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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
四級アンモニウム基を含有する化合物でカチオン変性され、無水グルコース単位当たりの
該四級アンモニウム基の置換度が０．０３以上０．４未満であり、繊維径の平均値が４～
２００ｎｍであるカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の製造方法であって、下記工程
（１）及び（２）：
（１）セルロース繊維を含有する材料中の水酸基と四級アンモニウム基を有するカチオン
化剤とを反応させて、該セルロース繊維を含有する材料をカチオン変性する工程、及び（
２）工程（１）でカチオン変性されたセルロース繊維含有材料を、混練機で、水の存在下
に、繊維径の平均値が４～２００ｎｍになるまで解繊する工程
を備え、前記工程（１）と前記工程（２）との間には、前記カチオン変性されたセルロー
ス繊維含有材料の乾燥工程を設けないことを特徴とする、製造方法。
【請求項２】
前記カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維において、無水グルコース単位当たりの四級
アンモニウム基の置換度が０．０３～０．０４８である、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
前記カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維が、リグニンを０～４０重量％含むものであ
る、請求項１又は２に記載の製造方法。
【請求項４】
前記工程（２）が、解繊に供するカチオン変性されたセルロース繊維含有材料と水との混
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合物中のカチオン変性されたセルロース繊維含有材料の割合を１０～７０重量％とし、カ
チオン変性されたセルロース繊維含有材料を二軸混練機で解繊するものである、請求項１
～３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項５】
四級アンモニウム基を含有する化合物でカチオン変性され、無水グルコース単位当たりの
該四級アンモニウム基の置換度が０．０３以上０．４未満であり、繊維径の平均値が４～
２００ｎｍであるカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維からなるシートの製造方法であ
って、下記工程（１）～（３）：
（１）セルロース繊維を含有する材料中の水酸基と四級アンモニウム基を有するカチオン
化剤とを反応させて、該セルロース繊維を含有する材料をカチオン変性する工程、
（２）工程（１）でカチオン変性されたセルロース繊維含有材料を、水の存在下に、繊維
径の平均値が４～２００ｎｍになるまで解繊する工程、及び
（３）工程（２）で得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維をシートに成形する
工程
を備えることを特徴とする、製造方法。
【請求項６】
前記カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維からなるシートの製造方法が、前記工程（１
）と前記工程（２）との間には、前記カチオン変性されたセルロース繊維含有材料の乾燥
工程を設けないものである、請求項５に記載の製造方法。
【請求項７】
前記カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維において、無水グルコース単位当たりの四級
アンモニウム基の置換度が０．０３～０．０４８である、請求項５又は６に記載の製造方
法。
【請求項８】
前記カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維が、リグニンを０～４０重量％含むものであ
る、請求項５～７のいずれかに記載の製造方法。
【請求項９】
前記工程（２）が、カチオン変性されたセルロース繊維含有材料を二軸混練機で解繊する
ものである、請求項５～８のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１０】
四級アンモニウム基を含有する化合物でカチオン変性され、無水グルコース単位当たりの
該四級アンモニウム基の置換度が０．０３以上０．４未満であり、繊維径の平均値が４～
２００ｎｍであるカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維を含有する熱硬化性樹脂複合体
の製造方法であって、下記工程（１）～（３）：
（１）セルロース繊維を含有する材料中の水酸基と四級アンモニウム基を有するカチオン
化剤とを反応させて、該セルロース繊維を含有する材料をカチオン変性する工程、
（２）工程（１）でカチオン変性されたセルロース繊維含有材料を、水の存在下に、繊維
径の平均値が４～２００ｎｍになるまで解繊する工程、及び
（３）工程（２）で得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維と熱硬化性樹脂とを
混合する工程
を備えることを特徴とする、製造方法。
【請求項１１】
前記カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維を含有する熱硬化性樹脂複合体の製造方法が
、前記工程（１）と前記工程（２）との間には、前記カチオン変性されたセルロース繊維
含有材料の乾燥工程を設けないものである、請求項１０に記載の製造方法。
【請求項１２】
前記熱硬化性樹脂が、不飽和ポリエステル樹脂又はフェノール樹脂である、請求項１０又
は１１に記載の製造方法。
【請求項１３】
前記カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維において、無水グルコース単位当たりの四級
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アンモニウム基の置換度が０．０３～０．０４８である、請求項１０～１２のいずれかに
記載の製造方法。
【請求項１４】
前記カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維が、リグニンを０～４０重量％含むものであ
る、請求項１０～１３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１５】
