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(57)【要約】
【課題】強度特性及び透明性に優れ、かつ、生産性に優れる、ポリカーボネートと化学修
飾され、かつミクロフィブリル化されたセルロース系繊維（化学修飾ミクロフィブリル化
セルロース系繊維）とを含有する組成物を提供すること。
【解決手段】（Ａ）ポリカーボネート、及び（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水
素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は
電子供与性の置換基を有することもあるフェニル基を示す。）で表されるアシル基、又は
、一般式（２）：Ｒｂ−（式中、Ｒｂは炭素数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエチル基
、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル基又はアリル基を示す。）で表される、置換
基を有することもあるアルキル基で置換され、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロー
ス系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維、を含有する、透明な溶
融混練組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基、又は、一般式（２）：Ｒｂ−（式中、Ｒｂは炭素
数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル
基又はアリル基を示す。）で表される、置換基を有することもあるアルキル基で置換され
、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル
化セルロース系繊維
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を含有する、透明な溶融混練組成物。
【請求項２】
前記化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維が、セルロース系繊維の一部の水酸基
の水素原子が前記一般式（１）で表されるアシル基で置換されたセルロース系繊維である
、請求項１に記載の溶融混練組成物。
【請求項３】
前記アシル基が、アセチル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、４−メトキシベンゾイル基
、及び４−メチルベンゾイル基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
又は２に記載の溶融混練組成物。
【請求項４】
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前記セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子の前記一般式（１）で表されるアシル基
による置換が、前記一般式（１）で表されるアシル基を有するカルボン酸ビニルエステル
によるアシル化によるものである、請求項１〜３のいずれかに記載の溶融混練組成物。
【請求項５】
前記化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維が、セルロース系繊維の一部の水酸基
の水素原子が前記一般式（２）で表される置換基を有することもあるアルキル基で置換さ
れたセルロース系繊維である、請求項１に記載の溶融混練組成物。
【請求項６】
前記一般式（２）で表される置換基を有することもあるアルキル基が、メチル基、エチル
基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル基及びアリル基から
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なる群から選ばれる少なくとも１種である、請求項１又は５に記載の溶融混練組成物。
【請求項７】
前記セルロース系繊維が木材由来のセルロース系繊維である、請求項１〜６のいずれかに
記載の溶融混練組成物。
【請求項８】
前記木材由来のセルロース系繊維が、木材由来のリグノセルロース繊維である、請求項７
に記載の溶融混練組成物。
【請求項９】
前記セルロース系繊維が微生物由来のセルロース繊維である、請求項１〜６のいずれかに
記載の溶融混練組成物。
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【請求項１０】
前記一般式（１）で表されるアシル基、又は前記一般式（２）で表される置換基を有する
こともあるアルキル基によるセルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子における置換度
が、０．１〜１．５である、請求項１〜９のいずれかに記載の溶融混練組成物。
【請求項１１】
前記ポリカーボネートが、芳香族ポリカーボネートである、請求項１〜１０のいずれかに
記載の溶融混練組成物。
【請求項１２】
請求項１〜１１のいずれかに記載の溶融混練組成物からなる透明な成形体。
【請求項１３】
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（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基、又は、一般式（２）：Ｒｂ−（式中、Ｒｂは炭素
数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル
基又はアリル基を示す。）で表される、置換基を有することもあるアルキル基で置換され
、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル
化セルロース系繊維
を含有する、透明な溶融混練組成物の製造方法であって、
（１）ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維の水酸基の一部を前記一般式（１）で
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表されるアシル基でアシル化するか、又は、前記一般式（２）で表される置換基を有する
こともあるアルキル基でエーテル化する第一工程、及び、
（２）第一工程で得られたミクロフィブリル化され、且つ、セルロース系繊維の一部の水
酸基がアシル化又はエーテル化されたセルロース系繊維とポリカーボネートとを、溶融混
練する第二工程
を含む、方法。
【請求項１４】
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
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ニル基を示す。）で表されるアシル基、又は、一般式（２）：Ｒｂ−（式中、Ｒｂは炭素
数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル
基又はアリル基を示す。）で表される、置換基を有することもあるアルキル基で置換され
、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル
化セルロース系繊維
を含有する、透明な溶融混練組成物の製造方法であって、
（１）セルロース系繊維の水酸基の一部を前記一般式（１）で表されるアシル基でアシル
化するか、又は、前記一般式（２）で表される置換基を有することもあるアルキル基でエ
ーテル化する第一工程、及び、
（２）第一工程で得られたセルロース系繊維の一部の水酸基がアシル化又はエーテル化さ
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れたセルロース系繊維とポリカーボネートとを溶融混練し、溶融混練と同時に溶融混練物
中において、前記第一工程で得られたセルロース系繊維の一部の水酸基がアシル化又はエ
ーテル化されたセルロース系繊維をミクロフィブリル化する第二工程
を含む、方法。
【請求項１５】
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基で置換され、かつ、ミクロフィブリル化されたセル
ロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維
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を含有する、透明な溶融混練組成物の製造方法であって、
（１）ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維の一部の水酸基を、一般式（１）：Ｒ
ａ−ＣＯ−（式中、Ｒａは前記と同じ。）で表されるアシル基を有するカルボン酸ビニル
エステルでアシル化する第一工程、及び
（２）第一工程で得られたミクロフィブリル化され、かつ、セルロース系繊維の一部の水
酸基がアシル化されたセルロース系繊維とポリカーボネートとを、溶融混練する第二工程
を含む、方法。
【請求項１６】
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
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中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基で置換され、かつ、ミクロフィブリル化されたセル
ロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維
を含有する、透明な溶融混練組成物の製造方法であって、
（１） セルロース系繊維の一部の水酸基を、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式中、Ｒａ
は前記と同じ。）で表されるアシル基を有するカルボン酸ビニルエステルでアシル化する
第一工程、及び
（２）第一工程で得られたセルロース系繊維の一部の水酸基がアシル化されたセルロース
系繊維とポリカーボネートとを溶融混練し、溶融混練と同時に溶融混練物中において、前
記第一工程で得られたセルロース系繊維の一部の水酸基がアシル化されたセルロース系繊
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維をミクロフィブリル化する第二工程
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、透明な溶融混練組成物及びその製造方法、並びに成形体に関する。
【背景技術】
【０００２】
ミクロフィブリル化セルロース繊維（本明細書では、「セルロースナノファイバー」又
は「ＣＮＦ」と記載することもある）は、植物繊維又は製紙用パルプをミクロ又はナノレ
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ベルの太さまで解繊したもので、軽量で高強度である。
【０００３】
一方、ポリカーボネート（本明細書中で、「ＰＣ」と記載することもある）は、機械的
強度に優れ、かつ透明性を有するエンジニアリングプラスチックであることから、透明性
が要求される物品、例えば、ヘッドライトカバー、バックライトカバー、ウインカライト
カバーなどの自動車部品、航空機の窓、ＣＤなどの各種ディスク、電気又は電子機器のハ
ウジングなどに用いられている。しかしながら、ポリカーボネートは、引張強度を超える
力をかけると、白化して透明度が著しく低下するという欠点を有することから、ポリカー
ボネートを含み、透明で、機械強度の改善された材料が求められる。
【０００４】
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このようなことから、ミクロフィブリル化セルロース繊維とポリカーボネートとを複合
化した複合体（ミクロフィブリル化セルロース繊維とポリカーボネートとを含有する組成
物）を作成する多様な試みが行われている（例えば、特許文献１〜６）。
【０００５】
特許文献１には、ミクロフィブリル化セルロース繊維、バインダ樹脂及びマトリクス樹
脂からなる複合体が開示され、ポリカーボネート樹脂がマトリクス樹脂の一つとして使用
されている。しかしながら、この繊維強化複合材料は、セルロース繊維をバインダ樹脂に
内包した組成物を調製したのちに、この組成物とマトリクス樹脂（ポリカーボネート樹脂
）とを混合して作製させたもので、セルロース繊維とポリカーボネート樹脂との溶融混練
物ではない。
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【０００６】
特許文献２には、微細セルロース繊維層とポリカーボネート樹脂層とを積層し加熱融着
して得られるポリカーボネート樹脂−セルロース繊維積層体が開示されている。セルロー
ス繊維として化学修飾されたセルロースも使用できることが記載されている。
【０００７】
特許文献３には、化学修飾又は非修飾ＣＮＦの不織布に特定の脂環式ポリカーボネート
の溶液又溶融物を含浸させて得られる、透明な複合体が開示されている。
【０００８】
特許文献４には、予め分散液中に分散しておいた繊維状フィラーを熱可塑性樹脂溶液に
混入してから溶媒を除去、乾燥することにより得られる透明な光学フィルムが開示されて
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いる。また、引用文献４には、繊維状フィラーとしてＣＮＦが、そして熱可塑性樹脂の一
例としてポリカーボネートが記載されている。
【０００９】
特許文献５には、透明化度と強度との両立を可能にするために、セルロースナノファイ
バー（ＣＮＦ）の屈折率との差（絶対値）が０．０２以下の屈折率の樹脂とＣＮＦとを含
有する樹脂組成物が開示されている。また、引用文献５には、使用される樹脂の一例とし
てポリカーボネートが記載されている。
【００１０】
特許文献６には、水酸基がエステル化又はエーテル化されたＣＮＦと樹脂とを含有する
、透明な樹脂組成物が開示されている。また、引用文献６には、使用される樹脂の一例と
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してポリカーボネートが記載されている。
【００１１】
さて、繊維を含有する樹脂複合体は、樹脂の溶融温度近辺で押出機中において繊維と溶
融された樹脂とを混練して（すなわち溶融混練法で）製造するのが、生産性の点から有利
である。
【００１２】
しかしながら、上記の特許文献１〜６は、いずれも、溶融混練法により得られる透明な
ＰＣ複合体も、溶融混練法により透明な複合体を製造できることも開示していない。むし
ろ、特許文献３には、「セルロースを脂環式ポリカーボネートに溶融混練した複合材料で
は、透明性が低く、熱膨張係数が高くなる」と記載されている（特許文献３の段落［０２

