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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セルロースの樹脂中への分散性を高めた易分散性セルロース組成物の製造方法であって
、樹脂親和性セグメントＡと、セルロース吸着性セグメントＢとを有するブロック共重合
体構造を有する高分子分散剤を親水性有機溶剤溶液に溶解し、これに界面活性剤を添加し
、その後に水を添加することで前記高分子分散剤を含有した水系の分散処理剤を作製し、
得られた水系の分散処理剤を、含水状態又は乾燥状態のセルロースに添加して易分散性セ
ルロース組成物を得ることを特徴とする易分散性セルロース組成物の製造方法。
【請求項２】
前記界面活性剤が、脂肪族アミン類のカルボン酸塩、無機酸塩及び４級アンモニウム塩
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からなる群から選ばれる少なくともいずれかである請求項１に記載の易分散性セルロース
組成物の製造方法。
【請求項３】
前記親水性有機溶剤が、アルコール系溶剤又はグリコール系溶剤である請求項１又は２
に記載の易分散性セルロース組成物の製造方法。
【請求項４】
前記セルロースが、セルロースナノファイバー、セルロースナノクリスタル、パルプ、
リグノセルロース及び木粉からなる群から選ばれる少なくとも１種の、含水状態又は乾燥
状態のセルロース繊維である請求項１〜３のいずれか１項に記載の易分散性セルロース組
成物の製造方法。
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【請求項５】
前記高分子分散剤が、更に、下記（１）〜（５）の要件をすべて満たすブロック共重合
体である請求項１〜４のいずれか１項に記載の易分散性セルロース組成物の製造方法。
（１）前記Ａ−Ｂブロック共重合体の構成成分の９０質量％以上がメタクリレート系モノ
マーで構成されていること；
（２）前記セルロース吸着性セグメントＢは、構成成分の５０質量％以上が、水酸基を１
個以上有するメタクリレート系モノマー及び／又は尿素基を有するメタクリレート系モノ
マーで構成されており、且つ、樹脂との相溶性がないこと；
（３）前記樹脂親和性セグメントＡのゲルパーミエーションクロマトグラフィーにおける
ポリスチレン換算の数平均分子量が５００〜２００００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ共重合
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体全体に占める該樹脂親和性セグメントＡの割合が５〜９５質量％であること；
（４）前記セルロース吸着性セグメントＢのゲルパーミエーションクロマトグラフィーに
おけるポリスチレン換算の数平均分子量が５００〜２００００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ
共重合体全体に占める該セルロース吸着性セグメントＢの割合が５〜９５質量％であるこ
と；
（５）前記Ａ−Ｂブロック共重合体のゲルパーミエーションクロマトグラフィーにおける
ポリスチレン換算の数平均分子量が１０００〜４００００であり、且つ、分子量分布指数
（重量平均分子量／数平均分子量）が１．０〜１．６であること。
【請求項６】
前記（２）のセルロース吸着性セグメントＢの構成成分の７０質量％以上が、水酸基を
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１個以上有するメタクリレート系モノマー及び／又は尿素基を有するメタクリレート系モ
ノマーで構成されており、更に、構成成分の３〜１５質量％が、アルカリで中和されたメ
タクリル酸及び／又はカルボキシ基を有するメタクリレート系モノマー又は第４級アンモ
ニウム塩基を有するメタクリレート系モノマーで構成されている請求項５に記載の易分散
性セルロース組成物の製造方法。
【請求項７】
前記高分子分散剤が、有機ヨウ素化合物を開始化合物とし、リン化合物、窒素化合物、
酸素化合物又は炭素化合物を触媒とするリビングラジカル重合法である可逆連鎖移動触媒
重合（ＲＴＣＰ）法で合成されたものである請求項５又は６に記載の易分散性セルロース
組成物の製造方法。
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【請求項８】
樹脂親和性セグメントＡと、セルロース吸着性セグメントＢとを有するブロック共重合
体構造を有する高分子分散剤を親水性有機溶剤溶液に溶解し、これに界面活性剤を添加し
、その後に水を添加することで高分子分散剤を含有した水系の分散処理剤を製造すること
を特徴とする、セルロースの樹脂中への分散性を高めた易分散性セルロース組成物の製造
に用いる水系の分散処理剤の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、優れたフィラーとしての機能が注目されているものの、親水性の物質である
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ことから、樹脂等への分散が難しく、現状では、その利用が促進されていない微細なセル
ロース繊維の広範な利用の実現を可能にする新たな技術に関し、具体的には、高分子分散
剤を用いてセルロースに処理して、セルロースの樹脂分散性を高めた易分散性セルロース
組成物の製造方法、これに用いる水系の分散処理剤の製造方法、易分散性セルロース組成
物、これを用いたセルロース分散樹脂組成物を提供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
セルロース繊維は、全ての植物の基本骨格物質であり、地球上に一兆トンを超える蓄積
があり、植樹によって再生可能の資源であることからも、その有効活用が望まれる。セル
ロース繊維は、鋼鉄の１／５の軽さであるにも関わらず、鋼鉄の５倍以上の強度、ガラス
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の１／５０の低線熱膨張係数を有する繊維である。そこで、セルロース繊維を、樹脂等の
マトリックス中にフィラーとして含有させ、機械的強度を付与させる技術が提案されてい
る（特許文献１）。また、セルロース繊維が有する機械的強度を更に向上させる目的で、
セルロース繊維を解繊して、セルロースナノファイバー（ＣＮＦ、ミクロフィブリル化植
物繊維）が添加剤中に分散した状態で存在するようにした繊維状樹脂補強剤についての提
案がある（特許文献２）。また、ＣＮＦと同様にセルロース繊維を解繊処理したものとし
て、セルロースナノクリスタル（ＣＮＣ）が知られている。ＣＮＦは、セルロース繊維を
機械的解繊等の処理を施すことで得られる繊維であり、繊維幅４〜１００ｎｍ程度、繊維
長５μｍ程度以上の繊維である。ＣＮＣは、セルロース繊維を酸加水分解等の化学的処理
を施すことで得られる結晶であり、結晶幅１０〜５０ｎｍ程度、結晶長５００ｎｍ程度の
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結晶である。これらＣＮＦ及びＣＮＣは、総称してナノセルロースと称される。ナノセル
ロースは、高比表面積（２５０〜３００ｍ2／ｇ）であり、鋼鉄と比較して軽量であり且
つ高強度である。
【０００３】
ナノセルロースは、ガラスと比較して熱変形が小さい。高強度且つ低熱膨張であるナノ
セルロースは、持続型資源材料として有用な素材であり、例えば、ナノセルロースと樹脂
等の高分子材料と組み合わせて高強度・低熱膨張とする複合材料、エアロゲル材料、ＣＮ
Ｃの自己組織化によるキラルネマチック液晶相を利用した光学異方性材料、ナノセルロー
スに機能性官能基を導入して高機能性材料の開発及び創製がなされている。一方で、ナノ
セルロースは、水酸基を豊富に有するので、親水性で極性が強く、疎水性で極性の無い汎
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用性樹脂との相溶性に劣る側面がある。このため、ナノセルロースを用いた材料開発では
、化学処理により、ナノセルロースの表面改質又はナノセルロースへの官能基導入を行い
、ナノセルロースの汎用性樹脂との相溶性を向上させることが検討されている。つまり、
ナノセルロースの汎用性樹脂に対する分散性を向上させることが検討されている。
【０００４】
また、セルロース繊維をフィラーとして含む汎用性樹脂組成物の作製において、分散剤
を添加して、セルロース繊維と汎用性樹脂との分散性、相溶性を向上させることが検討さ
れている。非特許文献１では、セルロースナノクリスタル（セルロースナノウィスカー）
に界面活性剤を吸着させて、セルロースナノクリスタルの有機溶媒分散性を向上させてい
る。非特許文献２では、界面活性剤を吸着したセルロースナノクリスタルを補強材とした
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アイソタクチックポリプロピレン（ｉＰＰ）複合材料を作製し、ｉＰＰ単独に比べて約１
．４倍に引張強度を向上させている。前記した特許文献２では、熱可塑性樹脂の補強材と
してセルロースを利用する場合に、セルロースの凝集塊の発生を抑え、樹脂にセルロース
を均一に分散する目的で、セルロースファイバーと親水性であり且つ特定のＨＬＢ値（親
水親油バランス）を有する添加剤（低分子系界面活性剤）を用い、セルロースファイバー
が添加剤中に分散した状態にさせている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８−２６６６３０号公報
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【特許文献２】国際公開第２０１２／１１１４０８号
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｈｅｕｘら、Ｌａｎｇｍｕｉｒ、Ｖｏｌ．１６、Ｎｏ．２１、２０００
、８２１０−８２１２
【非特許文献２】Ｌｊｕｎｇｂｅｒｇら、Ｐｏｌｙｍｅｒ、Ｖｏｌ．４７、２００６、６
２８５−６２９２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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前記した従来例ではいずれも、分散剤として低分子化合物を用いてナノセルロースの分
散性向上を試みている。これに対し、本発明者らは、顔料等の微細な疎水性物質を樹脂や
、水系媒体中に分散させるために開発されてきた高分子分散剤を、簡便で、多量の有機溶
剤を使用することがない環境にも配慮した方法で、親水性物質であるセルロースに適用す
ることができれば、実用化に向けて非常に有用であるとの認識を持つに至った。ここで、
セルロースの汎用樹脂への分散に、高分子分散剤を用いることができれば、以下に挙げる
ような技術的な利点があると考えられる。まず、モノマー設計により多種多様な構造の高
分子設計が可能であるので、目的、用途に応じた分子設計が可能になる点である。すなわ
ち、高分子分散剤として無数の構造の設計が可能なため、モノマー設計によって、分散さ
せる樹脂の種類等に適合させた、より高性能の分散剤の合成が期待できる。高分子分散剤
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としては、オレフィン系ポリマー、アクリル系ポリマー、エステル系ポリマー、ウレタン
系ポリマーなど、様々な種類のものが使用できると考えられる。その中で、特にアクリル
系ポリマーは、穏和な条件で重合が可能で比較的容易にポリマーを得ることができ、また
、多種多様なアクリル系モノマーが存在するため、配合上無数の組成を選択し、目的、用
途に応じた分子設計がし易いため、より有用であることが予想される。
【０００８】
更に、アクリル系ポリマーを高分子分散剤として用いる場合、その構造としてブロック
共重合体構造とすることが、以下の理由から、有用であると考えられる。ブロック共重合
体は、構成成分の異なる、２種類以上のポリマーセグメントが１本のポリマー鎖に含まれ
た構造であるため、モノマー組成を工夫することで、それぞれのポリマーセグメントに異
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なる機能性を付与できるという利点がある。例えば、異なるモノマー組成（成分）からな
るＡ鎖とＢ鎖からなるＡ−Ｂ型ブロック共重合体を例にとれば、ポリマーセグメントＡ（
Ａ鎖）として汎用性樹脂と親和性の高い成分を有するものとし、一方で、ポリマーセグメ
ントＢ（Ｂ鎖）としてセルロースと吸着性の高い成分を有するものとなるようにブロック
共重合体を設計できれば、分散剤として利用することで、Ａ鎖とＢ鎖とがそれぞれ効果的
に作用して、汎用性樹脂中におけるセルロースの凝集抑制、分散安定化が期待できると考
えられる。すなわち、樹脂親和性セグメントＡ及びセルロース吸着性セグメントＢを有す
るブロック共重合体をセルロース分散樹脂組成物の分散剤として用いた場合、セルロース
の分散性が良好となり、フィラーとして機械的強度を十分に高めることが期待できる。
【０００９】
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本発明者らは、高分子分散剤の機能を十分に発揮させるためには、高分子分散剤のセル
ロースへの処理方法が重要となると考えた。前記した技術にもあるように、高分子分散剤
による分散は、セルロースの凝集塊の発生を抑えることが、良好な分散を達成するための
前提条件となる。このため、良好な分散状態を達成したセルロース分散樹脂組成物を得る
ための前処理方法として、セルロースを凝集させることなく、如何にセルロースに高分子
分散剤を処理するかが重要となる。具体的な方法として、例えば、水不溶性のアクリルポ
リマーを高分子分散剤としてセルロースに処理する場合は、水不溶のために高分子分散剤
を有機溶剤に溶解させて、セルロースに添加する工程が必要になると考えられる。しかし
、このような、水を含んだ状態のセルロースに、有機溶剤に溶解した高分子分散剤を添加
した場合は、水の存在によって高分子分散剤が析出し、セルロースに効果的に作用しない
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恐れがある。一方、水ではなく、高分子分散剤を溶解させる有機溶剤を含んだ状態のセル
ロースに高分子分散剤を添加した場合は、析出させることなく高分子分散剤をセルロース
に処理できるが、ろ過や乾燥などによって多量の有機溶剤を除去する必要が生じるという
別の問題が生じる。また、この場合は、この点に加え、更に、セルロースは水酸基を多数
有しており親水性が強いため、有機溶剤が含まれることによりセルロースが凝集し、十分
なセルロースの分散状態が得られない恐れがある。そこで、使用する有機溶剤の量を少な
くでき、水を主媒体とした系で、簡便で、効率的に高分子分散剤をセルロースに処理し、
セルロースを樹脂に対して易分散性とできる方法の開発が待望される。
【００１０】
本発明は、前記の背景を鑑みてなされたものであり、その目的は、従来技術のように、
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ナノセルロースの表面改質や、ナノセルロースへの官能基導入といったことを行うことな
く、従来、顔料等の微細な疎水性物質を分散させるために開発されてきた高分子分散剤に
よる分散を、簡便な方法で親水性の物質であるセルロースに適用可能なものにし、多量の
有機溶剤を使用せず、水を主媒体とした系で、簡便で効率的に高分子分散剤をセルロース
に処理し、樹脂等の疎水性物質中にセルロースを容易に分散させることができる易分散性
セルロース組成物を提供すること、更には、これによって有用なセルロース分散樹脂組成
物の提供を可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者は、前記の課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、高分子分散剤を用いてセ