前記工程（２）が、カチオン変性されたセルロース繊維含有材料を二軸混練機で解繊する
ものである、請求項１０～１４のいずれかに記載の製造方法。
【請求項１６】
四級アンモニウム基を含有する化合物でカチオン変性され、無水グルコース単位当たりの
該四級アンモニウム基の置換度が０．０３以上０．４未満であり、繊維径の平均値が４～
２００ｎｍであるカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維からなるシート。
【請求項１７】
四級アンモニウム基を含有する化合物でカチオン変性され、無水グルコース単位当たりの
該四級アンモニウム基の置換度が０．０３以上０．４未満であり、繊維径の平均値が４～
２００ｎｍであるカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維を含有する熱硬化性樹脂複合体
。
【請求項１８】
前記熱硬化性樹脂が、不飽和ポリエステル樹脂又はフェノール樹脂である、請求項１７に
記載の熱硬化性樹脂複合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　植物等の繊維（例えば木材のパルプ等）をミクロフィブリル化して、繊維径がナノオー
ダーにまで微細化されたミクロフィブリル化植物繊維（ナノファイバー）を得る方法は、
種々の方法が知られている。例えば、特許文献１には、特定の繊維長を有するセルロース
繊維をミクロフィブリル化して、繊維径が小さくても繊維長が長く、保水性等に優れた微
小繊維状セルロースが得られることが開示されている。また、特許文献２には、繊維原料
を蒸煮処理することによって、セルロース系の繊維原料に含まれる不要なリグニン、ヘミ
セルロース等の接着力を弱め、ナノファイバー化を促進する方法が提案されている。さら
に、ナノファイバー化を促進して、リグノセルロースから直接セルロースナノファイバー
を製造する方法として、ニトロキシラジカル誘導体、臭化アルカリ及び酸化剤を含む水系
媒体中でリグノセルロースを処理する方法も提案されている（特許文献３）。
【０００３】
　一方、セルロース系繊維にアニオン性、カチオン性、ノニオン性界面活性剤等の疎水化
薬品を添加した後に機械的攪拌処理を施して、セルロース系物質に高い空隙を与え、紙お
むつ等に使用される繊維の吸水力を向上させる方法が開示されている（特許文献４）。ま
た、特許文献４と同様、ミクロフィブリル化植物繊維（ナノファイバー）ほどの微小繊維
の製造を対象とするものではないが、セルロース系繊維の表面にカチオン基を導入し、繊
維表面をカチオン帯電させてアニオン性染料との親和性を高めたり、より微細化してセル
ロース粒子としての機能を保持しつつ、その保水性、保形性、分散性を改善することも提
案されている（特許文献５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２３１４３８号公報
【特許文献２】特開２００８－７５２１４号公報
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【特許文献３】特開２００８－３０８８０２号公報
【特許文献４】特開平８－１０２８４号公報
【特許文献５】特開２００２－２２６５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　カチオン化された新規なミクロフィブリル化植物繊維及びその製造方法を提供すること
を主な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記の通り、木材パルプ等の植物繊維からミクロフィブリル化植物繊維を製造するに際
して、出発原料や解繊方法を工夫してナノファイバー化を促進したり、原料繊維に化学処
理を施して保水性を高めたりすることが知られている。しかしながら、ミクロフィブリル
化植物繊維ほどに高度に微細化した繊維の場合、解繊方法や化学処理の方法によって、繊
維の分散性や表面の損傷程度等が異なり、これらがミクロフィブリル化植物繊維のシート
や樹脂複合体とした時の強度等の物性に大きな違いを与える。本発明者は、植物繊維を含
む材料からミクロフィブリル化植物繊維が容易に得られ、かつ、得られたミクロフィブリ
ル化植物繊維の強度の点でも優れる製造方法について、鋭意検討を重ねてきた。その結果
、（１）セルロース繊維を含有する材料中の水酸基と四級アンモニウム基を有するカチオ
ン化剤とを反応させて、該セルロース繊維を含有する材料をカチオン変性する工程、（２
）得られたカチオン変性繊維を水の存在下に解繊する工程を備えた製造方法を採用するこ
とにより、植物繊維の解繊が容易になるだけでなく、シートや樹脂との複合体にしたとき
の強度の点で特に優れたミクロフィブリル化植物繊維が得られることを見出した。
【０００７】
　ミクロフィブリル化植物繊維は、通常、還元末端が一部酸化される等の理由により、微
量ではあるがアニオン性に帯電している。この為、植物繊維をカチオン変性するだけでも
静電相互作用により繊維間の結合形成が促進され、強度が向上することがある。しかしな
がら、植物繊維に含まれるアニオン性基はごく微量であるため、その効果は僅かである。
ところが、本発明者らが鋭意研究を重ねた結果、植物繊維をカチオン変性させた後、機械
的せん断応力を加えることでミクロフィブリル化が著しく進行することを見出した。
【０００８】
　本発明はこのような知見に基づき、さらに鋭意検討を重ねて完成した発明である。すな
わち、本発明は下記項１～７に示すミクロフィブリル化植物繊維、その製造方法、該植物
繊維からなるシート、及び該植物繊維を含む熱硬化性樹脂複合体を提供する。
【０００９】
　項１．四級アンモニウム基を含有する化合物でカチオン変性された繊維径の平均値が４
～２００ｎｍであるカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維。
【００１０】
　項２．無水グルコース単位当たりの四級アンモニウム基の置換度が０．０３以上０．４
未満であり、繊維径の平均値が４～２００ｎｍであるカチオン性ミクロフィブリル化植物
繊維。
【００１１】
　項３．項１又は項２に記載のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の製造方法であっ
て、下
記工程（１）及び（２）：
（１）セルロース繊維を含有する材料中の水酸基と四級アンモニウム基を有するカチオン
化剤とを反応させて、該セルロース繊維を含有する材料をカチオン変性する工程、及び
（２）得られたカチオン変性繊維を水の存在下に繊維径の平均値が４～２００ｎｍになる
まで解繊する工程
を備えたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の製造方法。