20

１７］）。
【００１３】
以下の特許文献７〜９には、ＣＮＦとポリカーボネートとの複合体を溶融混練法により
作製できることが記載されている。
【００１４】
具体的には、特許文献７には、引張強度に優れた脂肪族ポリカーボネート樹脂組成物を
提供することを目的として、脂肪族ポリカーボネート樹脂１００質量部に対して、繊維径
１０ｎｍ〜５００μｍでアスペクト比が２０〜１０，０００のセルロース繊維を０．１〜
５０質量部の割合で含有する脂肪族ポリカーボネート樹脂組成物が開示されている。また
、特許文献７には、樹脂組成物の製造方法として脂肪族ポリカーボネート樹脂とセルロー
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ス繊維とを溶融混練する方法が用いられると記載されている。しかしながら、特許文献７
には、脂肪族ポリカーボネート樹脂組成物が透明であること、及び開示の方法で得られた
組成物の光透過性（透明性）については記載されていない。
【００１５】
特許文献８には、酸化微細繊維のアミド（酸化ＣＮＦアミド）と、ポリオレフィン系樹
脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリアミド系樹脂及びポリカーボネート系樹脂からなる群か
ら選択される１種以上の樹脂とを含有する樹脂組成物が開示されている。特許文献８には
、樹脂組成物を、酸化ＣＮＦのアミドと樹脂とを溶融混練して製造できることが記載され
ているが、得られるポリカーボネート複合体が透明であるとの記載はない。
【００１６】
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また、特許文献９には、芳香族ポリカーボネート樹脂、エステル系添加剤及び充填剤の
１つとしてのセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）を含む成形用樹脂組成物が開示され、
これら３成分の溶融混練による製造方法が開示されている。しかしながら、特許文献９に
は、この成形用樹脂組成物が透明であるとの記載はない。
【００１７】
このように、特許文献７〜９には、ＣＮＦとポリカーボネートとの複合体を溶融混練法
により作製できることが記載されているが、製造された溶融物が透明であるとの記載はな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１８】
【特許文献１】特開２００８−１２７５４０号公報
【特許文献２】特開２０１０−２３２７５号公報
【特許文献３】特開２００９−１６７２９６号公報
【特許文献４】特開２０１１−６８７０９号公報
【特許文献５】特開２０１２−１６７２０２号公報
【特許文献６】特開２０１１−１８４８１６号公報
【特許文献７】特開２０１４−１２６３号公報
【特許文献８】特開２０１４−３４６１６号公報
【特許文献９】特開２０１４−１５６５０７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
本発明の目的は、強度特性及び透明性に優れ、かつ、生産性に優れる、ポリカーボネー
トと、化学修飾され、かつミクロフィブリル化されたセルロース系繊維（化学修飾ミクロ
フィブリル化セルロース系繊維）とを含有する組成物、その製造方法、並びに成形体を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
本発明者らが鋭意検討した結果、特定の置換基で化学修飾された化学修飾ミクロフィブ
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リル化セルロース系繊維を用い、ポリカーボネートと溶融混練して組成物を製造すること
により、上記課題を解決できることを見出した。本発明は、このような知見に基づき、完
成されたものである。
【００２１】
本発明は、以下の透明な溶融混練組成物、製造方法、及び成形体に係る。
項１．
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基、又は、一般式（２）：Ｒｂ−（式中、Ｒｂは炭素
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数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル
基又はアリル基を示す。）で表される、置換基を有することもあるアルキル基で置換され
、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル
化セルロース系繊維
を含有する、透明な溶融混練組成物。
項２．
前記化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維が、セルロース系繊維の一部の水酸基
の水素原子が前記一般式（１）で表されるアシル基で置換されたセルロース系繊維である
、上記項１に記載の溶融混練組成物。
項３．
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前記アシル基が、アセチル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、４−メトキシベンゾイル基
、及び４−メチルベンゾイル基からなる群から選ばれる少なくとも１種である、上記項１
又は２に記載の溶融混練組成物。
項４．
前記セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子の前記一般式（１）で表されるアシル基
による置換が、前記一般式（１）で表されるアシル基を有するカルボン酸ビニルエステル
によるアシル化によるものである、上記項１〜３のいずれかに記載の溶融混練組成物。
項５．
前記化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維が、セルロース系繊維の一部の水酸基
の水素原子が前記一般式（２）で表される置換基を有することもあるアルキル基で置換さ
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れたセルロース系繊維である、上記項１に記載の溶融混練組成物。
項６．
前記一般式（２）で表される置換基を有することもあるアルキル基が、メチル基、エチル
基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル基及びアリル基から
なる群から選ばれる少なくとも１種である、上記項１又は５に記載の溶融混練組成物。
項７．
前記セルロース系繊維が木材由来のセルロース系繊維である、上記項１〜６のいずれかに
記載の溶融混練組成物。
項８．
前記木材由来のセルロース系繊維が、木材由来のリグノセルロース繊維である、上記項７

10

に記載の溶融混練組成物。
項９．
前記セルロース系繊維が微生物由来のセルロース繊維である、上記項１〜６のいずれかに
記載の溶融混練組成物。
項１０．
前記一般式（１）で表されるアシル基、又は前記一般式（２）で表される置換基を有する
こともあるアルキル基によるセルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子における置換度
が、０．１〜１．５である、上記項１〜９のいずれかに記載の溶融混練組成物。
項１１．
前記ポリカーボネートが、芳香族ポリカーボネートである、上記項１〜１０のいずれかに
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記載の溶融混練組成物。
項１２．
上記項１〜１１のいずれかに記載の溶融混練組成物からなる透明な成形体。
項１３．
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基、又は、一般式（２）：Ｒｂ−（式中、Ｒｂは炭素
数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル
基又はアリル基を示す。）で表される、置換基を有することもあるアルキル基で置換され
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、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル
化セルロース系繊維
を含有する、透明な溶融混練組成物の製造方法であって、
（１）ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維の水酸基の一部を前記一般式（１）で
表されるアシル基でアシル化するか、又は、前記一般式（２）で表される置換基を有する
こともあるアルキル基でエーテル化する第一工程、及び、
（２）第一工程で得られたミクロフィブリル化され、且つ、セルロース系繊維の一部の水
酸基がアシル化又はエーテル化されたセルロース系繊維とポリカーボネートとを、溶融混
練する第二工程
を含む、方法。
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項１４．
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基、又は、一般式（２）：Ｒｂ−（式中、Ｒｂは炭素
数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル
基又はアリル基を示す。）で表される、置換基を有することもあるアルキル基で置換され
、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル
化セルロース系繊維
を含有する、透明な溶融混練組成物の製造方法であって、
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（１）セルロース系繊維の水酸基の一部を前記一般式（１）で表されるアシル基でアシル
化するか、又は、前記一般式（２）で表される置換基を有することもあるアルキル基でエ
ーテル化する第一工程、及び、
（２）第一工程で得られたセルロース系繊維の一部の水酸基がアシル化又はエーテル化さ
れたセルロース系繊維とポリカーボネートとを溶融混練し、溶融混練と同時に溶融混練物
中において、前記第一工程で得られたセルロース系繊維の一部の水酸基がアシル化又はエ
ーテル化されたセルロース系繊維をミクロフィブリル化する第二工程
を含む、方法。
項１５．
（Ａ）ポリカーボネート、及び
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（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基で置換され、かつ、ミクロフィブリル化されたセル
ロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維
を含有する、透明な溶融混練組成物の製造方法であって、
（１）ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維の一部の水酸基を、一般式（１）：Ｒ
ａ−ＣＯ−（式中、Ｒａは前記と同じ。）で表されるアシル基を有するカルボン酸ビニル
エステルでアシル化する第一工程、及び
（２）第一工程で得られたミクロフィブリル化され、かつ、セルロース系繊維の一部の水
酸基がアシル化されたセルロース系繊維とポリカーボネートとを、溶融混練する第二工程
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を含む、方法。
項１６．
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基で置換され、かつ、ミクロフィブリル化されたセル
ロース系繊維である、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維
を含有する、透明な溶融混練組成物の製造方法であって、
（１） セルロース系繊維の一部の水酸基を、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式中、Ｒａ
は前記と同じ。）で表されるアシル基を有するカルボン酸ビニルエステルでアシル化する
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第一工程、及び
（２）第一工程で得られたセルロース系繊維の一部の水酸基がアシル化されたセルロース
系繊維とポリカーボネートとを溶融混練し、溶融混練と同時に溶融混練物中において、前
記第一工程で得られたセルロース系繊維の一部の水酸基がアシル化されたセルロース系繊
維をミクロフィブリル化する第二工程
を含む、方法。
【発明の効果】
【００２２】
本発明の溶融混練組成物に含有される、特定の化学修飾基で修飾された化学修飾ミクロ
フィブリル化セルロース系繊維は、良好な熱安定性を有し、かつ化学修飾基が疎水性であ

40

って、ポリカーボネートと親和性が高いことから、ポリカーボネートと溶融混練した時に
熱分解が少なく、またポリカーボネートと容易に混和して、溶融混練組成物中に均一に微
細状態で分散することができる。その結果、本発明の溶融混練組成物は、透明性が高く、
該組成物からなる成形体も高い透明性を有し、機械強度に優れる。
【００２３】
また、本発明の組成物は、溶融混練法により製造されるので、高速で大量に製造するこ
とが可能で、生産性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】製造例１−４で製造した化学修飾セルロース系パルプを加熱したときにその５％
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の重量が減少する温度（５％ＷＬＴ）と化学修飾程度（ＤＳ）との関係を示す図である。
【図２】試験例４において測定した各組成物の全光線透過率の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
１．用語及び略語の説明
本明細書において使用する以下の用語は、それぞれ次の意味を有する。
【００２６】
セルロース系繊維は、植物由来のセルロース及び／又はリグノセルロースを含有する繊
維、並びに微生物が産生するセルロース繊維を意味する。
【００２７】
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リグノセルロースは、樹木細胞壁を構成する複合炭化水素高分子（天然高分子混合物）
であり、主に多糖類のセルロース、ヘミセルロース及び芳香族高分子であるリグニンから
構成されていることが知られている。本発明では、リグニン含有量の多少にかかわらず植
物中に存在するリグニンとセルロースとが結合した物質、及び／又はリグニンとセルロー
スとの混合物を意味する。
【００２８】
パルプは、木材、竹、稲わら、綿花等の植物全体若しくは植物の部分から植物由来のセ
ルロース系繊維を分離したものであって、セルロース、ヘミセルロース及び／又はリグノ
セルロースを含む繊維集合体（植物由来パルプ）、及び、微生物が産生するセルロースと
微生物の菌体との混合物中から分離された、微生物由来のセルロース繊維集合体（微生物
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由来パルプ）を意味する。
【００２９】
リグノパルプは、リグノセルロースを含むパルプを意味する。
【００３０】
化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維とは、化学修飾され、かつミクロフィブ
リル化されたセルロース系繊維を意味する。ここで、「化学修飾」は、セルロース系繊維
を構成する糖鎖の水酸基の水素原子の代わりに置換基（化学修飾基）が導入されている（
水酸基が化学修飾されている）ことを意味する。
【００３１】
本明細書において、ミクロフィブリル化とは、それぞれの繊維の直径が全てナノオーダ

