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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高分子化合物を含んでなるセルロースを分散させるためのセルロース用高分子分散剤の
製造方法であって、該高分子化合物が、重金属、ニトロキサイド化合物又は硫黄系化合物
のいずれについても用いない、リビングラジカル重合法である、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、可逆連
鎖移動触媒重合（ＲＴＣＰ）法により合成された、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高分子化合物であること
を特徴とするセルロース用高分子分散剤の製造方法。
【請求項２】
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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種である請求項１に記載
のセルロース用高分子分散剤の製造方法。
【請求項３】
請求項１に記載の製造方法で合成された高分子化合物を含んでなるセルロースを分散さ
せるためのセルロース用高分子分散剤であって、前記高分子化合物が、下記（１）〜（５
）の要件をすべて満たす、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Ａ−Ｂブロック共重合体であることを特徴とする
セルロース用高分子分散剤。
（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、熱可塑性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。
【請求項４】
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、
前記（３）の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１０００〜８０００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ共
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重合体全体に占める樹脂親和性セグメントＡの割合が３０〜７０質量％であり、
前記（４）の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１０００〜８０００であり、且つ、前記Ａ
−Ｂ共重合体全体に占めるセルロース吸着性セグメントＢの割合が３０〜７０質量％であ
り、
前記（５）のＡ−Ｂ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２０００〜１６０００であり、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である請求項３に記載のセルロース用高分子分
散剤。
【請求項５】
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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請求項３又は４に記載の
セルロース用高分子分散剤。
【請求項６】
セルロースに対する分散性を向上させた高分子分散剤を含有する水系分散処理剤であっ
て、請求項５に記載のセルロース用高分子分散剤が、水系媒体中に分散されてなることを
特徴とする高分子分散剤含有の水系分散処理剤。
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【請求項７】
セルロースに対する分散性を向上させた高分子分散剤を含有する水系分散処理剤であっ
て、請求項３〜５のいずれか１項に記載のセルロース用高分子分散剤と、界面活性剤と、
水系媒体とを含んでなることを特徴とする高分子分散剤含有の水系分散処理剤。
【請求項８】
前記界面活性剤が、カチオン性界面活性剤である請求項７に記載の水系分散処理剤。
【請求項９】
請求項３〜５のいずれか１項に記載のセルロース用高分子分散剤と、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種のセルロースとを含んでなることを特徴とする易分散性セルロ
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ース組成物。
【請求項１０】
請求項６又は７に記載の水系分散処理剤と、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
種のセルロースとを含んでなることを特徴とする易分散性セルロース組成物。
【請求項１１】
請求項９又１０に記載の易分散性セルロース組成物と、熱可塑性樹脂とを含んでなるこ
とを特徴とするセルロース分散樹脂組成物。
【請求項１２】
請求項３〜５のいずれか１項に記載のセルロース用高分子分散剤と、熱可塑性樹脂とを
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含んでなることを特徴とするセルロース分散用分散剤含有の樹脂組成物。
【請求項１３】
請求項６又は７に記載の水系分散処理剤と、熱可塑性樹脂とを含んでなることを特徴と
する水系分散処理剤含有の樹脂組成物。
【請求項１４】
請求項１２又は１３に記載の樹脂組成物と、セルロースとを含んでなることを特徴とす
るセルロース分散樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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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
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、セルロース
用高分子分散剤、高分子分散剤含有の水系分散処理剤、易分散性セルロース組成物、セル
ロース分散樹脂組成物及びセルロース分散用の分散剤含有樹脂組成物に関する。
【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。
【０００５】
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
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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。しかしな
がら、上記したように、従来の高分子分散剤は、微細な疎水性物質である顔料等を樹脂中
等に分散することを目的としたものであるのに対し、セルロースは、親水性の物質であっ
て、しかも、軽くて凝集し易く、特に汎用樹脂中に分散しにくいものであり、顔料等を分
散させる場合と同様にして従来の高分子分散剤を適用することはできない。すなわち、上
記した目的を達成するためには、上記したような特性を有するセルロースに対し、所望の
機能性を発揮し得る構造の高分子分散剤の開発が必要になる。
【０００６】
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

30

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、モノマー設計によって多種多
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が
挙げられる。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に、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。
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【０００７】
そこで、本発明者らは、アクリル系ポリマーをセルロース用高分子分散剤とすることに
ついての検討を行うこととした。更に、その場合に、水酸基を豊富に有し、疎水性で極性
の無い汎用性樹脂との相溶性に劣るセルロースの分散に有用になる、特定構造を有するア
クリル系ポリマーを得るためには、精密な合成方法が必要になると予想される。そこで、
特定構造を有するアクリル系ポリマーを製造できることが知られているリビングラジカル
重合による合成方法を利用することが好適であると考えた。すなわち、リビングラジカル
重合法では、末端ラジカルが安定化されることにより、ラジカル重合の副反応であるカッ
プリングや不均化を防止し、分子量を制御したり、分子量分布を狭くしたりすることがで
きる。また、末端ラジカルが安定化できるために、あるモノマーを重合した後に、続けて
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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、それぞれに異なる構
造とすることで、異なる機能性を発現す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。
【０００８】
これに対し、本発明が目的とするセルロース用高分子分散剤においては、以下の理由か
ら、その構造中に機能性の異なる重合体セグメントを有するブロック共重合体構造のもの
が有用であると考えられる。ブロック共重合体は、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
、それぞれの重合体セグメントに異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
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にとって説明すれば、ポリマーセグメントＡ（Ａ鎖）を、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）を、セルロースと吸着する成
分を有するものとなるようにＡ−Ｂブロック共重合体を設計できれば、該共重合体を分散
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。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Ａ−Ｂ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、種々の成型体等に利用されている汎用樹脂中への
セルロースの分散性が良好となり、フィラーとして成型体等の機械的強度を十分に高める
ことが期待できる。
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【０００９】
前記したように、このようなブロック共重合体の合成には、リビングラジカル重合法が
適している。リビングラジカル重合法としては、具体的には、下記に挙げるような種々の
方法が報告されている。例えば、ニトロキシラジカルの解離と結合を利用するニトロキサ
イド法（Ｎｉｔｒｏｘｉｄｅ

ｍｅｄｉａｔｅｄ

ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ

以下

、ＮＭＰ法と略す）、銅やルテニウム、ニッケル、鉄などの重金属、そして、それと錯体
を形成するリガンドを使用して、ハロゲン化合物を開始化合物として重合する原子移動ラ
ジカル重合（Ａｔｏｍ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ

Ｒａｄｉｃａｌ

Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉ

ｏｎ、以下ＡＴＲＰ法と略す）、ジチオカルボン酸エステルなどを開始化合物として、付
加重合性モノマーとラジカル開始剤を使用して重合する可逆的付加開裂型連鎖移動重合（
Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ
ｔｒａｎｓｆｅｒ

ａｄｄｉｔｉｏｎ

ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ

ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ

ｃｈａｉｎ
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以下、ＲＡＦＴ法と略す）、有機テ

ルルや有機ビスマス、有機アンチモン、ハロゲン化アンチモン、有機ゲルマニウム、ハロ
ゲン化ゲルマニウム等の重金属化合物を用いる方法（Ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ
ｎｓｆｅｒ

