル樹脂モノマー
の重合が進行し、アクリル樹脂が生成する。その試料を、圧力下、外界温度まで冷却し、
直ちにUV硬化装置（20 J /cm2, F300S UV lamp system and LC6 benchtop conveyor, Fus
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ion UV Systems, Inc.）を用いて、アクリル樹脂をさらにUV硬化させ、シート状の複合体
を作製した。
【０１７９】
懸濁液全体中の実際のキチン含有量は、各成分（樹脂及びキチン）の固形分に基づいて
算出した。複合体中の繊維含有量は、最初の繊維の投入重量及び最終の複合体のオーブン
乾燥重量に基づいて算出した。複合体中の繊維含有量は、13〜15%の範囲であった。
【０１８０】
(4)複合体のキャラクタリゼーション
直線透過率（Linear light transmittance）を、直径60nm積分球付のUV可視分光計（U‑
4100, Hitachi High‑Tech. Corp.）を用いて、200〜800nmの波長で測定した。試料を積分
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球入口から25cmの所に置き、その直線透過率を測定した。熱膨張率（Coefficients of th
ermal expansion、CTE）を、熱力学アナライザー（TMA/SS6100, SII Nanotechnology Inc
.）を用いて測定した。試験片を、長さ25mm、幅3mm、厚み150‑160μm、スパン20nmに調製
した。
【０１８１】
窒素雰囲気下、5℃/minの昇温速度で、3gの加重下で、3回測定を行なった。その試料の
CTEの評価は、2回目の測定で、20〜150℃で平均値として決定した。
【０１８２】
(5)実験結果
図１は、ホモジナイズプロセス（均質化処理）後の、キチンナノファイバーの電界放出
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走査電子顕微鏡（a field emission scanning electron microscope）の写真（FE‑SEM）
である。直径10〜20nmのキチンナノファイバーから成る高度に拡張した表面積が得られた
。
【０１８３】
十分に分散させたキチンナノファイバー懸濁液（0.5gのキチンナノファイバー及び166g
の水を含む懸濁液）と、4.5gのアクリル樹脂のモノマーとを撹拌させ、次いで機械的に混
合させて、アクリル樹脂のモノマー及びキチンナノファイバーの混合物を3wt%含む水性懸
濁液を調製した。
【０１８４】
キチンナノファイバー及びアクリル樹脂モノマーを含む水溶液を激しく撹拌させて、水
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中で分散した樹脂モノマーの小滴（droplets）を形成させた（Pickering emulsion、ラム
スデン現象）。これは、数ヶ月間安定して存在する白い粘性エマルジョンであった（図２
a）。その懸濁液の光学顕微鏡写真では、ナノファイバー分散がエマルジョンの安定化に
影響があることを明示した（図２b）。動的光散乱方法によって評価された樹脂小滴（res
in droplet）の平均サイズは、10μm未満であった。凍結乾燥させたエマルジョンのマッ
トのFE‑SEM写真は、リボン状材料から成る多孔質構造を示した（図２c左）。高倍率写真
ではリボン状材料を確認でき、キチンナノファイバーがアクリル樹脂モノマー内に一様に
埋め込まれたネットワークを形成していることが確認できた（図２c右）。
【０１８５】
樹脂モノマーマトリックス中のナノファイバーの均一な分布が確認されたので、混入し
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た空気を除去するために、凍結乾燥されたマットを、15MPa及び110℃で圧縮成形した。し
かし、これでは、透明な複合体を得ることができなかった。樹脂‑ナノファイバーマット
を荷重下で変形させたが、混入した空気は、三次元の緻密なナノファイバー構造のために
、完全には除去できなかった。
【０１８６】
この問題を解決するために、濾過する方法を検討した。
【０１８７】
キチンナノファイバー及びアクリル樹脂モノマーを含む水溶液を、0.1μmメンブレンフ
ィルターを使用して、ゆっくりと濾過し、湿ったシート（a wet sheet）を作製した。そ
の結果、ナノファイバーがメンブレンフィルターにより濾過されない条件で、殆どのアク
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リル樹脂モノマー（オーブン乾燥重量から測定すると、約70%の量）をシートに保持する
ことができた。キチンナノファイバーでピッカーリングエマルジョン（Pickering emulsi
on）を濾過することにより、アクリル樹脂モノマー（アクリルモノマー）と水を分離する
ことができた。ある程度の量の水は、キチンナノファイバーのネットワーク中に保持され
るが、殆どの水は分離され、親水性のナノファイバーのネットワークの中に疎水性のアク
リルモノマーが閉じ込められた。
【０１８８】
これから、実質的に水（分散媒（Ｂ））を含まない、多糖類のナノファイバー（Ａ）と
アクリルモノマー（モノマー（Ｃ））との均一な混合物（Ｅ）を作製することができた。
【０１８９】
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図２dは、乾燥の後の樹脂モノマー‑ナノファイバーシート（モノマーとナノファイバー
の均一な混合物からなるシート）の破断面のFE‑SEM写真である。その複合体はラメラ構造
をはっきりと表していた。その複合体の断面で、ナノファイバーが濃縮して面内ネットワ