10

ルロース分散樹脂組成物を得る際に必要となる、樹脂等の疎水性物質中にセルロースを容
易に分散可能にした易分散性セルロース組成物を、多量の有機溶媒を用いることなく、極
めて簡便な方法で得る方法を見出し、これによって、高分子分散剤を親水性の物質である
セルロースに適用可能にでき、セルロースの凝集塊の発生を抑えつつ、良好なセルロース
分散樹脂組成物が得られることを見出して、本発明を達成した。
【００１２】
上記の目的は、下記の本発明によって達成される。すなわち、本発明は、セルロースの
樹脂中への分散性を高めた易分散性セルロース組成物の製造方法であって、樹脂親和性セ
グメントＡと、セルロース吸着性セグメントＢとを有するブロック共重合体構造を有する
高分子分散剤を親水性有機溶剤溶液に溶解し、これに界面活性剤を添加し、その後に水を
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添加することで前記高分子分散剤を含有した水系の分散処理剤を作製し、得られた水系の
分散処理剤を、含水状態又は乾燥状態のセルロースに添加して易分散性セルロース組成物
を得ることを特徴とする易分散性セルロース組成物の製造方法を提供する。
【００１３】
上記の易分散性セルロース組成物の製造方法の好ましい形態としては、前記界面活性剤
が、界面活性剤が、脂肪族アミン類のカルボン酸塩、無機酸塩、及び４級アンモニウム塩
からなる群から選ばれる少なくともいずれかであること；前記親水性有機溶剤が、アルコ
ール系又はグリコール系溶剤であること；前記セルロースが、セルロースナノファイバー
、セルロースナノクリスタル、パルプ、リグノセルロース及び木粉からなる群から選ばれ
る少なくとも１種の、含水状態又は乾燥状態のセルロース繊維であることが挙げられる。
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【００１４】
また、上記の易分散性セルロース組成物の製造方法の好ましい形態としては、前記高分
子分散剤が、更に、下記（１）〜（５）の要件をすべて満たすブロック共重合体であるこ
とが挙げられる。
（１）前記Ａ−Ｂブロック共重合体の構成成分の９０質量％以上がメタクリレート系モノ
マーで構成されていること；
（２）前記セルロース吸着性セグメントＢは、構成成分の５０質量％以上が、水酸基を１
個以上有するメタクリレート系モノマー及び／又は尿素基を有するメタクリレート系モノ
マーで構成されており、且つ、樹脂との相溶性がないこと；
（３）前記樹脂親和性セグメントＡのゲルパーミエーションクロマトグラフィーにおける
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ポリスチレン換算の数平均分子量が５００〜２００００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ共重合
体全体に占める該樹脂親和性セグメントＡの割合が５〜９５質量％であること；
（４）前記セルロース吸着性セグメントＢのゲルパーミエーションクロマトグラフィーに
おけるポリスチレン換算の数平均分子量が５００〜２００００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ
共重合体全体に占める該セルロース吸着性セグメントＢの割合が５〜９５質量％であるこ
と；
（５）前記Ａ−Ｂブロック共重合体のゲルパーミエーションクロマトグラフィーにおける
ポリスチレン換算の数平均分子量が１０００〜４００００であり、且つ、分子量分布指数
（重量平均分子量／数平均分子量）が１．０〜１．６であること。
【００１５】
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更に、上記の易分散性セルロース組成物の製造方法の好ましい形態としては、上記の構
文素分散剤の構成が、前記（２）のセルロース吸着性セグメントＢの構成成分の７０質量
％以上が、水酸基を１個以上有するメタクリレート系モノマー及び／又は尿素基を有する
メタクリレート系モノマーで構成されており、更に、構成成分の３〜１５質量％が、アル
カリで中和されたメタクリル酸及び／又はカルボキシ基を有するメタクリレート系モノマ
ー又は第４級アンモニウム塩基を有するメタクリレート系モノマーで構成されていること
が挙げられる。
【００１６】
また、上記いずれかの易分散性セルロース組成物の製造方法の好ましい形態としては、
前記高分子分散剤が、有機ヨウ素化合物を開始化合物とし、リン化合物、窒素化合物、酸
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素化合物又は炭素化合物を触媒とするリビングラジカル重合法である可逆連鎖移動触媒重
合（ＲＴＣＰ）法で合成されたものであることが挙げられる。
【００１７】
また、本発明は、別の実施形態として、上記したいずれかの易分散性セルロース組成物
の製造方法により得られたことを特徴とする易分散性セルロース組成物を提供する。
【００１８】
また、本発明は、別の実施形態として、上記した易分散性セルロース組成物と、樹脂と
を含む樹脂組成物を溶融混練して得られたものであることを特徴とするセルロース分散樹
脂組成物を提供する。その好ましい形態としては、前記樹脂組成物が、前記易分散性セル
ロース組成物に起因する液分を含んだまま溶融混練して得られたものであること；また、
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前記樹脂が、熱可塑性樹脂であること；が挙げられる。
【００１９】
また、本発明は、別の実施形態として、樹脂親和性セグメントＡと、セルロース吸着性
セグメントＢとを有するブロック共重合体構造を有する高分子分散剤を親水性有機溶剤溶
液に溶解し、これに界面活性剤を添加し、その後に水を添加することで高分子分散剤を含
有した水系の分散処理剤を製造することを特徴とする、セルロースの樹脂中への分散性を
高めた易分散性セルロース組成物の製造に用いる水系の分散処理剤の製造方法を提供する
。
【発明の効果】
【００２０】
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本発明によれば、樹脂中に良好な状態でセルロースが分散された状態のセルロース分散
樹脂組成物を得るのに有用で、簡便な方法で、使用する有機溶剤の量を少なくでき、水を
主媒体とした系で高分子分散剤をセルロースに処理することを可能にした、セルロース用
の水系の分散処理剤、更に、易分散性セルロース組成物が提供される。より具体的には、
界面活性剤を用いた簡便な方法で、セルロース用として有用な高分子分散剤を含む水系の
分散処理剤を安定に作製することができる。この水系の分散処理剤は、セルロースが、含
水状態又は乾燥状態のいずれであっても用いることができる有用なものである。すなわち
、本発明によれば、従来、疎水性の顔料等に適用してきた高分子分散剤を、親水性の物質
であるセルロースに処理する工程において、主成分の溶剤として水で実施することができ
、有機溶剤によるセルロース凝集を抑制しながら高分子分散剤をセルロースに処理でき、

40

簡便で効率的に、易分散性セルロース組成物の提供が可能になる。この結果、再生が可能
な天然素材であり、優れたフィラーとしての機能が注目されているものの、親水性の物質
であることから、汎用樹脂である熱可塑性樹脂等への分散が難しく、現状では、その利用
が促進されていない微細なセルロース繊維の広範な利用の実現が可能になる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
発明を実施するための最良の形態を挙げて、本発明を更に詳細に説明する。
本発明の特徴は、高分子分散剤を用いたセルロース分散樹脂組成物を得るために必要と
なる、高分子分散剤によってセルロースの樹脂への分散性を良好なものとした易分散性セ
ルロース組成物の提供を可能できる、簡便な前処理方法を見出した点にある。具体的には
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、特定のブロック共重合体構造を有する高分子分散剤及び界面活性剤を含む親水性有機溶
剤溶液に水を添加し、水系の分散処理剤とする場合に、界面活性剤を用い、その添加順を
特定のものとするという極めて簡便な方法で、セルロースに対して有効に機能する、高分
子分散剤を含む水系の分散処理剤を得た点に大きな特徴を有する。この水系の分散処理剤
をセルロースに添加混合することで、易分散性セルロース組成物が提供され、この易分散
性セルロース組成物を用いて樹脂との複合化をすることで、極めて容易に、セルロース分
散樹脂組成物を得ることができる。本発明者らの検討によれば、得られるセルロース分散
樹脂組成物は、セルロースが樹脂中に良好に分散したものとなり、更に、射出成型した場
合に、その機械的強度が向上したものとなる。このように、多量の有機溶剤を使用しない
、極めて簡便な方法で、樹脂への相溶性に優れる易分散性セルロース組成物が得られるの
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で、機能性材料として優れたセルロースの広範な利用が期待できる。
【００２２】
以下、本発明を特徴づける高分子分散剤を含むセルロース用の水系の分散処理剤につい
て詳細に説明する。
本発明のセルロース用の水系の分散処理剤は、界面活性剤を含む高分子分散剤の親水性
有機溶剤溶液に水を添加することで作製することができる。特に、本発明では、まず、特
定のブロック共重合体構造を有する高分子分散剤を親水性有機溶剤溶液に溶解し、これに
界面活性剤を添加し、その後に水を添加することで、高分子分散剤を含有した水系の分散
処理剤を作製することを必須とする。以下、使用するそれぞれの材料について説明する。
【００２３】