ｔｒａ

以下、ＤＴ法と略す）などが開発され、幅広く研究開発が行われている。

【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００８−２６６６３０号公報
【特許文献２】国際公開第２０１２／１１１４０８号
【非特許文献】
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【００１１】
【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】
【００１２】
しかしながら、本発明者らの検討によれば、上記の重合方法は、それぞれ、下記に挙げ
る課題があり、本発明が目的とする実用化が可能なセルロース用高分子分散剤の製造方法
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としては、最適なものであるとは言い難い。具体的には、前記ＮＭＰ法では、１００℃以
上の高温で重合させる必要があり、また、重合率を上げるには、溶剤を使用せずにモノマ
ー単独で重合する必要があり、重合条件が厳しい。更に、メタクリレート系モノマーは、
一般的にＮＭＰ法では反応が進行せず、それらの問題を解決するためには特殊なニトロキ
サイド化合物が必要であり、特殊なニトロキサイド化合物を合成することは煩雑で困難で
ある。
【００１３】
また、前記ＡＴＲＰ法では、重金属を使用する必要があり、重合後には、重金属が残留
し、樹脂が着色するといった問題があり、微量といえども重金属をポリマーから除去し、
精製する必要が生じる。そして、ポリマーを精製する場合には、精製処理において生じる
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排水や廃溶剤中にも環境への負荷が高い重金属が含まれているので、それらからも重金属
を除去して浄化する必要がある。また、銅を使用したＡＴＲＰ法では、その重合の雰囲気
として酸素を除去する必要がある。この場合、還元剤を添加して酸素の影響を受けづらく
する方法があるが、重合が途中で停止してしまう可能性があり、酸素を十分に除去するこ
とが必須である。更には、アミン化合物をリガンドとして金属錯体を形成し重合する方法
では、酸性物質があると錯体の形成を阻害するので、酸基を有するモノマーを使用して重
合することは困難である。
【００１４】
前記ＲＡＦＴ法では、そのジチオカルボン酸エステルなどの特殊な化合物を合成する必
要性がある。また、硫黄系の化合物を使用することから、硫黄系の不快な臭気が残り、ま
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た着色もあり、これらの臭気や着色をポリマーから除去する必要がある。また、アミノ基
を有するモノマーでは、ジチオカルボン酸エステルが分解して重合が進行しない。
【００１５】
前記ＤＴ法では、ＡＴＲＰ法と同様に重金属を使用するので、前記したようにポリマー
からの重金属の除去が必要となり、除去した場合は重金属を含む排水の浄化の問題がある
。更に、必要に応じてその金属触媒や有機金属化合物を合成することが必要であるが、煩
雑でありコストも高い場合がある。
【００１６】
このように、上記に挙げたように、リビングラジカル重合法には、反応温度や濃度に制
限がある、重金属の使用及びその除去が必要である、特殊な化合物が必要である等、様々
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な制限がある。したがって、セルロース用高分子分散剤としてブロック共重合体を使用す
る場合、ブロック共重合体の合成方法として、上記に挙げた従来のリビングラジカル重合
法は必ずしも好ましい方法とは言えず、穏和な条件で重合が進行し、重金属や特殊な化合
物を用いず、簡便に実施できるリビングラジカル重合法の開発が望まれる。本発明者らは
、そのようなリビングラジカル重合法を実施できれば、高性能のセルロース用の高分子分
散剤を簡便に合成し、得ることができ、実用上、極めて有用であるとの認識をもつに至っ
た。
【００１７】
本発明は上記した従来技術の背景に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、親水
性物質であるセルロースに適用することができる高性能の高分子分散剤を、簡便に経済的
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に提供できることを可能にし、実用化を達成することにある。また、本発明の目的は、簡
便で、実施した場合に、重金属の使用やその除去の問題のない、優れたリビングラジカル
重合法によって高性能のセルロース用高分子分散剤を提供するものである。更には、本発
明の目的は、セルロース用高分子分散剤をセルロースに適用し、汎用性樹脂中に分散させ
た場合に、より簡便に、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
安定したセルロースの分散を実現したセルロース分散樹脂組成物を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
本発明者らは、前記の課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、セルロース用高分子分
散剤として、重金属触媒を用いないリビングラジカル重合法、特に、有機ヨウ素化合物を
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開始化合物とし、リン化合物、窒素化合物、酸素化合物また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）法によって、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
る高性能のセルロース用高分子分散剤を簡便に合成することができることを見出し、本発
明に至った。更に、このようにして得られたセルロース用高分子分散剤は、界面活性剤に
よって水系媒体中に分散して水系分散処理剤とし、この処理剤を用いてセルロースに処理
することで、セルロースを樹脂に対して易分散性のものにでき、或いは、上記で得たセル
ロース用高分子分散剤或いは水系分散処理剤は、樹脂と混練することで、セルロースを分
散しやすい分散剤樹脂組成物とでき、このため、樹脂中に安定して良好にセルロースを分
散させることが実現されて、機械的特性に優れたセルロース分散樹脂組成物が得られるこ
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とを見出して、本発明を完成するに至った。
【００１９】
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、セルロースを
分散させるためのセルロース用高分子分散剤であって、該高分子分散剤が、重金属、ニト
ロキサイド化合物又は硫黄系化合物のいずれについても用いない、リビングラジカル重合
法である、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、可逆連鎖移動触媒重合（ＲＴＣＰ）法により合成された、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
造を有する高分子化合物であることを特徴とするセルロース用高分子分散剤を提供する。
【００２０】
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上記のセルロース用高分子分散剤の好ましい実施形態として、前記高分子化合物が、更
に、下記（１）〜（５）の要件をすべて満たすＡ−Ｂ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、熱可塑性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。
【００２１】
上記のセルロース用高分子分散剤のより好ましい実施形態として、前記（２）のセルロ
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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、前記（３）の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１０００〜８０００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ
共重合体全体に占める樹脂親和性セグメントＡの割合が３０〜７０質量％であり、前記（
４）の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１０００〜８０００であり、且つ、前記Ａ−Ｂ共重
合体全体に占めるセルロース吸着性セグメントＢの割合が３０〜７０質量％であり、前記
（５）のＡ−Ｂ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２０００〜１６０００であり、分子量分布指数（重量平均分子量
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／数平均分子量）が１．０〜１．６であることが挙げられる。
【００２２】
また、上記のセルロース用高分子分散剤の好ましい実施形態として、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。本発明は、別の実施形態
として、セルロースに対する分散性を向上させた高分子分散剤を含有する水系分散処理剤
であって、上記高分子分散剤を、水系媒体中に分散処理されてなることを特徴とする高分
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子分散剤含有の水系分散処理剤を提供する。
【００２３】
また、上記いずれかのセルロース用高分子分散剤の好ましい実施形態として、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種であることが挙げられる。
【００２４】
本発明は、別の実施形態として、セルロースに対する分散性を向上させた高分子分散剤
を含有する水系分散処理剤であって、上記いずれかの高分子分散剤を、界面活性剤によっ
て水系媒体中に分散処理されてなることを特徴とする高分子分散剤含有の水系分散処理剤
を提供する。その好ましい形態としては、界面活性剤が、カチオン性界面活性剤であるこ