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【００１２】
　項４．項１又は項２に記載のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維からなるシート。
【００１３】
　項５．項１又は項２に記載のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維を含有する熱硬化
性樹脂複合体。
【００１４】
　項６．熱硬化性樹脂が不飽和ポリエステル樹脂又はフェノール樹脂である項５に記載の
熱硬化性樹脂複合体。
【００１５】
　項７．項１又は項２に記載のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維と熱硬化性樹脂と
を混合する工程を備えた、熱硬化性樹脂複合体の製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、（１）セルロース繊維を含有する材料中の水酸基と四級アンモニウム基を有
するカチオン化剤とを反応させて、該セルロース繊維を含有する材料をカチオン変性する
工程、（２）得られたカチオン変性繊維を水の存在下に解繊する工程を備えた製造方法を
採用することにより、原料の解繊処理がしやすく、かつ、得られるミクロフィブリル化植
物繊維をシートや樹脂複合体にしたときの強度の点で特に優れるという効果が奏される。
また、本発明のミクロフィブリル化植物繊維は、繊維径の平均値が４～２００ｎｍ程度と
極めて細く、強度の点で極めて優れている。よって、本発明は、輸送機器の内装材、外装
材、構造材；電化製品等の筺体、構造材、内部部品；移動通信機器等の筺体、構造材、内
部部品等；携帯音楽再生機器、映像再生機器、印刷機器、複写機器、スポーツ用品等の筺
体、構造材、内部部品等；建築材；文具等の事務機器等の幅広い分野で使用することが可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例３で得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の電子顕微鏡写真（
１００００倍）
【図２】実施例３で得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の電子顕微鏡写真（
２００００倍）
【図３】実施例４で得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の電子顕微鏡写真（
５００００倍）
【図４】比較例１で得られたカチオン性植物繊維の電子顕微鏡写真（１００００倍）
【図５】比較例３で得られたカチオン性植物繊維の電子顕微鏡写真（２５０倍）
【００１８】
　以下、本願発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維、その製造方法、該植物繊維
から得られるシート及び熱硬化性樹脂複合体について、詳述する。
【００１９】
　本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維は、繊維径の平均値が４～２００ｎｍ
程度と極めて細く、該ミクロフィブリル化植物繊維が四級アンモニウム基を有する化合物
でカチオン変性されていることを特徴とする。
【００２０】
　植物の細胞壁の中では、幅４ｎｍ程のセルロースミクロフィブリル（シングルセルロー
スナノファイバー）が最小単位として存在する。これが、植物の基本骨格物質(基本エレ
メント)である。そして、このセルロースミクロフィブリルが集まって、植物の骨格を形
成している。本発明において、ミクロフィブリル化植物繊維とは、植物繊維を含む材料（
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ものである。
【００２１】
　本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の繊維径は、平均値が通常４～２００
ｎｍ程度、好ましくは４～１５０ｎｍ程度、特に好ましくは４～１００ｎｍ程度である。
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なお、本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の繊維径の平均値は、電子顕微鏡
の視野内のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維少なくとも５０本以上について測定し
た時の平均値である。
【００２２】
　本発明のミクロフィブリル化植物繊維は、例えば、下記工程（１）及び（２）を備えた
方法により製造することができる。
【００２３】
　工程（１）：セルロース繊維を含有する材料中の水酸基と四級アンモニウム基を有する
カチオン化剤とを反応させて、該セルロース繊維を含有する材料をカチオン変性する工程
、及び
　工程（２）：得られたカチオン変性繊維を水の存在下に繊維径の平均値が４～２００ｎ
ｍ程度になるまで解繊する工程。
【００２４】
　工程（１）において、原料となるセルロース繊維を含有する材料（セルロース繊維含有
材料）としては、木材、竹、麻、ジュート、ケナフ、綿、ビート、農産物残廃物、布と言
った天然セルロース原料から得られるパルプ、マーセル化を施したセルロース繊維、レー
ヨンやセロファンなどの再生セルロース繊維などが挙げられる。特に、パルプが好ましい
原材料として挙げられる。
【００２５】
　前記パルプとしては、植物原料を化学的、又は機械的に、または両者を併用してパルプ
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）、セミグランドパルプ（ＣＧＰ）、ケミメカニカルパ
ルプ（ＣＭＰ）、砕木パルプ（ＧＰ）、リファイナーメカニカルパルプ（ＲＭＰ）、サー
モメカニカルパルプ（ＴＭＰ）、ケミサーモメカニカルパルプ（ＣＴＭＰ）、及びこれら
の植物繊維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。これらの原材料は、必要に応じ、脱リグニン、又は漂白を行
い、当該植物繊維中のリグニン量を調整することができる。
【００２６】
　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（以下、ＮＵＫＰということがある）、針葉樹酸素晒し未漂白クラ
フトパルプ（以下、ＮＯＫＰということがある）、針葉樹漂白クラフトパルプ（以下、Ｎ
ＢＫＰということがある））が特に好ましい。