20

本発明で用いることのできる好適な高分子分散剤について詳細な特徴は後述するが、本
発明においては、特に、親水性有機溶剤に溶解するものであるものを用いる。また、本発
明で用いる親水性有機溶剤としては、水と相溶して均一になるものであれば、いずれのも
のでもよいが、特にアルコール系溶剤又はグリコール系溶剤を用いることが好ましい。本
発明のセルロース用の水系の分散処理剤の作製においては、高分子分散剤の親水性有機溶
剤溶液を用いるが、その際の有機溶剤中における高分子分散剤の濃度としては、５〜８０
質量％であることが好ましい。８０質量％より濃度が高い場合、高分子分散剤溶液の粘度
が高くなり過ぎて、水を添加する場合に均一な混合が難しくなる恐れがあるので好ましく
ない。また、５質量％より濃度が低い場合、相対的に親水性有機溶剤の量が多くなるため
、得られる水系の分散処理剤においても親水性有機溶剤が多くなってしまい、その後の有
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機溶剤の除去処理の問題が生じるので好ましくない。したがって、有機溶剤中における高
分子分散剤の濃度としては、５〜８０質量％であることが好ましく、５〜５０質量％がよ
り好ましく、１０〜３０質量％が更に好ましい。本発明で使用する高分子分散剤の親水性
有機溶剤溶液として、高分子分散剤を作製する際に得られる重合溶液をそのまま用いるこ
とができ、この場合は、より簡便な方法になる。また、重合溶液を親水性有機溶剤で希釈
して、上記した濃度範囲に調整したものを用いることができる。勿論、重合溶液から高分
子分散剤を一旦析出させたものを、親水性有機溶剤で再溶解させたものを用いることもで
きる。
【００２４】
先述したように、本発明の特徴は、本発明で規定する特有の方法で、特有のブロック共
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重合体構造を有する高分子分散剤及び界面活性剤を含む親水性有機溶剤溶液に水を添加す
ることで、高分子分散剤を含有してなるセルロース用の水系の分散処理剤を作製したこと
にある。親水性有機溶剤溶液における界面活性剤の濃度としては、０．０１〜１質量％で
あることが好ましい。１質量％より濃度が高い場合は、セルロース分散樹脂組成物におい
て界面活性剤の含有量が多くなり過ぎてしまい、可塑剤として働き、物性に影響を及ぼす
恐れがあるので好ましくない。また、０．０１質量％より濃度が低い場合は、界面活性剤
としての効果が低く、本発明を特徴づける高分子分散剤を含有してなるセルロース用の水
系の分散処理剤が均一に形成されずに、高分子分散剤が析出して沈降してしまう恐れがあ
る。また、この場合は、セルロースに処理した時に高分子分散剤が効果的に作用しない恐
れがあるので好ましくない。したがって、親水性有機溶剤溶液における界面活性剤の濃度
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としては、０．０１〜１質量％であることが好ましく、０．０５〜０．５質量％であるこ
とがより好ましい。
【００２５】
本発明で使用するセルロース用の水系の分散処理剤は、界面活性剤を含む高分子分散剤
の親水性有機溶剤溶液に水を添加することで得られるが、その全量中における水が５０質
量％以上であり、且つ、親水性有機溶剤が３０質量％以下であることが好ましい。本発明
の方法は、水を主媒体として高分子分散剤をセルロースに処理して、易分散性セルロース
組成物にすることを特徴とするため、本発明のセルロース用の水系の分散処理剤は、水の
含有量が多く、親水性有機溶剤量が少ないことが好ましい。上記したように、本発明では
、特に、水の添加量を調整することで、本発明のセルロース用の水系の分散処理剤中にお
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ける水の含有量が５０質量％以上であり、且つ、親水性有機溶剤が３０質量％以下とする
ことが好ましい。しかし、これらの濃度について限定されるものではない。
【００２６】
（高分子分散剤）
次に、本発明において好適に用いることのできる高分子分散剤について詳細に説明する
。
本発明で用いる高分子分散剤は、樹脂親和性セグメントＡと、セルロース吸着性セグメ
ントＢとを有するブロック共重合体構造を有するものを用いるが、更に、下記（１）〜（
５）の要件をすべて満たすブロック共重合体であることが好ましい。
（１）前記Ａ−Ｂブロック共重合体の構成成分の９０質量％以上がメタクリレート系モノ
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マーで構成されていること；
（２）前記セルロース吸着性セグメントＢは、構成成分の５０質量％以上が、水酸基を１
個以上有するメタクリレート系モノマー及び／又は尿素基を有するメタクリレート系モノ
マーで構成されており、且つ、樹脂との相溶性がないこと；
（３）前記樹脂親和性セグメントＡのゲルパーミエーションクロマトグラフィーにおける
ポリスチレン換算の数平均分子量が５００〜２００００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ共重合
体全体に占める該樹脂親和性セグメントＡの割合が５〜９５質量％であること；
（４）前記セルロース吸着性セグメントＢのゲルパーミエーションクロマトグラフィーに
おけるポリスチレン換算の数平均分子量が５００〜２００００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ
共重合体全体に占める該セルロース吸着性セグメントＢの割合が５〜９５質量％であるこ
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と；
（５）前記Ａ−Ｂブロック共重合体のゲルパーミエーションクロマトグラフィーにおける
ポリスチレン換算の数平均分子量が１０００〜４００００であり、且つ、分子量分布指数
（重量平均分子量／数平均分子量）が１．０〜１．６であること；である。
【００２７】
以下に、上記に挙げた各要件について、それぞれ説明する。まず、本発明で使用する高
分子分散剤は、樹脂親和性セグメントＡと、セルロース吸着性セグメントＢとを有するブ
ロック共重合体構造を有するものである。ブロック共重合体は、性質の異なる２種類以上
のモノマー成分において、各モノマー成分が形成するポリマーセグメント同士が共有結合
で結合し、性質の異なる２種類以上のポリマーセグメントが１本のポリマー鎖に含まれた
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構造のものである。２種類のセグメントからなるＡ−Ｂ型ブロック共重合体を例にとると
、性質（機能性）の異なるポリマーセグメントＡ及びポリマーセグメントＢとが共有結合
した構造を有する。ブロック共重合体は、ポリマー鎖において性質の異なる２種類以上の
モノマー成分が、モノマー成分ごとに局在化している部分を有しているため、各モノマー
成分がランダムに配列したランダム共重合体と比べ、各々の成分の性能がより発揮される
と期待できる。すなわち、分散剤の構造を、樹脂親和性セグメントＡ及びセルロース吸着
性セグメントＢを有するＡ−Ｂブロック共重合体とすることで、樹脂親和性能及びセルロ
ース吸着性能が各々のポリマー鎖によって十分に発揮されることが期待できる。本発明で
は、前記した理由により、使用する高分子分散剤の構造を、樹脂親和性セグメントＡとセ
ルロース吸着性セグメントＢとを有するＡ−Ｂブロック共重合体構造とするものである。
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【００２８】
本発明によって、本発明の顕著な効果が得られた理由について、本発明者らは、以下の
ように考えている。すなわち、上記したブロック共重合体構造を有する高分子分散剤を用
い、先に述べたようにして得た、該高分子分散剤を含むセルロース用の水系の分散処理剤
で、セルロースに処理すると、高分子分散剤の有するセルロース吸着性セグメントＢと、
セルロースの表面における多点相互作用により、セルロースの表面に分散剤が効果的に被
覆される。また、上記構造の分散剤の樹脂親和性セグメントＡにより、セルロースの表面
が疎水化され、セルロース及び樹脂との親和性を向上させることができ、セルロースは、
樹脂に対して易分散性を示すセルロース組成物となる。また、該組成物を用いて樹脂と複
合化することで得られる樹脂組成物は、高分子分散剤の効果によってセルロースの分散性
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に優れたものとなり、また、高分子分散剤がセルロースを被覆し、セルロースと樹脂との
界面の強度が高まり、その結果、強度及び弾性率に優れる樹脂組成物を得ることができた
ものと考えられる。
【００２９】
本発明で使用できる高分子分散剤は、（１）に挙げたように、その構成成分の９０質量
％以上がメタクリレート系モノマーで構成されたものであることが好ましい。これは下記
の理由による。９０質量％以上がメタクリレート系モノマーで構成された分散剤は、分散
剤の構造として良好なだけでなく、詳細は後述するが、より機能性に優れた高分子分散剤
を得るためには、分散剤の合成にリビングラジカル重合法である可逆連鎖移動触媒重合（
ＲＴＣＰ）法を用いることが好ましく、ＲＴＣＰ法では、主としてメタクリル系モノマー
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において優れたリビング重合性を発揮でき、重合収率がよく、分子量分布が狭く、ブロッ
ク化が容易であるためである。より具体的には、アクリル系モノマーやスチレン系モノマ
ー、ビニル系モノマーが存在すると、分子量分布が広くなったり、重合収率が悪くなった
りするので、本発明に用いる高分子分散剤は、その構成成分が、９０質量％以上のメタク
リル系モノマーであることが好ましい。本発明で使用する高分子分散剤は、その構成成分
が、９０質量％以上のメタクリル系モノマーで構成することで、各ブロック構造の違いが
より明確な高分子分散剤となり、より機能性に優れたものとなる。
【００３０】
また、本発明で使用する高分子分散剤は、（２）に挙げたように、そのセルロース吸着
性セグメントＢの構成成分の５０質量％以上が、水酸基を１個以上有するメタクリレート
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系モノマー及び／又は尿素基を有するメタクリレート系モノマーで構成されており、且つ
、樹脂との相溶性がないことが好ましい。これは、下記の理由による。一つは、前記（１
）で説明したように、その構成成分の９０質量％以上がメタクリレート系モノマーである
ことを要するからである。また、（２）のように構成すれば、セグメント中に、水酸基及
び／又は尿素基を有する構造となるため、ブロック共重合体において、セルロース吸着性
セグメントＢとして効果が高いと考えられことによる。この作用は、下記の理由で達成さ
れると考えられる。まず、セルロースは、その骨格に水酸基を有しており、その水酸基同
士の水素結合が働くので、セルロースは非常に強固で水に不溶なポリマーである。このよ
うなセルロースの水酸基と、本発明の高分子分散剤を構成するセグメントＢにおける水酸
基及び／又は尿素基が水素結合にて吸着し、結果として、分散剤がセルロースに吸着する
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働きをすると考えられる。本発明者らの検討によれば、このセルロース吸着性セグメント
Ｂの構成成分における水酸基成分及び／又は尿素基の割合は、６０質量％以上が好ましく
、更に、７０質量％以上であることがより好ましい。これに対し、セグメントＢを構成す
る水酸基を１個以上有するメタクリレート系モノマー及び／又は尿素基を有するメタクリ
レート系モノマーの割合が５０質量％未満であると、セルロース吸着性セグメントＢとし
ての効果が不十分であり、分散剤としての効果が十分に発揮されない場合があるので好ま
しくない。
【００３１】
本発明で使用する高分子分散剤は、（３）に挙げたように、樹脂親和性セグメントＡの
ゲルパーミエーションクロマトグラフィーにおけるポリスチレン換算の数平均分子量が、
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５００〜２００００であることが好ましい。更に、樹脂と樹脂親和性（樹脂との相溶性）
を示すためには、１０００〜８０００程度であることがより好ましい。これは、樹脂親和
性セグメントＡの最も樹脂親和効率が高いと思われる分子量領域である。更に、分散剤全
体に占める樹脂親和性セグメントＡの割合は、５〜９５質量％が好ましく、３０〜７０質
量％がより好ましい。５質量％未満であると、相対的に樹脂親和成分が少なく、樹脂親和
性能を十分に発揮できない場合があるので好ましくない。一方で、９５％質量％より大き
いと、相対的にセルロース吸着成分が少なく、セルロース吸着性能を十分に発揮できない
場合があるので好ましくない。
【００３２】
本発明で使用する高分子分散剤は、（４）に挙げたように、樹脂親和性セグメントＢの