30

ーになるという意味ではなく、繊維の直径がナノオーダーになるか、又は繊維の内部若し
くは表面に存在する繊維がナノオーダーになることを意味する。したがって、繊維の直径
がナノオーダーに解繊された繊維、繊維の最も太い部分の直径がナノオーダー以上（例え
ば数μｍ）であってもその表面がナノオーダーまで解繊されている繊維、及び、これら繊
維が混在した繊維もミクロフィブリル化繊維と解釈する。
【００３２】
複合体は、マトリクスとマトリクス以外のものとを含む組成物を意味する。マトリクス
として樹脂を用い、それ以外のものに繊維を用いた場合には、樹脂−繊維複合体といい、
樹脂複合体又は繊維複合体ということもある。そして、繊維に具体的な繊維名称を用い、
樹脂に具体的なポリマー名（樹脂名称）を用いて表記することもある。したがって、マト
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リクスとしてのポリカーボネート、及び化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維を
含む組成物は、ポリカーボネート−化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維複合体
と表記し、単にポリカーボネート複合体又は化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊
維複合体と表記することもある。そして、本発明組成物の製造において、ポリカーボネー
トと化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維又は化学修飾セルロース系繊維（化学
修飾パルプ）とを混練処理又は混合処理することを「複合化」ともいう。
【００３３】
本明細書で使用される下記の略称は、次の意味に用いられる。
Ａｃｌ：アシル基、
Ａｌｋｙｌ：アルキル基
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Ａｃ：アセチル基
Ｂｚ：ベンゾイル基
ＬＰ：リグノパルプ
ＡｃＰ：アセチル化パルプ
ＡｃＰＦ：アセチル化植物繊維
ＭＦＣ：ミクロフィブリル化セルロース系繊維
ＡｃｙｌＭＦＣ：セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子がアシル化され、かつ、ミ
クロフィブリル化された繊維
ＡｌｋｙｌＭＦＣ：セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、置換基を有すること
もあるアルキル基でアルキル化され、かつ、ミクロフィブリル化された繊維
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【００３４】
２．溶融混練組成物
本発明は、
（Ａ）ポリカーボネート、及び
（Ｂ）セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子が、一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−（式
中、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電子供与性の置換基を有することもあるフェ
ニル基を示す。）で表されるアシル基（以下、「アシル基（１）」という場合もある）、
又は、一般式（２）：Ｒｂ−（式中、Ｒｂは炭素数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエチ
ル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル基又はアリル基を示す。）で表される、
置換基を有することもあるアルキル基（以下、「置換基を有することもあるアルキル基（
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２）」という場合もある）で置換され、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロース系繊
維（以下、単に「化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維」又は「化学修飾ＭＦＣ
」という場合もある）
を含有する、透明な溶融混練組成物である。
【００３５】
（Ａ）ポリカーボネート
ポリカーボネートは、ジオール水酸基と炭酸とのエステル構造を繰り返し単位とするポ
リエステル構造のポリマーであって、モノマー単位（ポリマー繰り返し単位）同士の接合
部が、すべてカーボネート基 （−Ｏ−（Ｃ＝Ｏ）−Ｏ−）で構成されるポリマーである
30

。
【００３６】
本願明細書では、ポリマー繰り返し単位中に少なくとも芳香環を有するものを芳香族ポ
リカーボネートと呼び、ポリマー繰り返し単位が脂肪族ジオール及び／又は脂環式ジオー
ルの炭酸エステルで形成されているものを脂肪族ポリカーボネートと呼ぶ。
【００３７】
芳香族ポリカーボネートとしては、ビスフェノール類（例えば、ビスフェノールＡ、ビ
スフェノールＣ、ビスフェノールＥ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＭ、ビスフェノ
ールＰ、ビスフェノールＳ、ビスフェノールＺ等）のポリ炭酸エステル、これらとビスア
ルキルカーボネート、ビスアリールカーボネート等の共重合体が挙げられる。
【００３８】
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脂肪族ポリカーボネート系樹脂としては、脂肪族ジオール成分及び／又は脂環式ジオー
ル（シクロヘキサンジメタノール、イソソルビド等）成分と、ビスアルキルカーボネート
等の炭酸エステル類との反応により製造される共重合体が挙げられる。
【００３９】
ポリカーボネートのうち、芳香族ポリカーボネートは、強度特性に優れるので本発明で
好適に使用することができる。そのうちでも、ビスフェノールＡの炭酸エステルを繰り返
し単位とする芳香族ポリカーボネートが、強度特性と光透過性に優れるので、好ましい。
このような芳香族ポリカーボネートは、例えば、ユーピロン（登録商標）（Ｉｕｐｉｌｏ
ｎ（登録商標））の商品名で市販されている。
【００４０】

50

(11)

JP 2019‑119756 A 2019.7.22

脂肪族ポリカーボネートのうちでは、イソソルビドを主原料とするポリカーボネートが
、高い耐衝撃性、透明性に優れていることから、好ましく使用することができる。このよ
うな脂肪族ポリカーボネートは、例えば、デュラビオ（登録商標）（ＤＵＲＡＢＩＯ（登
録商標））の商品名で市販されている。
【００４１】
（Ｂ）化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維
本発明の組成物に含まれる化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維は、セルロー
ス系繊維の一部の水酸基の水素原子が、アシル基（１）、又は置換基を有することもある
アルキル基（２）で置換され、かつ、ミクロフィブリル化されたセルロース系繊維である
10

。
【００４２】
化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維の原料であるセルロース系繊維として、
植物由来のセルロース系繊維、及び、微生物由来のセルロース系繊維を使用することがで
きる。
【００４３】
植物由来セルロース系繊維の原料として、木材、竹、麻、ジュート、ケナフ、綿、ビー
ト、農産物残廃物、古紙、編織布等が挙げられる。これらの中で、容易に入手可能なこと
から、木材由来のセルロース系繊維が、好ましく使用される。
【００４４】
木材由来のセルロース系繊維には、リグニンを含まないもの、及びリグニンを含むもの

20

（即ち、リグノセルロース繊維）が含まれ、いずれも使用することができる。製造コスト
の点からは、リグノセルロース繊維が好ましい。
【００４５】
植物由来セルロース系繊維の原料となる木材としては、例えば、シトカスプルース、マ
ツ（トドマツ、アカマツ等）、スギ、ヒノキ等の針葉樹、ユーカリ、アカシア等の広葉樹
由来の木材が好ましい。これらから得られる植物由来パルプが、化学修飾ミクロフィブリ
ル化セルロース系繊維の製造に好ましく用いられる。
【００４６】
植物由来パルプは、植物性原料を、機械パルプ化法、化学パルプ化法、機械パルプ化法
と化学パルプ化法との組み合わせ等の方法により処理することにより得ることができる。

30

このようなパルプとしては、クラフトパルプ、機械パルプ（ＭＰ）等が挙げられる。クラ
フトパルプとして、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）等が挙げられる。機
械パルプとして、砕木パルプ（ＧＰ）、リファイナーＧＰ（ＲＧＰ）、サーモメカニカル
パルプ（ＴＭＰ）、ケミサーモメカニカルパルプ（ＣＴＭＰ）等が挙げられる。また、パ
ルプとして、脱墨古紙、段ボール古紙、雑誌、コピー用紙等を使用することも可能である
。パルプは１種単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。
【００４７】
植物由来パルプは、リグノセルロースを含み、主にセルロース、ヘミセルロース、及び
リグニンから構成される。本明細書では、リグニンが完全には除去されずにパルプ中にリ

40

グニンが少量でも存在するパルプをリグノパルプと称するので、上記の各種パルプ化法で
処理して得られ、パルプ中にたとえ少量でも検出し得るリグニンを含むものは、リグノパ
ルプに含まれる。
【００４８】
リグノパルプは、原料からの収率が大きいこと、工程数が少ないこと及び処理薬剤が少
ないことから、本発明において有利に使用することができる。含有されるリグニン量は、
クラーソン法で定量することができる。
【００４９】
本発明では、植物由来パルプに対して、予めリファイナー若しくはビーター又はこれら
を組み合わせて使用して離解、叩解、解繊等の処理を施し、処理後のカナディアンスタン
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ダードフリーネス（ＣＳＦ）値（濾水度）が通常４０ｍＬ〜５００ｍＬ、好ましくは４０
ｍＬ〜３００ｍＬ、さらに好ましくは４０ｍＬ〜２００ｍＬであるものを使用することが
できる。
【００５０】
微生物由来のセルロース系繊維については、例えば、酢酸菌を培養した培養液から回収
した菌体とセルロース繊維との混合物からタンパク質その他の夾雑物を除去して得た微生
物由来のパルプより得ることができる。
【００５１】
微生物由来のセルロース系繊維は通常、ナノレベルのセルロース繊維が網目状に交絡し
ており、これをそのまま使用してもよいし、又は、例えば高速ホモジナイザー等で処理し

10

て解繊したものを使用することもできる。
【００５２】
化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維は、セルロース系繊維の一部の水酸基の
水素原子が、アシル基（１）、又は置換基を有することもあるアルキル基（２）で置換さ
れていることに特徴がある。本明細書では、セルロース系繊維中の水酸基の水素原子を置
換することを「化学修飾」といい、水酸基の水素原子の代わりに導入される置換基を「化
学修飾基」ということもある。
【００５３】
セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子の置換基として、アシル基（１）、又は置
換基を有することもあるアルキル基（２）を選定することにより、このような置換基で化
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学修飾されたセルロース系繊維はポリカーボネートの融点付近でも熱安定性に優れ、ポリ
カーボネートと溶融混練する際に安定であることから、透明な溶融混練物を形成すること
ができる。また、アシル基（１）又は置換基を有することもあるアルキル基（２）で化学
修飾されたセルロース系繊維は、セルロース系繊維表面に元来存在する水酸基同士の水素
結合が部分的に消失しているので解繊されてミクロフィブリル化されやすく、溶融状態の
ポリカーボネートと混練すると、混練中にミクロフィブリル化してポリカーボネート中に
分散することができる。また、上記の置換基によって化学修飾されたセルロース系繊維は
、元来のセルロース系繊維よりも疎水性が高いので、上記の置換基により化学修飾された
ミクロフィブリル化セルロース系繊維はポリカーボネートと親和性が高く、ポリカーボネ
ート中に均一に分散されやすくなる。よって、上述のような化学修飾ミクロフィブリル化

30

セルロース系繊維とポリカーボネートとを含む本発明の組成物は、優れた強度特性及び光
透過性を有する。
【００５４】
本発明では、セルロース系繊維の化学修飾に用いられる置換基として、アシル基（１）
が使用される。アシル基（１）で化学修飾されたセルロース系繊維は、ポリカーボネート
との親和性が高く、ポリカーボネート中に均一に分散することができるとともに、アシル
基（１）によるセルロース系繊維の化学修飾反応時に、セルロースの高い結晶性を保持す
ることができる。
【００５５】
前記一般式（１）：Ｒａ−ＣＯ−において、Ｒａは炭素数１〜４のアルキル基、又は電

