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(57)【要約】

（修正有）

【課題】優れた機械物性を有するセルロースナノファイ
バー樹脂複合体の製造方法を提供する。
【解決手段】セルロースナノファイバーが共重合体によ
り被覆された被覆セルロースナノファイバーと、樹脂と
を含むセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法
であって、前記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さ
のアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ
）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、
シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群
より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリル
酸との共重合体であり、前記被覆セルロースナノファイ
バーは、前記共重合体の少なくとも一部と前記セルロー
スナノファイバーの少なくとも一部とがエステル結合を
形成しており、前記被覆セルロースナノファイバーを含
む組成物（１）と、前記樹脂とを混合し組成物（２）を
調製する被覆ＣＮＦ樹脂混合工程を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノファイバー
と、樹脂とを含むセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法であって、
前記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレ
ート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレ
フィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリ
ル酸との共重合体であり、
前記被覆セルロースナノファイバーは、前記共重合体の少なくとも一部と前記セルロー
スナノファイバーの少なくとも一部とがエステル結合を形成しており、
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前記被覆セルロースナノファイバーを含む組成物（１）と、前記樹脂とを混合し組成物
（２）を調製する被覆ＣＮＦ樹脂混合工程を有するセルロースナノファイバー樹脂複合体
の製造方法。
【請求項２】
前記共重合体により被覆された被覆セルロースナノファイバーにおいて、前記セルロー
スナノファイバーに対する前記共重合体の質量比が１質量％以上１００質量％以下である
請求項１に記載のセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法。
【請求項３】
前記樹脂は、疎水性樹脂である請求項１または２に記載のセルロースナノファイバー樹
脂複合体の製造方法。
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【請求項４】
前記組成物（１）は、前記被覆セルロースナノファイバーと有機溶媒とを含む組成物で
ある請求項１〜３のいずれかに記載のセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法。
【請求項５】
前記有機溶媒が、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ−メチルピロリドン、Ｎ，Ｎ−ジ
メチルアセトアミド、トルエン、キシレン、エタノール、プロパノール及びブタノールか
らなる群から選択される１種以上である請求項４に記載のセルロースナノファイバー樹脂
複合体の製造方法。
【請求項６】
前記被覆ＣＮＦ樹脂混合工程の前に、前記共重合体と、前記セルロースナノファイバー

30

と、前記有機溶媒とを混合した反応液の中で、前記共重合体の少なくとも一部と前記セル
ロースナノファイバーの少なくとも一部をエステル結合させることによって、前記被覆セ
ルロースナノファイバーと前記有機溶媒とを含む組成物を調製する被覆ＣＮＦ調製工程を
有する請求項４または５に記載のセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法。
【請求項７】
前記反応液の含水率が、２０質量％以下である請求項６に記載のセルロースナノファイ
バー樹脂複合体の製造方法。
【請求項８】
前記被覆ＣＮＦ調製工程において、前記反応液を１１０℃以上に加熱し、前記共重合体
の少なくとも一部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部をエステル結合させ
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る請求項６または７に記載のセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法。
【請求項９】
セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノファイバー
と、樹脂とを含むセルロースナノファイバー樹脂複合体であって、
前記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレ
ート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレ
フィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリ
ル酸との共重合体であり、
前記被覆セルロースナノファイバーは、前記共重合体の少なくとも一部と前記セルロー
スナノファイバーの少なくとも一部とがエステル結合を形成しているセルロースナノファ
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イバー樹脂複合体。
【請求項１０】
セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノファイバー
の製造方法であって、
前記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレ
ート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレ
フィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリ
ル酸との共重合体であり、
前記共重合体と、前記セルロースナノファイバーと、有機溶媒とを混合した反応液の中
で、前記共重合体の少なくとも一部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部と
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をエステル結合させる工程を有する被覆セルロースナノファイバーの製造方法。
【請求項１１】
セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノファイバー
であって、
前記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレ
ート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレ
フィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリ
ル酸との共重合体であり、
前記共重合体の少なくとも一部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部とが
エステル結合を形成している被覆セルロースナノファイバー。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、セルロースナノファイバー樹脂複合体およびその製造方法、ならびに、被覆
セルロースナノファイバーおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
樹脂とセルロースナノファイバーとを複合化することで、樹脂の機械物性を向上させる
ことができる。また、セルロースナノファイバーは植物由来の材料であり、カーボンニュ
ートラルであることからも注目されている。しかしながら、セルロースは、親水性が高く
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、汎用樹脂のような疎水性の樹脂と相溶性が低いため、樹脂中に分散しにくい。このため
、セルロースナノファイバーの樹脂中への分散を向上させることを目的として種々の検討
がされている。
【０００３】
例えば、特許文献１には、セルロースと、樹脂と、分散剤とを含む樹脂組成物が開示さ
れている。特許文献１の分散剤は、樹脂親和性セグメントＡとセルロース親和性セグメン
トＢとを有し、ブロック共重合体構造又はグラジエント共重合体構造を有するものである
。
【０００４】
一方、本発明者等は、長鎖アルカン基を保有し側鎖結晶性を示すモノマーと溶媒親和性
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を示すモノマーを用いたブロック共重合体である、側鎖結晶性ブロック共重合体（ＳＣＣ
ＢＣ：Side Chain Crystalline Block Copolymer）を用いた表面修飾材料を開示している
（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４−１６２８８０号公報
【特許文献２】特開２０１７−２０１０１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
特許文献１には、樹脂親和性セグメントＡとセルロース親和性セグメントＢとして種々
の高分子の分散剤が記載されている。具体的には、ＨＥＭＡのような水酸基を持つセルロ
ース親和性セグメントＢを有する分散剤を用いて、水素結合によりセルロースと相互作用
させることを利用して、セルロースナノファイバーと樹脂を複合化する例が開示されてい
る。しかしながら、複合体中でセルロースは凝集しており、セルロースを十分に分散でき
ていなかった。また、多量に分散剤を添加する必要があり、これにより機械特性等が低下
しやすいという問題があり、更なる改良が求められていた。
特許文献２に開示された技術は、ＳＣＣＢＣを利用した基材の表面の改質を目的とする
ものであり、凝集しやすいセルロースナノファイバーと樹脂との複合体の添加剤としての
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ＳＣＣＢＣの利用には更なる検討の余地があった。
係る状況下、本発明は、セルロースナノファイバーの凝集が抑制され、優れた機械物性
を有するセルロースナノファイバー樹脂複合体およびその製造方法を提供することを目的
とする。また、本発明の目的は、セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された
被覆セルロースナノファイバーおよびその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、下記の発明が上記目的に合
致することを見出し、本発明に至った。
【０００８】
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すなわち、本発明は、以下の発明に係るものである。
＜１＞

セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノフ

ァイバーと、樹脂とを含むセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法であって、前
記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート
、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィ
ン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリル酸
との共重合体であり、前記被覆セルロースナノファイバーは、前記共重合体の少なくとも
一部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部とがエステル結合を形成しており
、前記被覆セルロースナノファイバーを含む組成物（１）と、前記樹脂とを混合し組成物
（２）を調製する被覆ＣＮＦ樹脂混合工程を有するセルロースナノファイバー樹脂複合体
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の製造方法。
＜２＞

前記共重合体により被覆された被覆セルロースナノファイバーにおいて、前記

セルロースナノファイバーに対する前記共重合体の質量比が１質量％以上１００質量％以
下である＜１＞に記載のセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法。
＜３＞

前記樹脂は、疎水性樹脂である＜１＞または＜２＞に記載のセルロースナノフ

ァイバー樹脂複合体の製造方法。
＜４＞

前記組成物（１）は、前記被覆セルロースナノファイバーと有機溶媒とを含む

組成物である＜１＞から＜３＞のいずれかに記載のセルロースナノファイバー樹脂複合体
の製造方法。
＜５＞

前記有機溶媒が、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ−メチルピロリドン、Ｎ
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，Ｎ−ジメチルアセトアミド、トルエン、キシレン、エタノール、プロパノール及びブタ
ノールからなる群から選択される１種以上である＜４＞に記載のセルロースナノファイバ
ー樹脂複合体の製造方法。
＜６＞