10

ゲルパーミエーションクロマトグラフィーにおけるポリスチレン換算の数平均分子量は５
００〜２００００であることが好ましい。更に、セルロースとの高いセルロース吸着性を
示すためには、１０００〜８０００程度であることがより好ましく、セルロース吸着性セ
グメントＢの最もセルロース吸着効率が高いと思われる分子量領域である。また、分散剤
全体に占めるセルロース吸着性セグメントＢの割合は５〜９５質量％が好ましく、３０〜
７０質量％がより好ましい。５質量％未満であると、相対的にセルロース吸着成分が少な
く、セルロース吸着性能を十分に発揮できない。一方で、９５％質量％より大きいと、相
対的に樹脂親和成分が少なく、樹脂親和性能を十分に発揮できない。
【００３３】
本発明で使用する高分子分散剤は、（５）に挙げたように、そのゲルパーミエーション
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クロマトグラフィーにおけるポリスチレン換算の数平均分子量が１０００〜４００００で
あることが好ましい。更に、２０００〜１６０００程度であることがより好ましい。分子
量が大きくなると、高分子分散剤の水系分散液が安定に形成がされない可能性があり、高
分子分散剤をセルロースに効果的に処理できない恐れがあるので好ましくない。また、分
子量分布指数（重量平均分子量／数平均分子量）が１．０〜１．６であることが好ましい
。更に１．０〜１．５であることがより好ましい。高分子分散剤の分子量分布指数は、分
子量分布の程度を表し、その値が小さいことは、高分子分散剤の分子量の分布が狭いこと
、すなわち、分子量の均一性が高いことを意味する。分子量の分布が狭いということは、
分子量が大きいものや小さいものが少なく、高分子分散剤の性質が均一なものとなり、高
分子分散剤によってもたらされる高度な微分散状態を与える効果を、より向上させること
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ができることを意味している。
【００３４】
＜樹脂親和性セグメントＡ＞
本発明で使用される好適な高分子分散剤を構成する樹脂親和性セグメントＡは、セルロ
ース吸着性セグメントＢを介して、セルロースの表面を疎水化する。ここで、樹脂親和性
の基本は、対象となる樹脂の構造に類似又は対象となる樹脂に近い疎水性を有することが
好ましく、また、前記した本発明に好適に用いられる高分子分散剤の条件（１）より、メ
タクリレート系モノマーであることが好ましい。本発明で用いる樹脂親和性セグメントＡ
のモノマー成分としては、例えば、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、ｎ−
プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｔ−ブチルメタクリレート、ヘ
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キシルメタクリレート、２−エチルヘキシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、
テトラデシルメタクリレート、オクタデシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレ
ート、ボルニルメタクリレート、イソボロニルメタクリレート、ジシクロペンタニルメタ
クリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルメタクリレート、ベンジルメタクリレート
、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、オクタフルオロオクチルメタクリレート、テ
トラフルオロエチルメタクリレート等の、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、芳香
環、ハロゲン元素含有のメタクリレート等が挙げられる。
【００３５】
＜セルロース吸着性セグメントＢ＞
本発明者らの検討によれば、本発明で使用される高分子分散剤を構成するセルロース吸
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着性セグメントＢは、セルロースの表面に存在する水酸基に対して、水素結合により相互
作用を示す。前記（２）の要件の通り、本発明に好適なセルロース吸着性セグメントＢは
、セルロース吸着性セグメントＢの構成成分の５０質量％以上が、水酸基を１個以上有す
るメタクリレート系モノマー及び／又は尿素基を有するメタクリレート系モノマーで構成
される。このように構成することで、セルロースの表面に存在する水酸基と水素結合を形
成し、及び、高分子鎖において多点相互作用を示すことで、セルロース吸着性セグメント
Ｂは、セルロースと効果的に吸着するものとなる。すなわち、このセルロース吸着性セグ
メントＢが、セルロースと効果的に吸着し、この結果、その構造中の上記した樹脂親和成
分Ａの効果で、セルロースが疎水化される。また、水酸基等を有することで親水性有機溶
剤に溶解しやすくなり、本発明で使用する、高分子分散剤を含有するセルロース用の水系
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の分散処理剤の作製において有利となり、また高分子分散剤は析出せずに安定な水系分散
液を得ることができる。なお、このセグメントＢは、分散媒体である樹脂に相溶性（親和
性）を有してはいけない。本願において、親和性とは、お互いに混ざることを示し、相溶
性を示すものである。樹脂と、セグメントＢに親和性があると、セルロースと吸着したセ
グメントＢが、樹脂にも親和することによってセルロースから脱離してしまい、良好な分
散状態を示さない場合があるので好ましくない。
【００３６】
本発明で使用する高分子分散剤を構成するセルロース吸着性セグメントＢの構成成分は
、先の条件（１）より、メタクリレート系モノマーであることが好ましい。このため、本
発明で用いる水酸基を１個以上有するメタクリレート系モノマーとしては、例えば、２−
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ヒドロキシエチルメタクリレート、２−ヒドロキシプロピルメタクリレート、３−ヒドロ
キシプロピルメタクリレート、２−ヒドロキシブチルメタクリレート、３−ヒドロキシブ
チルメタクリレート、４−ヒドロキシブチルメタクリレート、ポリエチレングリコールモ
ノメタクリレート、ポリプロピレングリコールモノメタクリレート、グリセリルモノメタ
クリレート等の水酸基含有メタクリレートが挙げられる。
【００３７】
セルロース吸着性セグメントＢを形成する尿素基を有するメタクリレート系モノマーと
しては、例えば、メタクリロイロキシエチルウレア、メタクリロイロキシエチルエチレン
ウレア等が挙げられる。
【００３８】
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また、セルロース吸着性セグメントＢを構成するそれ以外のモノマーとしては、前記し
たアルキル、アルケニル、シクロアルキル、芳香環、ハロゲン元素含有のメタクリレート
が使用でき、更に、アルコキシ基、グリシジル基を有するメタクリレート系モノマーも前
記した使用範囲で用いることができる。具体的には、例えば、メトキシエチルメタクリレ
ート、エトキシエチルメタクリレート、メトキシプロピルメタクリレート、メトキシポリ
エチレングリコールモノエチルエーテルメタクリレート、エトキシポリエチレングリコー
ルモノエチルエーテルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、３，４−エポキシシ
クロヘキシルメタクリレート、メタクリロイロキシエチルグリシジルエーテル、メタクリ
ロイロキシエトキシエチルグリシジルエーテル、ジエチルアミノエチルメタクリレート、
ｔ−ブチルアミノエチルメタクリレート等のアミノ基含有メタクリレート及びその４級ア
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ンモニウム型等が挙げられる。なお、上記における「ポリ」及び「（ポリ）」は、いずれ
もｎ＝２以上を意味する。これらの中で、２−ヒドロキシエチルメタクリレート（ＨＥＭ
Ａ）、グリセリルモノメタクリレート、メタクリロイルオキシエチルエチレンウレアが、
汎用性モノマーであり、且つ、その１個の水酸基や尿素基に対して分子量が小さいので、
その官能基数を多くすることができるので、効果が高くなり、また樹脂との相溶性が劣る
ことから好ましい。
【００３９】
以下に、本発明で使用する好適な高分子分散剤を構成するセルロース吸着性セグメント
Ｂの更に好ましい構成について説明する。より好適には、界面活性剤を極力少なくして乳
化させることが好ましい場合があり、その場合には、このセルロース吸着性セグメントＢ
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を形成する際に、形成モノマー成分の３〜１５質量％を、アルカリで中和された、メタク
リル酸及び／又はカルボキシ基を有するメタクリレート系モノマー、或いは、第４級アン
モニウム塩基を有するメタクリレート系モノマーとする。これらのモノマーはイオン化か
されているモノマーである。その理由は、セルロース吸着性セグメントＢの構成成分とし
て、中和されたカルボキシ基や第４級アンモニウム塩といった水に親和するモノマーがあ
ると、よりセルロースへの吸着性が高まる効果に加えて、このように構成することで、水
系の分散処理剤として好適に使用できるものとなる。すなわち、セルロース吸着性セグメ
ントＢの構造中に、カルボキシ基や第４級アンモニウム塩などの官能基を導入することに
よって、このセグメントＢが水に溶解するので、本発明で使用するＡ−Ｂブロック共重合
体構造を有する高分子分散剤を自己乳化性にでき、この構成により、界面活性剤の乳化性
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を補助する効果がある。この結果、容易に水系の分散処理剤とすることができるからであ
る。
【００４０】
この際に使用するメタクリル酸及び／又はカルボキシ基を有するメタクリレート系モノ
マー、或いは、第４級アンモニウム塩基を有するメタクリレート系モノマーとしては、下
記のものが挙げられる。具体的には、メタクリル酸や、メタクリル酸２−ヒドロキシエチ
ルなどの水酸基を有するメタクリレート系モノマーにフタル酸等の多塩基酸を反応させて
得られるカルボキシ基を有するメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレートや
ジエチルアミノエチルメタクリレートなどの塩化メチル、塩化ベンジル、ジメチル硫酸な
どで４級化した第４級アンモニウム塩含有メタクリレート系モノマーが挙げられる。好ま
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しくは、加水分解する可能性がない、メタクリル酸、ジメチルアミノエチルメタクリレー
トの塩化メチル又は塩化ベンジルの第４級アンモニウム塩が、汎用性が高い材料であるの
で好ましい。また、アルカリにて中和するが、このアルカリは特に限定はされない。例え
ば、アンモニア、ジメチルアミノエタノールなどの有機アミン、水酸化ナトリウムや水酸
化カリウムなどの水酸化物などが挙げられる。
【００４１】
また、セルロース吸着性セグメントＢに導入するこのイオン化されたメタクリレートの
導入量は、このセグメントＢ中に３〜１５質量％である。３質量％未満であると、自己乳
化性が足りず、後記する界面活性剤が必要となり、１５質量％より多いと、耐水性が悪く
なってしまう可能性がある。より好ましくは５〜１３質量％である。また、このイオン化
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されたメタクリレートは、樹脂親和性セグメントに導入してはいけない。イオン化されて
いることから、相溶性が悪く、セルロースの分散性を妨げる可能性がある。
【００４２】
＜高分子分散剤の製造方法＞
次に、上記に挙げた要件（１）〜（５）の全てを具備する本発明に好適な高分子分散剤
の合成方法について説明する。本発明で用いる高分子分散剤は、樹脂親和性セグメントＡ
とセルロース吸着性セグメントＢとを有するブロック共重合体構造である前記Ａ−Ｂ型ブ
ロック共重合体であることが好ましいが、その合成には、リビングラジカル重合法を用い
ることが好ましい。リビングラジカル重合とは、ラジカル重合において、分子構造の明確
な高分子を得ることができる方法である。重合時、生長鎖末端のラジカルが安定化させる
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ため、あるモノマーを重合した後に、続けて別のモノマーを添加することで、再び重合を
進行させることができ、構成がそれぞれに異なる重合体セグメントを有するブロック共重
合体を合成することができる。
【００４３】
ここで、リビングラジカル重合の例としては、ニトロキサイドを使用するＮｉｔｒｏｘ
ｉｄｅ

ｍｅｄｉａｔｅｄ

ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ（以下、ＮＭＰ法と略す）、

ハロゲン元素である保護基を金属錯体によって引き抜いたりする方法である原子移動ラジ
カル重合法（Ａｔｏｍ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ

Ｒａｄｉｃａｌ

Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉ

ｏｎ、以下ＡＴＲＰ法と略す）、ジチオエステルやザンテート化合物を使用する可逆的付
加解裂型連鎖移動重合（Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ

Ａｄｄｉｔｉｏｎ

Ｆｒａｇｍｅｎｔａ

50

(13)
ｔｉｏｎ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ

JP 5825653 B1 2015.12.2

Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ、以下ＲＡＦＴ法と略す）

、有機テルル化合物、有機ビスマス化合物などを使用する方法、コバルト錯体を使用する
方法、ヨウ素移動重合、ヨウ素を保護基とし、触媒としてリン、窒素、酸素、炭化水素の
化合物を使用する可逆連鎖移動触媒重合法（Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ
Ｃａｔａｌｉｚｅｄ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ

Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ、以下、ＲＴＣＰ法と略す）などが

挙げられ、いずれも使用できる。
【００４４】
しかし、ＮＭＰ法はアクリル系モノマー、スチレン系モノマーなどの重合に使用するこ
とができるが、メタクリル系モノマーは十分な構造制御ができないので、好ましくない。
末端の解離による３級ラジカルの副反応が伴うからである。また、一般的に高温が必要で
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あり、更に、使用するニトロキサイドは特殊な化合物であり、コストが高く、環境の面で
も安全性が保証されない。また、ＡＴＲＰ法では、アミン系の錯体を使用するので、カル
ボキシル基含有モノマーをそのまま使用することができない。ＲＡＦＴ法は、多種のモノ
マーを使用した場合、低分子量分布になりづらく、且つ、硫黄臭や着色などの不具合があ
る。有機テルルなどを使用する方法は、有機金属が高価であり、環境的な安全性も不明で
あるので、その安全性試験にコストがかかり、この点で好ましくない。
【００４５】
上記した理由から、本発明に好適な高分子分散剤の合成で使用されるリビングラジカル
重合方法としては、従来のラジカル重合に、重合開始化合物と触媒を併用するだけで容易
に行える重合方法である、ＲＴＣＰ法が適している。
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【００４６】
上記重合方法は、下記に示す一般反応式１で表される反応機構で進み、すなわち、ドー
マント種Ｐｏｌｙｍｅｒ−Ｘ（Ｐ−Ｘ）の成長ラジカルへの可逆的活性反応よって重合が
進行するものである。
（一般反応式１）
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上記重合反応機構は、触媒の種類によって変わる可能性があるが、次のように進むと考
えられる。上記一般反応式１では、ラジカル開始剤から発生したＰ・がＸＡと反応して、
ｉｎ

ｓｉｔｕで触媒Ａ・が生成する。Ａ・は、Ｐ−Ｘの活性化剤として作用して、この

触媒作用によってＰ−Ｘは高い頻度で活性化する。
【００４７】
更に詳しくは、有機ヨウ素化合物を重合開始化合物として用いると、熱や光により発生
した有機ラジカルがモノマーと反応し、ポリマー末端ラジカルが生成する。一方で、逐次
発生したヨウ素ラジカルはポリマー末端ラジカルと結合して安定化するので、停止反応が
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生ずるのを防止することができる。この繰り返しによりリビングラジカル重合が進行する
ため、得られるＡ−Ｂブロックコポリマーの分子量や構造を、容易に所望するものに制御
することができる。
【００４８】
有機ヨウ素化合物は、熱や光の作用によりヨウ素ラジカルを発生しうるものであれば特
に限定されない。有機ヨウ素化合物の具体例としては、例えば、２−アイオド−１−フェ
ニルエタン、１−アイオド−１−フェニルエタンなどのアルキルヨウ化物；２−シアノ−
２アイオドプロパン、２−シアノ−２−アイオドブタン、１−シアノ−１−アイオドシク
ロヘキサン、２−シアノ−２−アイオドバレロニトリルなどのシアノ基含有ヨウ化物など
を挙げることができる。
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【００４９】
この場合、市販品の有機ヨウ素化合物をそのまま使用してもよいし、従来公知の方法で
合成した有機ヨウ素化合物を使用してもよい。有機ヨウ素化合物は、例えば、アゾビスイ
ソブチロニトリルなどのアゾ化合物とヨウ素を反応させることで得ることができる。また
、臭素や塩素などのヨウ素以外のハロゲン原子を有する有機ハロゲン化物とともに、第４
級アンモニウムアイオダイドやヨウ化ナトリウムなどのヨウ化物塩とを使用し、反応系中
でハロゲン交換反応を起こさせて有機ヨウ素化合物を発生させてもよい。
【００５０】
また、リビングラジカル重合においては、ヨウ素化合物からヨウ素原子を引き抜いてヨ
ウ素ラジカルを生じさせうる触媒を使用することが好ましい。このような触媒としては、
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ハロゲン化リン、フォスファイト系化合物、フォスフィネート化合物などのリン系化合物
；イミド系化合物などの窒素系化合物；フェノール系化合物などの酸素系化合物；ジフェ
ニルメタン系化合物、シクロペンタジエン系化合物などの活性な炭素原子を含む炭化水素
化合物を挙げることができる。なお、これらの触媒は、一種単独で又は二種以上を組み合
わせて用いてもよい。
【００５１】
（親水性有機溶剤）
次に、本発明で使用する、上記に挙げたような高分子分散剤を溶解する際に用いる親水
性有機溶剤について説明する。本発明において使用する親水性有機溶剤としては、水と均
一に相溶し、高分子分散剤を溶解させるものであれば特に限定されないが、アルコール系
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溶剤又はグリコール系溶剤であることが好ましい。アルコール系溶剤としては、例えば、
メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール等を
用いることができ、グリコール系溶剤としては、例えば、エチレングリコール、プロピレ
ングリコール、ジエチレングリコール、エチレングリコールメチルエーテル、プロピレン
グリコールメチルエーテル、プロピレングリコールプロピルエーテル、ジエチレングリコ
ールメチルエーテル、ジエチレングリコールブチルエーテル、ジエチレングリコールジメ
チルエーテル等を用いることができる。また、親水性有機溶剤として、メチルアミン、エ
チルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、トリメ
チルアミン、トリエチルアミン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン等のアミン類
や、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ピロリドン、メチルピロリドン、エ
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チルピロリドン等のアミド類等も用いることができる。本発明者らの検討によれば、親水
性有機溶剤の乾燥による除去を考慮し、親水性有機溶剤としては、沸点が１７０℃以下の
ものを用いることがより好ましい。
【００５２】
（界面活性剤）
本発明で使用する界面活性剤について説明する。本発明では、界面活性剤として、カチ
オン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤等の一般的な界面活性
剤を用いることができる。本発明者らの検討によれば、中でも特にカチオン性界面活性剤
を用いると、前記した高分子分散剤を含有するセルロース用の水系の分散処理剤をより安
定に形成することができ、該分散処理剤を用いることで、セルロースにより効果的な処理
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をすることができるようになる。
【００５３】
本発明に用いるカチオン性界面活性剤としては、脂肪族アミン類のカルボン酸塩、無機
酸塩及び４級アンモニウム塩等を挙げることができる。脂肪族アミン類のカルボン酸塩又
は無機酸塩としては、具体的には、ラウリルアミン、メチルラウリルアミン、ジメチルラ
ウリルアミン、ミリスチルアミン、パルミチルアミン、ステアリルアミン、メチルステア
リルアミン、ジメチルステアリルアミン、メチルジステアリルアミン、オレイルアミン、
メチルオレイルアミン、ジメチルオレイルアミン、リノールアミン、リノレンアミン等の
アミン類の酢酸塩、プロピオン酸塩、乳酸塩、クエン酸、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン
酸塩等を用いることができる。また、脂肪族アミン類の４級アンモニウム塩としては、ト
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リメチルラウリルアンモニウムクロリド、ジメチルジラウリルアンモニウムクロリド、メ
チルトリステアリルアンモニウムクロリド、トリメチルステアリルアンモニウムクロリド
、ジメチルジステアリルアンモニウムクロリド、メチルトリステアリルアンモニウムクロ
リド、トリメチルステアリルアンモニウムブロミド、トリメチルオレイルアンモニウムク
ロリド、ジメチルジステアリルアンモニウムクロリド、メチルトリオレイルアンモニウム
クロリド等を用いることができる。
【００５４】
アニオン性界面活性剤としては、特に限定されるものでなく、一般的な界面活性剤を用
いることができる。具体的には、例えば、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム等のア
ルキルベンゼンスルホン酸塩、ドデシルナフタレンスルホン酸ナトリウム等のアルキルナ
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フタレンスルホン酸塩、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム等のポリスチレンスルホン酸
塩、ドデシル硫酸ナトリウム等のアルキル硫酸塩等を用いることができる。ノニオン性界
面活性剤も、特に限定されるものではなく、一般的な界面活性剤を用いることができる。
具体的には、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル等のポリオキシエチレンアル
キルエーテル、ポリエチレングリコールモノラウレート等のポリエチレングリコール脂肪
酸エステル、グリセロールモノステアレート等のグリセリン脂肪酸エステル等を用いるこ
とができる。
【００５５】
（セルロース）
本発明で使用するセルロースは、セルロースナノファイバー（以下、ＣＮＦと記載）、
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セルロースナノクリスタル（以下、ＣＮＣと記載）、パルプ、リグノセルロース、木粉か
らなる群から選ばれる少なくとも１種であることが好ましい。特に、ＣＮＦ又はＣＮＣを
用いることがより好ましい。本発明では、ＣＮＦ及びＣＮＣを「ナノセルロース」と称す
。以下、各セルロースについて、詳細に説明する。
【００５６】
セルロース（またはセルロース繊維）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、農産物残廃物及び布といった天然植物原料から得ら
れる天然セルロースや、パルプ（紙）及びレーヨン、セロファン等の再生セルロース繊維
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、ユーカリ及
びアカシア等が挙げられ、紙としては、脱墨古紙、段ボール古紙、雑誌及びコピー用紙等
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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。
【００５７】
リグノセルロースは、植物繊維の主成分であり、主に、セルロース、ヘミセルロース、
リグニンから構成され、各々が結合した構造であり、植物繊維を形成している。このリグ
ノセルロースを含む植物繊維を機械処理及び／又は化学処理により、ヘミセルロース及び
リグニンを除去し、セルロースの純分を高めることで、パルプが得られる。必要に応じて
漂白処理も行われ、また、脱リグニン量を調整し、当該パルプ中のリグニン量を調整する
ことができる。パルプとしては、植物繊維を機械処理及び／又は化学処理によりパルプ化
することで得られるケミカルパルプ〔クラフトパルプ（ＫＰ）、亜硫酸パルプ（ＳＰ）〕
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、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（ＴＷＰ）、ケミサーモメカニカルパルプ（ＣＴＭＰ）、及びこれらの
パルプ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
ものとして挙げられる。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。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が、通常０〜４０質量％程度、好
ましくは０〜１０質量％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。
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【００５８】
本発明において好適に使用できるナノセルロースは、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）
セルロースであり、ＣＮＦ及びＣＮＣを含む。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し
、植物の基本骨格物質であるが、ナノセルロースは、セルロースミクロフィブリル又はセ
ルロースミクロフィブリルが複数凝集して形成されるナノサイズのセルロースである。
【００５９】
ナノセルロースの中で、ＣＮＦは、セルロース繊維を機械的解繊等の処理を施すことで
得られる繊維であり、繊維幅４〜２００ｎｍ程度、繊維長５μｍ程度以上の繊維である。
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ＣＮＦの比表面積としては、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成物とした場合に、接触面積を大きくすることが
でき強度が向上する。また、比表面積が極端に高いと、樹脂組成物の樹脂中での凝集が起
こり易くなり、目的とする高強度材料が得られないことがある。ＣＮＦの繊維径は、平均
値が通常４〜２００ｎｍ程度、好ましくは４〜１５０ｎｍ程度、特に好ましくは４〜１０
０ｎｍ程度である。
【００６０】
植物繊維を解繊し、ＣＮＦ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。解繊方法としては、例えば、セルロース繊維含有材料の
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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、ないし叩解す
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２０１１‑２１３７５
４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。
【００６１】
また、ＣＮＣは、セルロース繊維を酸加水分解等の化学的処理を施すことで得られる結
晶であり、結晶幅４〜７０ｎｍ程度、結晶長２５〜３０００ｎｍ程度の結晶である。ＣＮ
Ｃの比表面積としては、９０〜９００ｍ2／ｇ程度が好ましく、１００〜５００ｍ2／ｇ程
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度がより好ましく、１００〜３００ｍ ／ｇ程度が更に好ましい。ＣＮＣの比表面積を高
くすることで、樹脂と組み合わせて組成物とした場合に、接触面積を大きくすることがで
き強度が向上する。また、比表面積が極端に高いと、樹脂組成物の樹脂中での凝集が起こ
りやすくなり、目的とする高強度材料が得られないことがある。ＣＮＣの結晶幅は、平均
値が通常１０〜５０ｎｍ程度、好ましくは１０〜３０ｎｍ程度、特に好ましくは１０〜２
０ｎｍ程度である。ＣＮＣの結晶長は、平均値が通常５００ｎｍ程度、好ましくは１００
〜５００ｎｍ程度、特に好ましくは１００〜２００ｎｍ程度である。
【００６２】
植物繊維を解繊し、ＣＮＣを調製する方法としては、公知の方法が採用できる。例えば
、前記セルロース繊維含有材料の水懸濁液又はスラリーを、硫酸、塩酸、臭化水素酸等に
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よる酸加水分解等の化学的手法が使用できる。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。
【００６３】
本発明におけるナノセルロースの繊維径の平均値（平均繊維径、平均繊維長、平均結晶
幅、平均結晶長）は、電子顕微鏡の視野内のナノセルロースの少なくとも５０本以上につ
いて測定した時の平均値である。
【００６４】
ナノセルロースは、高比表面積（好ましくは２００〜３００ｍ2／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。ナノセルロースは、また、ガラスと比較して
熱変形が小さい（低熱膨張）。
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【００６５】
ナノセルロースは、セルロースI型結晶を有し、且つ、その結晶化度が５０％以上と高
い結晶化度を有するものが好ましい。ナノセルロースのセルロースI型の結晶化度は、５
５％以上がより好ましく、６０％以上が更に好ましい。ナノセルロースのセルロースI型
の結晶化度の上限は、一般的に９５％程度、または、９０％程度である。
【００６６】
セルロースI型結晶構造とは、例えば、朝倉書店発行の「セルロースの辞典」新装版第
一刷８１〜８６頁、或いは９３〜９９頁に記載の通りのものであり、ほとんどの天然セル
ロースはセルロースI型結晶構造である。これに対して、セルロースI型結晶構造ではなく
、例えば、セルロースII、III、IＶ型構造のセルロース繊維はセルロースI型結晶構造を
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有するセルロースから誘導されるものである。中でもI型結晶構造は他の構造に比べて結
晶弾性率が高い。
【００６７】
本発明で使用するセルロースとしては、上記した中でも、セルロースI型結晶構造のナ
ノセルロースが好ましい。I型結晶であると、ナノセルロースとマトリックス樹脂との複
合材料とした際に、低線膨張係数、且つ、高弾性率な複合材料を得ることができる。ナノ
セルロースがI型結晶構造であることは、その広角Ｘ線回折像測定により得られる回折プ
ロファイルにおいて、２θ＝１４°〜１７°付近と２θ＝２２〜２３°付近の二つの位置
に典型的なピークを持つことから同定することができる。
【００６８】
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例えば、ナノセルロースのスラリーにエタノールを加え、ナノセルロース濃度を０．５
質量％に調製する。次いで、このスラリーをスターラーにて撹拌後、素早く減圧ろ過（ア
ドバンテック東洋株式会社製の５Ｃろ紙）を開始する。次いで、得られたウェットウェブ
を、１１０℃、圧力０．１ｔで１０分間加熱圧縮し、５０ｇ／ｍ2のＣＮＦシートを得る
。そして、Ｘ線発生装置（リガク社製「ＵｌｔｒａＸ１８ＨＦ」）を用い、ターゲットＣ
ｕ／Ｋα線、電圧４０ｋＶ、電流３００ｍＡ、走査角（２θ）５．０〜４０．０°、ステ
ップ角０．０２°の測定条件で、上記ＣＮＦシートの測定を行い、セルロースI型の結晶
化度を測定する。
【００６９】
ここで、セルロースの重合度は、天然セルロースで５００〜１００００、再生セルロー
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スで２００〜８００程度である。セルロースは、β−１，４結合により直線的に伸びたセ
ルロースが何本かの束になって、分子内あるいは分子間の水素結合で固定され、伸びきり
鎖となった結晶を形成している。セルロースの結晶には、多くの結晶形が存在しているこ
とは、Ｘ線回折や固体ＮＭＲによる解析で明らかになっているが、天然セルロースの結晶
形はI型のみである。Ｘ線回折等から、セルロースにおける結晶領域の比率は、木材パル
プで約５０〜６０％、バクテリアセルロースはこれより高く約７０％程度と推測されてい
る。セルロースは、伸びきり鎖結晶であることに起因して、弾性率が高いだけでなく、鋼
鉄の５倍の強度、ガラスの１／５０以下の線熱膨張係数を示す。逆に言うと、セルロース
の結晶構造を壊すことは、これらセルロースの高弾性率、高強度といった優れた特徴を失
うことに繋がる。
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【００７０】
本発明を特徴づける上記した高分子分散剤を含有してなるセルロース用の水系の分散処
理剤を使用し、これをセルロースに処理することで、上記したセルロース結晶を壊すこと
なく、高分子分散剤によって良好に分散された易分散性セルロース組成物を得ることがで
きる。また、該易分散性セルロース組成物を用い、樹脂との複合化をすることによって、
セルロースの結晶を壊すことなく、樹脂中にセルロースが良好に分散した、セルロース分
散樹脂組成物を得ることができる。樹脂中において、セルロース結晶が壊れない状態で存
在し、また、セルロースが優れた分散性を有することで、樹脂中でセルロースの高弾性率
、高強度といった優れた機械特性を発揮し、高弾性率、高強度の樹脂組成物を得ることが
できる。
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【００７１】
本発明では、上記したセルロース分散樹脂組成物を得る際に、前記した高分子分散剤を
含有するセルロース用の水系の分散処理剤をセルロースに添加して、易分散性セルロース
組成物を作製し、これを樹脂と複合化させる。本発明では、この際に用いるセルロースは
、含水状態であることが好ましい。すなわち、含水状態のセルロースを用いることで、高
分子分散剤を含有するセルロース用の水系の分散処理剤によるセルロース処理において、
水を主体とする処理を実施することができるので経済的である。一方で、セルロースを一
旦乾燥させてしまうと、高分子分散剤を含有するセルロース用の水系の分散処理剤を添加
する場合に、再び、機械処理、解繊処理を実施しなくては難しい。含水状態のセルロース
には、水以外にも、アルコール類、グリコール類、アミン類、アミド類等の親水性溶剤を