20

とが挙げられる。
【００２５】
本発明は、別の実施形態として、上記いずれかのセルロース用高分子分散剤と、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種のセルロースとを含む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。
【００２６】
本発明は、別の実施形態として、上記いずれかの水系分散処理剤と、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種のセルロースとを含んでなることを特徴とする易分散性セルロ
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ース組成物を提供する。
【００２７】
本発明は、別の実施形態として、上記いずれかの易分散性セルロース組成物と、熱可塑
性樹脂とを含んでな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。
【００２８】
本発明は、別の実施形態として、上記いずれかのセルロース用高分子分散剤と、熱可塑
性樹脂とを含んでなることを特徴とするセルロース分散用分散剤含有樹脂組成物を提供す
る。
【００２９】
本発明は、別の実施形態として、上記いずれかの水系分散処理剤と、熱可塑性樹脂とを
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含んでなることを特徴とするセルロース分散用分散剤含有樹脂組成物を提供する。
【００３０】
本発明は、別の実施形態として、上記いずれかのセルロース分散用分散剤含有樹脂組成
物と、セルロースとを含んでな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
。
【発明の効果】
【００３１】
本発明によれば、親水性物質であるセルロースに適用することができる、高性能のセル
ロース用高分子分散剤を簡便に提供することができる。また、本発明によれば、水系媒体
中で前記高分子分散剤をセルロースに処理することで、高分子分散剤とセルロースとを含
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む易分散性のセルロース組成物が提供される。更に、本発明によれば、この易分散性のセ
ルロース組成物と汎用樹脂である熱可塑性樹脂とを混練することで、簡便にセルロース分
散樹脂組成物を得ることができる。
【００３２】
更に、本発明によれば、別の実施形態として、高性能のセルロース用高分子分散剤と熱
可塑性樹脂とを混練することで、セルロースを分散しやすい分散剤樹脂組成物が提供され
る。その好ましい形態としては、分散剤の濃度の高いマスターバッチがある。本発明では
、このような分散剤樹脂組成物と、希釈用樹脂と、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、リグノセルロース又は木粉等のセルロースとから、簡便にセ
ルロース分散樹脂組成物を提供することができる。
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【００３３】
本発明が提供する高分子分散剤は、これを用いることで、セルロース分散樹脂組成物が
簡便に得られ、しかもセルロースの分散性を高め、セルロース及び樹脂との界面を安定化
させ、機械特性を高め得るものとなるので、提供されるセルロース分散樹脂組成物は、機
械特性に優れるものとなる。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、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】
【００３４】
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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。
本発明の技術的特徴は、簡便に実施可能なリビングラジカル重合法、特にＲＴＣＰ法を
利用することで、親水性の物質である微細なセルロース繊維の、汎用樹脂である熱可塑性
樹脂中への良好な分散を可能にする、セルロース用高分子分散剤の提供を可能にしたこと
にある。リビングラジカル重合法では、末端ラジカルが安定化されることにより、ラジカ
ル重合の副反応であるカップリングや不均化を防止し、分子量を制御したり、分子量分布
を狭くしたりすることができる。また、末端ラジカルが安定化できるために、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、異なる機能性を示す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。このように、リビングラジカル重合は、構造の明確な高分子を合成するのに適し
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た方法であり、この方法を利用することで、所望する精密な設計に応じた構造の高分子化
合物を確実に、且つ、簡便に得ることが可能になる。
【００３５】
本発明で利用するＲＴＣＰ法は、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、酸素化合物または炭素化合物を触媒とする、従来のラジカル重合に、重合開始
化合物と触媒とを併用するだけで容易に行える、リビングラジカル重合法である。上記リ
ビングラジカル重合方法は、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によ
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
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触媒作用によってＰ−Ｘは高い頻度で活性化する。
【００３６】
本発明で利用するＲＴＣＰ法は、メタクリレート系モノマーにおいて優れたリビング重
合性が発揮される。メタクリレート系モノマーは様々な構造のものが知られており、汎用
品としても数多くのモノマーが市販されている。ＲＴＣＰ法は、数多くのメタクリレート
系モノマーの重合が可能であるため、使用するモノマーを選択することにより多種多様な
構造の高分子の設計が可能となる。すなわち、分子設計においてＲＴＣＰ法は有用な方法
である。また、ＲＴＣＰ法は、穏和な条件で重合が可能である。メタクリレート系モノマ
ーの重合を例にとると、多くのモノマーにおいて３０℃から５０℃の穏和な条件で重合が
進行し、高いリビング重合性を示す。更に、ＲＴＣＰ法においては、重金属化合物、ジチ

10

オカルボン酸エステルのような臭気の強い化合物、高コストの化合物の使用する必要がな
く、簡便に重合することができる。
【００３７】
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、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。
【００３８】

20

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。
【００３９】
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、
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
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；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、一種単独でまたは二種以上を組み
合わせて用いてもよい。
【００４０】
（高分子分散剤）
次に、本発明の高分子分散剤について詳細に説明する。本発明の高分子分散剤は、上記
した理由から、重金属、ニトロキサイド化合物又は硫黄系化合物のいずれについても用い
ない特有のリビングラジカル重合法により合成され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高分子化合物であるこ
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とを特徴とする。更に、高分子化合物が、下記（１）〜（５）の要件をすべて満たすＡ−
Ｂ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
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、熱可塑性樹脂との相溶性がないこと。
（３）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、共重合体全体に占める
樹脂親和性セグメントＡの割合が５〜９５質量％であること。

50

(11)

JP 5904520 B2 2016.4.13

（４）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、共重合体全体に
占める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、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。
【００４１】
以下に、本発明の好適な高分子分散剤が必須とする上記した各要件について、それぞれ
説明する。まず、本発明の好適な高分子分散剤は、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のものであることを要する。ブロ

10

ック共重合体とは、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構造である。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である。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
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ことが期待できる。本発明では、前記した理由により、その好適な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。
【００４２】
本発明の好適な高分子分散剤は、（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を要する。これは下記の理由
による。これは前記の通り、本発明で利用するＲＴＣＰ法が、主としてメタクリレート系
モノマー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
、ブロック化またはグラジエント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
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ったり、重合収率が悪くなったりするので、本発明では、その構成成分が、９０質量％以
上のメタクリレート系モノマーからなることを要するとした。本発明の高分子分散剤は、
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ているものとし
たことで、各ブロック構造の違いがより明確なブロック共重合体になり、より機能性に優
れた分散剤となる。
【００４３】
本発明の好適な高分子分散剤は、（２）に挙げたように、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ており、且つ、熱可塑性樹
脂との相溶性がないことを要する。これは下記の理由による。一つは、前記（１）で説明
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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ることによる。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、７
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０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。
【００４４】
また、本発明の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は、分散
媒体として使用する樹脂に親和性、すなわち、相溶性をもってはいけない。この理由は、
このセグメントがセルロースに吸着したとしても、その水素結合は、物理的吸着であって
、樹脂への分散や加熱によって、樹脂と相溶性が良好であると、セルロースから脱離して
しまう可能性があるからである。すなわち、樹脂との相溶性が悪いと、樹脂と混ざること

10

がないので、セルロースから脱離することなく、分散状態を保つ働きをする。本発明では
、この観点からも、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量を、セグメントＢの構成成分の５０質量％以上と
している。これは、５０質量％未満だと、他のメタクリレート系モノマーを構成成分とす
ることとなって、選択するその他のメタクリレート系モノマー成分によっては、樹脂との
相溶性が出てきてしまう可能性があるからである。前記したと同様、この点からも、好ま
しくは６０質量％以上、より好ましくは７０質量％以上である。本発明でセルロースを分
散させる対象としている汎用樹脂である熱可塑性樹脂は、一般に極性が低く、このため、
水酸基や尿素基を多量に有する極性が高いポリマーであるこのセルロース吸着性セグメン
トＢとは相溶しにくい。

