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1．はじめに
セルロースは，天然由来の高分子材料であり，植物細
胞の細胞壁および繊維の主成分で，天然の植物質の 1/3
を占め，地球上で最も多く存在する炭水化物である。セ
ルロースナノファイバー（CNF）は，セルロース分子が
集合した最も基本となる単位であるセルロースミクロ
フィブリル（図1），それが4本程度のゆるやかな束となっ
たセルロースミクロフィブリル束（図 2），そのような
ミクロフィブリル束が，数十から数百 nmの束となりク
モの巣状のネットワークを形成しているミクロフィブリ
ル化セルロース（図3）など，様々な形態のナノファイバー
を含んだ総称である。CNFは，鋼鉄の5～8倍の引張強度，
石英ガラス並みの低熱膨張，さらにはガラス繊維（GF：
比重 2.5）や炭素繊維（C4F：比重 1.8）と比較し低比重（比
重 1.5）等優れた特性を持つ，さらに植物が光合成によ
り創り出す再生可能なバイオマス資源であることから枯
渇の心配もなく，二軸押出機などを使ったセルロース繊
維解繊技術による大量生産，低コスト化が可能である。
近年 CNFを高性能複合素材として産業利用しようとす
る研究開発が，世界的に進められている 1）2）3）。
一方，同じセルロース素材からなる綿糸や綿布への染
色加工は古くから行われ，京都の伝統技術の一つである。
染色とは繊維に色を持つ物質（色素）を付着させること
であり，色素とは可視光線を選択的に吸収して固有の色
を持つ物質をいう。色素の中で，繊維に親和性を示し，
かつ，われわれの日常生活上遭遇するいろいろな条件（例

えば，日光，洗濯，摩擦，汗，排ガスなど）に耐える安
定性を持つものを染料という 4）5）。
セルロース素材への染色方法は CNFに対しても適応
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要　　旨
セルロースナノファイバー（CNF）を樹脂と複合化した高強度材料の開発が世界的に進められている。CNFを染色し，
現在の顔料等による着色とは異なる色合い（色彩・色相）を持つ，物性強化と材料着色を同時実現する複合材料の開発
を目的として研究を行った。
CNFの染色は，通常綿等に対して使用する反応染料を用いて行い，鮮やかに染色されたCNF水分散液が得られ，通
常の綿繊維より染着量が多く濃色に染まることが分かった。また，熱可塑性樹脂との複合材料を作製した場合において
も，CNFの染色性は維持されることが分かった。色表現については，染色CNF同士，または染色CNF/ 熱可塑性樹脂
同士の混合により容易に任意の色相の表現が可能であることが分かった。

図 1　木材の細胞構造とセルロースナノファイバー

図２　  木材細胞壁中のセルロースナノファイバー
（図中のバーは 100nm：京都大学，粟野博士提供）
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2.2　染色CNF/ 熱可塑性樹脂複合材料の作製
染色 CNF/ 熱可塑性樹脂複合材料の作製は，粉末法
を用いて行った。粉末法とは，CNFと熱可塑性樹脂粉
末との混合，溶融混練による複合材料の作製（染色
CNF/ 熱可塑性樹脂複合材料），溶融成形の 3工程から
なる CNFナノコンポジット作製方法である 6）7）。先ず
混合工程では，染色 CNF水分散液に熱可塑性樹脂の粉
末を加え懸濁液を調整する。その後，脱水乾燥し染色
CNF/ 熱可塑性樹脂混合物を作製した。次に得られた染
色 CNF/ 熱可塑性樹脂混合物に対し，樹脂溶融温度に
て溶融混練を行い染色 CNF/ 熱可塑性樹脂複合材料を
作製した。今回使用した熱可塑性樹脂はポリプロピレン
（PP）およびポリエチレン（PE）であり，CNF含有率
は一般的なプラスチック補強材であるガラス繊維の添加
量に倣い 10wt%とした。

3．結果と考察
3.1　CNFの染色
図 5に染色した CNF水分散液の様子を示す。図に示
す様に鮮やかに染色された CNF水分散液が得られた。
また，染色時の染料濃度や染色時間により色の濃さを調
整できることが分かった。この染色 CNF分散液は一見
すると色のついた水のようであるが，吸引ろ過により，
染色CNFと透明な水に分離でき，CNFのみが染色され
ていることが分かる。また，染色 CNF水分散液は，通
常の糸や布帛の染色物とは異なり，染色 CNF水分散液
どうしを混合し色相を変化させることができる。つまり，
基本となる三原色を調整すれば，あとは混合により多彩
な色表現が可能であるということである（図 6）。
CNFの染色性について検討を行うため，同条件で綿
布を染色し，染色 CNF水分散液を吸引ろ過し，作製し

することが可能である。CNFと樹脂を複合化した高強
度材料の開発が進められている中で，CNFを染色する
メリットは，樹脂等との複合化による物性強化と材料着
色が同時実現できるということである。材料着色の観点
からみると，現在の顔料等による着色とは異なる色合い
（色彩・色相）を得ることが可能となり，複合材料の高
付加価値化に繋がる。
本研究では，綿糸や綿布に対する染色技術を応用した
CNFの染色方法の検討と，得られた染色CNFの挙動の
観察，および，染色 CNF/ 熱可塑性樹脂複合材料の作
製方法の検討と染色 CNF/ 熱可塑性樹脂色見本の作製
を行った。

