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細胞一つ一つに解したものが、コピー紙などの原

はじめに

料となるパルプである。
わが国では、
年間 2000万ト

セルロースナノファイバー（CNF）は、セルロ

ン近い紙用パルプが生産されているが
（石油由来

ース分子鎖が伸びきり鎖の状態で結晶を形成して

プラスチックの 2倍）、それらはすべてセルロー

いる幅 4〜20nmのナノ繊維である。学術的にはセ

スナノファイバーの集合体であり、一つのパルプ

ルロースミクロフィブリルあるいはセルロースミ

には数百万本のCNFが含まれる（図 1 ）。そのパ

クロフィブリル束と呼ばれ、鋼鉄の1/5の軽さで、

ルプが環境負荷、消費エネルギーの少ないプロセ

その 7〜8倍の強度を有する。熱膨張係数はガラ

スで製造され、60〜80円/㎏で取引されている。

スの 1/50。これは石英ガラスに匹敵する。また、

植物により大気中のCO2 を吸収、固定して合成

-200℃〜+200℃の広い温度範囲で弾性率、剛性

されるCNFは、サーキュラーエコノミー・バイ

がほとんど変化しない。一方で、200℃を越える

オエコノミーにおける大型産業資材となるポテン

温度に長時間曝されると熱による劣化が始まる。

シャルがある。特に、スギやヒノキなどの産業造

木材は、その半分がCNFである。鉄筋コンクリ

林地において毎年 1500万トンのCNFが増え続け

ートに例えると木材や竹の細胞ではCNFが鉄筋と

ている我が国では、大型産業資材としてのCNF

なりリグニンやヘミセルロースがコンクリートの

への期待が大きい。

役割を果たしている。そのリグニンを取り除いて

植物が陸上に上がったのは約 5億年前。それか
ら長い時間をかけて、植物資源は生分解性を含め
地球循環系の一部に組み込まれてきた。その特性
を損なわなければ、CNFは地球環境に負荷の無
い素材として利用できる。このような未来型資源
としてのポテンシャルを背景に、日本再興戦略改
定 2014にCNFの利活用が明記されて以降、産官
学において、また、さまざまな地域でCNFの製
造と利用に向けた活動が活発化している。

CNFの構造用途への利用と京都プロセス
図1
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パルプとCNF

CO2 削減の観点から最も期待されるCNFの利用
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CNF材料の将来的展開

は、軽量、高強度の特徴を活かし、大量の使用、
長期にわたるCO2 固定が期待できる構造用途であ
る。しかしながら、実のところ構造用途への利用
に向けたハードルは高い
（図 2 ）
。植物中で水とと

パルプ
（ナノセルロース原料）

化学変性
パルプ

もに合成されるCNFは水との親和性
（親水性）が

どを導入して解繊性を向上させた化学変性品は、
いずれも親水性である。それらを 100%CNFの透

CNF強化樹脂成形体

ナノ解繊と樹脂複合化

高く、吸湿する。高圧ホモジナイザー、グライン
ダーなどを用いた機械解繊品やカルボキシル基な

樹脂

押出機

図3

パルプ直接混練法

明シートや成形体として利用する場合、長期間の
使用には塗装やフィルムラミネートにより吸湿を
抑える必要がある。
現在はガラス繊維や炭素繊維と同様に、樹脂の

ス の 開 発 と 共 に 必 要 で あ る。 そ こ で は 親 水 性
CNFを製造し、それを疎水化変性し樹脂と混合
する方法が一般的であるが、ナノ解繊化のコスト、

補強用繊維としての利用が加工性
（射出成形、押

解繊後に多量の水を含むCNFの疎水化変性のコ

出成形、ブロー成形など）やデザイン性に優れる

スト、樹脂中への均一分散化のコストなどが実用

ことから研究開発、事業化の中心となっている。

化に向けた課題となっている。

そこにおいて親水性のCNFと疎水性の樹脂は馴

これに対し、京都大学と京都市産業技術研究所

染まず、未変性のCNFをそのまま混合しCNFの

が 10年ほど前に世界に先駆け開発したパルプ直

優れた強度的性質を最終製品において発現させる

接混練法（京都プロセス、図 1 〜図 3 ）はパルプを

ことは難しい。唯一、シングルセルロースナノフ

構成している数百万本のCNFの表面をすべて樹

ァイバーによるタイヤ用ゴムの補強が実用化され

脂と相溶する構造に変性してから、変性パルプを

ている。

溶けた樹脂の中で混練する方法である。相溶化剤

このため射出成形やブロー成形用のCNF強化

の助けを得て混練中にパルプが解れてCNFとな

樹脂材料では、CNF表面の疎水化変性や樹脂と

り、樹脂の中に均一に分散する。パルプのナノ解

の界面を制御する相溶化剤の開発が、製造プロセ

繊とナノファイバーの樹脂中への分散をワンショ
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表1 京
 都プロセスによるさまざまな樹脂のCNF補
強性
樹脂、
溶融温度