【００２７】
　原料となるセルロース繊維含有材料中のリグニン含有量は、通常０～４０重量％程度、
好ましくは０～１０重量％程度である。リグニン含有量の測定は、Ｋｌａｓｏｎ法により
測定した値である。
【００２８】
　工程（１）におけるカチオン変性反応（セルロース繊維を含有する材料中の水酸基と四
級アンモニウム基を有するカチオン化剤との反応）は、公知の方法により行うことができ
る。セルロース繊維を含有する材料は、無水グルコース単位が多数結合して形成されてお
り、各無水グルコース単位には、水酸基が複数存在する。例えば、グリシジルトリアルキ
ルアンモニウムハライドをカチオン化剤に用いる場合、原料となるセルロース繊維を含有
する材料にカチオン化剤と触媒である水酸化アルカリ金属を作用させることにより行われ
る。
【００２９】
　前記セルロース繊維含有材料に作用（反応）させる、四級アンモニウム基を有するカチ
オン化剤は、セルロース繊維含有材料の水酸基と反応する基及び四級アンモニウム基を有
する化合物である。セルロース繊維含有材料の水酸基と反応する基としては、その水酸基
と反応して共有結合を形成する反応基であれば特に限定はない。例えば、エポキシ基又は
それを形成し得るハロヒドリン基等、活性ハロゲン基、活性ビニル基、メチロール基等が
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挙げられる。これらの内、反応性の点からエポキシ基又はそれを形成し得るハロヒドリン
基が好ましい。また、四級アンモニウム基は－Ｎ＋(Ｒ)３（但し、式中のＲは置換基を有
しても良いアルキル基、アリール基又は複素環基である）なる構造を有する。このような
カチオン化剤は公知のものが多数存在し、本発明においても、公知のカチオン化剤を使用
できる。
【００３０】
　本発明において、四級アンモニウム基を有するカチオン化剤の分子量は、通常１５０～
１００００程度、好ましくは１５０～５０００程度、より好ましくは１５０～１０００程
度である。カチオン化剤の分子量が１０００以下であると、セルロース繊維を含む材料の
解繊が進行しやすく好ましい。これは、セルロースの内部にまでカチオン化剤が浸透し、
セルロース繊維を含む材料の内部まで十分にカチオン化され、カチオン同士の電気的な反
発効果が大きくなるために、解繊が進行しやすくなるものと考えられる。
【００３１】
　本発明において使用できる四級アンモニウム基を有するカチオン化剤の具体例としては
、例えば、グリシジルトリメチルアンモニウムクロリド、3-クロロ-2-ヒドロキシプロピ
ルトリメチルアンモニウムクロリド等のグリシジルトリアルキルアンモニウムハライド又
はそのハロヒドリン型等が挙げられる。
【００３２】
　前記セルロース繊維含有材料と前記四級アンモニウム基を有するカチオン化剤との反応
は、水酸化アルカリ金属、並びに水及び／又は炭素数１～４のアルコールの存在下に行こ
とが好ましい。触媒となる水酸化アルカリ金属としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリ
ウム等が使用できる。また、水は、水道水、精製水、イオン交換水、純水、工業用水等を
使用すればよい。さらに、炭素数１～４のアルコールとしては、具体的にはメタノール、
エタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、n-ブタノール等が挙げら
れる。水と炭素数１～４のアルコールは、それぞれ単独で使用でき、混合して使用しても
よい。水と炭素数１～４のアルコールとを混合して使用する場合、その組成比は適宜調整
されるが、得られるカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の無水グルコース単位当たり
の四級アンモニウム基の置換度が０．０３以上０．４未満になるように調整することが望
ましい。
【００３３】
　工程（１）において、セルロース繊維を含有する材料と前記カチオン化剤の使用割合は
、セルロース繊維含有材料を１００重量部として、前記カチオン化剤を通常１０～１００
０重量部程度、好ましくは１０～８００重量部程度、より好ましくは１０～５００重量部
程度使用すればよい。
【００３４】
　また、前記水酸化アルカリ金属の使用割合は、セルロース繊維含有材料を１００重量部
として、通常１～７重量部程度、好ましくは１～５重量部程度、より好ましくは１～３重
量部程度である。さらに、水及び／又は炭素数１～４のアルコールの使用割合は、セルロ
ース繊維を含有する材料を１００重量部として、通常１００～５００００重量部程度、好
ましくは１００～１００００重量部程度、より好ましくは１００～５００重量部程度であ
る。
【００３５】
　工程（１）において、セルロース繊維を含有する材料と前記カチオン化剤とを作用（反
応）させる温度は、通常１０～９０℃程度、好ましくは３０～９０℃程度、より好ましく
は５０～８０℃程度である。また、セルロース繊維を含有する材料と前記カチオン化剤と
を作用（反応）させる時間は、通常１０分～１０時間程度、好ましくは３０分～５時間程
度、より好ましくは１～３時間程度である。なお、工程（１）を行う圧力については、特
に制限がなく、大気圧下で行えばよい。
【００３６】
　また、工程（１）で得られたカチオン変性されたセルロース繊維含有材料をそのまま工
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程（２）に供してもよいが、前記工程（１）でカチオン変性を行った後、反応系中に残存
する水酸化アルカリ金属塩等の成分を鉱酸、有機酸等により中和してから工程（２）に供
するのが好ましい。さらに、当該中和工程の他に、常法により洗浄、精製を行っても良い
。また、引き続く工程（２）の解繊処理に適切な繊維濃度となるように水の量を増減させ
てもよい。
【００３７】
　ただし、本発明においては、工程（１）と工程（２）との間には、カチオン変性された
セルロース繊維含有材料の乾燥工程を設けるべきではない。工程（１）でカチオン変性さ
れたセルロース繊維含有材料を乾燥させると、続く工程（２）で乾燥物を解繊処理しても
、本発明のようなナノレベルまで解繊された、高強度を有するミクロフィブリル化植物繊
維を得ることは困難である。セルロース分子は多数の水酸基を有するために、一旦乾燥工
程を経たセルロース繊維含有材料は隣り合う繊維同士が強固な水素結合でつながりあって
しまい強力に凝集する（例えば、紙、パルプでは、このような乾燥時の繊維の凝集をＨｏ
ｒｎｉｆｉｃａｔｉｏｎと呼称する）。一度凝集した繊維を機械的な力で解繊することは
、非常に困難である。例えば、特許文献５においては、カチオン化処理の後に乾燥工程を