前記被覆ＣＮＦ樹脂混合工程の前に、前記共重合体と、前記セルロースナノフ

ァイバーと、前記有機溶媒とを混合した反応液の中で、前記共重合体の少なくとも一部と
前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部をエステル結合させることによって、前
記被覆セルロースナノファイバーと前記有機溶媒とを含む組成物を調製する被覆ＣＮＦ調
製工程を有する＜４＞または＜５＞に記載のセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造
方法。
＜７＞

前記反応液の含水率が、２０質量％以下である＜６＞に記載のセルロースナノ
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ファイバー樹脂複合体の製造方法。
＜８＞

前記被覆ＣＮＦ調製工程において、前記反応液を１１０℃以上に加熱し、前記

共重合体の少なくとも一部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部をエステル
結合させる＜６＞または＜７＞に記載のセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法
。
＜９＞

セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノフ

ァイバーと、樹脂とを含むセルロースナノファイバー樹脂複合体であって、前記共重合体
は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）
アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィン及び置換
スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリル酸との共重合
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体であり、前記被覆セルロースナノファイバーは、前記共重合体の少なくとも一部と前記
セルロースナノファイバーの少なくとも一部とがエステル結合を形成しているセルロース
ナノファイバー樹脂複合体。
＜１０＞

セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノ

ファイバーの製造方法であって、前記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン
鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニル
エステル、シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれか
のモノマーと、（メタ）アクリル酸との共重合体であり、前記共重合体と、前記セルロー
スナノファイバーと、有機溶媒とを混合した反応液の中で、前記共重合体の少なくとも一
部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部とをエステル結合させる工程を有す
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る被覆セルロースナノファイバーの製造方法。
＜１１＞

セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノ

ファイバーであって、前記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する
、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、
シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマー
と、（メタ）アクリル酸との共重合体であり、前記共重合体の少なくとも一部と前記セル
ロースナノファイバーの少なくとも一部とがエステル結合を形成している被覆セルロース
ナノファイバー。
【発明の効果】
【０００９】
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本発明によれば、セルロースナノファイバーの凝集が抑制され、優れた機械物性を有す
るセルロースナノファイバー樹脂複合体およびその製造方法が提供される。本発明のセル
ロースファイバー樹脂複合体は、共重合体の添加量が少ない場合でも、セルロースナノフ
ァイバーが樹脂中に分散しており、機械物性の優れたものとなる。
また、本発明によれば、セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セ
ルロースナノファイバーおよびその製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】被覆ＣＮＦ調製工程における、本発明に用いる共重合体によるセルロースナノフ
ァイバーの被覆を説明する図である。
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【図２】本発明のセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）樹脂複合体の製造方法の一例のフ
ローを説明するための図である。
【図３】実施例１及び比較例１のセルロースナノファイバー樹脂複合体膜の偏光顕微鏡写
真である。
【図４】実施例２及び比較例２のセルロースナノファイバー樹脂複合体膜、比較例３のポ
リスチレン膜の外観写真である。
【図５】実施例２のセルロースナノファイバー樹脂複合体膜の伸び−荷重曲線を示す図で
ある。
【図６】比較例２のセルロースナノファイバー樹脂複合体膜の伸び−荷重曲線を示すであ
る。
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【図７】比較例３のポリスチレン膜の伸び−荷重曲線である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
以下に本発明の実施の形態を詳細に説明するが、以下に記載する構成要件の説明は、本
発明の実施態様の一例（代表例）であり、本発明はその要旨を変更しない限り、以下の内
容に限定されない。
【００１２】
＜セルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法＞
本発明は、セルロースナノファイバーが共重合体により被覆された被覆セルロースナノ
ファイバーと、樹脂とを含むセルロースナノファイバー樹脂複合体の製造方法であって、
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前記共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレー
ト、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフ
ィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリル
酸との共重合体であり、前記被覆セルロースナノファイバーは、前記共重合体の少なくと
も一部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部とがエステル結合を形成してお
り、前記被覆セルロースナノファイバーを含む組成物（１）と、前記樹脂とを混合し組成
物（２）を調製する被覆ＣＮＦ樹脂混合工程を有するセルロースナノファイバー樹脂複合
体の製造方法（以下、「本発明のＣＮＦ樹脂複合体の製造方法」と称する場合がある。）
に関する。
【００１３】
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なお、以下、「側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレー
ト、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフ
ィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリル
酸との共重合体」を「本発明に用いる共重合体」と称し、「側鎖に炭素数８以上の長さの
アルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル
、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群より選ばれる
いずれかのモノマー」を「モノマー（Ａ）」と称する場合がある。
また、「本発明に用いる共重合体により被覆された被覆セルロースナノファイバー」を
、「共重合体被覆ＣＮＦ」と称する場合がある。
【００１４】
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本発明に用いる共重合体は、共重合体のモノマー（Ａ）に由来する部位と樹脂との間の
疎水性相互作用により樹脂に吸着しやすい性質を有するので、本発明に用いる共重合体で
被覆された共重合体被覆ＣＮＦは、本発明に用いる共重合体を介して樹脂中に分散できる
。
本発明に用いる共重合体と、セルロースナノファイバーと、樹脂とを混合すると、本発
明に用いる共重合体の（メタ）アクリル酸に由来する部位とセルロースナノファイバーと
の相互作用に比べて、本発明に用いる共重合体のモノマー（Ａ）に由来する部位とポリス
チレンやポリオレフィンのような疎水性樹脂との相互作用が強く働き、セルロースナノフ
ァイバー同士の凝集を十分に抑制できない場合がある。本発明のＣＮＦ樹脂複合体の製造
方法では、予め共重合体により被覆された共重合被覆ＣＮＦを含む組成物（１）を樹脂と
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混合することで、セルロースナノファイバー同士の凝集を抑制し、共重合被覆ＣＮＦを樹
脂中に分散することができる。
また、セルロースナノファイバーと本発明に用いる共重合体とがエステル結合を形成し
ていることで、樹脂混合時や乾燥時などにセルロースナノファイバー同士が凝集すること
も抑制できる。
【００１５】
［被覆ＣＮＦ樹脂混合工程］
被覆ＣＮＦ樹脂混合工程は、セルロースナノファイバーが本発明に用いる共重合体によ
り被覆された被覆セルロースナノファイバーを含む組成物（１）と、樹脂とを混合し組成
物（２）を調製する工程である。
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【００１６】
（共重合体被覆ＣＮＦを含む組成物（１））
組成物（１）に含まれる被覆セルロースナノファイバー（共重合体被覆ＣＮＦ）は、本
発明に用いる共重合体の少なくとも一部とセルロースナノファイバーの少なくとも一部と
がエステル結合を形成した構造である。具体的には、セルロースナノファイバーの表面の
少なくとも一部のＯＨ基と、本発明に用いる共重合体の（メタ）アクリル酸に由来する構
造ユニットのカルボキシル基（ＣＯＯＨ基）の少なくとも一部とでエステル結合を形成し
ているものである。エステル結合の有無は、ＩＲスペクトル分析等を用いて確認すること
ができる。
なお、共重合体被覆ＣＮＦは、本発明に用いる共重合体により完全に被覆されている必
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要はなく、共重合体被覆ＣＮＦが樹脂に分散できれば、本発明に用いる共重合体により被
覆されていない部分があってもよい。
【００１７】
共重合体被覆ＣＮＦにおいて、セルロースナノファイバーに対する本発明に用いる共重
合体の質量比（本発明に用いる共重合体の質量／セルロースナノファイバーの質量×１０
０）は、本発明の共重体の構造等に応じて適宜調整される。本発明に用いる共重合体が少
なすぎると、本発明に用いる共重合体によるセルロースナノファイバーの被覆が不十分で
、疎水性である樹脂と相溶しにくい場合がある。そのため、セルロースナノファイバーに
対する本発明に用いる共重合体の質量比は、１質量％以上であることが好ましく、５質量
％以上であることがより好ましく、１０質量％以上であることがさらに好ましい。
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【００１８】
また、共重合体被覆ＣＮＦにおいて、セルロースナノファイバーに対する本発明に用い
る共重合体の質量比が多すぎると、セルロースナノファイバーとエステル結合を形成しな
い共重合体が増えることとなる。セルロースナノファイバーと結合していない共重合体の
量が増えることにより、得られるセルロースナノファイバー樹脂複合体の機械強度が向上
しにくかったり、低下するおそれがある。そのため、セルロースナノファイバーに対する
本発明に用いる共重合体の質量比は、１００質量％以下とすることが好ましく、５０質量
％以下であることがより好ましく、２０質量％以下であることがさらに好ましい。
【００１９】
被覆ＣＮＦ樹脂混合工程で用いられる組成物（１）は、共重合体被覆ＣＮＦからなるも
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のを用いても、共重合体被覆ＣＮＦと、共重合体被覆ＣＮＦ以外の成分を含む組成物を用
いてもよい。混合時に樹脂中により均一に分散しやすいことから、組成物（１）は、共重
合体被覆ＣＮＦと有機溶媒とを含むことが好ましい。共重合体被覆ＣＮＦと有機溶媒とを
含む組成物は、液状や、スラリー状、ゲル状の組成物が挙げられる。
【００２０】
また、組成物（１）は、共重合体被覆ＣＮＦと有機溶媒とを主成分として含む組成物が
好ましく、組成物（１）中の共重合体被覆ＣＮＦ及び有機溶媒の合計量の割合（（共重合
体被覆ＣＮＦの質量＋有機溶媒の質量）／組成物（１）×１００）が７０質量％以上であ
ることが好ましい。また、組成物（１）中の共重合体被覆ＣＮＦ及び有機溶媒の合計量の
割合は、８０質量％以上や９０質量％以上であってもよい。
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また、組成物（１）は水を含む場合もあるが、含まれる水の量が多すぎると、樹脂と混
合しにくくなる場合があるため、組成物（１）の含水率は２０質量％以下が好ましく、１
０質量％以下がより好ましい。
【００２１】
（本発明に用いる共重合体）
本発明に用いる共重合体は、上記のように、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を
有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエス
テル、シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモ
ノマーと、（メタ）アクリル酸との共重合体である。
すなわち、本発明に用いる共重合体は、側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有す
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る、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル
、シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる群より選ばれるいずれかのモノマ
ーに由来する構造単位（以下、「構造ユニット（Ａ）」と称する場合がある）と、（メタ
）アクリル酸に由来する構造単位（以下、「構造ユニット（Ｂ）」と称する場合がある）
とを有する共重合体である。
なお、本願において、「（メタ）アクリレート」とは、アクリレートおよび／またはメ
タアクリレートを指し、「（メタ）アクリルアミド」とは、アクリルアミドおよび／また
はメタアクリルアミドを指し、「（メタ）アクリル酸」とは、アクリル酸および／または
メタアクリル酸を指す。
【００２２】
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本発明に用いる共重合体において、構造ユニット（Ａ）からなる構造部分は、炭素数８
以上の長さのアルカン鎖を側鎖に有し、疎水性及び結晶性を示す。この構造部分は、樹脂
と相互作用する部位となる。また、本発明に用いる共重合体において、構造ユニット（Ｂ
）からなる構造部分は、カルボキシル基を側鎖に有する。構造ユニット（Ｂ）からなる構
造部分の少なくとも一部のカルボキシル基は、セルロースナノファイバーの少なくとも一
部のＯＨ基とエステル結合を形成する。
【００２３】
本発明に用いる共重合体と樹脂とが相互作用しやすいほど、本発明に用いる共重合体に
被覆されたセルロースナノファイバーの樹脂中での分散性が向上する。樹脂との相互作用
をより高めるため、モノマー（Ａ）の側鎖の炭素数は１２以上が好ましく、１６以上がよ
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り好ましい。
一方、その上限は、共重合体として重合することができ、本発明に用いる共重合体とセ
ルロースナノファイバーとの反応を阻害しない範囲で適宜設定することができる。現実的
には２４以下が好ましく、２２以下がより好ましい。アルカン鎖が大きすぎると共重合体
として適当な立体構造がとれなかったり、重合条件の設定が難しくなったりする場合があ
る。
【００２４】
また、モノマー（Ａ）の側鎖のアルカン鎖は直鎖状のアルカン鎖であることが好ましい
。このような炭素数８以上の長さのアルカン鎖としては、デシル基、ドデシル基、トリデ
シル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、ステアリル基、ベヘニル基等が挙げられる。
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【００２５】
具体的なモノマー（Ａ）としては、デシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ヘキサ
デシル基、ステアリル基及びベヘニル基からからなる群から選択されるいずれかのアルキ
ル基を有する（メタ）アクリレートや、ヘキサデシル基、ステアリル基及びベヘニル基か
らなる群から選択されるいずれかのアルキル基を有する（メタ）アクリレート等が挙げら
れる。これらのモノマーに由来する構造ユニット（Ａ）を有する本発明に用いる共重合体
は、樹脂と相互作用しやすい。また、このような共重合体は、重合反応条件の設定も行い
やすく製造しやすいという利点もある。
【００２６】
本発明に用いる共重合体において、モノマー（Ａ）由来の構造に対応する分子量（ｇ／
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ｍｏｌ）と、（メタ）アクリル酸由来の構造に対応する分子量（ｇ／ｍｏｌ）とは、それ
ぞれ５００以上であることが好ましい。
モノマー（Ａ）由来の構造に対応する分子量が小さすぎると、セルロースナノファイバ
ーを被覆する本発明に用いる共重合体と樹脂との相互作用が小さく、セルロースナノファ
イバー同士が凝集しやすくなる場合がある。５００以上であることで、本発明に用いる共
重合体と樹脂との相互作用により、セルロースナノファイバーの凝集を安定して抑制する
ことができる。本発明に用いる共重合体と樹脂との相互作用を強め、セルロースナノファ
イバーの分散性を向上させるためには、モノマー（Ａ）由来の構造に対応する分子量は、
１，０００以上であることが好ましく、２，０００以上であることがより好ましい。
また、（メタ）アクリル酸由来の構造に対応する分子量が５００以上であることで、セ
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ルロースナノファイバーと安定して結合を形成したものとすることができる。被覆面積の
向上や、共重合体被覆ＣＮＦ調製時の反応性を向上させるためには、（メタ）アクリル酸
由来の構造に対応する分子量は、１，０００以上であることが好ましく、２，０００以上
であることが好ましい。
【００２７】
なお、本発明に用いる共重合体は、モノマー（Ａ）及び（メタ）アクリル酸からなるも
のであってもよいし、本発明の目的を損なわない範囲でさらにその他のモノマーを含んで
いてもよい。
【００２８】
これらの分子量は、ＧＰＣにより得られる結果から、ポリスチレン換算で求めることが
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できる値「Ｍｗ：重量平均分子量」である。また、モノマー（Ａ）由来の構造は溶媒に溶
けないことから分子量を測定しにくい場合がある。この場合、分子量を求めるために、共
重合体全体の分子量から（メタ）アクリル酸由来の構造による分子量を差し引いた値とす
ることで推算することもできる。
【００２９】
本発明に用いる共重合体は、ランダム共重合体、ブロック共重合体、交互共重合体、ト
リブロック共重合体等のいずれであってもよいが、好ましくは、ブロック共重合体である
。
ブロック共重合体とすることで、構造ユニット（Ａ）は樹脂とより相互作用しやすく、
構造ユニット（Ｂ）は、安定してセルロースナノファイバーと結合したものとなる。その
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ため、本発明に用いる共重合体が少量であっても、セルロースナノファイバーを樹脂中に
分散させることができる。また、共重合体被覆ＣＮＦ調製時にも、構造ユニット（Ｂ）と
セルロースナノファイバーとの反応性が向上するため好ましい。
【００３０】
モノマー（Ａ）と（メタ）アクリル酸との共重合体は、各種リビング重合法（ラジカル
、アニオン、カチオン）等の公知の技術により重合することができる（例えば、ＷＯ２０
１２／０９８７５０の共重合体の製造方法を準用できる。）。リビングラジカル重合法と
しては、ＮＰＭ法やＡＴＲＰ法、ＲＡＦＴ法などを用いることができる。
例えば、まず、任意のモノマー（Ａ）を重合溶媒に開始剤と共に混合してモノマー（Ａ
）混合溶液を調製するモノマー（Ａ）混合溶液調製工程を行う。次に、この混合溶液調製
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工程で調製されたモノマー（Ａ）混合溶液を、適当な重合温度（例えば約９０〜１２０℃
）で、リアクター内で適宜撹拌しながら、窒素雰囲気等の下でリビングラジカル重合等の
開始剤の重合機構に基づくモノマー（Ａ）重合工程を行い、モノマー（Ａ）ブロック重合
体を得る。さらに、このモノマー（Ａ）ブロック重合体を混合させている溶液に、別途（
メタ）アクリル酸を混合して、溶液中のラジカル等によってさらに（メタ）アクリル酸を
重合させる（メタ）アクリル酸重合工程を行う。これにより、モノマー（Ａ）由来ブロッ
ク（構造ユニット（Ａ））と（メタ）アクリル酸由来ブロック（構造ユニット（Ｂ））を
有するブロック共重合体を得ることができる。モノマー（Ａ）と（メタ）アクリル酸との
重合を行う順序は、重合させようとするモノマー種や分子量、それぞれの重合条件等に応
じて変更してもよい。
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【００３１】
具体的な本発明に用いる共重合体の一例を示すと、下記化学式（Ｉ）で表されるポリマ
ーが挙げられる。これは、モノマー（Ａ）として、ステアリルアクリレート（ＳＴＡ：側
鎖のアルカン鎖が、炭素数１８の直鎖状のアルカン基である。）を重合させ、その後、ア
クリル酸を用いて共重合させたブロック共重合体である。この共重合体は、モノマー（Ａ
）であるＳＴＡ由来の構造により疎水性及び側鎖結晶性を示すブロック共重合体部を有し
、一方で、アクリル酸由来のカルボキシル基構造が、セルロースナノファイバーのＯＨ基
とエステル結合することができる。なお、化学式（Ｉ）において、ｎは２〜１，０００で
あることが好ましく、ｍは２〜１，０００程度であることが好ましい。このｎはセルロー
スナノファイバーと樹脂との割合や樹脂の種類等に応じて選択され、樹脂とより強く相互
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作用させるためには５以上や、１０以上とすることがより好ましい。一方、より安定して
セルロースナノファイバーと化学結合させるために、このｍは５以上や、１０以上とする
ことがより好ましい。これらのｎおよびｍは、それぞれの効果が十分に得られる範囲で、
それぞれ８００以下や、５００以下としてもよい。
【００３２】
【化１】