40

子供与性の置換基を有することもあるフェニル基を示す。
【００５６】
前記炭素数１〜４のアルキル基として、直鎖状アルキル基（メチル、エチル、ｎ−プロ
ピル、及びｎ−ブチル）、及び分岐鎖状アルキル基（イソプロピル、及びｔｅｒｔ−ブチ
ル）が挙げられる。
【００５７】
前記電子供与性の置換基を有することもあるフェニル基として、フェニル、トリル、エ
チルフェニル、メトキシフェニル、エトキシフェニル等が挙げられる。
【００５８】
アシル基（１）として、アセチル、エチルカルボニル、ｎ−プロピルカルボニル、ピバ
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ロイル、ベンゾイル、４−メチルベンゾイル、４−エチルベンゾイル、４−メトキシベン
ゾイル、４−エトキシベンゾイル等が挙げられる。
【００５９】
これらの中で、アセチル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、４−メトキシベンゾイル基
、及び４−メチルベンゾイル基が、これらで修飾すると特に熱安定性が良好なセルロース
系繊維が得られることから好ましく、アセチル基及びベンゾイル基が、アシル化に使用さ
れるアシル化剤が他のアシル化剤に比べて安価に入手可能な点でより好ましい。その結果
、低廉な製造コストで化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維を製造することが可
能となる。
【００６０】

10

さらに、前記セルロース系繊維の一部の水酸基の水素原子のアシル基（１）による置換
が、前記一般式（１）で表されるアシル基を有するカルボン酸ビニルエステルによるアシ
ル化によるものであることが好ましい。アシル化された化学修飾セルロース系繊維の着色
が少ないことから、着色の少ない、すなわち透明性の高い溶融混練組成物（複合体）を得
ることができる。
【００６１】
本発明では、セルロース系繊維の化学修飾に用いられる置換基として、置換基を有する
こともあるアルキル基（２）を使用することもできる。置換基を有することもあるアルキ
ル基（２）で化学修飾されたミクロフィブリル化セルロース系繊維を使用することで、熱
安定性、及び分散性に優れた溶融混練組成物を得ることができる。

20

【００６２】
前記一般式（２）：Ｒｂ−において、Ｒｂは炭素数１〜４のアルキル基、ヒドロキシエ
チル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル基又はアリル基を示す。
【００６３】
前記炭素数１〜４のアルキル基として、直鎖状アルキル基（メチル、エチル、ｎ−プロ
ピル、及びｎ−ブチル）、及び分岐鎖状アルキル基（イソプロピル）が挙げられ、メチル
及びエチルが好ましい。
【００６４】
置換基を有することもあるアルキル基（２）として、メチル基、エチル基、ヒドロキシ
エチル基、２−ヒドロキシプロピル基、シアノエチル基及びアリル基が好ましい。これら

30

の基で化学修飾されたセルロース系繊維を含む溶融混練組成物は、製造が容易である。ま
た、これらの化学修飾基を有するセルロース系繊維は、溶融混練組成物中に、均一に微細
状態で分散することができる。
【００６５】
セルロース系繊維における、アシル基（１）又は置換基を有することもあるアルキル基
（２）による修飾程度（置換度、「ＤＳ」ともいう）は、セルロース系繊維を構成するセ
ルロース系高分子の１単位（繰り返し単位）に存在する水酸基の水素原子が、前記置換基
で置換された程度で表される。
【００６６】
セルロー系繊維が全てセルロースで構成されている場合（セルロースの場合）は、この
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繰り返し単位はグルコピラノース残基であり、この１単位あたりの水酸基数は３であるの
で、置換度の上限は３である。
【００６７】
一方、セルロース系高分子がリグノセルロースの場合、リグノセルロースは、セルロー
スと共にヘミセルロースとリグニンとを含む。へミセルロースに含まれるキシランにおけ
るキシロース残基、及びアラビノガラクタンにおけるガラクトース残基の水酸基数は２で
あり、また、標準的なリグニン残基の水酸基数も２であり、これらの水酸基数は３より小
さい。
【００６８】
従って、リグノセルロース系繊維（又はリグノパルプ）における置換度の上限は３より
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小さい。この置換度の上限は、リグノセルロース系繊維（又はリグノパルプ）が含有する
ヘミセルロースおよびリグニンの含量に依存して、２．７〜２．８程度である。
【００６９】
上記のように、セルロース系繊維中のヘミセルロース又はリグニンの含量に依存するも
のの、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維（化学修飾ＭＦＣ）におけるアシル
基（１）又は置換基を有することもあるアルキル基（２）による置換度（ＤＳ）は、０．
１〜１．５程度が好ましい。置換度（ＤＳ）は、より好ましくは０．２〜１．２程度であ
り、さらに好ましくは０．３〜１．２程度である。上記範囲のＤＳを有する化学修飾ミク
ロフィブリル化セルロース系繊維は、適度の結晶化度とＳＰ（溶解度パラメーター）とを
有するので、マトリクス（ポリカーボネート）中に均一に分散し、このような化学修飾ミ

10

クロフィブリル化セルロース系繊維を含有する溶融混練組成物は、優れた物性を有する。
【００７０】
置換度（ＤＳ）は、中和滴定法、ＦＴＩＲ、二次元ＮＭＲ（１Ｈ及び１３Ｃ−ＮＭＲ）
等の各種分析方法等により分析することができる。
【００７１】
ミクロフィブリル化セルロース系繊維（ＭＦＣ）とは、上述したセルロース系繊維集合
体を構成するそれぞれの繊維の直径が全てナノオーダーにミクロフィブリル化された繊維
という意味ではなく、ミクロフィブリル化された部分を少なくとも含むセルロース系繊維
という意味であって、上述したセルロース系繊維の直径がナノオーダーであるか、又は繊
維の内部若しくは表面の繊維の直径がナノオーダーであるものをいう。化学修飾ミクロフ
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ィブリル化セルロース系繊維（化学修飾ＭＦＣ）における繊維径は、数十ｎｍ〜数μｍ程
度である。そして、化学修飾ＭＦＣにおけるミクロフィブリル化セルロース系繊維の意味
も上記のように、それぞれの繊維の直径が全てナノオーダーにミクロフィブリル化された
繊維という意味ではなく、ミクロフィブリル化された部分を少なくとも含むセルロース系
繊維という意味であって、上述したセルロース系繊維の直径がナノオーダーであるか、又
は繊維の内部若しくは表面の繊維の直径がナノオーダーであるものをいう。
【００７２】
ＭＦＣ及び化学修飾ＭＦＣの繊維径及び繊維長は、５００〜１００００倍の走査型電子
顕微鏡（ＳＥＭ）写真を撮影して測定することができる。繊維径の平均値（平均繊維径）
及び繊維長の平均値（平均繊維長）は、ＳＥＭの視野内のＭＦＣ又は化学修飾ＭＦＣの少
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なくとも５０本以上について測定したときの平均値として求めることができる。
【００７３】
なお、ＰＣ複合体中のＭＦＣ又は化学修飾ＭＦＣのＳＥＭ写真を撮影する際には、ＰＣ
が可溶で、且つＭＦＣ及び化学修飾ＭＦＣが不溶である溶媒（例えば、ジクロロメタン）
でＰＣ複合体中のＰＣを溶出させ、残存するＭＦＣ又は化学修飾ＭＦＣについてＳＥＭ写
真を撮影することが好ましい。
【００７４】
ミクロフィブリル化は、例えば、セルロース系繊維、具体的には繊維集合体（パルプ）
を、リファイナー若しくはビーター又はこれらを組み合わせて使用して、離解、叩解、又
は解繊した後に、例えば、高圧ホモジナイザー、ボールミル、又はグラインダーを用いて
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行うことができる。
【００７５】
本発明の溶融混練組成物における化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維の含有
割合は、ポリカーボネートと化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維との合計質量
に対して、通常１〜４０質量％程度であり、３〜３０質量％であることが好ましい。化学
修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維の含有割合を上記範囲にすることにより、透明
性及び強度特性に優れた溶融混練組成物を得ることができる。
【００７６】
本発明の溶融混練組成物は、マスターバッチとして使用することもできる。マスターバ
ッチとして使用する場合、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維の含有割合は、
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ポリカーボネートと化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維との合計質量に対して
、１０〜４０質量％程度であることが好ましい。
【００７７】
化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維は、軽量であり、優れた強度特性、及び
低線熱膨張係数を有する。このような化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維を含
む本発明の溶融混練組成物は、ポリカーボネートと同様に、加熱すると軟化し、軟化温度
以下に冷やすと再び固化する性質（熱可塑性）を有することから、例えば、射出成形法、
押出成形法、プレス成形法など通常の成形法によって、容易に成形することができる。
【００７８】
さらには、セルロース系繊維としてリグノセルロース繊維を使用する場合、リグノセル

10

ロース繊維はリグニンを含まないセルロース繊維よりもその製造工程が簡単で製造に必要
な薬剤、エネルギー等が少なく、且つ植物からの収率が高い。そのため、化学修飾ミクロ
フィブリル化リグノセルロース繊維を含有する本発明の組成物は、低い製造コストで製造
できるという利点がある。
【００７９】
本発明の組成物は、ポリカーボネートと化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維
とが溶融混練された組成物である。溶融混練法は、ポリカーボネート溶液又はポリカーボ
ネート溶融物をセルロース系繊維又はその不織布に含浸して複合体を製造する方法よりも
生産性が高く、また、ポリカーボネートはセルロース系繊維と均一に近い状態まで混合さ
れることから、組成物を効率よく高い生産性で製造することができる。

20

【００８０】
本発明の溶融混練組成物を透明である。ここで、透明とは、本発明の溶融混練組成物で
厚さ１００μｍのシートを形成したとき、該シートにおける波長６００ｎｍの全光線透過
率が、５０％以上であることをいう。全光線透過率は、好ましくは６０％以上、より好ま
しくは７０％以上である。なお、全光線透過率測定用に正確に厚さ１００μｍのシートを
形成することができない場合は、本明細書でいう全光線透過率とは、１００μｍ厚の全光
線透過率に換算した値を意味する。
【００８１】
本発明の溶融混練組成物は、本発明の効果が損なわれない範囲で添加剤を含むことがで
きる。添加剤として、例えば、相溶化剤、界面活性剤、でんぷん類、アルギン酸等の多糖