20

【００４５】
本発明の好適な高分子分散剤は、（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、５
００〜２００００であることを要する。更に、樹脂と高い樹脂親和性（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、本発明の
好適な高分子分散剤では、分散剤全体に占める樹脂親和性セグメントＡの割合が５〜９５
質量％であることを要するが、３０〜７０質量％がより好ましい。本発明者らの検討によ
れば、５質量％未満であると、相対的に樹脂親和性成分が少なく、樹脂親和性能を十分に
発揮できなくなる傾向がある。一方で、９５％質量％より大きいと、相対的にセルロース

30

吸着性成分が少なくなり、セルロース吸着性能を十分に発揮できない場合が生じる。
【００４６】
本発明の好適な高分子分散剤は、（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、５
００〜２００００であることを要する。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い。これは、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と考えら
れる。更に、本発明の好適な高分子分散剤では、分散剤全体に占めるセルロース吸着性セ
グメントＢの割合が５〜９５質量％であることを要する。より好ましくは、３０〜７０質
量％である。５質量％未満であると、相対的にセルロース吸着性成分が少なくなるので、
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セルロース吸着性能を十分に発揮できない傾向がある。一方で、９５％質量％よりも多く
なると相対的に樹脂親和性成分が少なくなり、樹脂親和性能を十分に発揮できない。
【００４７】
本発明の好適な高分子分散剤は、（５）に挙げたように、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、１０００〜４００
００であることを要する。更に、２０００〜１６０００程度であることがより好ましい。
分子量が大きくなり過ぎると、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
あることによる。更に、共重合体の分子量分布指数（重量平均分子量／数平均分子量）が
１．０〜１．６であることを要する。より好ましくは、１．０〜１．５である。この高分
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、分散剤
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（共重合体）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っていることを意味し、高分子分散剤によってもたらさ
れる、セルロースに対す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ができ
る。
【００４８】
以上のことから、本発明の高分子分散剤として良好に機能するより好ましい高分子化合
物としては、下記のものが挙げられる。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、且つ、熱可塑性樹脂との

10

相溶性がなく、前記（３）の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１０００〜８０００であり、且つ、
共重合体全体に占める樹脂吸着性セグメントＡの割合が３０〜７０質量％であり、前記（
４）のセルロースセグメント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１０００〜８０００であり、且つ、共重合体全体に占める
セルロース吸着性セグメントＢの割合が３０〜７０質量％であり、前記（５）の共重合体
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
２０００〜１６０００であり、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。
【００４９】
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次に、上記した各要件を満たす本発明の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及びセルロース吸着性セグメントＢを形成するために好適なモノマーについて
説明する。
＜樹脂親和性セグメントＡ＞
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
面を疎水化するものであり、この結果、親水性物質であるセルロースに本発明の高分子分
散剤を適用することが可能になる。樹脂親和性の基本は、対象となる樹脂の構造に類似ま
たは対象となる樹脂に近い疎水性を有することが好ましいが、本発明の好適な高分子分散
剤の構成要件（１）から、その主成分はメタクリレート系モノマーとする。本発明で用い
る樹脂親和性セグメントＡを形成するための具体的なモノマー成分としては、例えば、メ
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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、t‑ブチル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。好ましくは、極性が低い炭素
数１〜１８の炭化水素基、より好ましくは、炭素数８以上の炭化水素基が結合しているメ
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タクリレート基がよい。その理由は、使用する熱可塑性樹脂と相溶性が良好であり、混合
性が良好であるからである。
【００５０】
＜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、セルロース吸着性セグメント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、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
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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、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。
【００５１】
本発明の好適な高分子分散剤の構成要件（１）から、セルロース吸着性セグメントＢの

10

主成分はメタクリレート系モノマーとする。セルロース吸着性セグメントＢを形成する水
酸基を１個以上有するメタクリレート系モノマーの具体的なものとしては、例えば、２−
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。
【００５２】
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
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ウレア等が挙げられる。
【００５３】
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メタクリレート、エトキシポリエチレングリコールメタクリレート、
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
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ーテル、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。これらの中でも、２−ヒドロキシエチルメタクリレート、グリセリル
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。
【００５４】
以下に、本発明の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
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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とが好ましい。これらのモノマーはイオ
ン化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、後記するが、このように構
成することで、高分子分散剤を含有する水系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、
本発明のＡ−Ｂ共重合体からなる高分子分散剤を自己乳化性にでき、この構成により、界
面活性剤の乳化性を補助する効果がある。この結果、容易に水系分散処理剤とすることが
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できるからである。
【００５５】
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
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
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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。
【００５６】
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
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
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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。
【００５７】
（セルロース）
次に、本発明のセルロース用高分子分散剤を適用するセルロースについて詳細に説明す
る。本発明は、セルロース用高分子分散剤を提供するものであるが、その対象とするセル
ロースとしては、セルロースナノファイバー（以下、ＣＮＦと記載）、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または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。
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【００５８】
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、農産物残廃物或いは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
、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、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。
【００５９】
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、

40

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または化学処理により、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また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）〕
、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
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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。
【００６０】
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

10

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または
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。
【００６１】
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。
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
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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。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４〜１
００ｎｍ程度である。
【００６２】
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
水懸濁液またはスラリーを、リファイナー、高圧ホモジナイザー、グラインダー、一軸ま
たは多軸混練機（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２０１１−２１３
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７５４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。
【００６３】
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
度がより好ましく、１００〜３００ｍ2／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
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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。
【００６４】
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またはスラリーを、硫酸、塩酸、臭化水素酸等
に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。
【００６５】
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
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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。
【００６６】
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）。
【００６７】
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

10

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。
【００６８】
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。
【００６９】
本発明で使用するセルロースとしては、上記した中でも、I型結晶構造のナノセルロー
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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、か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。
【００７０】
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
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。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。
【００７１】
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
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
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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。
【００７２】
（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方法）
本発明のセルロース用高分子分散剤を使用し、これをセルロースに処理することで、高
分子分散剤及びセルロースを含む易分散性セルロース組成物を得ることができる。そして
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、得られる易分散性セルロース組成物は、本発明が最終目的としている本発明のセルロー
ス分散樹脂組成物を得る前駆体として用いることができる。本発明者らの検討によれば、
本発明の高分子分散剤をセルロースに処理する方法として、前記したように、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自己乳化性とし、水系分散処理
剤とすることが好ましい。より耐水性を上げたい場合には、カチオン性界面活性剤を用い
た高分子分散剤の水系分散液を水系分散処理剤とし、これをセルロースへ添加することが
好ましい。このように構成することで、本発明のセルロース分散樹脂組成物を得る前駆体
として有用な易分散性のセルロース組成物が得られる。
【００７３】
これは、以下の理由によると考えられる。高分子分散剤の効果を十分に発揮させるため

10

には、如何に高分子分散剤を親水性物質であるセルロースへ効果的に吸着させることがで
きるかが重要になる。一方、セルロースの凝集状態を抑制するためには、水を主媒体とし
た系で処理することが好ましく、また、環境面においても、有機溶剤の使用量を少なくし
、水を主媒体として処理をすることは好ましい。これらの要求に対し、本発明者らは鋭意
検討した結果、水を主媒体とした系で、セルロース分散樹脂組成物を得る前駆体として有
用な易分散性のセルロース組成物を得る簡便な方法を見出した。すなわち、前記したイオ
ン性基を有するメタクリレート系モノマーをセルロース吸着性セグメントＢに導入して、
自己乳化させる方法をとることが有効である。更に別の方法として、本発明の高分子分散
剤は、界面活性剤を使用することで水を主成分とする溶媒において分散液を作成すること
ができるため、このように構成することで、高分子分散剤の水系分散液をセルロースに添