10
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【００３３】
（セルロースナノファイバー（ＣＮＦ））
共重合体被覆ＣＮＦを構成する、セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）は、セルロース
繊維がナノオーダーレベルまで微細化した繊維であり、その構造の少なくとも一辺がナノ
メートルオーダーであればよい。通常、平均繊維径が４〜１０００ｎｍ程度、平均繊維長
が１０〜１０００μｍ程度の繊維である。
なお、セルロースナノファイバーの平均繊維径や平均繊維長は、特に限定されず、例え
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ば、平均繊維径が４〜５００ｎｍや１０〜１００ｎｍ、平均繊維長が１０〜５００μｍや
１００〜５００μｍのセルロースナノファイバーを用いることができ、その調製方法につ
いては特に限定されない。
一般的に、木材チップからリグニンを除いて得られる繊維状パルプは、その主成分がセ
ルロース繊維であり、この繊維状パルプがセルロース繊維として好適に用いられる。この
セルロース繊維を解繊処理し、ミクロファブリル化した微細なセルロース繊維が、セルロ
ースナノファイバーである。解繊処理は、水中で、高圧ホモジナイザー、水中対向衝突法
、グラインダー法、ボールミル法、２軸混練法等を用いた物理的手法や、ＴＥＭＰＯ触媒
酸化法を用いた化学的手法等で行われるため、セルロースナノファイバーは水分散物とし
て通常提供されている。例えば、本発明においては、このセルロースナノファイバーは、

40

特開２００７−２３１４３８号公報における微小繊維状セルロースに相当するもの等を使
用することができる。
【００３４】
（樹脂）
本発明において、被覆ＣＮＦ樹脂混合工程で、組成物（２）を調製するために被覆セル
ロースナノファイバーを含む組成物（１）と混合するものとして、樹脂が用いられる。樹
脂は、本発明に用いる共重合体のモノマー（Ａ）に由来する構造ユニットと相互作用でき
る構造であれば特に限定されない。
具体的には、この樹脂として疎水性樹脂を用いることができる。疎水性樹脂としては、
例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィンやポリスチレン等を用いるこ
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とができる。これらの１種の樹脂を用いてもよいし、異なる複数の樹脂を用いてもよい。
これらの樹脂に、適宜、成形助剤や顔料、紫外線吸収剤、酸化防止剤等の添加剤が含まれ
たものを用いてもよい。本発明のＣＮＦ樹脂複合体の製造方法に用いる樹脂の形状も特に
限定されず、粉末状やペレット状のものを用いることができる。
【００３５】
（組成物（１）と樹脂との混合）
組成物（１）と樹脂との混合比は、組成物（１）の組成や樹脂の種類等に応じて適宜調
整すればよい。樹脂に対する共重合体被覆ＣＮＦの質量比（共重合体被覆ＣＮＦの質量／
樹脂の質量×１００）は、小さすぎると、機械物性の向上の効果が小さい。そのため、樹
脂に対する共重合体被覆ＣＮＦの質量比が０．０５質量％以上となるように組成物（１）

10

と樹脂とを混合することが好ましく、０．１質量％以上となるように組成物（１）と樹脂
とを混合することがより好ましい。また、樹脂に対する共重合体被覆ＣＮＦの質量比は、
大きすぎると、セルロースナノファイバーの凝集が起こりやすくなり、得られる複合体の
機械物性等にばらつきが生じやすくなるため、１０質量％以下が好ましく、５質量％以下
がより好ましい。
【００３６】
被覆ＣＮＦ樹脂混合工程においては、共重合体被覆ＣＮＦと樹脂以外の界面活性剤や着
色剤（顔料や色素等）、補強剤等のその他の添加剤を加えて混合することができ、組成物
（２）は、共重合体被覆ＣＮＦと樹脂以外に、界面活性剤や着色剤、補強剤等のその他の
添加剤を含んでもよい。
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組成物（２）は、その他の成分として有機溶媒を含むものとすることができ、被覆ＣＮ
Ｆ樹脂混合工程において、樹脂を任意の有機溶媒に溶解や分散させた後、組成物（１）と
混合し、組成物（２）を調製してもよい。また、組成物（１）と樹脂との混合時にさらに
有機溶媒を加えて、組成物（２）を調製してもよい。一方で、有機溶媒を含む組成物（１
）と樹脂とを混合させる方が、共重合体被覆ＣＮＦを有機溶媒により均一に分散させた状
態で樹脂と混合可能なので、共重合体被覆ＣＮＦと有機溶媒とを含む組成物と樹脂とを混
合することが好ましい。
【００３７】
また、組成物（１）と樹脂とをより均一に混合するために、組成物（１）と樹脂との混
合時に加熱することが好ましい。例えば、組成物（１）と、樹脂とを加熱しながら混合し
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て組成物（２）を調製してもよい。また、予め加熱された組成物（１）と、樹脂とを加熱
しながら混合して組成物（２）を調製してもよいし、組成物（１）と、予め加熱された樹
脂とを加熱しながら混合して組成物（２）を調製してもよい。組成物（１）と樹脂との混
合時に加熱することで、組成物（１）と樹脂とがより均一に混合された組成物（２）が得
られる。加熱温度は、１１０℃以上が好ましく、１２０℃以上で加熱することがさらに好
ましい。
一方、加熱温度が高すぎると、セルロースナノファイバーや樹脂が分解したり、得られ
る組成物（２）に有機溶媒が含まれる場合には有機溶媒が揮発し、セルロースナノファイ
バーが凝集しやすくなる。加熱温度は、１８０℃以下が好ましく、１５０℃以下が好まし
い。