ークを形成していた。得られた樹脂モノマー‑ナノファイバーシートは不透明でであった
。しかし、樹脂モノマー‑ナノファイバーシートを、110℃で機械的に圧縮させると、その
シートは透明になった。
【０１９０】
このプロセスの成功は、直線透過率によって確認できた。異なる圧力で圧縮処理させる
前と後とで、シートの規則的な光透過率レベルを、図４で比較した。
【０１９１】
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圧力をかけずに（0MPa）、シートを110℃で加熱すると、600nm波長でのその直線透過率
（Regular light transmittance）はほとんど0%であった。
【０１９２】
しかし、ホットプレスすると複合体の、直線透過率に大きな効果を示した（1‑15MPa）
。この時、プレス圧力の増加に伴って、シートの光透過率が増加した。例えば、1MPaで圧
縮した複合体（シート）の直線透過率は20%であった。また、15MPaで圧縮した場合、直線
透過率は600nmの波長で86%に達した（図４）。ナノファイバーが浸漬したアクリル樹脂シ
ートの全光線透過率（Total light transmittance）及び直線透過率の差は小さかった（
図４及び表６）。
【０１９３】
表６に、プロセスが及ぼす影響を示した。キチンナノファイバー複合体の全光線透過率
及び直線透過率、キチンナノファイバー複合体の熱膨張率を示した。
【０１９４】
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【表６】
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【０１９５】
表６に表される通り、成型された透明フィルム（アクリルモノマーとナノファイバーの
均一な混合物からなるシートに紫外線照射しアクリルモノマーを重合したもの）は低い熱
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膨張率（CTE）の値を示した。これは、顕著な特徴である。
【０１９６】
複合体のCTEは、13〜15 wt%のキチンナノファイバーを添加すると、アクリル樹脂のみ
からなる材料の213 ppm/K（Acrylic resin）から15.1ppm/K（Molding composites at 15M
Pa）程度まで減少した。この値は、オリジナルのマトリックス樹脂のみのCTEの10%未満で
あった。
【０１９７】
アクリル樹脂はシート中の水素結合の生成を阻害していると考えられる。しかし、ナノ
ファイバーとアクリル樹脂との懸濁液を吸引濾過することによって乾燥シートを作製する
と、ある程度の水素結合が保存されると考えられる。面内配向させられたナノファイバー
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（in‑plane oriented nanofibers）のランダム分布は、対応する複合材料の非常に低いCT
Eに繋がる。
【０１９８】
更に、複合材料を圧縮させることにより、複合体の直線透過率（Linear light transmi
ttance）は増加して、CTEが減少する。表６に示される通り、ファイバー‑ファイバー相互
作用及びファイバー‑樹脂相互作用は、その直線透過率の増加と、CTEの減少により、増強
される。15MPa圧縮で得られた複合体のCTE値は、40%のより高いキチン含有量のナノファ
イバーシートにアクリルモノマーを浸漬後、モノマーを重合させたアクリル樹脂フィルム
のCTE値（15.8ppm/K）に匹敵する。
【０１９９】
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複合体が高い透明度及び低いCTEを示すメカニズムは、次のように説明できる。吸引濾
過によって水を分離させることにより、キチンナノファイバーで覆われていた樹脂モノマ
ー小滴は、樹脂モノマーマトリックスを構成する緻密なネットワークを形成することにな
る。50℃で乾燥させると、樹脂は柔らかくなり、樹脂モノマー小滴は平らになる。これは
観察されたラメラ構造と一致する（図２d）。アクリル樹脂モノマーは、ナノファイバー
間で十分に分散されており、ナノファイバーネットワークに入り込むように、ナノファイ
バー層の間に付着する。例えば110℃にように高温で機械的圧縮することにより、樹脂中
の空気は除去された。これにより、紫外線照射によりアクリルモノマーを重合させて生成
した複合体のシートは、低いCTE値を示し、透明となった。
【０２００】
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樹脂モノマー‑ナノファイバーシートは、樹脂モノマーとナノファイバー混合物の流動
塑性のために、とても柔らかく、ホットプレス中ではシートを押し広げアクリルモノマー
を重合することができた。シートを成型とホットプレスするための特別な三次元の金型を
作成した。これにより、シートを成型してホットプレスすることにより三次元（3D）複雑
構造の成型品を作製することができた。3D複雑構造の光学的に透明な複合体（即ち、三次
元成型体）の作製方法を図５に示す。透明度を保持する試料を簡単に成型することができ
る。アクリル樹脂はキチンナノファイバー間の強い水素結合の形成を妨げているか、制限
していると考えられる。三次元的に成型し易い光学上透明な、ナノファイバーに強化され
た複合材料を作製することができた。
【０２０１】
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［実施例2］
セルロースナノファイバーとアクリル樹脂モノマーの、実質的に分散媒を含まない均一
な混合物、それからの三次元成型体の製造
【０２０２】