20

加することができ、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がで
きるようになる。本発明者らの詳細な検討によれば、より好ましくは、まず、高分子分散
剤を親水性有機溶剤溶液に溶解し、これにカチオン性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液を処理剤とすることで、有用な易分
散性のセルロース組成物を得ることができる。更に、このようにして得た高分子分散剤の
水系分散液からなる処理剤をセルロースに添加する際には、前記理由及び、処理工程にお
いて撹拌が実施しやすく、均一な混合処理が実施しやすいため、セルロースには、含水状
態のものを用いることが好ましい。
【００７４】
上記で使用するカチオン性界面活性剤は、特に限定はなく、従来公知のカチオン系活性
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剤が使用できる。具体的には、例えば、有機アミンのアルカン酸、リン酸塩、スルホン酸
塩、ベタイン構造活性剤、第４級アンモニウム塩の界面活性剤が挙げられる。また、界面
活性剤の高分子分散剤に対する使用量としては、特に限定はないが、質量基準で、高分子
活性剤１００に対して、５〜３０％程度、より好ましくは１０〜２０％である。５％より
少ないと十分な乳化状態を得ることができず、３０％より多いと界面活性剤が物性に悪影
響を及ぼす可能性がある。
【００７５】
（セルロース分散樹脂組成物の作成−１）
上記のようにして得た易分散性のセルロース組成物と汎用樹脂等とを用い、溶融混練す
ることで、本発明の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

40

脂としては、溶融混練してセルロース分散樹脂組成物を得ることが好ましいことから、熱
可塑性樹脂が好ましい。熱可塑性樹脂としては、例えば、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挙
げられる。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、加硫前のゴム樹脂等が
例示される。
【００７６】
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上記に挙げた中でも、セルロース分散樹脂組成物とした場合に、そ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、オレフィン系樹脂を用いるこ
とが好ましい。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、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より十分に
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（ＨＤＰ
Ｅ）、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。得られるセルロース分散樹脂組成物は、本

10

発明の高分子分散剤によりセルロース分散性及び機械特性が良好なものになる。
【００７７】
（高分子分散剤を樹脂に処理する方法）
本発明のセルロース分散用高分子分散剤をあらかじめ樹脂と混練しておくことで、セル
ロース分散性の良好な、セルロース分散用の分散剤含有樹脂組成物を得ることができる。
得られる分散剤含有樹脂組成物は、セルロース分散樹脂組成物の前駆体となる。この場合
に、セルロース分散性をよくするためには、樹脂と高分子分散剤が均一に分散しているこ
とが必要であるが、本発明の高分子分散剤を用いたセルロース分散用の分散剤含有樹脂組
成物では、通常、親水性のセルロース表面とはなじみの悪い樹脂表面に、多くの親水ポイ
ントを確保することができる。また、高分子分散剤濃度の高いマスターバッチ化すること
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で、その後工程でセルロースと混練する際に、濃度設定の自由度が上がり、より取扱い易
く実用的なものになる。マスターバッチの高分子分散剤濃度は１％以上〜６０％以下であ
ることが好ましい。すなわち、濃度がこれよりも高いと樹脂中での分散不良が生じ、１％
未満であると、セルロースと混練した際のセルロース凝集抑制能力が十分に得られなくな
る。好ましくは１０％〜４０％で、更に好ましくは２０％〜３０％である。
【００７８】
この際に使用する樹脂としては、溶融混練してセルロース分散樹脂組成物を得ることが
好ましいことから、熱可塑性樹脂を使用する。熱可塑性樹脂としては、例えば、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
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ルロース系樹脂等が挙げられる。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
挙げられる。
【００７９】
上記に挙げた中でも、セルロース分散樹脂組成物とした場合に、そ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、オレフィン系樹脂を用いるこ
とが好ましい。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、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挙げ

40

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より十分に
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（ＨＤＰ
Ｅ）、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
【００８０】
（セルロース分散樹脂組成物の作成−２）
含水状態のセルロースと、上記したセルロース分散用の分散剤含有樹脂組成物を混練す
ることで、セルロース分散樹脂組成物を得ることができる。混練には、セルロース濃度、
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分散剤濃度を調整する目的で、未処理樹脂を添加してよい。このようにして得られるセル
ロース分散樹脂組成物は、本発明の高分子分散剤が用いられていることから、セルロース
分散性及び機械特性が良好なものになる。
【実施例】
【００８１】
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
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。
【００８２】
10

［実施例１］（ＲＴＣＰ法による高分子分散剤−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、ジエチレ
ングリコールジメチルエーテル（以下、ＤＭＤＧと略記）を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と略記）を７０部、ヨウ素を１．
０部、ジフェニルメタン(以下、ＤＰＭと略記)を０．２部、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（以下、Ｖ
−７０と略記）、和光純薬社製〕を５．０部添加した。そして、窒素ガスを導入しながら
撹拌し、４０℃に加温した。反応系を４０℃に保ちながら７時間重合して、ポリマーブロ
ックＡを得た。重合の進行状況を反応系中の固形分濃度より算出したところ、重合率は８
５％であった。以下でいう重合率は、いずれも固形分濃度から算出した値である。また、
テトラヒドロフラン（以下、ＴＨＦと略記）溶媒によるゲルパーミエーションクロマトグ

20

ラフィーにて分子量を測定したところ、ポリスチレン換算で、数平均分子量（以下、Ｍｎ
と略記）が４９００、分子量分布（重量平均分子量／数平均分子量、以下ＰＤＩと略記）
が１．３３であった。以下、分子量はＴＨＦ溶媒のＧＰＣのポリスチレンの分子量換算で
ある。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。
【００８３】
次に、上記の反応系に続けて、２−ヒドロキシエチルメタクリレート（以下、ＨＥＭＡ
と略記）を３０部添加し、４０℃で４時間重合し、ポリマーブロックＢを形成した。この
ポリマーブロック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ほぼ１００％であり
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、Ｍｎは７６００、ＰＤＩは１．４０であった。すなわち、本発明のＡ−Ｂブロックコポ
リマーは、全体のＭｎが７６００であり、前記したように、ポリマーブロックＡのＭｎが
４９００であることから、Ｂのポリマーブロックの数平均分子量は、７６００−４９００
で算出でき、２７００である。以上のようにしてＲＴＣＰ法にて、樹脂親和性セグメント
Ａのポリマーブロックと、セルロース吸着性セグメントＢのポリマーブロックとを有する
実施例１のＡ−Ｂブロックコポリマーである、高分子分散剤−１の重合溶液を得た。なお
、ポリマーブロックＡの重合率は８５％であることから、残留モノマーが１０．５部あり
、次いでポリマーブロックＢを添加し、重合率が１００％であることから、ポリマーブロ
ックＢに含まれる水酸基を有するメタクリレート系モノマーの含有量は、７４％である。
【００８４】
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上記のようにして得た重合溶液２００部を、水／メタノール混合液２００部（水／メタ
クノール＝３／１質量比）にディスパーで撹拌しながら投入して、樹脂を析出させた。こ
の析出物をろ過し、前記した水／メタノール混合溶液２００部で２回洗浄して、淡黄色の
樹脂を得た。更に、得られた析出物を８０℃で２４時間乾燥して、固形の高分子分散剤−
１を９２部得た。本発明で利用する重合方法によって、市販の安価な材料を使用すること
ができ、コスト的に有利であり、且つ、生成物も淡黄色のほとんど無臭の固体を得ること
ができた。
【００８５】
［実施例２］（ＲＴＣＰ法による高分子分散剤−２の合成）
実施例１のＨＥＭＡに替えて、グリセリルモノメタクリレート（ＧＬＭＡ、日油社製）
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に替えた以外は、実施例１と同様にして行った。ポリマーブロックＡの重合収率は８０％
であり、数平均分子量が３９００、ＰＤＩは１．２８であり、全体の重合収率はほぼ１０
０％であり、全体Ｍｎが８１００であり、ＰＤＩは１．４２であった。ポリマーブロック
Ｂについては、数平均分子量が８１００−３９００＝４２００であった。また、Ｂの水酸
基を有するメタクリレートの含有量は、実施例１と同様に算出すると、６８％である。実
施例１に比べて、水酸基を有するモノマー量が少ないが、水酸基の数とすると十分な量で
あると考えられる。これを実施例１と同様に析出させて樹脂固体を得た。これを高分子分
散剤−２とする。
【００８６】
［実施例３］（ＲＴＣＰ法による高分子分散剤−３の合成）