40

【００３８】
混合時間は、特に限定されず、１０分以上や２０分以上とすることもできる。また、混
合時間は、５時間以下や１時間以下とすることもできる。例えば、共重合体被覆ＣＮＦと
有機溶媒とを含む組成物と、樹脂とを混合する場合は、樹脂が有機溶媒に溶解する時間の
範囲で適宜調整すればよい。
【００３９】
得られた組成物（２）は、そのままセルロースナノファイバー樹脂複合体として用いて
もよいし、適宜、所望の形状に成形してもよい。
【００４０】
また、得られた組成物（２）が、共重合体被覆ＣＮＦと樹脂と有機溶媒とを含む組成物
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の場合、組成物（２）から有機溶媒を除去する溶媒除去工程を有することが好ましい。
【００４１】
共重合体被覆ＣＮＦと樹脂と有機溶媒とを含む組成物は、固液分離や乾燥により有機溶
媒を揮発させることで、有機溶媒を除去することができる。固液分離は、遠心分離や自然
ろ過、吸引ろ過（減圧ろ過）等で利用できる。固液分離で得られた固形物は、さらに乾燥
させてよい。
【００４２】
乾燥方法は、送風乾燥、減圧乾燥、加圧乾燥、加熱乾燥等が利用できる。また、これら
の乾燥方法は組み合わせることができる。例えば、送風乾燥や減圧乾燥を行った後に、加
圧乾燥を行ってもよい。

10

【００４３】
乾燥時に加熱する場合、温度は、１００℃以上が好ましく、１５０℃以上がより好まし
い。また、２５０℃以下が好ましく、２００℃以下がより好ましい。乾燥温度が低すぎる
と、乾燥に長時間を要したり、有機溶媒が残存しやすい。また、乾燥温度が高すぎると、
得られるセルロースナノファイバー樹脂複合体が着色しやすくなる。また、組成物（２）
に水が含まれる場合にも、１００℃以上に加熱することで、水を揮発させることができる
。
【００４４】
乾燥時に加圧する場合、圧力は、１０ＭＰａ以上が好ましく、３０ＭＰａ以上がより好
ましい。また、圧力は、７０ＭＰａ以下であることが好ましく、５０ＭＰａ以下がより好
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ましい。プレス成形等することにより、残存する溶媒量を低減することができる。
【００４５】
乾燥時間は、乾燥方法に応じて適宜調整されるが、例えば、加圧乾燥する場合、その時
間は、１〜１０分とすることができる。
【００４６】
セルロースナノファイバー樹脂複合体を得る方法として、例えば、共重合体被覆ＣＮＦ
と樹脂と有機溶媒とを含む組成物を支持体上に塗布した後、塗布した塗布膜を乾燥させる
方法を挙げることができる。このようにすることで、膜状のセルロースナノファイバー樹
脂複合体を得ることができる。
【００４７】
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また、セルロースナノファイバー樹脂複合体を得る方法として、共重合体被覆ＣＮＦと
樹脂と有機溶媒を含む組成物を支持体上に塗布した後、水と接触させることで析出させた
膜を乾燥させる方法が挙げられる。
【００４８】
また、溶融混練等により、共重合体被覆ＣＮＦと樹脂と有機溶媒とを含む組成物から有
機溶媒を除去しつつ、所望の形に成形することで、セルロースナノファイバー樹脂複合体
としてもよい。
【００４９】
また、上記のように、本発明のＣＮＦ樹脂複合体の製造方法では、組成物（１）は、共
重合体被覆ＣＮＦと有機溶媒とを含むことが好ましい。そのため、被覆ＣＮＦ樹脂混合工
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程の前に、共重合体被覆ＣＮＦと有機溶媒とを含む組成物を調製する工程を有することが
好ましい。
【００５０】
［被覆ＣＮＦ調製工程］
被覆ＣＮＦ調製工程は、本発明に用いる共重合体と、セルロースナノファイバーと、有
機溶媒とを混合した反応液の中で、前記共重合体の少なくとも一部と前記セルロースナノ
ファイバーの少なくとも一部をエステル結合させることによって、前記共重合体により被
覆された被覆セルロースナノファイバーと前記有機溶媒とを含む組成物を調製する工程で
ある。
【００５１】
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上記のように、セルロースナノファイバーは、一般的に、水分散物として調製されるも
のである。また、セルロースナノファイバー同士の凝集力が強いと、本発明に用いる共重
合体と反応させエステル結合を形成することが困難である。そのため、被覆ＣＮＦ調製工
程では、通常は、水を含む状態のセルロースナノファイバーが用いられる。具体的には、
セルロースナノファイバーを水に分散させた水分散物を用いることが好ましく、１〜５０
質量％や、５〜４０質量％の固形分濃度の水分散物を用いることが好ましい。セルロース
ナノファイバーは水への分散性が高く、水分散物中では、セルロースナノファイバーは凝
集しにくい。なお、水分散物は、液状やスラリー状、ゲル状であってもよい。
また、本発明に用いる共重合体の溶解性等を考慮して、セルロースナノファイバーが凝
集しない範囲で、水分散物の水の一部を有機溶媒に置換した分散物を用いてもよい。
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また、適宜、分散剤等の添加剤を添加してもよい。
【００５２】
被覆ＣＮＦ調製工程は、例えば、本発明に用いる共重合体と、セルロースナノファイバ
ー水分散物と、有機溶媒とを混合した反応液の中で、前記共重合体の少なくとも一部と前
記セルロースナノファイバーの少なくとも一部をエステル結合させることによって、共重
合体被覆ＣＮＦと前記有機溶媒とを含む組成物を調製する工程とすることができる。例え
ば、本発明に用いる共重合体と、セルロースナノファイバー水分散物と、有機溶媒とを混
合した反応液を加熱等することにより、図１に示すように、前記共重合体のカルボキシル
基（ＣＯＯＨ基）の少なくとも一部と前記セルロースナノファイバーのＯＨ基の少なくと
も一部とでエステル結合を形成させることができる。

20

【００５３】
また、被覆ＣＮＦ調製工程で使用する本発明に用いる共重合体の量は、本発明に用いる
共重合体やセルロースナノファイバーの種類に応じて適宜調整されるものである。セルロ
ースナノファイバーに対する本発明に用いる共重合体の質量比は、１質量％以上であるこ
とが好ましく、５質量％以上であることがより好ましく、１０質量％以上であることがさ
らに好ましい。また、セルロースナノファイバーに対する本発明に用いる共重合体の質量
比は、１００質量％以下とすることが好ましく、５０質量％以下であることがより好まし
く、２０質量％以下であることがさらに好ましい。このような範囲とすることで、セルロ
ースナノファイバーの凝集が抑制され、得られるセルロースナノファイバー樹脂複合体の
機械強度が優れたものとなる。
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セルロースナノファイバー水分散物を用いる場合は、水分散物の固形分濃度を考慮し、
セルロースナノファイバー水分散物中のセルロースナノファイバーに対して、本発明に用
いる共重合体が上記範囲となるようにすればよい。
【００５４】
本発明に用いる共重合体と、セルロースナノファイバーとを加熱等により反応させエス
テル結合を形成させることで、セルロースナノファイバーとの反応時に生成する副生成物
は水であるので、その後の製造工程において影響を与えにくく、環境にもやさしい。また
、得られるセルロースナノファイバー樹脂複合体中に残存しにくく、副生成物が不純物と
なり残存し、セルロースナノファイバー樹脂複合体中の物性を低下させることがない。
【００５５】
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（有機溶媒）
有機溶媒は、セルロースナノファイバーの分散性や、本発明に用いる共重合体の溶解性
、混合される樹脂の溶解性等を考慮して、通常、親水性の有機溶媒である。
【００５６】
具体的には、有機溶媒としては、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、Ｎ−メチ
ルピロリドン（ＮＭＰ）、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）等のアミド系、ト
ルエン、キシレン等の炭化水素系、エタノール、プロパノール、ブタノール等のアルコー
ル系等の有機溶媒が挙げられる。共重合体の溶解性や樹脂との相溶性、有機溶媒の沸点の
観点からは、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、Ｎ−メチルピロリドン（ＮＭＰ
）、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）、トルエン、キシレン、エタノール、プ
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ロパノール及びブタノールからなる群から選択される１種以上であることが好ましく、Ｎ
，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、Ｎ−メチルピロリドン（ＮＭＰ）およびＮ，Ｎ
−ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）からなる群から選択される１種以上であることがよ
り好ましい。
【００５７】
また、加熱することで、本発明に用いる共重合体とセルロースナノファイバーとがエス
テル結合を形成する反応が進行しやすくなるので、用いられる有機溶媒の沸点が１２０℃
以上であることが好ましい。
【００５８】
被覆ＣＮＦ調製工程で使用する有機溶媒の量は、使用する本発明に用いる共重合体やセ