経ているため、Ｈｏｒｎｉｆｉｃａｔｉｏｎが生じる。よって、これを機械的にいかに粉
砕しても、ミクロンオーダーの粒子のみが形成されることになる。
【００３８】
　よって、本発明においては、工程（１）でカチオン変性されたセルロース繊維含有材料
は、工程（２）において、水の存在下に解繊される。セルロース繊維含有材料の解繊処理
の方法は、公知の方法が採用でき、例えば、前記セルロース繊維含有材料の水懸濁液、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等によ
り機械的に摩砕、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、
リファイナー処理後に一軸又は多軸混練機処理を行うといったように、上記の解繊方法を
組み合わせて処理することが好ましい。
【００３９】
　工程（２）においては、前記工程（１）でカチオン変性されたセルロース繊維含有材料
を一軸又は多軸混練機（以下、単に「混練機」ということがある）で解繊することが好ま
しい。混練機（混練押出機）には、一軸混練機、二軸以上の多軸混練機があり、本発明に
おいては、何れを使用してもよい。多軸混練機を用いた場合、ミクロフィブリル化植物繊
維の分散性をより向上させることができるので好ましい。多軸混練機の中でも、入手のし
やすさ等の観点から、二軸混練機が好ましい。
【００４０】
　前記一軸又は多軸混練機のスクリューの周速の下限値は、通常４５ｍ/分程度である。
スクリューの周速の下限値は６０ｍ/分程度が好ましく、９０ｍ/分程度が特に好ましい。
また、スクリューの周速の上限値は通常２００ｍ/分程度である。スクリューの周速の上
限値は１５０ｍ/分程度が好ましく、１００ｍ/分程度が特に好ましい。
【００４１】
　本発明において使用される混練機のＬ／Ｄ（スクリュー径Ｄと混練部の長さＬの比）は
、通常１５～６０程度、好ましくは３０～６０程度である。
【００４２】
　一軸又は多軸混練機による解繊時間は、セルロース繊維含有材料の種類、前記混練機の
Ｌ／Ｄ等によっても異なるが、前記のＬ／Ｄの範囲内であれば、通常３０～６０分程度、
好ましくは３０～４５分程度である。
【００４３】
　混練機による解繊に供する回数（パス）は、目的とするミクロフィブリル化植物繊維の
繊維径、繊維長、また、前記混練機のＬ／Ｄ等によっても変化するが、通常１～８回程度
、好ましくは１～４回程度である。パルプを前記混練機による解繊に供する回数（パス）
があまりに多くなりすぎると、解繊はより進行するものの、同時に発熱も生じるため、セ
ルロースが着色したり、熱ダメージ（シート強度の低下）につながる。
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【００４４】
　混練機には、スクリューの存在する混練部は１カ所であってもよいし、２カ所以上存在
してもよい。
【００４５】
　また、混練部が２カ所以上存在する場合、各混練部の間に１個又は２個以上のせき止め
構造（返し）を有していてもよい。なお、本発明においては、スクリューの周速が４５ｍ
/分以上と従来のスクリューの周速よりもかなり大きいので、混練機への負荷を軽減する
ためには、せき止め構造を有しない方がより好ましい。
【００４６】
　二軸混練機を構成する二本のスクリューの回転方向は異方向、同方向のどちらでもよい
。また、二軸混練機を構成する二本のスクリューの噛み合いは、完全噛み合い型、不完全
噛み合い型、非噛み合い型があるが、本発明の解繊に用いるものとしては、完全噛み合い
型が好ましい。
【００４７】
　スクリュー長さとスクリュー直径の比（スクリュー長さ／スクリュー直径）は２０～１
５０程度であればよい。具体的な二軸混練機としては、テクノベル社製「ＫＺＷ」、日本
製鋼所製「ＴＥＸ」、東芝機械社製「ＴＥＭ」、コペリオン社製「ＺＳＫ」などを用いる
ことができる。
【００４８】
　解繊に供する原料パルプと水との混合物中の原料パルプの割合は、通常１０～７０重量
％程度、好ましくは２０～５０重量％程度である。
【００４９】
　また、混練時の温度には特別の制約はないが、通常１０～１６０℃で行うことが可能で
あり、特に好ましい温度は２０～１４０℃である。
【００５０】
　前記の通り、本発明においては、工程（２）による解繊に供する前に、カチオン化され
た植物繊維含有材料をリファイナー等による予備解繊に供しても良い。リファイナー等に
よる予備解繊の方法は、従来公知の方法が採用できる。リファイナーによる予備解繊を行
うことにより、前記混練機にかかる負荷を低減することができ、生産効率の点からも好ま
しい。
【００５１】
　本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維は、上記のような製造方法によって得
られ、無水グルコース単位当たりの四級アンモニウム基の置換度は０．０３以上０．４未
満、セルロースＩ型の結晶化度は通常６０％以上である。無水グルコース単位当たりの四
級アンモニウム基の置換度の下限値は、０．０３程度が好ましく、０．０５程度がより好
ましい。また、当該置換度の上限値は、０．３程度が好ましく、０．２程度がより好まし
い。なお、置換度は解繊処理の方法によって変化し、前記の置換度の範囲とするために前
述した解繊方法を用いることができるが、その中でも混練機、とりわけ二軸混練機を用い
ることが、前記所望の置換度の数値範囲とする点において特に好ましい。なお、四級アン
モニウム基（カチオン基）の置換度は、実施例に記載の方法により測定した値である。
【００５２】
　本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維中のリグニン含有量は、前記原料セル
ロース繊維含有材料のリグニン含有量と同じく、通常０～４０重量％程度、好ましくは０
～１０重量％程度である。リグニン含有量の測定は、Ｋｌａｓｏｎ法により測定した値で
ある。
【００５３】
　また、本発明において、高強度、高弾性率を有するミクロフィブリル化植物繊維を得る
ためには、ミクロフィブリル化植物繊維を構成するセルロースは、最も高強度化・高弾性
率化されているセルロースＩ型結晶構造を有することが好ましい。
【００５４】
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　本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維は、シート状に成形した成形体とする
ことができる。成形方法は特に限定されないが、例えば、前記工程（１）及び（２）によ
って得られた、ミクロフィブリル化植物繊維と水の混合液（スラリー）を吸引ろ過し、フ