30

類、ゼラチン、ニカワ、カゼイン等の天然たんぱく質、タンニン、ゼオライト、セラミッ
クス、金属粉末等の無機化合物、着色剤、可塑剤、顔料、帯電防止剤、紫外線吸収剤、酸
化防止剤等が挙げられる。
【００８２】
以上より、本発明の溶融混練組成物は、優れた強度特性及び光透過性を有しており、成
形体の材料となり得る。また、本発明の組成物から得られる成形体は、未修飾セルロース
系繊維を使用した場合よりも強度特性に優れるとともに、優れた光透過性を有する。
【００８３】
３．溶融混練組成物の製造方法
本発明のポリカーボネートと化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維とを含有す
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る溶融混練組成物は、
（ａ）ミクロフィブリル化したセルロース系繊維を化学修飾して化学修飾ミクロフィブリ
ル化セルロース系繊維を製造し、次いで、これとポリカーボネートとを溶融混練する方法
（以下、「ａ法」という）、又は、
（ｂ）セルロース系繊維を化学修飾して化学修飾セルロース系繊維を製造し、次いで、こ
れとポリカーボネートとを溶融混練して、溶融混練と同時に溶融混練物中において、前記
化学修飾セルロース系繊維をミクロフィブリル化する方法（以下、「ｂ法」という）
によって製造することができる。
【００８４】
すなわち、ａ法は
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（１）ミクロフィブリル化セルロース系繊維の水酸基の一部をアシル基（１）でアシル化
、又は置換基を有することもあるアルキル基（２）でエーテル化する第一工程、及び
（２）第一工程で得られたミクロフィブリル化され、かつ、アシル基（１）又は置換基を
有することもあるアルキル基（２）で化学修飾されたセルロース系繊維とポリカーボネー
トとを溶融混練する第二工程
を含む。
【００８５】
ｂ法は
（１）セルロース系繊維の水酸基の一部をアシル基（１）でアシル化、又は置換基を有す
ることもあるアルキル基（２）でエーテル化する第一工程、及び

10

（２）第一工程で得られた、アシル基（１）又は置換基を有することもあるアルキル基（
２）で化学修飾されたセルロース系繊維とポリカーボネートとを溶融混練し、溶融混練と
同時に溶融混練物中において、アシル基（１）又は置換基を有することもあるアルキル基
（２）で化学修飾されたセルロース系繊維をミクロフィブリル化する第二工程
を含む。
【００８６】
以下、ａ法の各工程について説明する。
【００８７】
ａ法の第一工程は、ミクロフィブリル化セルロース系繊維の水酸基の一部をアシル化又
はエーテル化する工程である。
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【００８８】
ａ法では、アシル化又はエーテル化するための原料として、セルロース系繊維にあらか
じめミクロフィブリル化処理を施したミクロフィブリル化セルロース系繊維を使用する。
【００８９】
ミクロフィブリル化セルロース系繊維は、繊維集合体（パルプ）を、リファイナー若し
くはビーター又はこれらを組み合わせて使用して、離解、叩解、又は解繊し、次いで、例
えば、高圧ホモジナイザー、ボールミル、又はグラインダーでミクロフィブリル化するこ
とにより製造することができる。
【００９０】
前記原料として、木材由来のミクロフィブリル化セルロース系繊維を使用することが好
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ましく、ミクロフィブリル化リグノセルロース繊維がより好ましい。ミクロフィブリル化
リグノセルロース繊維は、リグニンを含有する繊維であり、リグニンを全く含まない繊維
に比べて低コストで調製することができる。その結果、本発明の組成物を低コストで製造
することができる。なお、透明性の高い溶融混練組成物を得るためには、ミクロフィブリ
ル化リグノセルロース繊維のリグニン含有率を、１５質量％以下にすることが好ましく、
７％以下にすることがさらに好ましく、５％以下にすることが最も好ましい。
【００９１】
前記原料の形状としては、綿状、紙状、シート状、不織布状等が挙げられる。いずれの
形状のものを使用してもよい。紙状、シート状又は不織布状のものを用いる場合は、アシ
ル化又はエーテル化した後、切断、粉砕等の手段により、綿状又は粉状として、あらかじ
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め樹脂と混合した状態で第二工程に供することが好ましい。
【００９２】
アシル化は、公知の方法、例えば、アシル基（１）を有するアシル化剤と、前記原料（
アシル化材料）とを溶媒中で攪拌しながら又は静置状態で反応させることにより行うこと
ができる。
【００９３】
アシル基（１）を有するアシル化剤として、無水カルボン酸、カルボン酸クロリド等の
カルボン酸ハロゲン化物、カルボン酸ビニルエステル等が挙げられる。これらの中で、反
応系から副生成物を除去し易い点で、カルボン酸ビニルエステル）が好ましい。
【００９４】
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アシル基（１）による化学修飾においては、アシル化剤として、対応するカルボン酸ビ
ニルエステル（ビニルカルボキシレート）を使用することにより、アシル化して得られる
化学修飾セルロース系繊維の着色が少なくなり、ひいてはこれを複合化して作成される溶
融混練組成物（複合体）の着色を少なくすることができる。
【００９５】
カルボン酸ビニルエステル以外のアシル化剤（例えば、カルボン酸クロリド、カルボン
酸無水物）も使用することが可能である。この場合には、アシル化反応で副生する酸（塩
酸、カルボン酸等）を反応中に捕捉するために有機塩基又は無機塩基を加えるのが好まし
い。ただし、生成する塩がアシル化セルロース系繊維に混入し易く、これが原因で目的の
アシル化セルロース系繊維が着色することもあるので、この場合には丁寧に精製すること

10

が必要となる。
【００９６】
これらのアシル化剤のうちでも、アシル基（１）が、アセチル基、ピバロイル基、ベン
ゾイル基、４−メトキシベンゾイル基及び４−メチルベンゾイル基からなる群から選ばれ
るアシル基を有するアシル化剤を用いると、熱安定性が特に良好な、アシル化ミクロフィ
ブリル化セルロース系繊維を製造できるので好ましい。
【００９７】
上記アシル基を有するアシル化剤の具体例として、酢酸ビニル、ピバル酸ビニル、安息
香酸ビニル、４−メトキシ安息香酸ビニル、４−メチル安息香酸ビニル等が挙げられる。
【００９８】
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これらの中で、アセチル基を有するアシル化剤（酢酸ビニル）、及びベンゾイル基を有
するアシル化剤（安息香酸ビニル）が、製造コストの点から好ましい。
【００９９】
アシル化反応は、溶媒中で、塩基の存在下に行うのが好ましい。
【０１００】
溶媒として、アシル化剤とは反応せず、アシル化原料を膨潤させ易く、かつ、アシル化
原料との反応後に反応系から容易に除去できる溶媒が好ましい。
【０１０１】
このような溶媒として、Ｎ−メチルピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルホルムアミド（Ｄ
ＭＦ）、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）、ジオキサン等の極性非プロトン性溶媒を挙
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げることができる。溶媒の使用量は、乾燥状態のアシル化原料１質量部に対して、２０〜
２００質量部程度である。
【０１０２】
塩基としては、ピリジン、ジメチルアニリン等のアミン類；酢酸カリウム、酢酸ナトリ
ウム等の酢酸のアルカリ金属塩；炭酸リチウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等のアル
カリ金属の炭酸塩等が挙げられる。塩基の使用量は、アシル化原料中の水酸基１モルに対
して、０．１〜１モル程度である。
【０１０３】
アシル化剤のアシル化原料（ミクロフィブリル化セルロース系繊維）に対する使用量は
、アシル化原料の含水量、目的とするアシル化原料におけるアシル化程度（置換度、ＤＳ
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）等により、適宜調整することができる。
【０１０４】
アシル化反応途中におけるアシル化程度（置換度、ＤＳ）は、反応混合物から、分析に
必要な量を採取し、これから、未反応アシル化剤、アシル化副生成物などを、洗浄、抽出
等により除いた後、ＦＴＩＲスペクトルを測定し、あらかじめ作成しておいた検量線を使
用して、定量することができる。したがって、目的とするＤＳになった時点で反応を止め
、反応混合物に対して、ろ過、洗浄、抽出等の通常の精製操作に行うことにより、目的と
するＤＳを有するアシル化セルロース系繊維を得ることができる。
【０１０５】
アシル化剤の使用量について例示すると、例えば、含水率５〜１０質量％程度のパルプ
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を、酢酸ビニルでアセチル化する場合には、原料固形分換算１００ｇ当たり２００〜３０
０ｍＬ程度の酢酸ビニルを用いることが好ましい。また、塩基として８．５〜２５ｇ程度
の炭酸カリウムを使用することが好ましい。
【０１０６】
なお、アシル化のＤＳについての説明、好ましいＤＳ値については、前記「２．溶融混
練組成物」の項で述べた通りである。
【０１０７】
反応温度は、通常、１０〜１００℃程度であり、好ましくは２０〜９０℃程度である。
【０１０８】
反応時間は、木材由来の原料をアシル化する場合は通常２〜２４時間程度であり、微生
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物由来の原料をアシル化する場合は通常４〜１００時間程度である。
【０１０９】
エーテル化は、前記原料（ミクロフィブリル化セルロース系繊維）の一部の水酸基の酸
素原子と置換基を有することもあるアルキル基（２）との間でエーテル結合を形成させる
反応である。このエーテル結合を形成させる反応をエーテル化反応といい、エーテル化に
使用する薬剤をエーテル化剤という。
【０１１０】
エーテル化反応は、通常、エーテル化剤とエーテル化原料とを溶媒中で攪拌しながら、
懸濁状態で反応させることにより行われる。
【０１１１】
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前記原料（エーテル化原料）として、予めミクロフィブリル化処理を施したミクロフィ
ブリル化セルロース系繊維を使用する。このエーテル化原料は、前記アシル化原料と同様
のものを使用することができる。
【０１１２】
エーテル化反応は、溶媒中で、塩基の存在下に行うのが好ましい。使用するエーテル化
剤は、以下のとおりである。
【０１１３】
一般式（２）におけるＲｂ−が、炭素数１〜４のアルキル基又はアリル基の場合は、エ
ーテル化剤として、対応するハロゲン化物（例えば、ハロゲン化（炭素数１〜４のアルキ
ル）又はハロゲン化アリル）を使用することができる。
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【０１１４】
Ｒｂ−が、ヒドロキシエチル基又は２−ヒドロキシプロピル基の場合は、これらの基に
対応するエポキシド（エチレンオキサイド又はプロピレンオキサイド）をエーテル化剤と
して使用することができる。
【０１１５】
Ｒｂ−がシアノエチル基の場合は、エーテル化剤としてアクリルニトリルを使用する。
【０１１６】
これらのエーテル化のうち、置換基を有することもあるアルキル基（２）が、メチル基
、エチル基、ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシプロピル基、アリル基及びシアノエチ
ル基からなる群から選ばれる少なくとも１種となるようなエーテル化を行うと、熱安定性
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が良好なエーテル化セルロース系繊維を低コストで製造できるので好ましい。
【０１１７】
溶媒は、エーテル化原料とは非反応性でエーテル化原料を膨潤させ易く、かつ、エーテ
ル化原料との反応後に反応系から除去が容易な溶媒が好ましい。このような溶媒として、
上記アシル化の場合と同様の溶媒を挙げることができる。溶媒の使用量も上記アシル化の
場合と同様である。
【０１１８】
塩基として、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム等の水酸化アルカリ金属が挙げられる
。塩基の使用量は、エーテル化剤に対して、１〜２当量程度である。
【０１１９】
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反応温度は、通常０〜１００℃程度であり、好ましくは１０〜９０℃程度である。
【０１２０】
反応時間は、使用するエーテル化剤及び塩基の使用量によって異なるが、通常０．５〜
１０時間である。
【０１２１】
エーテル化剤のエーテル化原料に対する使用量は、エーテル化原料の含水量、目的とす
るエーテル化原料におけるエーテル化程度（置換度、ＤＳ）により、適宜調整することが
できる。
【０１２２】
エーテル化程度（置換度、ＤＳ）は、反応混合物から、分析に必要な量を採取し、これ
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から反応混合物を精製して、例えば、ＮＭＲスペクトルを測定することによって追跡する
ことができる。
【０１２３】
エーテル化の好ましいＤＳ値については、前記「２．溶融混練組成物」の項で述べた通
りである。
【０１２４】
ミクロフィブリル化セルロース繊維を上記のようにアシル化又はエーテル化することに
より、ミクロフィブリル化され、かつ、アシル基（１）又は置換基を有することもあるア
ルキル基（２）で化学修飾されたセルロース系繊維が得られる。
【０１２５】
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ａ法の第二工程は、第一工程で製造した化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維
とポリカーボネートとを溶融混練し、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維とポ
リカーボネートとを含む組成物を製造する工程である。
【０１２６】
溶融混練組成物が添加剤を含む場合には、この第二工程で添加して、化学修飾ミクロフ
ィブリル化セルロース系繊維及びポリカーボネートをともに溶融混練することが好ましい
。
【０１２７】
ポリカーボネートと、前記第一工程で得た化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊
維と、必要により添加剤とを溶融混練することにより、本発明の溶融混練組成物を製造す
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ることができる。
【０１２８】
溶融混練は、例えば、一軸又は多軸混練機、好ましくは多軸混練機で、加熱下に行われ
る。
【０１２９】
加熱温度は、使用するポリカーボネートの融点に合わせて調整することができる。加熱
温度として、ポリカーボネート供給業者が推奨する、最低加工温度±１０℃程度が好まし
い。混合温度をこの温度範囲に設定することにより、化学修飾ミクロフィブリル化セルロ
ース系繊維とポリカーボネートとを均一に混合することができる。
【０１３０】