10

ルロースナノファイバー、樹脂の量や種類に応じて適宜調整される。使用する有機溶媒の
量が少なければ、本発明に用いる共重合体や樹脂が溶解しにくく、セルロースナノファイ
バーを分散させることが困難となる。そのため、セルロースナノファイバーに対する有機
溶媒の質量比（有機溶媒／セルロースナノファイバー）は５以上であることが好ましく、
１０以上であることがより好ましい。また、使用する有機溶媒の量の上限は、本発明に用
いる共重合体とセルロースナノファイバーとの反応性を著しく低下させない限りであれば
よく、５００以下や３００以下とすることができる。また、セルロースナノファイバーに
対する有機溶媒の質量比は１０〜２００や８０〜１５０などであってもよい。
【００５９】
また、一般的には、本発明に用いる共重合体と、セルロースナノファイバー水分散物と
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、有機溶媒とを混合した反応液は、有機溶媒に加えて、セルロースナノファイバー水分散
物に由来する水を含有する。このときに、有機溶媒に対する水の割合が多すぎると、エス
テル形成の結合（脱水反応）が進行しにくいため、共重合体被覆ＣＮＦの反応液は、有機
溶媒が溶媒の主成分となるように調製される。反応液の含水率（水の質量／反応液の質量
×１００）が２０質量％以下となるように調製することが好ましく、１０質量％以下がよ
り好ましい。含水量を制御することで、セルロースナノファイバーの分散を維持しつつ、
セルロースナノファイバーと本発明に用いる共重合体との反応が進行しやすくなる。
また、反応液の含水率は、セルロースナノファイバーの凝集が抑えられる範囲で有機溶
媒の種類等に応じて適宜調整すればよい。例えば、１質量％以上や３質量％以上、５質量
％以上とすることができる。
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【００６０】
（加熱）
被覆ＣＮＦ調製工程では、本発明に用いる共重合体と、セルロースナノファイバーと、
有機溶媒とを混合した反応液を１１０℃以上に加熱し、前記共重合体の少なくとも一部と
前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部をエステル結合させることが好ましい。
加熱することで、触媒を使用しない場合でも反応しやすく、触媒を用いる場合でもその使
用量を低減することができる。そのため、得られる共重合体被覆ＣＮＦやこれを用いて製
造するセルロースナノファイバー樹脂複合体に不純物として残存する触媒の量を低減でき
る。
１１０℃以上に加熱することで、エステル結合形成の反応で生じた水やセルロースナノ
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ファイバー水分散物中の水が蒸発するため、エステルを形成する反応を促進することがで
きる。加熱温度は、１１０℃以上が好ましく、１２０℃以上で加熱することがより好まし
い。一方、加熱温度が高すぎると、有機溶媒も揮発し、セルロースナノファイバーが凝集
したり、有機溶媒の揮発を抑制するため特殊な装置が必要となる場合がある。加熱温度は
、１８０℃以下が好ましく、１５０℃以下が好ましい。
反応時間は、例えば、１時間以上や１０時間以上、２０時間以上とすることができる。
また、５０時間以下や３０時間以下であってもよい。
【００６１】
また、共重合体被覆ＣＮＦと有機溶媒とを含む組成物は、単離された共重合体被覆ＣＮ
Ｆを任意の有機溶媒に分散させることで調製してもよい。
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【００６２】
［本発明のＣＮＦ樹脂複合体の製造方法の一例］
図２は、本発明のＣＮＦ樹脂複合体の製造方法の一例のフローを説明するための図であ
る。図２に示すフローに従い、セルロースナノファイバー樹脂複合体を製造できる。
【００６３】
被覆ＣＮＦ調製工程では、まず、本発明に用いる共重合体と、セルロースナノファイバ
ー水分散物（固形分濃度１０〜３０％）と、有機溶媒とを混合して、反応液とする。この
とき、セルロースナノファイバー水分散物１００質量部に対し、本発明の共重体が１〜１
０質量部となるように混合し、さらに、含水率が１０％以下となるように有機溶媒の量を
調整して加える。次いで、この溶液を１１０〜１８０℃で１０〜３０時間程度撹拌する。

10

これにより、本発明に用いる共重合体の少なくとも一部のＣＯＯＨ基とセルロースナノフ
ァイバーのＯＨ基が脱水縮合し、エステル結合が形成され、共重合体被覆ＣＮＦと、有機
溶媒とを含む組成物（１ａ）が得られる。
このように反応液の含水率や加熱温度を調製することにより、エステル結合を形成させ
ることができる。
【００６４】
エステル結合の有無は、被覆ＣＮＦ調製工程後の反応液の一部をサンプリングし、反応
液から溶媒を除去し、共重合体被覆ＣＮＦのＩＲスペクトルを測定することで確認できる
。
エステル結合を形成すれば、セルロースナノファイバーのＯＨ基に由来するピークが減

20

少する。そのため、ＯＨ基に由来するピーク強度を、原料のセルロースナノファイバーと
共重合体被覆ＣＮＦとで比較することで、エステル結合の有無を確認できる。
また、エステルのＣ＝Ｏに由来するピーク強度や、カルボキシル基のＯＨに由来するピ
ークの強度を、原料の共重合体と共重合体被覆ＣＮＦとで比較することで確認することも
できる。
また、セルロースナノファイバーと、本発明に用いる共重合体とを混合しただけのもの
のＩＲを測定し、このＩＲチャートと共重合体被覆ＣＮＦのＩＲチャートとを比較しても
よい。
ピーク強度の増減は、例えば、１０００ｃｍ‑1付近に観察されるピークを基準として、
ＯＨに由来するピークやエステルのＣ＝Ｏに由来するピークの強度を比較することで確認

30

することができる。
【００６５】
被覆ＣＮＦ樹脂混合工程では、組成物（１ａ）中の有機溶媒１００質量部に対して、疎
水性樹脂３０〜１００質量部となるように、組成物（１ａ）に疎水性樹脂を加え、１１０
〜１８０℃で１０〜６０分間程度撹拌する。これにより、組成物（１ａ）と疎水性樹脂と
を含む組成物（２ａ）を得る。
【００６６】
次いで、組成物（２ａ）を基板上に塗布した後、乾燥し、基板上から剥離することで膜
状のセルロースナノファイバー樹脂複合体（３ａ）を得ることができる。
【００６７】

40

＜セルロースナノファイバー樹脂複合体＞
本発明は、セルロースナノファイバーが共重合体により被覆されたセルロースナノファ
イバーと樹脂とを含むセルロースナノファイバー樹脂複合体であって、前記共重合体は、
側鎖に炭素数８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アク
リルアミド、ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィン及び置換スチ
レンからなる群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリル酸との共重合体で
あり、前記共重合体により被覆されたセルロースナノファイバーは、前記共重合体の少な
くとも一部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部はエステル結合を形成して
いるセルロースナノファイバー樹脂複合体（以下、「本発明のＣＮＦ樹脂複合体」と記載
する場合がある。）に関する。本発明のＣＮＦ樹脂複合体は本発明のＣＮＦ樹脂複合体の
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製造方法で得ることができる。
【００６８】
本発明のＣＮＦ樹脂複合体に含まれるセルロースナノファイバー、本発明に用いる共重
合体、樹脂は、本発明のＣＮＦ樹脂複合体の製造方法で用いられるものと同様のものであ
る。本発明のＣＮＦ樹脂複合体は、セルロースナノファイバーのＯＨ基の少なくとも一部
と本発明に用いる共重合体の（メタ）アクリル酸の側鎖のカルボキシル基の少なくとも一
部が反応してエステル結合を形成しており、セルロースナノファイバーが樹脂中に分散し
た構成である。
【００６９】
また、本発明のＣＮＦ樹脂複合体は、共重合体により被覆されたセルロースナノファイ