10

含んでいてもよい。アルコール類としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブ
タノール等、グリコール類としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエ
チレングリコール、エチレングリコールメチルエーテル、プロピレングリコールメチルエ
ーテル、プロピレングリコールプロピルエーテル、ジエチレングリコールメチルエーテル
、ジエチレングリコールブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等、ア
ミン類としては、メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ジメチ
ルアミン、ジエチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、エチレンジアミン、
ジエチレントリアミン等、アミド類としては、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトア
ミド、ピロリドン、メチルピロリドン、エチルピロリドン等を含んでいてもよい。
【００７２】

20

本発明では、上記で説明した、ＣＮＦ、ＣＮＣ、パルプ、リグノセルロース、木粉から
なる群から選ばれる少なくとも１種の含水状態又は乾燥状態のセルロース繊維を用いるこ
とができるが、ナノセルロースが、潜在的に高弾性率、高強度である点から、ナノセルロ
ースを用いることが好ましい。ナノセルロースを用いることで、樹脂との複合化によって
得られるセルロース分散樹脂組成物は、機械的強度に優れたものとなる。
【００７３】
（高分子分散剤を含有するセルロース用の水系の分散処理剤の製造）
本発明で使用する高分子分散剤を含有するセルロース用の水系の分散処理剤は、高分子
分散剤及びカチオン性界面活性剤を含む親水性有機溶剤溶液に、水を添加することで作製
する。特に重要なことは、まず、高分子分散剤を親水性有機溶剤溶液に溶解し、これに界
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面活性剤を添加し、その後に、水を添加することで高分子分散剤を含有した水系の分散処
理剤を作製することである。本発明者らの検討によれば、高分子分散剤を、セルロースに
効果的に処理することができるようにするためには、この順序を満たして作製する必要が
ある。すなわち、高分子分散剤と界面活性剤と親水性有機溶剤と水とを含有するものであ
っても、本発明で規定する順で作製したものでなければ、本発明の顕著な効果は得られな
い。換言すれば、高分子分散剤と界面活性剤と親水性有機溶剤と水とを含有するものを用
いてセルロースの分散を実現しているとすれば、その実施系は、本発明で規定する方法を
実施していることになる。
【００７４】
上記において使用する高分子分散剤の親水性有機溶剤溶液は、高分子分散剤の重合溶液
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をそのまま用いてもよく、また、重合溶液を親水性有機溶剤で希釈したものでもよい。更
に、重合溶液から析出又は乾燥により重合溶剤を除去し、高分子分散剤単体としたものを
親水性有機溶剤で再希釈させたものを用いてもよい。高分子分散剤及び界面活性剤を含む
親水性有機溶剤溶液への水の添加方法は、高分子分散剤及び界面活性剤を含む親水性有機
溶剤溶液を撹拌しながら、その中に水を滴下していく方法が好ましいが、特に限定するも
のではない。
【００７５】
上記において、高分子分散剤としては、上記で説明した樹脂親和性セグメントＡと、セ
ルロース吸着性セグメントＢとを有するブロック共重合体構造を有するものを用いるが、
この際、前記した、イオン性のメタクリレートをセルロース吸着性セグメントに導入して
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自己乳化性とし、水系分散処理剤を用いることも、界面活性剤の量を減らし、より容易に
水系の分散処理剤ができる有効な手段となる。
【００７６】
（高分子分散剤を含有するセルロース用の水系の分散処理剤によるセルロースへの処理）
本発明で使用する、上記したようにして調製した高分子分散剤を含有するセルロース用
の水系の分散処理剤を、セルロースに処理する方法としては、高分子分散剤を含有する水
系の分散処理剤を、固形分２５％程度の含水率を示すセルロースに添加するとよい。均一
に処理するため、セルロースを撹拌しながら、高分子分散剤を含有する水系の分散処理剤
を添加し、セルロース及び高分子分散剤を混合することが好ましい。また、この際におけ
る、添加、混合時における温度、圧力等の条件は特に制限するものでなく、常温常圧での
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条件の他、昇温、冷却、加圧、減圧等の条件で実施してもよい。また、撹拌速度も特に制
限するものではない。セルロースは含水状態又は乾燥状態のものを用いることができるが
、添加時の処理のし易さから、上記したような含水状態のものを用いることが好ましい。
また、含水状態のセルロースには、セルロースが凝集状態とならない範囲で水以外の有機
溶剤を含んでいてもよい。
【００７７】
（樹脂）
本発明では、本発明により得られる高分子分散剤を含む易分散性セルロース組成物と、
樹脂とを溶融混練することで、良好なセルロース分散樹脂組成物を得ることができる。こ
の際に使用する樹脂としては、特に限定されないが、溶融混練してセルロース分散樹脂組
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成物を得ることが好ましいことから、熱可塑性樹脂を使用することが好ましい。熱可塑性
樹脂としては、オレフィン系樹脂、ナイロン樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート
系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリエステル系樹脂、トリアセチル化セルロース、ジアセ
チル化セルロース等のセルロース系樹脂等がある。ポリアミド系樹脂としてはポリアミド
６（ＰＡ６、ε−カプロラクタムの開環重合体）、ポリアミド６６（ＰＡ６６、ポリヘキ
サメチレンアジポアミド）、ポリアミド１１（ＰＡ１１、ウンデカンラクタムを開環重縮
合したポリアミド）、ポリアミド１２（ＰＡ１２、ラウリルラクタムを開環重縮合したポ
リアミド）等が例示される。この中で、樹脂組成物とした場合の補強効果を十分に得るこ
とができるという利点、安価であるという利点から、オレフィン系樹脂が好ましい。オレ
フィン系樹脂としては、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、塩化ビニル樹脂、
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スチレン樹脂、（メタ）アクリル樹脂、ビニルエーテル樹脂等の汎用樹脂が挙げられる。
これらの熱可塑性樹脂は、単独で使用してもよく、２種以上の混合樹脂として用いてもよ
い。オレフィン系樹脂の中でも、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
きるという利点、安価であるという利点から、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、低密度
ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、バイオポリエチレン等のポリエチレン系樹脂（ＰＥ）、ポリ
プロピレン系樹脂（ＰＰ）、塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂、（メタ）アクリル樹脂、ビ
ニルエーテル樹脂等が好ましい。
【実施例】
【００７８】
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が、本発明はこれらに限
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定されるものではない。以下、文中の「部」及び「％」は、特に断りのない限り、質量基
準である。
【００７９】
〔製造例１〕（高分子分散剤−１の合成）
撹拌機、還流コンデンサー、温度計及び窒素導入管を取り付けた反応装置に、ジメチル
ジグリコール（以下、ＤＭＤＧと略す）１０６部、ジシクロペンテニルオキシエチルメタ
クリレート（以下、ＤＣＰＯＥＭＡと略す）７０部、ヨウ素１．０部、ジフェニルメタン
（以下、ＤＰＭと略す）０．２部、重合開始剤として２，２