40

溶融混練時間は、製造量を勘案し、装置の性能及び回転速度等の運転条件を混練機メー
カーの推奨する範囲内で調整すればよい。加熱時間は短いほうが、溶融混練物の熱及び酸
化による劣化を防ぐことができるので好ましい。また、溶融混練時の加熱及び酸化による
劣化を防ぐために、酸化防止剤等の添加剤を添加し、窒素雰囲気下で混練を行うことが好
ましい。
【０１３１】
以下、ｂ法の各工程について説明する。
【０１３２】
ｂ法の第一工程は、セルロース系繊維の水酸基の一部をアシル化又はエーテル化する工
程である。
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【０１３３】
ｂ法では、アシル化又はエーテル化の原料として、セルロース系繊維の繊維集合体（パ
ルプ）を使用する。
【０１３４】
パルプは、予めリファイナー若しくはビーター又はこれらを組み合わせて使用してパル
プを離解、叩解、解繊等の処理をして、処理後のカナディアンスタンダードフリーネス（
ＣＳＦ）値（濾水度）が４０ｍＬ〜５００ｍＬ、好ましくは４０ｍＬ〜３００ｍＬ、さら
に好ましくは４０ｍＬ〜２００ｍＬのパルプを使用する。この程度のＣＳＦのパルプを使
用することにより、次の第二工程でアシル化パルプとポリカーボネートとを溶融混練する
ときに、アシル化パルプが、溶融混練物中でミクロフィブリル化しやすくなる。

10

【０１３５】
アシル化原料として、木材由来のパルプを使用することが好ましく、この場合、リグノ
パルプを使用することが好ましい、リグノパルプは、リグニンを全く含まないパルプに比
べて低コストであるため、本発明の組成物を低コストで製造することができる。なお、透
明性の高い溶融混練組成物を得るためには、リグノパルプのリグニン含有率を、１５質量
％以下にすることが好ましく、７％以下にすることがさらに好ましく、５％以下にするこ
とが最も好ましい。
【０１３６】
アシル化原料の形状としては、綿状、紙状、シート状又は不織布状のものが使用できる
。紙状、シート状又は不織布状のものを用いた場合は、アシル化後、切断、粉砕等の手段

20

により、綿状又は粉状としてあらかじめ樹脂と混合して、第二工程（溶融混練工程）に供
することが好ましい。
【０１３７】
ｂ法の第一工程のアシル化において使用するアシル化剤、反応条件等は、ａ法の第一工
程のアシル化と同様である。
【０１３８】
エーテル化は、エーテル化原料（セルロース系パルプ）の一部の水酸基の酸素原子と置
換基を有することもあるアルキル基（２）の間でエーテル結合を形成させる反応である。
このエーテル結合を形成させる反応をエーテル化反応といい、エーテル化に使用する薬剤
をエーテル化剤という。エーテル化反応は、エーテル化剤とエーテル化原料とを溶媒中で

30

攪拌しながら、懸濁状態で反応させることにより行われる。
【０１３９】
ｂ法では、エーテル化原料として、セルロース系繊維の繊維集合体（パルプ）を使用す
る。このエーテル化原料は、前記のアシル化と同様のものを使用することができる。
【０１４０】
ｂ法の第一工程のエーテル化において使用するエーテル化剤、反応条件等は、ａ法の第
一工程のエーテル化と同様である。
【０１４１】
ｂ法の第二工程は、ｂ法の第一工程で得られた化学修飾パルプとポリカーボネートとを
溶融混練しながら、溶融されたポリカーボネート中で化学修飾パルプを化学修飾ミクロフ

40

ィブリル化セルロース系繊維に解繊して、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維
とポリカーボネートとを含む組成物を製造する工程である。
【０１４２】
溶融混練組成物が添加剤を含む場合には、この第二工程で添加して、化学修飾パルプ及
びポリカーボネートをともに溶融混練することが好ましい。
【０１４３】
本発明の溶融混練組成物は、ポリカーボネートと、ｂ法の第一工程で得られた化学修飾
パルプと、必要により添加剤とを溶融混練することによっても製造することができる。溶
融混練は、例えば、一軸又は多軸混練機を使用して行うことができる。好ましくは、多軸
混練機を使用する。そして、加熱下にポリカーボネートを溶融し化学修飾パルプと混練す
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る。加熱温度は、使用するポリカーボネートの融点に合わせて調整することができ、ポリ
カーボネート供給業者が推奨する、最低加工温度±１０℃程度が好ましい。
【０１４４】
溶融混練時間、並びに溶融混練時における溶融混練物の劣化対策は、ａ法の第二工程の
場合と同様であるが、使用する一軸又は多軸混練機の回転数を大きくする方が、化学修飾
パルプが溶融混練工程中でミクロフィブリル化し易くなるので好ましい。
【０１４５】
この溶融混練工程において、化学修飾パルプは混練中のせん断応力によって解繊され、
ミクロフィブリル化し、生成した化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維は繊維同
士の凝集が抑制されてポリカーボネート中に良好に分散される。

10

【０１４６】
この混練工程において、繊維径が数十μｍ〜数百μｍの化学修飾パルプが混練中に繊維
径数十ｎｍ〜数μｍの化学修飾ミクロフィブリル化セルロース繊維に解繊される。
【０１４７】
ｂ法によれば、パルプを化学修飾して得られた化学修飾パルプとポリカーボネートとを
加熱溶融して複合化する際に、混練機のせん断応力により、ポリカーボネートと複合化し
ながら化学修飾パルプを解繊するため、製造工程が簡単で製造費用の低コスト化が図るこ
とができる。よって、ａ法よりもｂ法が好ましい。
【０１４８】
なお、ａ法の場合もｂ法の場合も、化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊維又は

20

化学修飾パルプとポリカーボネートとの溶融混練に先立ち、予め、両者を混合しておくこ
とも可能である。例えば、（ｉ）乾燥状態の化学修飾ミクロフィブリル化セルロース系繊
維又は化学修飾パルプと、粉状又は粒状のポリカーボネートとを混合し、得られた混合物
を混練機に供給することもできる。あるいは、（ｉｉ）化学修飾ミクロフィブリル化セル
ロース系繊維又は化学修飾パルプと、粉状又は粒状のポリカーボネートとを、これらが溶
解しない分散液にそれぞれ分散してから混合し、乾燥させたものを混練機に供給すること
もできる。混合の手段として、ベンチロール、バンバリーミキサー、ニーダー、プラネタ
リーミキサー、攪拌羽付き撹拌機、又は、公転若しくは自転方式の攪拌機を使用すること
が好ましい。
【０１４９】

30

溶融混練組成物が添加剤を含む場合、上述したように第二工程で添加することが好まし
いが、上記（ｉ）のように、溶融混練の前に、乾燥状態の化学修飾ミクロフィブリル化セ
ルロース系繊維又は化学修飾パルプと、粉状又は粒状のポリカーボネートとを予め混合す
る場合には、この混合時に添加剤を添加することも可能である。
【０１５０】
４．成形体
本発明の溶融混練組成物を用いて、本発明の成形体を製造することができる。成形体を
製造する際には、溶融混練組成物を、例えば、ペレット状、粉末状、シート状、板状、フ
ィルム状等の各種形状に加工したものを成形材料として使用することができる。成形方法
としては、射出成形、金型成形、押出成形等が挙げられる。成形体の形状としては、シー