10

バー（共重合体被覆ＣＮＦ）と樹脂以外にその他の成分を含んでもよいが、共重合体被覆
ＣＮＦ及び樹脂を主成分とするものであり、通常、本発明のＣＮＦ樹脂複合体中に共重合
体被覆ＣＮＦ及び樹脂を合計で５０質量％以上含むものである。
このような本発明のＣＮＦ樹脂複合体は、セルロースナノファイバーが、本発明に用い
る共重合体により被覆されているので、凝集が抑制されることに加えて、樹脂と接着力も
強いものとなる。これにより、本発明のＣＮＦ樹脂複合体は、セルロースナノファイバー
に由来する優れた引張特性等の機械特性を有し、また、セルロースナノファイバーと樹脂
との界面で剥離等が抑制されることで全体的に優れた機械特性を有する。また、軽量で成
形性に優れたものとなる。
【００７０】

20

セルロースナノファイバーと樹脂の特性をより活かすためには、本発明のＣＮＦ樹脂複
合体中に共重合体被覆ＣＮＦ及び樹脂を合計で７０質量％以上含むことが好ましく、８０
重量％以上がより好ましく、９０重量％以上がさらに好ましい。このようにすることで、
より軽量で、機械特性に優れ、成形性に優れた材料とすることができる。
【００７１】
本発明のＣＮＦ樹脂複合体において、セルロースナノファイバーに対する本発明に用い
る共重合体の質量比（本発明に用いる共重合体の質量／セルロースナノファイバーの質量
×１００）は、１質量％以上であることが好ましく、５質量％以上であることがより好ま
しく、１０質量％以上であることがさらに好ましい。また、１００質量％以下であること
が好ましく、５０質量％以下であることがより好ましい。

30

【００７２】
また、樹脂に対するセルロースナノファイバーの質量比（セルロースナノファイバーの
質量／樹脂の質量×１００）は、０．０５質量％以上であることが好ましく、０．１質量
％以上であることがより好ましい。また、１０質量％以下であることが好ましく、５質量
％以下であることがより好ましい。
【００７３】
本発明のＣＮＦ樹脂複合体に含むことができる共重合体被覆ＣＮＦ及び樹脂以外のその
他の成分としては、成形助剤や着色剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤等の添加剤が挙げられ
る。
【００７４】

40

本発明のＣＮＦ樹脂複合体の形状は特に限定されず、シート状、粉末状、ペレット状等
とすることができる。また、用途に応じて所望の形状としてもよい。本発明のＣＮＦ樹脂
複合材は、成形性に優れるため、用途に応じた所望の形状とすることも容易である。
また、本発明のＣＮＦ樹脂複合体は、顔料や色素等の着色剤を混合することで、着色す
ることができるため、目的や用途に応じて、本発明のＣＮＦ樹脂複合体を所望の色とする
こともできる。
具体的な用途としては、例えば、自動車・電車・船舶・航空機等の輸送機の筐体や内装
材、外装材、パソコン・テレビ・電話等の電子機器の筐体や部材、スポーツやレジャー用
品の部材等に用いることができる。
【００７５】
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＜被覆セルロースナノファイバー＞
また、本発明の被覆セルロースナノファイバーは、セルロースナノファイバーが共重合
体により被覆されたセルロースナノファイバーであって、前記共重合体は、側鎖に炭素数
８以上の長さのアルカン鎖を有する、（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、
ビニルエーテル、ビニルエステル、シロキサン、αオレフィン及び置換スチレンからなる
群より選ばれるいずれかのモノマーと、（メタ）アクリル酸との共重合体であり、前記共
重合体の少なくとも一部とセルロースナノファイバーの少なくとも一部はエステル結合を
形成している被覆セルロースナノファイバーとすることができる。
これは、上記の本発明のＣＮＦ樹脂複合体に含まれる共重合体被覆ＣＮＦであり、本発
明に用いる共重合体とセルロースナノファイバーとが強固に接着しているので、樹脂混合

10

時や乾燥時などにセルロースナノファイバー同士が凝集することを抑制できる。
【００７６】
＜被覆セルロースナノファイバーの製造方法＞
また、本発明の被覆セルロースナノファイバーの製造方法は、本発明に用いる共重合体
と、セルロースナノファイバーと、有機溶媒とを混合した反応液の中で、前記共重合体の
少なくとも一部と前記セルロースナノファイバーの少なくとも一部をエステル結合させる
工程を有する製造方法とすることができる。
本発明の被覆セルロースナノファイバーの製造方法は、上記被覆セルロースナノファイ
バーの好適な製造方法である。また、本発明の被覆セルロースナノファイバーの製造方法
は、上記の本発明のＣＮＦ樹脂複合体の製造方法の被覆ＣＮＦ樹脂混合工程の方法と同様

20

にすることができ、好ましい態様も同様である。
【実施例】
【００７７】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を変更しない
限り以下の実施例に限定されるものではない。
【００７８】
＜共重合体（Ｐ１）の合成＞（参考例１）
ステアリルアクリレート（ＳＴＡ）６．６ｇ、酢酸ブチル６．６ｇ、重合開始剤（Ｂｌ
ｏｃＢｕｉｌｄｅｒ（登録商標）

ＭＡ）０．３８６ｇを混合した溶液を、重合温度約１

０５℃、リアクターの撹拌速度７５ｒｐｍ、窒素雰囲気下でリビングラジカル重合するこ

30

とにより、ＳＴＡのブロック重合体を製造した。さらに、これにより得られたＳＴＡのブ
ロック重合体の溶液に、アクリル酸（ＡＡ）を３．４１５ｇ、酢酸ブチルを３．４２ｇ投
入してＳＴＡのブロック重合体に、ＡＡのブロック重合体が結合したブロック共重合体で
ある共重合体（Ｐ１）を得た。
得られた共重合体（Ｐ１）の分子量（Ｍｗ：重量平均分子量）を、ＧＰＣにより測定し
、ポリスチレン換算にて求めた。ＳＴＡ由来の構造は推算値として約４，５１９（ｇ／ｍ
ｏｌ）、ＡＡ由来の構造が約３，３７１（ｇ／ｍｏｌ）の共重合体であった。
【００７９】
＜セルロースナノファイバー樹脂複合体の合成＞
40

［原料］
・共重合体：上記で合成した共重合体（Ｐ１）（ステアリルアクリレートとアクリル酸と
のブロック共重合体、ＳＴＡ−ＡＡ）
・セルロースナノファイバー水分散物（ＣＮＦ水分散物）：セリッシュ（ダイセルファイ
ンケム株式会社製ＫＹ１００Ｇ、固形分濃度１０％）
・樹脂：ポリスチレン（ＰＳ）（東洋スチレン株式会社、トーヨースチロールＧＰ

Ｇ２

００Ｃ）
・有機溶媒：Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）
【００８０】
［実施例１］
ビーカーに、ＤＭＦ５０ｇ、ＣＮＦ水分散物２．５ｇ、共重合体（Ｐ１）０．２５ｇを
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入れ、１１５℃で２４時間撹拌することによって、共重合体（Ｐ１）とセルロースナノフ
ァイバーとをエステル結合させ、被覆セルロースナノファイバーを含む反応液を得た。得
られた反応液を組成物（１−１）とした。（被覆ＣＮＦ調製工程）
前記組成物（１−１）に、ＰＳ４７．５ｇ、ＤＭＦ１００ｇを加え、１１５℃で２０分
間撹拌した。この溶液を組成物（２−１）とした。（被覆ＣＮＦ樹脂混合工程）
組成物（２−１）をガラス板上に塗布した後、脱イオン水に浸漬させ、膜を析出させた
。この膜に、手動油圧加圧プレス（株式会社井元製作所、ＩＭＣ−１８０Ｃ）を用いて、
４０ＭＰａ、１８０℃、２分間のプレス成形を３回行い、セルロースナノファイバー樹脂
複合体膜（３−１）を得た。（溶媒除去工程）
10

【００８１】
［比較例１］
ビーカーに、ＤＭＦ１５０ｇ、ＰＳ４７．５ｇ、ＣＮＦ水分散物２．５ｇを入れ、１１
５℃で２０分間撹拌した。この溶液を比較組成物（２
比較組成物（２