−アゾビス（４−メトキシ

−２，４−ジメチルバレロニトリル）（商品名：Ｖ−７０、和光純薬社製）５．０部を添
加した。そして、窒素ガスを導入しながら撹拌し、マントルヒーターにて４０℃に昇温し
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た。反応系をそのまま４０℃に保ち、７時間重合してポリマーブロックＡを得た。重合の
進行を、反応系中の固形物濃度より算出したところ、重合率は８５％であった。また、Ｔ
ＨＦ溶媒によるゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）測定により分子量を
算出し、数平均分子量（以下、Ｍｎと略す）が４９００、重量平均分子量（以下、Ｍｗと
略す）で６５００であった。その分子量分布（以下、ＰＤＩ値と略す）は１．３３であっ
た。上記で得られたポリマーブロックＡは、後述するように、樹脂親和性セグメントとし
て機能するものとなる。
【００８０】
次に、上記に続けて反応系にメタクリル酸２−ヒドロキシエチル（以下、ＨＥＭＡと略
す）３０部を添加し、４０℃で４時間重合して、ポリマーブロックＢを形成した。このポ

10

リマーブロックＢは、セルロース吸着性セグメントとして機能するものとなる。重合の進
行を、反応系中の固形物濃度より算出した結果、トータルの重合率は９８％であった。ま
た、ＧＰＣより分子量を測定したところ、ブロック共重合体全体のＭｎが７６００、Ｍｗ
で１０６００であった。ＰＤＩ値は１．４０であった。
【００８１】
上記のようにして得られた重合溶液２００部を、水／メタノール混合液２００部（水：
メタノール＝３：１）に投入し、高分子分散剤を析出させてろ過した。更に、追加で水／
メタノール混合液２００部（水：メタノール＝３：１）で２回洗浄、ろ過を繰り返し、８
０℃で乾燥させることでＡ−Ｂブロックコポリマーからなる高分子分散剤−１を９２部得
た。
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【００８２】
〔製造例２〕（高分子分散剤−２の合成）
先の高分子分散剤−１の合成において、ＤＣＰＯＥＭＡ７０部を使用する代わりに、メ
チルメタクリレート（以下、ＭＭＡと略す）７０部を使用し、また、ＤＭＤＧ１０６部を
使用する代わりにプロピレングリコールプロピルエーテル（以下、ＰＦＧと略す）１０６
部を使用した以外は製造例１と同様にして重合を実施した。その結果、樹脂親和性セグメ
ントＡとして機能させるためのＭＭＡの重合で得られたセグメントは、重合率８６％であ
り、Ｍｎは５９００、Ｍｗは８１００、ＰＤＩ値は１．３７であった。また、セルロース
吸着性セグメントＢとして機能させるためのＨＥＭＡの重合では、増粘したために、追加
でＰＦＧ５６部を添加して希釈した。その重合率は９９％、ブロック共重合体全体のＭｎ
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は８５００、Ｍｗは１２０００、ＰＤＩ値は１．４１であった。製造例１と同様に、水／
メタノール混合液による析出、洗浄及び乾燥によりＡ−Ｂブロックコポリマーからなる高
分子分散剤−２を９０部得た。
【００８３】
〔製造例３〕（高分子分散剤−３の合成）
先の高分子分散剤−１の合成において、ＨＥＭＡ３０部を使用する代わりに、ＨＥＭＡ
１０部及びメトキシエチルメタクリレート（以下、ＭＯＥＭＡと略す）２０部を使用した
こと以外は製造例１と同様にして重合を実施した。その結果、樹脂親和性セグメントＡと
して機能させるためのＤＣＰＯＥＭＡの重合では、重合率８３％であり、Ｍｎは４７００
、Ｍｗは６３００、ＰＤＩ値は１．３４であった。また、セルロース吸着性セグメントＢ
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として機能させるためのＨＥＭＡ／ＭＯＥＭＡの重合では、重合率は９７．０％であり、
ブロック共重合体全体のＭｎは７０００、Ｍｗは９９００、ＰＤＩ値は１．４１であった
。製造例１と同様に、水／メタノール混合液による析出、洗浄及び乾燥によりＡ−Ｂブロ
ックコポリマーからなる高分子分散剤−３を９３部得た。
【００８４】
〔製造例４〕（高分子分散剤−４の合成）
実施例１と同様にして重合時間を９時間に替えて、ポリマーブロックＡを得た。その重
合率は１００％で、数平均分子量が５６００、ＰＤＩが１．４０であった。次いで、ＨＥ
ＭＡ３０部、メタクリロイロキシエチルベンジルトリメチルアンモニウムクロライド（Ｍ
ＯＥＢＡＣ）の３０質量％のプロピレングリコールモノプロピルエーテル１３．３部を添
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加し、重合した。得られた重合物の分子量は、ＴＨＦ溶媒のＧＰＣから、１０ｍｌ／Ｌの
リチウムブロマイドのジメチルホルムアミド溶液を展開溶媒とするＧＰＣに換えて測定し
たところ、重合率はほぼ１００％であり、数平均分子量が８２００、ＰＤＩは１．４０で
あった。算出されたポリマーブロックＢの数平均分子量は１６００であり、水酸基を有す
るメタクリレート系モノマーの含有量は８８．２質量％であり、イオン性基を有するモノ
マーの含有量は１１．８％である。
【００８５】
上記のようにして得た高分子分散剤１〜４のモノマー組成及び特性を表１にまとめて示
した。ＣＮＦ親和性セグメントであるＢブロックのＭｎは、Ａ−ＢブロックのＭｎ値から
ＡブロックのＭｎを差し引いた値として算出した。結果を表１中に示した。
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【００８６】
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【００８７】
〔製造例５〕（セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）の調製）
まず、針葉樹漂白クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）（リファイナー処理済み、固形分：２５
％）６００部に、水を１９４００部添加し、パルプスラリー濃度０．７５質量％の水懸濁
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液（スラリー）を調製した。次に、得られたスラリーに対し、ビーズミルを用いて機械的
解繊処理を行った。更に、解繊処理を行った後、フィルタープレスで脱水し、含水状態の
ＣＮＦ−１（固形分：２５％）を５７０部得た。
【００８８】
〔実施例１〕（１０質量％の高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ａの作製）
先に調製した高分子分散剤−１を１０部、ＤＭＤＧ２５部に溶解させ、これに、界面活
性剤としてオレイルアミン酢酸塩を０．２部添加し、均一に撹拌しながら、次に、水６４
．８部を滴下して、１０質量％の高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ａを１００部
得た。得られた溶液ａは、高分子分散剤−１が淡い黄濁状に分散しており、これを２４時
間静置しても沈降は確認されなかった。
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【００８９】
〔実施例２〕（１０質量％の高分子分散剤−２の水系分散処理剤の溶液ｂの作製）
実施例１で用いた高分子分散剤−１に替えて、先に調製した高分子分散剤−２を使用し
たこと以外は実施例１と同様に実施して、１０質量％の高分子分散剤−２の水系分散処理
剤の溶液ｂを１００部得た。得られた溶液ｂは、高分子分散剤−２が白濁状に分散してお
り、これを２４時間静置しても沈降は確認されなかった。
【００９０】
〔実施例３〕（高分子分散剤−４の水系分散体の作製）
実施例１で用いた高分子分散剤−１に替えて、先に調製した高分子分散剤−４を使用し
て、オレイルアミンの酢酸塩１０％水溶液を５．２部、水８００部をディスパーで高速撹
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拌しながら、樹脂溶液２００部を徐々に添加した。青味がかった白色の水分散体が得られ
た。これを長期に保管しても全く沈降は見られず安定であった。
【００９１】
〔比較例１〕（１０質量％の高分子分散剤−１のＤＭＤＧ溶液の作製）
ＤＭＤＧの８９．８部に、先に調製した高分子分散剤−１を１０部と、界面活性剤とし
てオレイルアミン酢酸塩の０．２部とを一緒に入れて溶解して、１０質量％の高分子分散
剤−１のＤＭＤＧ溶液を１００部得た。得られたＤＭＤＧ溶液は、淡い黄色の透明液体で
あった。
【００９２】
〔比較例２〕（１０質量％の高分子分散剤−１の水系分散剤の溶液ｃの作製・界面活性剤