ィルター上にシート状になったミクロフィブリル化植物繊維を乾燥、加熱圧縮等すること
によって、ミクロフィブリル化植物繊維をシートに成形することができる。
【００５５】
　カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維をシートに成形する場合、前記スラリー中のミ
クロフィブリル化植物繊維の濃度は、特に限定されない。通常は、０．１～２．０重量％
程度、好ましくは０．２～０．５重量％程度である。
【００５６】
　また、吸引ろ過の減圧度は、通常１０～６０ｋＰａ程度、好ましくは１０～３０ｋＰａ
程度である。吸引ろ過時の温度は、通常１０℃～４０℃程度、好ましくは２０℃～２５℃
程度である。
【００５７】
　フィルターとしては、ワイヤメッシュクロス、ろ紙等を使用することができる。
【００５８】
　上記の吸引ろ過によって、カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の脱水シート（ウェ
ットウェブ）を得ることができる。そして、得られた脱水シートを必要に応じて溶媒浴に
浸漬させた後、加熱圧縮することによって、ミクロフィブリル化植物繊維の乾燥シートを
得ることができる。
【００５９】
　加熱圧縮の際の加熱温度は、通常５０～１５０℃程度、好ましくは９０～１２０℃程度
である。また、圧力は、通常０．０００１～０．０５ＭＰａ程度、好ましくは０．００１
～０．０１ＭＰａ程度である。加熱圧縮時間は、通常１～６０分程度、好ましくは１０～
３０分程度である。
【００６０】
　本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維から得られるシートの引っ張り強度は
、通常９０～２００ＭＰａ程度、好ましくは１２０～２００ＭＰａ程度である。本発明の
カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維から得られるシートの引っ張り強度は、シートの
坪量や密度等によって異なることがある。本発明では、坪量１００ｇ／ｍ２のシートを作
成し、密度が０．８～１．０ｇ／ｃｍ３のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維から得
られるシートの引っ張り強度を測定した。
【００６１】
　なお、引っ張り強度は、以下の方法により測定した値である。坪量１００ｇ／ｍ２に調
製し乾燥カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維を裁断して１０ｍｍ×５０ｍｍの長方形
シートを作成し、試験片を得る。試験片を引っ張り試験機に取り付け、荷重を加えながら
試験片にかかる応力とひずみを測定する。試験片が破断した際の、試験片単位断面積当た
りにかかった荷重を引っ張り強度とする。
【００６２】
　また、本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維から得られるシートの引っ張り
弾性率は、通常６．０～８．０ＧＰａ程度、好ましくは７．０～８．０ＧＰａ程度である
。本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維から得られるシートの引っ張り弾性率
は、シートの坪量や密度等によって異なることがある。本発明では、坪量１００ｇ／ｍ２

のシートを作成し、密度が０．８～１．０ｇ／ｃｍ３のカチオン性ミクロフィブリル化植
物繊維から得られるシートの引っ張り弾性率を測定した。なお、引っ張り強度は、以下の
方法により測定した値である。
【００６３】
　また、本発明のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維は、種々の樹脂と混合して樹脂
複合体とすることができる。
【００６４】
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　樹脂の種類は特に限定されず、例えば、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、
不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ポリウレタン樹脂、
ケイ素樹脂、ポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂等が使用できる。樹脂は、一種単独又は二
種以上組み合わせて使用できる。好ましくは、フェノール樹脂；エポキシ樹脂；不飽和ポ
リエステル樹脂である。
【００６５】
　カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維と樹脂とを複合化する方法は特に限定されず、
通常のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維を樹脂と複合化する方法を採用できる。例
えば、カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維より構成されるシート又は成形体に樹脂モ
ノマー液を十分に含浸させて、熱、UV照射、重合開始剤等によって重合する方法、カチオ
ン性ミクロフィブリル化植物繊維にポリマー樹脂溶液又は樹脂粉末分散液を十分に含浸さ
せて乾燥する方法、カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維を樹脂モノマー液中に十分に
分散させて熱、UV照射、重合開始剤等によって重合する方法、カチオン性ミクロフィブリ
ル化植物繊維をポリマー樹脂溶液又は樹脂粉末分散液に十分に分散させて乾燥する方法等
が挙げられる。
【００６６】
　複合化にあたっては、界面活性剤、でんぷん類、アルギン酸等の多糖類、ゼラチン、ニ
カワ、カゼイン等の天然たんぱく質、タンニン、ゼオライト、セラミックス、金属粉末等
の無機化合物、着色剤、可塑剤、香料、顔料、流動調整剤、レベリング剤、導電剤、帯電
防止剤、紫外線吸収剤、紫外線分散剤、消臭剤の添加剤を配合してもよい。
【００６７】
　以上のようにして本発明の樹脂複合体を製造することができる。本発明のカチオン性ミ
クロフィブリル化植物繊維は、強度が高いので、強度の高い樹脂複合体を得ることができ
る。この複合化樹脂は他の成形可能な樹脂と同様に成形可能であり、例えば金型成形によ
る加熱圧縮等により成形することができる。成形の条件は樹脂の成形条件を必要に応じて
適宜調整して適用すればよい。
【００６８】
　本発明の樹脂複合体は、高い機械強度を有しているので、例えば、従来ミクロフィブリ
ル化植物繊維の成形体、ミクロフィブリル化植物繊維含有樹脂成形体が使用されていた分