−１）とした。

−１）をガラス板上に塗布した後、脱イオン水に浸漬させ、膜を析出

させた。この膜に、手動油圧加圧プレス（株式会社井元製作所、ＩＭＣ−１８０Ｃ）を用
いて、４０ＭＰａ、１８０℃、２分間のプレス成形を３回行い、セルロースナノファイバ
ー樹脂複合体膜（３

−１）を得た。

【００８２】
［評価（１）］偏光顕微鏡による観察
セルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３−１）（実施例１）およびセルロースナノ
ファイバー樹脂複合体膜（３

20

−１）（比較例１）の膜内部を偏光顕微鏡（カートン光学

株式会社製、ＣＳ−Ｔ１５）で観察した。図３にセルロースナノファイバー樹脂複合体膜
（３−１）（実施例１）及びセルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３

−１）（比較

例１）の偏光顕微鏡写真を示す。
図３に示すように、比較例１の共重合体（Ｐ１）を添加していない膜の内部では、パル
プが塊となって存在することが確認された。一方、実施例１の共重合体（Ｐ１）を添加し
た膜の内部は、パルプ同士の間に隙間ができているのが確認され、セルロースナノファイ
バー同士の凝集が抑制されていることがわかる。
この結果から、共重合体（Ｐ１）を添加することで、セルロースナノファイバーの外部
に側鎖結晶性部分（ＳＴＡの側鎖に由来する部分）が露出し、ポリスチレンとの相溶性が

30

向上したと推察される。
【００８３】
［実施例２］
ビーカーに、ＤＭＦ２０ｇ、ＣＮＦ水分散物２ｇ、共重合体（Ｐ１）０．０２ｇを入れ
、１１０℃で２４時間撹拌することによって、共重合体（Ｐ１）とセルロースナノファイ
バーとをエステル結合させ、被覆セルロースナノファイバーを含む反応液を得た。得られ
た反応液を組成物（１−２）とした。（被覆ＣＮＦ調製工程）
前記組成物（１−２）に、ＰＳ２０ｇを加え、１１０℃で２０分間撹拌した。この溶液
を組成物（２−２）とした。（被覆ＣＮＦ樹脂混合工程）
組成物（２−２）をガラス板上に塗布した後、真空乾燥した。この膜に、手動油圧加圧

40

プレス（株式会社井元製作所、ＩＭＣ−１８０Ｃ）を用いて、４０ＭＰａ、１８０℃、２
分間のプレス成形を３回行い、セルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３−２）を得た
。（溶媒除去工程）
【００８４】
［比較例２］
ビーカーに、ＤＭＦ２０ｇ、ＣＮＦ水分散物２ｇ、ＰＳ２０ｇを入れ、１１０℃で２０
分間撹拌した。この溶液を比較組成物（２
比較組成物（２

−２）とした。

−２）をガラス板上に塗布した後、真空乾燥した。この膜に、手動油

圧加圧プレス（株式会社井元製作所、ＩＭＣ−１８０Ｃ）を用いて、４０ＭＰａ、１８０
℃、２分間のプレス成形を３回行い、セルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３

−２
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）を得た。
【００８５】
［比較例３］
ビーカーに、ＤＭＦ５０ｇ、ＰＳ５０ｇを入れ、１１０℃で２０分間撹拌した。この溶
液を比較組成物（２

−３）とした。

比較組成物（２

−３）をガラス板上に塗布した後、脱イオン水に浸漬させ、膜を析出

させた。この膜に手動油圧加圧プレス（株式会社井元製作所、ＩＭＣ−１８０Ｃ）を用い
て、４０ＭＰａ、１８０℃、２分間のプレス成形を３回行い、ポリスチレン膜を得た。
【００８６】
10

［評価（２）］目視評価
セルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３−２）（実施例２）、セルロースナノファ
イバー樹脂複合体膜（３

−２）（比較例２）およびポリスチレン膜（比較例３）の外観

写真を図４に示す。
図４に示すように、比較例２のセルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３

−２）は

、セルロースナノファイバーが樹脂中で凝集していることがわかる。一方、共重合体（Ｐ
１）を用いたセルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３−２）は、セルロースナノファ
イバーの凝集が抑えられ、ポリスチレン膜と同等の外観であり、成形性に優れていた。
【００８７】
［評価（３）］破断力の評価
セルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３−２）（実施例２）、セルロースナノファ
イバー樹脂複合体膜（３
Ｓ

Ｋ

７１１３
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−２）（比較例２）およびポリスチレン膜（比較例３）をＪＩ

２（１／３）号試験片形状に打ち抜き作成した。引張試験器は株式会

社島津製作所の小型卓上試験機ＥＺ−ＬＸを使用し、チャック間距離３０ｍｍ、伸張速度
１ｍｍ／ｍｉｎで引張試験を行った。
【００８８】
セルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３−２）（実施例２）の最大荷重は５回の平
均で４．１９Ｎであり、標準偏差は０．０８であった。セルロースナノファイバー樹脂複
合体膜（３

−２）（比較例２）の破断力は、セルロースナノファイバーの凝集部分付近

を測定した。最大荷重は、５回の平均で２．０２Ｎであり、標準偏差は０．２１であった
。ポリスチレン膜（比較例３）の最大荷重は、５回の平均で３．１４Ｎであり、標準偏差

30

は０．２４であった。
また、セルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３−２）（実施例２）の伸び（Ｅｘｔ
ｅｎｓｉｏｎ）−荷重（Ｆｏｒｃｅ）曲線を図５に、セルロースナノファイバー樹脂複合
体膜（３

−２）（比較例２）の伸び（Ｅｘｔｅｎｔｉｏｎ）−荷重（Ｆｏｒｃｅ）曲線

を図６に、ポリスチレン膜（比較例３）伸び（Ｅｘｔｅｎｔｉｏｎ）−荷重（Ｆｏｒｃｅ
）曲線を図７に示す。
【００８９】
引張試験の結果より、セルロースナノファイバー樹脂複合体膜（３−２）（実施例２）
は、破断力が大きく、ばらつきも小さく（標準偏差も小さく）、セルロースナノファイバ
ー樹脂複合体膜（３

−２）（比較例２）に比べて、全体的に優れた機械特性を有するこ

40

とがわかる。
【００９０】
［参考例２］
ビーカーに、ＤＭＦ５０ｇ、ＣＮＦ水分散物２．５ｇ、共重合体（Ｐ１）０．２５ｇを
入れ、１１５℃で２４時間撹拌した。得られた反応液を吸引ろ過し、ろ物を真空乾燥する
ことで、共重合体被覆ＣＮＦ（Ｐ１−ＣＮＦ）を得た。
【００９１】
［評価（４）］ＩＲスペクトルの測定
共重合体被覆ＣＮＦ（Ｐ１−ＣＮＦ）のＩＲスペクトルを測定した。なお、ＩＲスペク
トルは、Ｐｅｒｋｉｎ

Ｅｌｍｅｒ社製フーリエ変換赤外分光分析装置「Ｓｐｅｃｔｒｕ
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ｔｗｏ（登録商標）」を用いて測定した。共重合体被覆ＣＮＦ（Ｐ１−ＣＮＦ）のＩ

Ｒスペクトルでは、１７２６ｃｍ‑1にエステル基に由来するピークが観察され、２８００
〜３０００ｃｍ‑1付近に、共重合体（Ｐ１）を構成するＳＴＡの側鎖のアルカン鎖に由来
するピークが観察された。
また、共重合体（Ｐ１）に比べて、共重合体被覆ＣＮＦ（Ｐ１−ＣＮＦ）のＩＲでは、
１７２６ｃｍ‑1のエステル基のＣＯに由来するピークが増加した。また、３０００〜３８
００ｃｍ‑1ＯＨに由来するピークが減少した。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
本発明によれば、セルロースナノファイバーが樹脂中に分散され、機械物性に優れたセ
ルロースナノファイバー樹脂複合体を得ることができる。このセルロースナノファイバー
樹脂複合体は、例えば、自動車・電車・船舶・航空機等の輸送機の筐体や内装材、外装材
、パソコン・テレビ・電話等の電子機器の筐体や部材、スポーツやレジャー用品の部材等
の用途に用いることができる。

【図１】

【図３】

【図４】

【図２】

【図５】
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【図７】
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