樹脂
E、GPa

CNF/樹脂
E、GPa

PA6、225℃
POM、166℃
PLA、170℃
ABS（200℃）
PA12、175℃
PBT、222℃
HDPE、129℃
PP、165℃
PP、組成検討後

2.22
2.29
3.41
1.93
1.24
2.27
1.10
1.97

5.34
5.35
6.40
3.78
3.15
4.38
2.39
2.80
4.73

樹脂
曲げ強度、
MPa
91
78
108
63
52
80
24
58

CNF/樹脂
曲げ強度、
MPa
157
131
119
88
89
113
43
67
95

討した。それらに加えて、④リグノCNFおよび
樹脂複合体の計測・評価技術の開発においてリグ
ノCNFおよび樹脂複合体の構造解析を進め、目
標に設定したCNFおよびCNF強化樹脂材料のパ
フォーマンスを達成することができた（表 1 ）
。
さらに、実用的な観点からマトリックス成分の
検討に取り組み、1.CNF強化PA6による高耐熱用
途グレードおよび2.CNF強化PPについて自動車・
家電・建築用汎用プラスチック用途として、①高
弾性CNF強化PPグレード、②耐衝撃・低線熱膨

ットで行うコスト・パフォーマンスに優れた方法

張グレード、③高耐衝撃・超低線熱膨張グレード

である。一方で、本方法は植物が進化の過程で獲

の開発に成功した。各グレードの特性は下記の通

得してきた強固で精緻な細胞壁のフレーム構造で

り。

あるパルプをポリプロピレンやポリエチレンなど

①高耐熱用途：CNF強化PA6

極性のない樹脂中での混練により解繊することが

密 度: 1.15〜1.20g/cm3、E: 4.5〜5GPa、 曲 げ

求められており、CNFに損傷を与えずにナノ繊

強度: 150-160MPa、Charpy: 2〜4kJ/m2、CTE

維化を達成する点に難しさがある。

30〜40ppm/K

NEDO高機能リグノCNFの一貫製造プロ
セスと部材化技術開発プロジェクト

②自動車・家電・建築用汎用プラスチック：
CNF強化PP
・標準グレード（高弾性）

京都大学では 2013年〜2020年にかけて行った 7

密 度: 0.95〜1.1g/cm3、E: 4.0〜4.5GPa、 曲 げ

年間のNEDOプロジェクトにおいて、王子HD、

強度: 80〜90MPa、Charpy: 2〜4kJ/m2、CTE

日本製紙、星光PMC、京都市産業技術研究所と

40〜50ppm/K

共同で京都プロセスの社会実装に向けた技術開発

・耐衝撃・低線熱膨張グレード

に取り組んだ。木質系バイオマスからリグノパル

密 度: 0.95〜1.0g/cm3、E: 1.8〜2.0GPa、 曲 げ

プを製造し、樹脂との混練によりリグノCNF樹

強 度: 40〜50MPa、Charpy: 8〜10kJ/m2、CTE

脂複合材料を製造するプロセスを開発するととも
に、主要ユーザーである自動車メーカー、ハウス
メーカーなどと協力して、自動車や建材分野など

40〜50 ppm/K
③高耐衝撃・超低線熱膨張グレード

→発泡で

剛性を上げて利用

に向けたリグノCNF強化樹脂の部材化に関する

密 度: 0.95〜1.0g/cm3、E: 1.0〜1.2GPa、 曲 げ

技術開発を進めた。

強度: 30〜40MPa、Charpy: 12〜20kJ/m2、CTE

CNF樹脂複合材料の一貫製造プロセス
（京都プ
ロセス）
の開発は、3つの研究開発項目、

20〜30 ppm/K
また、再委託先として参画した大洋塩ビ（株）と

①リグノCNF用成分分離技術の開発

塩化ビニル
（PVC）の補強に取り組み、京都プロ

②リグノCNF変性技術の開発

セスによる 10wt%CNF添加でPVCの曲げ弾性率

③リグノCNF・樹脂複合体製造プロセスの開

を 1.8倍増大、ビカット軟化温度を 30℃向上、線

発
に分け、①では最適原料木材の選別と解繊性に優
れ熱劣化の少ないパルプ製造技術を、②では耐熱

膨張係数を約50%低減できた。

京都プロセス・スケールアップ技術の開発

性と樹脂混練時の解繊性に優れたCNF表面の疎

材料開発と並行して、①木材のパルプ化、②パ

水化変性技術
（アセチル化処理）
を、③では用途に

ルプの予備解繊、③パルプの化学変性、④樹脂混

応じた複合用樹脂組成の設計、最適化について検

練・ペレット製造、⑤射出成形より構築されるテ

16