(1)セルロースナノファイバー(CNF)の準備
多糖類のナノファイバー（Ａ）としてCNFを調製した。
【０２０３】
ヒノキ木粉(60メッシュパス)をKOH及びNaClO2で処理して、セルロース粉末を得た。得
られたセルロース粉末50gを水1.5Lに懸濁し、グラインダー処理（増幸産業株式会社製、
回転数1500rpmで処理した）してセルロースナノファイバー（CNF）のスラリー(濃度3.3wt
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%)を製造した。このCNFの平均繊維径は15nmであった。
【０２０４】
(2)分散体の作製
実施例1と同様に、分散媒（Ｂ）として水を用い、モノマー（Ｃ）としてアクリル樹脂
（樹脂（Ｆ））を構成するモノマー（新中村化学工業株式会社、A‑BPE‑10）を用いた。
【０２０５】
0.3wt%濃度に調整したCNFスラリー3Lに、CNF固形分量の9倍量のアクリル樹脂モノマー
（A‑BPE‑10、新中村化学工業株式会社）を加えた。CNFと樹脂モノマーとの混合比（重量
比）はCNF:樹脂モノマー=1:9とした。
【０２０６】
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この混合物を、1000rpmで1時間撹拌し、続いて37,000rpmで激しく撹拌して、樹脂モノ
マーとCNFとからなるエマルジョンを製造した。エマルジョンは、CNFが0.3wt%含まれ、ア
クリル樹脂モノマーが2.7wt%含まれ、残りは水である。
【０２０７】
得られたエマルジョンに、蒸留水を加えて、約0.1%(w/w)の濃度になるように薄めた。
その試料を、光学顕微鏡（VHX‑200, KEYENCE）を用いて観察した。その顕微鏡写真を図6
に示す。）
一方、エマルジョンを‑50℃で凍結乾燥させた。その１部を採取し、イオンスパッター
コーター（JFC‑1600, JEOL Ltd.）を用いて、白金（Pt.ca.2nm）でコーティングした。次
いで、その試料を、FE‑SEM（JSM‑6700F JEOL）を用いて観察した。その画像を図7に示す
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。
【０２０８】
(3)ナノ複合材料の作製
（マット状の実質的に分散媒を含まない、CNFとアクリル樹脂モノマーとの均一な混合
物）
続いて、エマルジョンをフィルターペーパー（アドバンテック、PTFEフィルターメンブ
レン、ポアサイズ100nm）を用いてブフナロートで減圧ろ過して、20℃で3時間減圧乾燥さ
せた。次いで、40℃で2時間送風乾燥してアクリル樹脂モノマーとCNFを含むマット（マッ
ト状の実質的に分散媒を含まない、CNFと樹脂モノマーとの均一な混合物）を得た。
【０２０９】
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そのマットを110℃で、10分間、圧力を種々変えて熱圧(圧力0、10又は15MPa)後、室温
まで冷却した。次いで、UV硬化装置（20 J/cm2, F300S UV lamp system and LC6 benchto
p conveyor, Fusion UV Systems, Inc.）を用いて、UVを照射し、樹脂モノマーを硬化さ
せ、フィルムを得た。
【０２１０】
上記の熱圧処理で樹脂モノマーは重合するがこのＵＶ照射は樹脂の重合度をさらに上げ
るために行った。UV照射は、上記UV硬化装置のコンベヤー速度を2m/分に設定して上記マ
ットをこの装置内を4回通過させることにより実施した。
【０２１１】
得られたフィルム中のCNF含有率は18wt%であった。
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【０２１２】
(4)ナノ複合体(フィルム)の光透過度
上記フィルムの光透過率を、実施例1の場合と同様にして測定した。熱圧時の圧力を15M
Paとすると、180μmの厚さのフィルムの600nmでの直線透過率は74%であった（図８参照）
。
【０２１３】
(5)三次元成型体の製造
上記(3)と同様にして得たナノ複合体材料（実質的に分散媒を含まない、CNFと樹脂モノ
マーとの均一な混合物）を、金型に入れて約110℃で、モノマーの重合と生成した樹脂組
成物を成型した。次いで、上記と同様にしてUV硬化装置を用いて、樹脂モノマーを更に硬
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化させて、透明な三次元の成型体（椀型の成型体）を得た。
【０２１４】
椀型の成型体が透明であることを示すために内側に赤色の木の実を置いて撮影した。図
９にその写真を示す。
【０２１５】
本発明により、低熱膨張であり、三次元の光学上透明なナノ複合材料を作製することが
できる。キチンナノファイバー、CNF等の多糖類のナノファイバーのネットワークが樹脂
モノマー小滴エマルジョンの癒着を防止するので、このことが可能である。キチンナノフ
ァイバー、CNF等の多糖類のナノファイバーを添加して、高圧でホットプレスを行なうこ
とにより、樹脂マトリックスのCTE値を減少させることができる。この複合体は、光学レ
ンズ等の光学精密部品や正確なレンズ、有機LED照明の基板としての光学的に透明なフィ
ルム、表面に小さく精密なレンズを有する太陽電池、透明な3Dエンジニアリング部品等の
光学精密部品に適用できる。
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【図１】

【図４】

【図２】

【図５】
【図３】

【図６】
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【図７】

【図９】
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