40

ト状、板状、フィルム状、立体構造等が挙げられる。用途に合わせて各種形状の成形体を
、上記成形方法により製造することができる。
【０１５１】
本発明の溶融混錬組成物を用いることにより、力学的特性、耐熱性、光透過性、表面平
滑性、外観等に優れる成形体を得ることができる。
【０１５２】
本発明の溶融混練物から製造される成形体は、自動車、電車、船舶、飛行機等の輸送機
器の、透明性及び強度特性が要求される部材、例えば、窓板、ランプカバー、指示器カバ
ーなどに、特に好適に使用することができる。本発明の溶融混錬組成物に、必要であれば
、着色料、顔料等を含有させることにより、透明性を特に必要としない部材にも使用する
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こともできる。
【実施例】
【０１５３】
以下、実施例、比較例及び試験例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。本発明はこれ
らの実施例に限定されるものではない。
【０１５４】
なお、実施例、比較例、及び試験例において使用される略称の意味は、以下の通りであ
る。
ＰＣ：ポリカーボネート
ＮＢＫＰ：針葉樹漂白クラフトパルプ

10

ＢＣＰ：バクテリア（微生物）由来のセルロース繊維系パルプ
ＡｃＮＢＫＰ：ＮＢＫＰ中の一部の水酸基の水素原子がアセチル基で置換されたＮＢＫＰ
ＡｃＢＣＰ：ＢＣＰ中の一部の水酸基の水素原子がアセチル基で置換されたＢＣＰ
ＢｚＮＢＫＰ：ＮＢＫＰ中の一部の水酸基の水素原子がベンゾイル基で置換されたＮＢＫ
Ｐ
ＢｚＢＣＰ：ＢＣＰ中の一部の水酸基の水素原子がベンゾイル基で置換されたＢＣＰ
ＤＭＦ：Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド
ＡｃＭＦＢＣ：バクテリア（微生物）由来のセルロース繊維の一部の水酸基の水素原子が
アシル基で置換され、かつ、ミクロフィブリル化された繊維
ＢｚＭＦＢＣ：バクテリア（微生物）由来のセルロース繊維の一部の水酸基の水素原子が

20

ベンゾイル基で置換され、かつ、ミクロフィブリル化された繊維
ＡｃＭＦＮＢＫＰ：ＮＢＫＰ中の一部の水酸基の水素原子がアシル基で置換され、かつ、
ミクロフィブリル化された繊維
ＢｚＭＦＮＢＫＰ：ＮＢＫＰ中の一部の水酸基の水素原子がベンゾイル基で置換され、か
つ、ミクロフィブリル化された繊維
【０１５５】
以下の製造例１−４において、原料として以下のものを使用した。
（１）セルロース系繊維
１）針葉樹漂白クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）：白色綿状、水分含量１０％、カナディアン
スタンダードフリーネス（ＣＳＦ）濾水度；約５０ｍＬ、王子製紙株式会社製。

30

２）微生物由来セルロース系パルプ（ＢＣＰ）：フジッコ株式会社製「膜はぎナタデココ
シート」１００ｇをワーリングブレンダーで粉砕し、得られた粉砕物に撹拌しながら０．
５Ｍ水酸化ナトリウム水溶液１Ｌを加えて中和し、次いで、ラウリル硫酸ナトリウム２％
水溶液５００ｍＬ（１０ｇ／水５００ｍＬ）を加えて８０℃で１時間撹拌して除蛋白した
。除蛋白されたＢＣＰに塩素酸ナトリウム水溶液（２ｇ／水１Ｌ）を加えて１晩室温に放
置してＢＣＰを漂白し、漂白済のＢＣＰをろ取し、水洗して白色綿状のＢＣＰ６０ｇを得
た。乾燥減量により求めた水分含量は９１％であった。
（２）ポリカーボネート：商品名ユーピロン（登録商標）（Ｉｕｐｉｌｏｎ（登録商標）
）、三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社製。融点約２５０℃、光透過度約９０
％。

40

【０１５６】
＜製造例１＞ＡｃＮＢＫＰの調製
攪拌羽根を備えた四つ口２００ｍＬフラスコに、ＮＢＫＰ（乾燥重量として３２０ｍｇ
、グルコース残基として約２ｍｍｏｌ）、及びＤＭＦ１０ｍＬを入れて攪拌し、ＮＢＫＰ
をＤＭＦ中に分散させ、ＮＢＫＰ分散液を調製した。
【０１５７】
得られた分散液に、炭酸カリウム２８ｍｇ（０．２ｍｍｏｌ）及び酢酸ビニル０．７４
ｍＬ（約０．６９ｇ＝約８ｍｍｏｌ）を加え、７０℃で攪拌しながら窒素雰囲気下で反応
させ、生成するアセチル基の増加を赤外線吸収スペクトルにより逐次測定し、アセチル化
の置換度（ＤＳ）を追跡した。
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【０１５８】
ここで、置換度（ＤＳ）の追跡は、以下のように行った。逐次的に、反応懸濁液混合物
を少量（約０．３ｍＬ）抜き取り、エタノール−水を加え、濾取した。これをエタノール
−水混合液で洗浄した後、乾燥して粉砕し、赤外線吸収スペク卜ル（ＦＴＩＲ）における
１７３０ｃｍ−１のピーク面積の変化を測定することによりアセチル化の置換度（ＤＳ）
の変化を追跡した。なお、置換度（ＤＳ）は、まず、逆滴定法（水酸化ナトリウム水溶液
でアセチル化ＮＢＫＰのエステル結合を加水分解し、遊離する酢酸ナトリウムを塩酸で逆
滴定）でアセチル化量を求め、この値からＤＳを計算した。得られたＤＳ値とＦＴＩＲ
１７３０ｃｍ−１ピーク面積（ｘ）との相関式から下記検量線を作成し、この検量線を使
用して、各反応時点におけるＤＳ値を追跡した。

10

・アセチル化の検量線:ｙ（ＤＳ）＝０．００７４ｘ＋０．０４９
【０１５９】
反応懸濁液をエタノール３０ｍＬ及び水３０ｍＬで希釈し、攪拌した後に濾取した。上
記の操作（エタノールの添加、分散、及び濾過）で同様の操作を行い、得られた濾取物を
１００℃で１時間乾燥し、ＡｃＮＢＫＰ３００ｍｇを得た（この収量は、反応途中でＤＳ
測定のためにサンプリングしたため、理論収量よりも少ない量である）。
【０１６０】
＜製造例２＞ＢｚＮＢＫＰの調製
酢酸ビニルの代わりに安息香酸ビニル１．１１ｍＬ（約１．１８８ｇ＝約８ｍｍｏｌ）
を用いる以外は、製造例１と同様にして、ＢｚＮＢＫＰ３００ｍｇを得た（この収量は、

20

反応途中でＤＳ測定のためにサンプリングしたため、理論収量よりも少ない量である）。
なお、ベンゾイル置換度の検量線は下記の通りである。
・ベンゾイル化の検量線：ｙ（ＤＳ）＝０．０１１ｘ−０．０１１２
【０１６１】
＜製造例３＞ＡｃＢＣＰの調製
攪拌羽根を備えた四つ口２００ｍＬフラスコに、ＢＣＰ（乾燥重量として３２０ｍｇ）
、及びＤＭＦ９０ｍＬを入れて攪拌し、ＢＣＰをＤＭＦ中に分散させ、ＢＣＰ分散液を調
製した。
【０１６２】
前記フラスコに冷却器を取り付け、窒素雰囲気下、分散液を１００℃に加熱し、分散液
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中に含まれる水分を留去した。その後、分散液を室温まで冷却し、分散液に炭酸カリウム
８３ｍｇ（０．６ｍｍｏｌ）及び酢酸ビニル８．８８ｍＬ（約９６ｍｍｏｌ）を加え、７
０℃で攪拌しながら窒素雰囲気下で反応させ、生成するアセチル基の増加を製造例１の場
合と同様に赤外線吸収スペクトルにより逐次測定し、アセチル化の置換度を追跡した。
【０１６３】
反応懸濁液をエタノール５０ｍＬ及び水５０ｍＬで希釈し、攪拌した後に濾取した。上
記の操作（エタノールの添加、分散、及び濾過）で同様の操作を行い、得られた濾取物を
１００℃で１時間乾燥しＡｃＢＣＰ３００ｍｇを得た（この収量は、反応途中でＤＳ測定
のためにサンプリングしたため、理論収量よりも少ない量である）。
【０１６４】
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＜製造例４＞ＢｚＢＣＰの調製
酢酸ビニルの代わりに安息香酸ビニル１３．３ｍＬ（約９６ｍｍｏｌ）を用いる以外は
、製造例３と同様にしてＢｚＢＣＰ３００ｍｇを得た（この収量は、反応途中でＤＳ測定
のためにサンプリングしたため、理論収量よりも少ない量である）。
【０１６５】
＜実施例１＞ＰＣとミクロフィブリル化ＡｃＢＣＰ（ＡｃＭＦＢＣ）とを含む溶融混練組
成物及びその成形体の製造
製造例３と同様にして調製したＡｃＢＣＰ（絶対乾燥物として２．９ｇ、エタノール／
水（容量比１：１）で洗浄済、ＤＳ０．４１）とＰＣ（４８．１ｇ）とをイソプロピルア
ルコール（ＩＰＡ）５００ｍＬに加えて攪拌して懸濁した。この懸濁液を濾取して７０℃

50

(24)

JP 2019‑119756 A 2019.7.22

で減圧乾燥し、次いで１１０℃で１０時間常圧で乾燥し、ＡｃＢＣＰとＰＣとの混合物を
得た。この混合物の約５１ｇを下記の二軸混練機を用いて、下記条件で加熱下に溶融混練
して、ＰＣとＡｃＭＦＢＣとを含む溶融混練組成物（ペレット状、繊維含有率５質量％）
を得た。
・混練装置：テクノベル社製「ＴＷＸ−１５型」
・混練条件：温度＝２４０℃、吐出＝３−８ｇ／ｍｉｎ、スクリュー回転数＝２００ｒｐ
ｍ。
【０１６６】
次いで、このペレット状組成物４０ｇを射出成形機（日精樹脂（株）製「ＮＰＸ７−１
Ｆ」）に投入し、下記の条件で成形してダンベル型の成形片（強度試験用試験片：厚さ１

10

ｍｍ、並行部長さ３８ｍｍ）を得た。
・成形条件：成形温度＝２６０℃、金型温度＝４０℃、射出率＝４−６ｃｍ３／秒
また、上記と同様にして短冊型成形片（熱膨張試験用試験片：厚さ１ｍｍ、幅５ｍｍ×
長さ２０ｍｍ）を作製した。
【０１６７】
＜実施例２＞ＰＣとミクロフィブリル化ＢｚＢＣＰ（ＢｚＭＦＢＣ）とを含む溶融混練組
成物及びその成形体の製造
製造例４と同様にして調製したＢｚＢＣＰ（絶対乾燥物として１．６ｇ、エタノール／
水（容量比１：１）で洗浄済、ＤＳ０．４１）とＰＣ（３０．０ｇ）とを使用する以外は
、実施例１と同様にしてＰＣとＢｚＢＣＰとの混合物を得た。この混合物の約３０ｇを、