野に加え、より高い機械強度（引っ張り強度等）が要求される分野にも使用できる。例え
ば、自動車、電車、船舶、飛行機等の輸送機器の内装材、外装材、構造材等；パソコン、
テレビ、電話、時計等の電化製品等の筺体、構造材、内部部品等；携帯電話等の移動通信
機器等の筺体、構造材、内部部品等；携帯音楽再生機器、映像再生機器、印刷機器、複写
機器、スポーツ用品等の筺体、構造材、内部部品等；建築材；文具等の事務機器等として
有効に使用することができる。
【発明を実施するための形態】
【００６９】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明をさら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。
【００７０】
　実施例１
　針葉樹未漂白クラフトパルプ（ＮＵＫＰ）のスラリー（パルプスラリー濃度２重量％の
水懸濁液）をシングルディスクリファイナー（熊谷理機工業製）に通液させ、カナディア
ンスタンダードフリーネス（ＣＳＦ）値が１００ｍＬ以下になるまで、繰返しリファイナ
ー処理を行った。得られたスラリーを遠心脱水機（株式会社コクサン製）を用いて２００
０ｒｐｍ、１５分の条件で脱液し、パルプ濃度を２５重量％にまで濃縮した。次に、回転
数を８００ｒｐｍに調節したＩＫＡ攪拌機に上記パルプを乾燥重量で６０重量部、水酸化
ナトリウムを３０重量部、水２７９０重量部を仕込み、３０℃で３０分混合攪拌した後に
８０℃まで昇温し、カチオン化剤として３－クロロ－２－ヒドロキシプロピルトリメチル
アンモニウムクロライド（ＣＴＡ）を有効分換算で３７５重量部添加した。１時間反応し
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た後に、反応物を取り出して中和、洗浄、濃縮して２５重量％濃度のカチオン変性パルプ
を得た。カチオン変性パルプのカチオンの置換度を表１に示す。
【００７１】
　なお、カチオン基の置換度は、Ｋｌａｓｏｎ法により試料中のリグニン含量（重量％）
を測定した後に、元素分析法により試料の窒素含有量（重量％）を測定し、次式により算
出して求めた。ここで言う置換度とは、無水グルコース単位１モル当たりの置換基のモル
数の平均値を表している。
【００７２】
　カチオン基の置換度＝（１６２×Ｎ）／｛（１４００－１５１．６×Ｎ）×（１－０．
０１×Ｌ）｝
　Ｎ：窒素含有量（重量％）
　Ｌ：リグニン含有量（重量％）
　得られたカチオン変性パルプを二軸混練機（テクノベル社製のＫＺＷ）に投入し、解繊
処理を行った。二軸混練機による解繊条件は以下の通りである。
【００７３】
　[解繊条件]
　スクリュー直径：１５ｍｍ
　スクリュー回転数：２０００ｒｐｍ（スクリュー周速：９４．２ｍ/分）
　解繊時間：１５０ｇのカチオン変性パルプを５００ｇ／ｈｒ～６００ｇ／ｈｒの処理条
件で解繊した。原料を投入してからミクロフィブリル化植物繊維が得られる迄の時間は１
５分間であった。
【００７４】
　Ｌ／Ｄ：　　４５
　解繊処理に供した回数：１回（１パス）
　せき止め構造：０個。
【００７５】
　次に、解繊によって得られたカチオン性ミクロフィブリル植物繊維スラリーに水を加え
、カチオン変性ミクロフィブリル植物繊維の濃度を０．３３重量％に調製した。スラリー
の温度は２０℃とした。次に、スラリー６００ｍＬをジャー入れ、攪拌棒で攪拌後、素早
く減圧ろ過（アドバンテック東洋株式会社製の５Ａろ紙を使用した）を開始した。得られ
たウェットウェブを１１０℃、圧力０．００３ＭＰａで１０分間加熱圧縮し、１００ｇ／
ｍ２のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維シートを得た。得られたシートの引っ張り
強度を測定した。リグニン含量、カチオン基の置換度及び乾燥シートの各物性値を表１に
示す。なお、引っ張り強度の測定方法は前記の通りである。
【００７６】
　実施例２
　パルプとして針葉樹漂白クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）を用いた点、ＣＴＡの添加量を１
８０重量部で用いた点、水の添加量を２７３０重量部とした以外は実施例１と同様にして
カチオン変性を行い、乾燥シートを作成した。リグニン含量、カチオン基の置換度及び乾
燥シートの各物性値を表１に示す。
【００７７】
　実施例３
　カチオン化剤としてＣＴＡの変わりにグリシジルトリメチルアンモニウムクロライド（
ＧＴＡ）を用いた以外は実施例２と同様にしてカチオン変性を行い、乾燥シートを作成し
た。リグニン含量、カチオン基の置換度及び乾燥シートの各物性値を表１に示す。
【００７８】
　また、図１、２に実施例３で得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の電子顕
微鏡写真を示す。図１で示される１００００倍のＳＥＭ画像より任意のカチオン性ミクロ
フィブリル化植物繊維１００本の繊維径を実測したところ、数平均繊維径は８７．０２ｎ
ｍであった。また、図２で示される２００００倍のＳＥＭ画像より任意のカチオン性ミク
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ｍであった。
【００７９】
　実施例４
　水酸化ナトリウムを７重量部、ＧＴＡの添加量を１２０重量部、ＩＰＡの添加量を２３
５２部、水の添加量を５８８部で用いた点以外は実施例２と同様にしてカチオン変性を行
い、カチオン基の置換度が０．１８５のカチオン変性ミクロフィブリル化植物繊維を得た
。
【００８０】
　また、図３に実施例４で得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の電子顕微鏡
写真を示す。図３で示される５００００倍のＳＥＭ画像より任意のカチオン性ミクロフィ
ブリル化植物繊維１００本の繊維径を実測したところ、数平均繊維径は５７．７９ｎｍで
あった。
【００８１】
　比較例１
　カチオン変性時にＣＴＡの添加量を６０重量部、水の添加量を２８５０重量部とした以
外は実施例３と同様にしてカチオン変性を行い、乾燥シートを作成した。リグニン含量、
カチオン基の置換度及び乾燥シートの各物性値を表１に示す。
【００８２】
　図４に比較例１で得られたカチオン性植物繊維の電子顕微鏡写真を示す。図４で示され
る１００００倍のＳＥＭ画像より任意のカチオン性植物繊維５０本の繊維径を実測したと
ころ、数平均繊維径は３５４．３ｎｍであり、本発明のように繊維径の平均値が４～２０
０ｎｍ程度のカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維にはなっていなかった。
【００８３】