10

実施例１と同様にして、溶媒、モノマーを替えて、下記のようにしてＡ−Ｂブロックコ
ポリマーを合成した。すなわち、溶媒として、ＤＭＤＧに替えてジエチレングリコールジ
エチルエーテルを使用し、ポリマーブロックＡのＤＣＰＯＥＭＡに替えて、ステアリルメ
タクリレート（ＳＭＡ）を使用してポリマーブロックＡを合成した。ポリマーブロックＡ
の重合率はほぼ１００％であり、数平均分子量５６００、ＰＤＩ１．１５であった。次い
で、ポリマーブロックＢを、同量のＨＥＭＡ、加えてメタクリル酸（ＭＡＡ）を３部混合
して重合した。重合率はほぼ１００％であり、数平均分子量７７００、ＰＤＩ１．２５で
あった。ポリマーブロックＢの数平均分子量は、７７００−５６００＝１９００である。
これは、セルロース吸着性セグメントＢの９０．９％が水酸基を有するメタクリレート系
モノマーであり、カルホギシ基を有するモノマーが９．１％である。
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【００８７】
次いで、水酸化ナトリウム１．３部を水１０６部に溶解させたアルカリ水を添加した。
白濁の粘度のある水溶液となった。次いで、更に水を加えて、樹脂分を１０％とした。白
い透明感のある水分散体となった。これを高分子分散剤−３とする。長期に保管しても全
く沈降は見られず安定であった。
【００８８】
［実施例４］（ＲＴＣＰ法による高分子分散剤−４の合成）
実施例１と同様にして、溶媒、モノマーを替えて、下記のようにしてＡ−Ｂブロックコ
ポリマーを合成した。すなわち、溶媒としてＤＭＤＧに替えて、プロピレングリコールモ
ノプロピルエーテルを使用し、ポリマーブロックＡのＤＣＰＯＥＭＡに替えて、ラウリル
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メタクリレート（ＬＭＡ）１００部及びＤＣＰＯＥＡを４０部使用した。ポリマーブロッ
クＡの重合率はほぼ１００％であり、数平均分子量９８００、ＰＤＩ１．１５であった。
次いで、ポリマーブロックＢは、ＨＥＭＡに替えて、メタクリロイロキシエチルエチレン
ウレアのメタクリル酸メチル溶液（ＢＡＳＦ社製、有効成分２５質量％メタクリル酸メチ
ル溶液を減圧してメタクリル酸メチルを抜き有効成分５０％としたもの）７０部を添加し
て重合した。重合率はほぼ１００％であり、数平均分子量が１２０００、ＰＤＩが１．４
６であった。ポリマーブロックＢの数平均分子量は２２００であり、尿素基を有するメタ
クリレート系モノマーの含有量は５０質量％である。これを実施例１と同様にして析出さ
せて樹脂固体を得た。これを高分子分散剤−４とする。
【００８９】

40

［実施例５］（ＲＴＣＰ法による高分子分散剤−５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の３
０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。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
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ある。
【００９０】
次に、水８００部をディスパーで高速撹拌しながら、樹脂溶液２００部を徐々に添加し
た。乳白色の水分散体が得られた。これを高分子分散剤−５とする。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］（ラジカル重合法による比較高分子分散剤−１の合成）
実施例１で用いたと同様の装置を使用して、ＤＭＤＧを１０７部仕込んで、窒素ガスを
導入しながら７０℃に加温した。別容器にＤＣＰＯＥＭＡを７０部、ＨＥＭＡを３０部、
２，２

−アゾビス（２，４−ジメチルバレロニトリル）〔商品名：Ｖ−６５（以下、Ｖ

10

−６５と略記）、和光純薬社製〕を５．０部仕込んで撹拌し、均一化させてモノマー混合
液を調製した。次いで、滴下ロートを反応装置に装着させ、滴下ロート内に上記で調製し
たモノマー混合液を仕込んで２時間にわたって滴下し、更に１時間後、Ｖ−６５を２部添
加し、更に５時間重合して、高分子分散剤−２の重合溶液を得た。固形分測定して重合率
を算出したところ、ほぼ１００％の重合率であった。Ｍｎは８０００、ＰＤＩは１．８１
であった。
【００９２】
次いで、上記で得られた樹脂溶液を、実施例１と同様にして、析出、洗浄、乾燥して固
形の高分子分散剤−２を９０部得た。これは、実施例１の高分子分散剤−１と同様のモノ
マー組成であり、且つ、ランダム構造のものである。これを比較例１の比較高分子分散剤

20

−１とした。
【００９３】
［比較例２］（重金属触媒を使用したリビングラジカル重合法（ＬＲＰ法）であるＡＴＲ
Ｐ法による比較高分子分散剤−２の合成）
実施例１で用いたと同様の反応装置を使用して、ＤＭＤＧを１０６部、ＤＣＰＯＥＭＡ
を７０部、２−ブロモイソ酪酸エチルを２．２部、ペンタメチルジエチレントリアミンを
２．０部仕込んで窒素ガスをバブリングして十分脱気した。次いで、臭化第一銅を１．６
部添加して、銅錯体を形成させた。系は緑色に変化した。次いで、８０℃に加温して３時
間重合した。一部サンプリングして固形分を測定して重合率を算出したところ、８１．１
％であった。また、分子量を測定したところ、Ｍｎが５０００、ＰＤＩ１．２１であった

30

。以上のようにして樹脂親和性セグメントＡのポリマーブロックを得た。
【００９４】
次いで、別容器に、ＨＥＭＡを３０部計りとり、その容器に窒素ガス導入管を設置し窒
素ガスでバブリングして脱気した。次いで、上記の反応系中に添加して８０℃で５時間重
合して、セルロース吸着性セグメントＢのポリマーブロックを形成した。最終的には青色
の透明に変化した。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
合率はほぼ１００％であり、Ｍｎは７３００、ＰＤＩは１．３２であった。Ａ−Ｂブロッ
クコポリマーのＭｎが７３００であり、ＡのポリマーブロックのＭｎが５０００であるこ
とから、計算するとＢのポリマーブロックの数平均分子量は、２３００である。以上のよ
うにして重金属を使用したＬＲＰ法にて、樹脂親和性セグメントＡのポリマーブロックと