20

実施例１と同様にして二軸混練機で溶融混練して、ＰＣとＢｚＭＦＢＣとを含む溶融混練
組成物（ペレット状、繊維含有率５質量％）を得た。
【０１６８】
次いで、このペレット状組成物２５ｇを実施例１と同じ射出成形機に投入し、実施例１
と同様にして、ダンベル型の成形片（強度試験用試験片）及び短冊型成形片（熱膨張試験
用試験片）を作製した。
【０１６９】
＜実施例３＞ＰＣとミクロフィブリル化ＮＢＫＰ（ＡｃＭＦＮＢＫＰ）とを含む溶融混練
組成物及びその成形体の製造
製造例１と同様にして調製したＡｃＮＢＫＰ（絶対乾燥物として３．８ｇ、エタノール
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／水（容量比１：１）で洗浄済、ＤＳ０．６１）とＰＣ（６０．８ｇ）とを使用する以外
は、実施例１と同様にしてＰＣとＡｃＮＢＫＰとの混合物を得た。この混合物の約６４ｇ
を、実施例１と同様にして二軸混練機で溶融混練して、ＰＣとＡｃＭＦＮＢＫＰとを含む
溶融混練組成物（ペレット状、繊維含有率５質量％）を得た。
【０１７０】
次いで、このペレット状組成物を実施例１と同じ射出成形機に投入し、実施例１と同様
にして、ダンベル型の成形片（強度試験用試験片）及び短冊型成形片（熱膨張試験用試験
片）を作製した。
【０１７１】
＜実施例４＞ＰＣとミクロフィブリル化ＢｚＮＢＫＰ（ＢｚＭＦＮＢＫＰ）とを含む溶融

40

混練組成物及びその成形体の製造
製造例２と同様にして調製したＢｚＮＢＫＰ（絶対乾燥物として４．９ｇ、エタノール
／水（容量比１：１）で洗浄済、ＤＳ０．６２）とＰＣ（５３．９ｇ）とを使用する以外
は、実施例１と同様にしてＰＣとＢｚＮＢＫＰとの混合物を得た。この混合物の約５８ｇ
を、実施例１と同様にして二軸混練機で溶融混練して、ＰＣとＢｚＭＦＮＢＫＰとを含む
溶融混練組成物（ペレット状、繊維含有率５質量％）を得た。
【０１７２】
次いで、このペレット状組成物を実施例１と同じ射出成形機に投入し、実施例１と同様
にして、ダンベル型の成形片（強度試験用試験片）及び短冊型成形片（熱膨張試験用試験
片）を作製した。
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【０１７３】
＜比較例１＞ＰＣ溶融混合物（繊維を含まない溶融混合物）及びその成形体の製造
ＡｃＢＣＰを使用しないこと以外は実施例１と同様にして、ＰＣを二軸混練機で溶融混
練してペレット状ＰＣを製造し、これを実施例１と同様に成形して、ダンベル型の成形片
（強度試験用試験片）及び短冊型成形片（熱膨張試験用試験片）を得た。
【０１７４】
＜比較例２＞ＰＣとＢＣＰとを含む溶融混練組成物及びその成形体の製造
ＡｃＢＣＰの代わりにＢＣＰを使用したこと以外は実施例１と同様にして、ＰＣとＢＣ
Ｐとを二軸混練機で溶融混練して溶融混練組成物（ペレット状、繊維含有率５質量％）を
得、これを成形して、ダンベル型の成形片（強度試験用試験片）及び短冊型成形片（熱膨
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張試験用試験片）を得た。
【０１７５】
＜比較例３＞ＰＣとＮＢＫＰとを含む溶融混練組成物及びその成形体の製造
ＡｃＮＢＫＰの代わりにＮＢＫＰを使用したこと以外は実施例３と同様にして、ＰＣと
ＮＢＫＰとを二軸混練機で溶融混練し溶融混練組成物（ペレット状、繊維含有率５質量％
）を得、これを成形して、ダンベル型の成形片（強度試験用試験片）及び短冊型成形片（
熱膨張試験用試験片）を得た。
【０１７６】
＜試験例１＞化学修飾セルロース系繊維の耐熱性試験
製造例１〜４で得られた、ＡｃＮＢＫＰ、ＢｚＮＢＫＰ、ＡｃＢＣＰ及びＢｚＢＣＰの

20

耐熱性を評価するために、熱重量分析試験を実施した。具体的には、（株）日立ハイテク
ノロジーズ社製のＳＴＡ７２００ＲＶ形示差熱熱重量同時測定装置を使用して、１１０℃
から５００℃までの上記各試験材料の重量変化を測定した（昇温速度＝１０℃／分）。
【０１７７】
図１に、製造例１〜４で得られた各化学修飾パルプの５％重量減少温度（５％ＷＬＴ）
と化学修飾度（置換度ＤＳ）との関係を示す。図１より、ＮＢＫＰもＢＣＰも、ＤＳの上
昇と共に５％重量減少温度が上昇していることから、セルロース系繊維を化学修飾するこ
とにより熱安定性が向上したことがわかる。
【０１７８】
＜試験例２＞強度特性試験

30

下記のダンベル型成形体を試験片として、以下のように強度特性を測定した。
試験材料
・比較例１成形体：比較例１で製造したＰＣのダンベル型成形体
・比較例２成形体：比較例２で製造したダンベル型成形体（ＰＣとＢＣＰとを含有する成
形体、繊維含有率５質量％）
・実施例１成形体：実施例１で製造したダンベル型成形体（ＰＣとミクロフィブリル化Ａ
ｃＢＣＰ（ＡｃＭＦＢＣ）とを含有する成形体、繊維含有率５質量％）
・実施例２成形体：実施例２で製造したダンベル型成形体（ＰＣとミクロフィブリル化Ｂ
ｚＢＣＰ（ＢｚＭＦＢＣ）とを含有する成形体、繊維含有率５質量％）
試験方法
実施例１及び２の成形体（試験片）及び比較例１及び２の成形体について、電気機械式
万能試験機（インストロン社製）を用い、試験速度を１．５ｍｍ／分として引張弾性率、
引張強度、及び伸び率を測定した（ロードセル５ｋＮ）。支点間距離は４．５ｃｍとした
。
試験結果
これらの結果を表１に示す。
【０１７９】
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【表１】

【０１８０】

10

表１より、本発明の実施例である実施例１及び２の成形体の引張弾性率及び引張強度は
比較例１及び２の成形体のそれらよりも大きく、強度特性が優れていることがわかる。
【０１８１】
＜試験例３＞ＰＣ複合体の熱膨張試験
試験材料及び試験方法
実施例１〜４及び比較例１〜３で製造した熱膨張試験用試験片（厚さ１ｍｍ、幅５ｍｍ
×長さ２０ｍｍ）について、セイコーインスツルメンツ（株）製の熱機械分析装置ＴＭＡ
／ＳＳ６１００を用いて、下記の条件にて熱膨張係数を測定した。
・線熱膨張係数測定条件
昇温速度：５℃／分、雰囲気：Ｎ２中、加熱温度：２５〜１００℃、荷重：３ｍｇ、測定

20

回数：１回、モード：引っ張りモード
試験結果
化学修飾ＭＦＢＣ含有ＰＣ成形体（実施例１及び２）の試験結果、及び比較例１及び２
の成形体の試験結果を表２に示す。
【０１８２】
【表２】
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【０１８３】
また、化学修飾ＭＦＮＢＫＰ含有ＰＣ成形体（実施例３及び４）の試験結果、及び比較
例１及び３の成形体の試験結果を表３に示す。
【０１８４】
【表３】

40

【０１８５】
表２及び３に示すとおり、実施例１〜４の成形体の線熱膨張係数は、比較例１〜３のそ
れらに比べて小さい。このように、本発明の成形体は、温度差による伸縮性が小さいこと
から、例えば、建築物又は車両の窓に使用しても温度差による歪が起こり難いので、大き
な窓枠にも支障なく適用できるという利点がある。
【０１８６】
＜試験例４＞全光線透過率の測定
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以下の試料及び測定機器を使用して、実施例1〜４及び比較例１〜３の組成物の全光線
透過率を測定した。
試料
実施例１〜４及び比較例１〜３の組成物から以下の寸法の試験試料を作製した。
・厚さ：１００μｍ。幅及び長さ：下記分光光度計の窓枠の幅及び長さ（幅１ｃｍ×長さ
２ｃｍ）に取り付け可能な幅及び長さ。
測定機器及び測定方法
日立ハイテクノロジーズ社製のＵＶ−４１００形分光光度計を用い、波長３００〜８０
０ｎｍでの全光線透過率を測定した。
測定結果

10

実施例１及び２、及び比較例１の組成物から作製した試料の測定結果を図２に示す。
【０１８７】
図２より、本発明の組成物（実施例１：PC‑AcMFBC(5%)、及び実施例２：Pc‑BzMFBC(5%)
）の可視光（波長４００〜７５０ｎｍ）での透過率は８０％以上で、透明性が高いことが
わかる。
【０１８８】
また、化学修飾ＭＦＢＣ含有ＰＣ組成物（実施例１及び２）、化学修飾ＭＦＮＢＫＰ含
有ＰＣ組成物（実施例３及び４）、及び比較例１〜３の波長６００ｎｍにおける全光線透
過率を、表４及び表５に示す。
【０１８９】
【表４】
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【０１９０】
【表５】
30

【０１９１】
表４及び表５のとおり、本発明の組成物は化学修飾セルロース系繊維を含有しているに
も拘わらず、その波長６００ｎｍにおける全光線透過率は高く、繊維を含まないＰＣ（比
較例１）のそれに近い値であった。
【０１９２】
化学修飾されていないセルロース系繊維集合体（ＢＣＰ）を含む組成物（比較例２）の
光透過率とそれに対応する本発明の化学修飾ＭＦＢＣを含む組成物（実施例１及び実施例
２）の光透過率とを比較すると、本発明の化学修飾ＭＦＢＣを含む組成物の光透過率の方
が高い（表４参照）。また、表５に示すとおり、本発明の組成物（実施例３及び実施例４
）の光透過率は、それに対応する比較例３（セルロース系繊維集合体としてＮＢＫＰを含
有）の光透過率よりも高い。これらの試験結果は、化学修飾ＢＣＰ又は化学修飾ＮＢＫＰ
が、ＰＣと共に溶融混練された際にＭＦ化（ミクロフィブリル化）されて、その結果生じ
た化学修飾ＭＦＢＣ又は化学修飾ＭＦＮＢＫＰが、ＰＣ組成物中で凝集することなく均一
又は均一に近い状態で分散されていることを示す１つの証拠であると考えられる。
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【図２】
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