　比較例２
　カチオン変性を行わないこと以外は実施例１と同様にして乾燥シートを作成した。リグ
ニン含量、乾燥シートの各物性値を表１に示す。
【００８４】
　比較例３
　カチオン変性後に二軸解繊処理を行わないこと以外は実施例３と同様にして、カチオン
変性植物繊維を得た。リグニン含量、カチオン基の置換度及び乾燥シートの各物性値を表
１に示す。　
【００８５】
　比較例４
　市販の粉末セルロース（ＫＣフロックＷ－１００Ｇ，平均粒子径３７μｍ、日本製紙ケ
ミカル株式会社製）を用いたこと以外は、実施例３と同様にしてカチオン変性を行い、中
和・脱液・乾燥した。乾燥物をハンマーミルで解砕し、カチオン基の置換度が０．０５２
であり且つ平均粒子径が３５μｍのカチオン変性植物繊維を得た。図４に比較例４の電子
顕微鏡写真を示す。図４で示される２５０倍のＳＥＭ画像より任意の５０本のカチオン性
植物繊維径を実測したところ、カチオン性植物繊維の平均径は１３．３１μｍであり、本
願発明のように繊維径の平均値が４～２００ｎｍ程度のカチオン性ミクロフィブリル化植
物繊維にはなっていなかった。なお、比較例４は、特開２００２－２２６５０１の実施例
を再現したものである。
【００８６】
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【表１】

【００８７】
　比較例３の結果から明らかなように、ＧＴＡ３００％処理後に二軸解繊を行わないで得
たカチオン変性植物繊維シートの強度・弾性率は、各々７９ＭＰａ.５ＧＰａと、未処理
品と略同等であった。実施例３、比較例２、３の比較より、パルプ（ＮＢＫＰ）をＧＴＡ
処理しただけではシートの引っ張り強度は向上しないが、ＧＴＡ処理後に二軸解繊するこ
とにより、シートの引っ張り強度が大幅に向上することが確認された。
【００８８】
　実施例５
　実施例２で作成したカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の水懸濁液をろ過してカチ
オン変性ミクロフィブリル化植物繊維のウェットウェブを得た。このウェットウェブをエ
タノール浴に1時間浸漬させた後、１１０℃、圧力０．００３ＭＰａで１０分間加熱圧縮
し、カチオン変性ミクロフィブリル化植物繊維の嵩高シートを得た。なお、ろ過条件は、
ろ過面積：約２００ｃｍ２、減圧度：－３０ｋＰａ、ろ紙：アドバンテック東洋株式会社
製の５Ａとした。
【００８９】
　次に、得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維の嵩高シートを幅３０ｍｍ×長
さ４０ｍｍにカットして１０５℃で１時間乾燥させ、重量を測定した。さらに、不飽和ポ
リエステル樹脂（ディーエイチ・マテリアル株式会社製「サンドマーＦＧ２８３」）１０
０重量部にベンゾイルパーオキサイド（日油株式会社製「ナイパーＦＦ」）１重量部を加
えた樹脂液に該シートを浸漬させた。浸漬は減圧下（真空度０．０１ＭＰａ、時間３０分
）で行い、不飽和ポリエステル樹脂含浸シートを得た。次に、該不飽和ポリエステル樹脂
含浸シートを、成形体の厚さが約1mmとなるようそれぞれ同じものを数枚重ねた。余分な
樹脂をはき出した後、金型に入れ、加熱プレス（温度：９０℃、時間：３０分）を行って
、カチオン変性ミクロフィブリル化植物繊維の不飽和ポリエステル複合体の成形物を得た
。なお、得られた成形物の重量を測定し、前記シートの乾燥重量との差から繊維含有率（
重量％）を算出した。
【００９０】
　前記成形物の長さ、幅をノギス（株式会社ミツトヨ製）で正確に測定した。厚さを数か
所マイクロメーター（株式会社ミツトヨ製）で測定し、成形物の体積を計算した。別途成
形物の重量を測定した。得られた重量、体積より密度を算出した。
【００９１】
　前記成形物から厚さ１．２ｍｍ、幅７ｍｍ、長さ４０ｍｍのサンプルを作成し、変形速
度５ｍｍ／分で曲げ弾性率及び曲げ強度を測定した（ロードセル５ｋＮ）。測定機として
万能材料試験機インストロン３３６５型（インストロンジャパンカンパニイリミテッド製
）を用いた。得られた樹脂複合体の繊維含有率、曲げ弾性率及び曲げ強度を表２に示す。
【００９２】
　実施例６及び比較例５～７
　実施例３で得られたカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維、比較例１、３で得られた
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カチオン変性パルプ、又は比較例２で作製したカチオン変性していないミクロフィブリル
化植物繊維をそれぞれ用いた以外は、実施例５と同様の方法で、実施例６と比較例５～７
の成形物を得た。実施例６、比較例５～７で得られた樹脂複合体の繊維含有率、曲げ弾性
率及び曲げ強度を表２に示す。
【００９３】
【表２】

【００９４】
　実施例７及び比較例８
　実施例３で作成したカチオン性ミクロフィブリル化植物繊維、及び比較例２で作製した
ミクロフィブリル化植物繊維の乾燥シートをそれぞれ１０５℃で１時間乾燥させ、重量を
測定した。
【００９５】
　次に、これらの乾燥シートをフェノール樹脂（ＤＩＣ株式会社製「フェノライトＩＧ―
１００２」）のメタノール溶液（１０重量％）に浸漬(０．３ＭＰａ)させた後、室温で予
備乾燥し、更に５０℃で６時間減圧乾燥してフェノール樹脂含浸乾燥シートを得るととも
に重量測定を行った。樹脂含浸前後の乾燥重量の差から繊維含有率（重量％）を算出した
。
【００９６】
　得られたフェノール樹脂含浸乾燥シートを幅３０ｍｍ×長さ４０ｍｍにカットし、それ
ぞれ同じものを数枚重ねて金型に入れ、加熱プレス（温度：１６０℃時間：３０分、プレ
ス圧：１００ＭＰａ）を行い、カチオン性ミクロフィブリル化植物繊維とフェノール樹脂
からなる複合体の成形物、及びカチオン化していないミクロフィブリル化植物繊維とフェ
ノール樹脂からなる複合体の成形物をそれぞれ得た。
【００９７】
　前記成形物の長さ、幅をノギス（株式会社ミツトヨ製）で正確に測定した。厚さを数か
所マイクロメーター（株式会社ミツトヨ製）で測定し、成形物の体積を計算した。別途成
形物の重量を測定した。得られた重量、体積より密度を算出した。
【００９８】
　前記成形物から厚さ約１．６ｍｍ、幅７ｍｍ、長さ４０ｍｍのサンプルを作成し、変形
速度５ｍｍ／分で曲げ弾性率及び曲げ強度を測定した（ロードセル５ｋＮ）。測定機とし
て万能材料試験機インストロン３３６５型（インストロンジャパンカンパニイリミテッド
製）を用いた。得られた樹脂複合体の繊維含有率、曲げ弾性率及び曲げ強度を表３に示す
。
【００９９】
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