2．実験
2.1　CNFの染色
CNFの染色は反応染料を用いて行った。反応染料は

綿に対して一般的に使用される染料であり，繊維中の水
酸基と化学結合できる反応基を持ち，繊維と共有結合す
ることにより染着する。そのため，この染料を用いた染
色は，湿潤堅ろう性に優れ，セルロース系繊維の染色に
広く用いられている 4）5）。今回は汎用的な反応染料のひ
とつである異種 2官能型反応染料（住化ケムテックス株
式会社製 Sumifix Supra Blue BRF 150% gran.，Sumifix 
Supra Brilliant Red 3BF 150% gran.，Sumifix Supra 
Yellow 3GF 150% gran.）を使用した。染色温度は 60℃，
染色時間は 60min である（図 4）。また，染色したCNF
同士の混合を行い，色の変化について検討を行った。

図３　ミクロフィブリル化セルロース
（クラフトパルプ（NBKP）を高圧ホモジナイザーにより解繊）

図４　CNFの染色条件
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3.2　染色CNF/ 熱可塑性樹脂複合材料の作製
図 7に CNF/PP 混合物および染色CNF/PP 複合材料
の様子を示す。染色CNF/PP 混合物は，染色CNF水分
散液に比べ淡い色調であった（図 7A）。これは，PPが
粉末状であるため混合物内に空隙が多く，光の乱反射が
起こっているためと思われる。対して染色 CNF/PP 複
合材料は混合物のそれと比べて濃色に変化した（図
7B）。これは，溶融混練により材料内の空隙が解消され
たためと思われる。また，混練後の染色 CNF/PP 複合
材料同士を溶融混合することにより，染色 CNF分散液
の場合と同様に多彩な色表現が出来ることが分かった。
さらには，混練後の染色 CNF/PP 複合材料をプレス成
形し，シート化することにより鮮やかな色彩が得られた。
粉末法により，染色 CNFについても熱可塑性樹脂と
の複合材料の作製が可能であり，かつ，混合により調色
が可能であるあることが分かった。次に染色 CNF/PE
複合材料（色見本）の作製を行った。染色 CNF（赤），

たシートと比較したところ，CNFは非常に濃色に染まっ
ていることが分かった。これは，セルロースがナノファ
イバー化されることにより，比表面積が増大したため，
染料との反応が可能な水酸基も増大し，染着した染料が
増えたためと思われる。

図５　染色CNF水分散液
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図６　染色CNF水分散液の混合
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図 7　染色CNF/PP 混合物および染色CNF/PP複合材料
A：混合物，B：複合材料
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図 8　染色CNF/PE 色見本
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の強化繊維では成し得ない新たな付加価値の創造という
視点で，CNF の可能性について検討した。その結果，
CNFに対しても従来からのセルロース繊維に行う染色
方法が適応可能であることを明らかにした。また，熱可
塑性樹脂との複合材料を作製した場合においても，CNF
の染色性は維持されることが分かった。色表現について
は，染色CNF同士，または染色CNF/ 熱可塑性樹脂同
士の混合により容易に任意の色相の表現が可能であるこ
とが分かった。CNFの染色は，その産業利用に対して
有効な要素の一つであると思われる。今後は染色 CNF
および染色 CNF/ 熱可塑性樹脂複合材料の色表現につ
いて，色相のコントロールの他，彩度，明度についても
検討を進めて行く予定である。
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同（青），および同（黄）についてそれぞれ PP との複
合化と同様の方法でPEと複合化した。また作製した赤，
黄，および青の複合材料について比率を変えて混合し，
染色 CNF/PE 色見本を作製した（図 8）。また，染色
CNFを少量添加した材着CNF/PE 射出成形体の作製を
行った（図 9）。

3.3　  染色 CNF/ 熱可塑性樹脂複合材料（モノトーン）
の作製

CNFの染色により，同複合材料で無彩色（モノトーン）
の表現を試みた。反応染料（黒）を用いて CNFの染色
を行った。得られた染色 CNF 水分散液および染色
CNF/PE 複合材料は黒色であったが，複合の際に酸化
チタンを添加し白度を高め，グレーの表現を試みたとこ
ろ青味が強く表れるようになった。染料の黒には赤味や
青味といった若干の色が含まれていて，今回使用した染
料には青の色が多く含まれており，酸化チタンの添加に
伴う白度の増加により，その色が強く表れたと思われる。
青味が強い染色 CNF（黒）に対し，モノトーンになる
ように，染色CNF（黄），および同（赤）を加え，調色
した。それにより作製した染色CNF（モノトーン）/PE
と CNF（未染色）/PEを任意の割合で混合し，さらに酸
化チタンを添加し，隠ぺい性を高め，染色 CNF/PE 色
見本（モノトーン）を作製した（図 10）。

4．まとめ
植物が光合成により創り出す地球上で最も豊富な再生
可能バイオマス資源であるセルロースは，CNFとして，
高弾性，高強度，低熱膨張，安全性などから，様々な分
野への活用が試みられている。本稿では，染色という他

図 9　材着CNF射出成形体（ミニカー）

図 10　染色CNF/PE 色見本（モノトーン）（酸化チタン1%添加）
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