40

セルロース吸着性セグメントＢのポリマーブロックを有するＡ−Ｂブロックコポリマーで
ある比較例２の比較高分子分散剤−２の重合溶液を得た。
【００９５】
上記で得られた青色の重合溶液について実施例１と同様にして、水／メタノール混合溶
液に、樹脂を析出させた。しかし、得られた析出物は青色であった。これは、上記したよ
うに、比較例２では、銅イオンを使用する重合方法で合成しており、重合した樹脂中に銅
が取り込まれたためと考えられる。そこで、再度、析出物をＤＭＤＧに固形分５０質量％
になるように溶解し、再度水／メタノール混合溶液に析出させた。その結果、青味が薄く
なったが、まだ青味が残っている状態であった。そこで、樹脂がほぼ白色となるまで、こ
のＤＭＤＧ溶解、水／メタノール析出を繰り返し行った。合計で５回行うことで、ほぼ白
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色の樹脂が得られた。これを、実施例１と同様にして乾燥して、固形の比較例２の比較高
分子分散剤−２を８０部得た。
【００９６】
以上のように、重金属を使用するＬＲＰ法で合成した場合は、樹脂に取り込まれた重金
属を取り除くのに十分な精製が必要になり、このためには、有機溶媒や析出溶剤が大量に
必要になることが確認された。このことから、重金属を使用するＬＲＰ法を利用しての合
成は、環境に悪く、省資源、省エネルギーの観点からも、課題がある方法であると言える
。更に、精製することで得られた銅イオンを含む廃液は、そのままでは廃棄することがで
きず、銅イオンの回収が必要であり、この点でも、煩雑で費用と手間のかかるものである
。また、析出、溶解、ろ過を繰り返すことによって、歩留りが悪くなり、収率が悪い結果

10

となったことからも、実用上、採用できる方法ではない。これに対し、本発明で利用する
重金属を使用しない重合方法は、実施例１に示したように、非常に環境にやさしく、省エ
ネルギー、省資源が達成でき、且つ、収率も高く、コスト的にも有利である。
【００９７】
［比較例３］（ニトロキサイド化合物を用いるＮＭＰ法による比較高分子分散剤−３の合
成）
実施例１で用いたと同様の反応装置を使用して、ＤＭＤＧを１０６部、ＤＣＰＯＥＭＡ
を７０部、下記構造のニトロキサイド化合物（ブロックビルダーＭＡ、アルケマ社製）を
４．３部仕込んだ。
20

【００９８】
窒素ガスを流しながら、１時間かけて１０５℃に加温した。そして、反応系を１０５℃

30

に保ち５時間重合し、樹脂親和性セグメントＡのポリマーブロックを得た。一部サンプリ
ングし、反応系中の固形物濃度より算出した結果、重合率は７８％であった。また、分子
量は４２００、ＰＤＩは１．６２であり、分子量分布が広い結果であった。
【００９９】
次いで、上記の反応系に続けて、ＨＥＭＡを３０部添加して１０５℃で５時間重合し、
セルロース吸着性セグメントＢのポリマーブロックを形成した。固形分濃度より算出した
結果、トータルの重合率は７６％であり、Ｍｎは５５００、ＰＤＩは１．８９であった。
これは、実施例１の場合と比較して、重合収率が悪く、分子量分布も広い結果となった。
また、低分子量側に肩のピークが確認された。肩のピークの存在は、Ａのポリマーブロッ
クが重合に寄与することができず、末端が不活性になったものと考えられる。分子量に関
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しては、Ａ−Ｂブロックコポリマーの全体のＭｎが５５００であり、Ａのポリマーブロッ
クのＭｎが４２００であることから、５５００−４２００で計算されるＢのポリマーブロ
ックの数平均分子量は、１３００である。以上のようにして、ＮＭＲ法によって、樹脂親
和性セグメントＡのポリマーブロックと、セルロース吸着性セグメントＢのポリマーブロ
ックを有するＡ−Ｂブロックコポリマーである比較例３の比較高分子分散剤−３の重合溶
液を得た。
【０１００】
上記の結果から、モノマー組成を同様にしても、本発明の重合方法ではないＮＭＰ法で
は、メタクリレート系モノマーでの精密な制御ができなかったとこが確認され、本発明の
重合方法であるＲＴＣＰ法が好適であることを示した。
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【０１０１】
また、重合率は不良であるが、実施例１と同様にして樹脂を析出させ、洗浄した。しか
し、重合率が悪いため、モノマーが残留しモノマー臭がした。そこで、比較例２と同様に
してＤＭＤＧに溶解、水／メタノール混合溶液に析出を２回繰り返し白色の樹脂を得た。
残留モノマー臭が低減された。得られた析出物を８０℃２４時間乾燥して、固形の高分子
分散剤を８０部得た。これを比較高分子分散剤−３と称す。
【０１０２】
［比較例４］（硫黄化合物を用いるＲＡＦＴ法による比較高分子分散剤−４の合成）
実施例１で用いたと同様の反応装置を使用して、ＤＭＤＧを１０６部、ＤＣＰＯＥＭＡ
を７０部、下記構造のジチオエステル化合物（アルドリッチ社製）を３．１部、更に、Ｖ

10

−７０を１．０部仕込んだ。

【０１０３】
窒素ガスを流しながら、１時間かけて５０℃に加温した。そして、反応系を５０℃に保
ち５時間重合し、樹脂親和性セグメントＡのポリマーブロックを得た。一部サンプリング
し、反応系中の固形物濃度より算出した結果、重合率は９０％であった。また、Ｍｎは５

20

３００、ＰＤＩは１．８８であり、分子量分布が広い結果であった。
【０１０４】
次いで、上記の反応系に続けて、ＨＥＭＡを３０部添加して５０℃で５時間重合し、セ
ルロース吸着性セグメントＢのポリマーブロックを形成した。固形分濃度より算出した結
果、トータルの重合率はほぼ１００％であり、Ｍｎは７９００、ＰＤＩは２．０１であっ
た。重合は進行するものの、分子量分布は広い結果であった。Ａ−Ｂブロックコポリマー
のＭｎが７９００、ＡのポリマーブロックのＭｎが５３００であることから、計算して求
めたＢのポリマーブロックの数平均分子量は２６００である。以上のようにしてＲＡＦＴ
法にて、樹脂親和性セグメントＡのポリマーブロックとセルロース吸着性セグメントＢの
ポリマーブロックを有するＡ−Ｂブロックコポリマーである比較例４の比較高分子分散剤

30

−４の重合溶液を得た。得られた重合溶液は、黄味の透明溶液であるが、メルカプト系の
悪臭がする樹脂溶液であった。
【０１０５】
上記で得られた重合溶液を実施例１と同様にして、水／メタノール混合溶液に析出させ
て、水／メタノール溶液で洗浄し、得られた析出物を８０℃２４時間乾燥して、白色の固
形の比較例４の比較高分子分散剤−４の９８部を得た。上記したように、比較例４で使用
したＲＡＦＴ法は、非常に硫黄化合物の臭気がするものであり、作業性、加工工程上不適
切であると考えられる。更に、前記したチオエステル化合物は特殊であり、大量生産には
不向きであり、実用化した場合、コスト的には不利であると考えられ、これに比べて本発
明で規定する重合方法は非常に有利であることが示唆された。
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【０１０６】
［製造例１］（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
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。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。
【０１０７】
［実施例６］（高分子分散剤−１のセルロースへの処理）
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、カチオ
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ン性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を
１００部得た。得られた溶液は、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。
【０１０８】
次に、先に調製した含水状態のＣＮＦ−１（固形分：２５％）の４０部に、上記で得た
高分子分散剤−１の水系分散処理剤の溶液を１００部添加し、十分に混合して、高分子分
散剤−１をセルロースに処理した易分散性セルロース組成物を１４０部得た。
【０１０９】
［実施例７、８］