10

未使用）
オレイルアミン酢酸塩の０．２部を添加せず、界面活性剤を使用しなかったこと以外は
実施例１と同様に実施して、高分子分散剤−１を１０質量％含有した、高分子分散剤の水
系分散剤溶液ｃを１００部得た。得られた水系分散剤溶液ｃは、白濁状であるが、静置後
１時間で高分子分散剤−１が分離沈降した状態となった。
【００９３】
〔実施例４〕（１０質量％の高分子分散剤−１の水系分散剤の溶液ｄの作製・アニオン系
界面活性剤使用）
先に調製した高分子分散剤−１を１０部用い、界面活性剤としてドデシルベンゼンスル
ホン酸の０．２部を用いた以外は実施例１と同様にして、１０質量％の高分子分散剤−１
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の水系分散剤の溶液ｄを１００部得た。得られた溶液ｄは、高分子分散剤−１が淡い黄濁
状に分散しており、これを数日静置しても沈降はほとんど確認されなかった。
【００９４】
〔実施例５〕（１０質量％の高分子分散剤−３の水系分散剤の溶液ｅの作製）
高分子分散剤−１の代わりに、先に調製した高分子分散剤−３を使用したこと以外は実
施例１と同様に実施し、高分子分散剤−３の１０質量％の高分子分散剤の水系分散剤の溶
液ｅを１００部得た。得られた溶液ｅは、高分子分散剤−３が白濁状に分散していたが、
数日静置すると、若干沈降気味であった。
【００９５】
〔実施例６〕（水系分散処理剤の溶液ａによるセルロース処理と樹脂組成物ａの調製）
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先に調製した含水状態のＣＮＦ−１（固形分：２５％）の４０部に、実施例１で得た１
０質量％の高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ａを１００部添加し、十分に混合し
て、高分子分散剤−１で処理された易分散性セルロース組成物を得た。次に、得られた易
分散性セルロース組成物に、微粒子状ポリエチレン（住友精化製、フロービーズＨＥ３０
４０（商品名）、以下「微粒子状のＰＥ」と略す）８０部を水５０部で湿潤させた状態で
添加し、混合した。更に、得られた混合物を、ろ過及び乾燥することで、高分子分散剤−
１で処理されたＣＮＦ−１と、微粒子状のＰＥとの混合組成物であるセルロース分散樹脂
組成物ａを９８部得た。
【００９６】
〔実施例７〕（水系分散処理剤の溶液ｂによるセルロース処理と樹脂組成物ｂの調製）
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実施例６で使用した高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ａの替りに、実施例２で
得た１０質量％の高分子分散剤−２の水系分散処理剤の溶液ｂを使用したこと以外は実施
例６と同様に実施して、高分子分散剤−２で処理されたＣＮＦ−１と、微粒子状のＰＥと
の混合組成物であるセルロース分散樹脂組成物ｂを９８部得た。
【００９７】
〔比較例３〕（比較例の高分子分散剤−１のＤＭＤＧ溶液によるセルロース処理と樹脂混
合組成物の調製）
先に調製した含水状態のＣＮＦ−１（固形分：２５％）の４０部に、比較例１で得た１
０質量％の高分子分散剤−１のＤＭＤＧ溶液１００部を添加し、十分に混合した。次に、
この混合物にエタノール８００部を添加して混合し、ろ過を実施した。更に、実施例６で
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使用したと同様の微粒子状のＰＥ８０部を、エタノール８００部で湿潤させた状態で添加
して混合し、ろ過を実施して、混合物から残存ＤＭＤＧを除去したそして、乾燥すること
で、混合物中のエタノール及び水を除去し、高分子分散剤−１のＤＭＤＧ溶液で処理した
ＣＮＦ−１と、微粒子状のＰＥとの混合組成物である比較例の樹脂混合組成物を９９部得
た。
【００９８】
〔比較例４〕（比較例２の水系分散剤の溶液ｃによるセルロース処理と樹脂組成物ｃの調
製）
実施例６で使用した高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ａの替りに、比較例２の
１０質量％の高分子分散剤−１の水系分散剤の溶液ｃを使用したこと以外は実施例６と同

10

様に実施して、高分子分散剤−１で処理したＣＮＦ−１と、微粒子状のＰＥとの混合組成
物であるセルロース分散樹脂組成物ｃを９８部得た。
【００９９】
〔実施例８〕（高分子分散剤−１の水系分散剤の溶液ｄによるセルロース処理と樹脂組成
物ｄの調製）
実施例６で使用した高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ａの替りに、実施例３で
作製した１０質量％の高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ｄを使用したこと以外は
実施例６と同様に実施して、高分子分散剤−１で処理されたＣＮＦ−１と、微粒子状のＰ
Ｅとの混合組成物であるセルロース分散樹脂組成物ｄを９８部得た。
【０１００】
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〔実施例９〕（高分子分散剤−３の水系分散剤の溶液ｅによるセルロース処理と樹脂組成
物ｅの調製）
実施例６で使用した高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ａの替りに、実施例５で
作製した１０質量％の高分子分散剤−３の水系分散処理剤の溶液ｅを使用したこと以外は
実施例６と同様に実施して、高分子分散剤−３で処理されたＣＮＦ−１と、微粒子状のＰ
Ｅとの混合組成物であるセルロース分散樹脂組成物ｅを９９部得た。
【０１０１】
〔評価−１〕（二軸押出混練、射出成型及び引張試験）
上記した実施例５〜８及び比較例３、４でそれぞれに得たＣＮＦ−１と微粒子状のＰＥ
との混合組成物について、それぞれ、下記に述べる方法で、二軸押出混練、射出成型、引

30

張試験による引張弾性率、引張強度の評価を実施した。具体的には、二軸押出混練を、混
練温度１４０℃で実施し、ストランド状に吐出して冷却、ペレタイザーでカッティングし
て、ＣＮＦ−１が分散したＰＥ樹脂ペレットをそれぞれ調製した。また、得られたＣＮＦ
−１が分散したＰＥ樹脂ペレットのそれぞれに用い、射出成型を実施し、ダンベル片（ダ
ンベル厚：２ｍｍ）を作製して評価用サンプルとした。得られた評価用サンプルのダンベ
ル片のそれぞれについて、引張試験機（インストロン社製：万能試験機５９００シリーズ
使用）で、１０ｍｍ／ｍｉｎの引張速度で引張試験を実施し、引張弾性率及び引張強度を
測定し、評価した。その結果を表２にまとめて示した。
【０１０２】
〔実施例１０〕（水系分散処理剤の溶液ａによるセルロース処理と樹脂組成物ａの調製・
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未乾燥）
先に調製した含水状態のＣＮＦ−１（固形分：２５％）の４０部に、実施例１で得た高
分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液ａを１００部添加し、十分に混合して、高分子分
散剤−１で処理された易分散性セルロース組成物を得た。次に、得られた易分散性セルロ
ース組成物に、微粒子状のＰＥを８０部、水５０部で湿潤させた状態で添加し、混合した
。得られた混合物を軽くろ過し、乾燥処理することなく、液分を含んだ、高分子分散剤−
１で処理されたＣＮＦ−１と、微粒子状のＰＥとの混合組成物であるセルロース分散樹脂
組成物ａ

を、１５０部得た。

【０１０３】
〔評価−２〕（二軸押出混練、射出成型及び引張試験）
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を用い、基本的には先の評価−１で行っ

たと同様にして、ＣＮＦ−１が分散したＰＥ樹脂ペレットを調製し、評価用サンプルを作
製した。具体的には、二軸押出混練を、混練温度１４０℃で実施した際に、セルロース分
散樹脂組成物ａ

中の液分除去用にベント孔を開放し、ストランド状に吐出して冷却、ペ

レタイザーでカッティングしてＣＮＦ−１が分散したＰＥ樹脂ペレットを調製した。それ
以外は、先の評価−１と同様に、得られた評価用サンプルについて引張弾性率及び引張強
度を測定し、評価した。表２に、機械特性評価結果をまとめて示した。
【０１０４】
10

20

30
【０１０５】
上記したように、本発明の実施例６〜１０の、界面活性剤を使用し、且つ、その添加順
序を本発明で規定したようにした実施例の水系の分散処理剤を用いて得た、セルロース分
散ＰＥ樹脂混合組成物について評価用サンプルを作製して確認したところ、その引張弾性
率、引張強度ともに高い値を示した。特に、カチオン性界面活性剤を用いた場合に高い値
を示し、高分子分散剤の水系の分散処理剤を作製する場合、特にカチオン性界面活性剤の
使用が有効であった。また、実施例１０において、液分を含んだまま二軸押し出し混練し
、更なる機械強度向上が確認された。これに対し、比較例１の、界面活性剤と高分子分散
剤とを一緒に入れた有機溶剤溶液をセルロースに添加した溶液を使用した比較例３の場合
は、有機溶剤溶液をそのまま含水状態のセルロースに添加しているために、高分子分散剤
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が析出状態となり、セルロースと効果的に吸着できなかった。また、有機溶剤によりセル
ロースが凝集したために、その樹脂組成物は、機械特性は低いものとなったと考えられる
。更に、有機溶剤の使用量が多くなる点からも、好ましい方法とは言えない。また、比較
例４の界面活性剤を添加しない場合では、水を主媒体とした系で高分子分散剤をセルロー
スに処理しているが、界面活性剤を使用していないために、水系の分散処理剤の中の高分
子分散剤が析出状態となり、セルロースと効果的に吸着せずに、上記の場合と同様に、機
械特性は低いものとなったと考えられる。上記のことから、本発明で規定する界面活性剤
を使用して分散処理剤にして高分子分散剤を適用する方法は、水を主媒体としながらも、
親水性であるセルロース微粉体に対して高分子分散剤の効果を十分に発揮できる処理方法
として、効果的であることが確認された。更に、実施例６及び７と、実施例９との比較か
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ら、高分子分散剤のセルロース吸着性セグメントＢにおいて、水酸基の一部をメトキシ構
造に置き換えた高分子分散剤を用いた場合は、その樹脂組成物は、引張弾性率、引張強度
ともに劣ることが確認された。このことから、セルロースに対する好適な高分子分散剤と
しては、セルロース吸着性成分として、水酸基を有するブロック構造としたものが、より
有効な成分であるといえることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
本発明の、界面活性剤を特定の添加順序で使用した高分子分散剤からなる水系分散処理
剤をセルロースに添加して易分散性セルロース組成物とする方法を、例えば、セルロース
分散ＰＥ樹脂を作製する際の前処理工程として実施することで、得られるセルロース分散
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樹脂組成物は、多量の有機溶剤を使用することによって生じる問題がなく、その成形品が
、引張弾性率及び引張強度に優れるという特性を有するものとなる。このため、本発明で
提供するセルロース分散樹脂組成物は、自動車用部材、テレビ、電話、時計等の電化製品
の筺体、携帯電話等の移動通信機器等の筺体、印刷機器、複写機、スポーツ用品等の筺体
等の構造材料用途として有用である。
【要約】
ナノセルロースの表面改質等を行うことなく、簡便で効率的な方法で、水を主媒体とし
た系で、顔料等の微細な疎水性物質を分散させるために開発された高分子分散剤を、親水
性の物質であるセルロースに処理し、樹脂等の疎水性物質中にセルロースを容易に分散さ
せる技術の提供を目的とし、該目的を、樹脂親和性セグメントＡと、セルロース吸着性セ
グメントＢとを有するブロック共重合体構造を有する高分子分散剤を親水性有機溶剤溶液
に溶解し、これに界面活性剤を添加し、その後に水を添加することで高分子分散剤を含有
した水系の分散処理剤を作製し、得られた水系の分散処理剤を、含水状態又は乾燥状態の
セルロースに添加して易分散性セルロース組成物を得る製造方法、これに用いる水系の分
散処理剤の製造方法、易分散性セルロース組成物、これを用いたセルロース分散樹脂組成
物によって解決する。
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