10

また、同様にして、実施例１の高分子分散剤−１に替えて、実施例２の高分子分散剤−
２、実施例４の高分子分散剤−４を用いて、同様の水処理分散処理剤の溶液を調整した。
同様に淡い黄濁状に分散しており、沈降は確認されなかった。次いで、同様にして、ＣＮ
Ｆ−１を処理し、易分散性セルロース組成物を得た。
【０１１０】
［実施例９、１０］
先に調製した含水状態のＣＮＦ−１（固形分：２５％）の４０部に、上記で得た高分子
分散剤−３又は−５の水系分散処理剤の溶液を１００部添加し、十分に混合して、高分子
分散剤−１をセルロースに処理した易分散性セルロース組成物を得た。
【０１１１】

20

［比較例５〜８］（比較高分子分散液−１〜４のセルロースへの処理）
比較例１〜４で作製した比較高分子分散剤−１〜４について、それぞれ実施例２と同様
にして、各高分子分散剤のＣＮＦ−１への処理を実施し、各高分子分散剤を処理した比較
例のセルロース組成物をそれぞれ１４０部得た。得られた各ＣＮＦ組成物を比較例５〜８
とした。
【０１１２】
［実施例１１］（易分散性セルロース組成物と樹脂を含む混練組成物の調製）
実施例６で作製した、高分子分散剤−１をセルロースに処理した易分散性セルロース組
成物４０部に、微粒子状ポリエチレン〔住友精化製、フロービーズＨＥ３０４０（商品名
）、以下「微粒子状のＰＥ」と略す〕の８０部を水５０部で湿潤させた状態で添加し、混

30

合した。得られた混合物を、ろ過及び乾燥することで、混合物中の水及びＤＭＤＧを除去
して、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を９８部得た。
【０１１３】
［実施例１２〜１５］（易分散性セルロース組成物と樹脂を含む混練組成物の調製）
実施例１１の実施例６の易分散性セルロース組成物に替えて、実施例７〜１０の易分散
性セルロース組成物を用いて、同様のセルロース分散樹脂組成物を得た。
【０１１４】
〔評価〕（二軸押出混練、射出成型及び引張試験）
上記で得たＣＮＦ−１と微粒子状のＰＥとの混合組成物について、下記に述べる方法で
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、二軸押出混練、射出成型、引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樹脂ペレットを調製した。
そして、得られたＣＮＦ−１が分散したＰＥ樹脂ペレットを用い、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。この評価用サンプル
のダンベル片について、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。上記と同様にして、実施例７〜１０で得られた高分子分散剤−２〜５を
セルロースに処理した易分散性セルロース組成物を使用して、上記と同様に試験し、評価
した。その結果を表３中にまとめて示した。
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【０１１５】
［比較例９〜１２］（高分子分散剤処理ＣＮＦ及び樹脂を含む樹脂組成物の混練）
比較例５〜８の、比較高分子分散剤−１〜４をそれぞれセルロースに処理した各セルロ
ース組成物について、実施例３と同様にしてＰＥとの混合組成物を作製し、これを用いて
、二軸押出混練、射出成型、引張試験を実施し、引張弾性率及び引張強度を評価した。こ
れを比較例９〜１２とする。その結果を表３中にまとめて示した。
【０１１６】
［実施例１６］（セルロース分散用の分散剤含有樹脂組成物の調製）
実施例１で合成した高分子分散剤−１の重合溶液（固形分濃度：５０．１％）の１１９
．８部を、水１０００部に撹拌しながら添加して高分子分散剤−１を析出させ、高速に撹
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拌することにより水中で微粉砕状とした。次に、実施例３で使用したと同様の微粒子状の
ＰＥを１４０部添加し、高分子分散剤−１と均一になるよう撹拌し、ろ過、８０℃で乾燥
させて、高分子分散剤−１及び微粒子状のＰＥを含む、セルロース分散用分散剤含有樹脂
組成物１９９部を得た。この組成物の二軸押出混練を１４０℃の混練条件で実施し、細い
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、細粒状の高分子分散剤
−１とＰＥ樹脂の混練組成物を得た。この混練組成物中には、高分子分散剤−１とＰＥ樹
脂が、３０質量％と７０質量％の比率で含んでいるものである。
【０１１７】
［実施例１７］（セルロース分散樹脂混練組成物の調製）
含水状態のＣＮＦ−１（固形分：２５％）の４０部を水５００部に添加し、高速撹拌し
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てＣＮＦ−１を水中でスラリー状とした。次に、このスラリーに実施例４で作成した細粒
状の混練組成物３３．３部及び微粒子状のＰＥ５６．７部を添加して撹拌して均一化した
後、ろ過することで、含水状態の混合組成物を１２０部得た。この含水状態の混合組成物
には、高分子分散剤−１として１０部、ＣＮＦ−１として１０部、ＰＥ樹脂として８０部
を含み、水を２０部含んだ状態である。この混合組成物を含水状態のまま二軸押出機に投
入し、混練を実施した。混練温度は１４０℃で、水分除去用にベント孔を開放して実施し
、ストランド状に吐出して冷却し、ペレタイザーでカッティングしてＣＮＦ−１が分散し
たＰＥ樹脂ペレットを得た。そして、実施例３と同様に射出成型、引張試験を実施し、引
張弾性率、引張強度を評価した。その結果を表３中に示した。
【０１１８】
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〔評価結果〕
（重合方法による高分子分散剤の分子構造の違い）
実施例−１と比較例の各高分子分散剤を構成する、それぞれに異なる重合法で重合して
得たＡ−Ｂブロック共重合体の構造の違いを表１にまとめて示した。
【０１１９】
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【０１２０】
（各高分子分散剤を得る際の重合方法と、各樹脂組成物の性能の比較）
実施例１と比較例１〜４の各高分子分散剤を得る際にそれぞれ用いた、各重合方法によ
る違いを表２にまとめて示した。具体的には、重合条件を、得られる共重合体の分子構造
の制御のし易さ、重合温度の低さ、臭気の発生、精製のし易さ、低コストの各項目につい
て、「○、△、×」の３段階で相対評価し、表２にまとめて示した。また、先に述べたよ
うにして、実施例と比較例の各高分子分散剤を用いてそれぞれ作製した、ＣＮＦ−１と微
粒子状のＰＥとの混練樹脂組成物の機械特性を比較した結果を、表３にまとめて示した。
【０１２１】
10
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【０１２２】
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【産業上の利用可能性】
【０１２３】
本発明の活用例としては、親水性物質であるセルロースに適用することができる、従来
なかった高性能のセルロース用高分子分散剤を、簡便に、環境に配慮した経済的な方法で
提供することが可能になる。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。本発明の顕著な効果は、親水性物質であるセルロースに適用すること
ができる、従来なかった高性能のセルロース用高分子分散剤が簡便に収率よく、提供され
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ることで、該高分子分散剤をセルロースに処理することで、高分子分散剤とセルロースと
を含む汎用樹脂である熱可塑性樹脂に易分散性のセルロース組成物を簡便に得ることがで
きるようになる結果、得られたものである。本発明によって提供されるセルロース分散樹
脂組成物は、機械特性に優れる実用価値の高いものになるので、その広範な利用が期待さ
れる。
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