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次世代自動車軽量化のためのCNF複合材の開発
背景・目的
次世代自動車など自動車部材へのセルロースナノファイバー(ＣＮＦ)の活用が、軽量化や、環境保全などの
観点から世界的に期待されている。しかしながら、地域自動車関連企業のＣＮＦ産業への参入に２つの障壁、
①CNF分散性がよい樹脂複合材を作製するための「マスターバッチ」が手に入りにくい ②マスターバッチを入
手して試作をしても求める特性が得られない、があり、産業振興に結び付いていない。そこで、本プロジェクト
では、自動車用部材等の成形に必要なマスターバッチを開発し、県内企業にマスターバッチの提供と製造技術
の普及を行うことにより、企業のＣＮＦ関連産業への参入を推進する。

図１ CNFの自動車部材への利用

図２ 研究の小課題
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分散性の評価（マイクロＸ線ＣＴ）

・静岡大学が開発した種材（Cellmapp）
にPPを混練し、1～20%CNFの複合材
を作製
・20%添加で曲げ強さが1.5倍向上

分散性の評価(赤外分光イメージング）

実機で成形する

赤外分光分析装置
MAPP
（C=O)

マイクロX線CT

・樹脂中CNFを可視化
・CNF分散性を数値評価

・赤外分光イメージングで
CNFとMAPPの反応を確認
・試料間のCNF分散性の
違いを数値的に解析

MAPP
（C=O)
20μm

・開発したマスターバッチを実
機成形し、自動車部品を試作
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次世代自動車軽量化のためのCNF複合材の開発
－マイクロX線CTによるCNF複合材の評価－
背景・目的
木材等の植物繊維を微細化した素材であるセルロースナノファイバー（CNF）は、樹脂の強化材として使用す
ると多くの付加価値を付与できることが期待されている。当センターでは令和元年度から県の新成長戦略研究
として、従来の素材を代替して軽量化することができるポリプロピレン（PP）/CNF複合材の開発を行っている。
CNFを樹脂に複合する際、強化材として有効に働くためには、CNFの繊維が樹脂中に良好に分散している必
要がある。開発中のPP/CNF複合材について、X線CTを使用して材料内部のCNFの分布状態を観察し、さらに
二値化法によりセルロース繊維の分散状態を簡易的に数値評価した。

方法
試料： CNFと分散剤（MAPP）の反応混合物（種材）を二軸混練機によりPPと混練し、マスターバッチ（MB）を作
製した。MBをPPと希釈混練し、PP/CNF複合材ペレットを得た（表）。
表 試料作成条件
試料名

濃度（wt％）
MB

種材

成形用ペレット

PP
グレード

トライ1

50

10

1,5,10

ホモ

トライ２

50

20

1,5,20

ブロック

X線CT測定：（株）リガク 高分解能3DX線顕微鏡 nano 3DX（図１）を使用した。
測定試料は1mm×1mm×3mm程度の角柱状とし、X線源はCuターゲットを使用し
た。測定条件は視野 0.9mm×0.7mm、画素サイズ 0.81μm/voxel、撮影枚数
600枚、照射時間 16sec/枚、１試料あたりのCT撮影時間 ２時間54分である。
数値評価：グレースケールのCT画像をもとに、0.5mm×0.5mm×0.7mmの観察領
域において画素の輝度を基準とした二値化法によりセルロース分を抽出し、観察
されたセルロースの体積率を求め、配合量と比較した。
図１ マイクロX線CT外観

結果・考察

CNF5％

CNF１％

100μm

観察されたセルロースの
体積率 （vol％）

PP/CNF複合材（トライ２）のCT像を図２に示す。セルロース繊維の凝集はなく、分散性は良好だった。一
方で、マトリックス樹脂層に比べて密度の高い塊が点在していることが観察され、種材の粒子が一部残留
していることが示唆された。
数値評価の結果（図３）、CNF配合量に応じて、観察されたセルロースの体積率が増加した。また、トライ
２は、トライ１に比べてセルロース繊維の分散性が向上したことがわかった。
CNF20％

100μm

図２ PP/CNF複合材（トライ２）のCT像
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図３ CNF配合率に対する
観察されたセルロースの体積率
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高濃度CNFのマスターバッチを用いたPP/CNF複合材料の試作と評価
はじめに

高濃度のセルロースナノファイバー（CNF）を含むマスターバッチ（以下MB）
を用いて、ポリプロピレン（PP）/CNF複合材料を試作し、評価を行った。

MBとPPの混練・試験片の成形
MB
粉体，静岡大学製
CNF/MAPP =50/50

混練
初期混練

CNF 濃度
20％

PP

PP

㈱プライムポリマー製
J707Gブロック ペレット

㈱プライムポリマー製
J707Gブロック ペレット

バレル内温度
C1～C6 160℃
サイドフィーダ使用

CNF 濃度
５％

CNF 濃度 20％

CNF 濃度 ５％

CNF 濃度 １％

CNF 濃度 ０％
(neat PP)

希釈混練
CNF 濃度
１％

４試料のダンベル型試験片（A1変形）を作製

二軸混練機：芝浦機械㈱製
TEM-26SX-12/2V
スクリュ径 φ26mm， L/D = 48
スクリュ回転数 100rpm

初期混練の方法

成形

①

バレル内温度
C1、C2 130℃
C3～C6 160℃
②

混練方向

MBを混練しながら②で
PPを投入

射出成形機：芝浦機械㈱製EC100SXIII-2A
スクリュ径φ32mm，バレル温度190℃，金型温度40℃，
射出速度15mm/s，冷却時間35s
① MB（粉）トップフィード
② PP（ペレット）サイドフィード

PP/CNF複合材料の評価とその検証
物性試験

neat PPと比較しCNF濃度20％では引張・曲げ特性ともに向上したが，CNF濃度が低い場合では物性があまり向上しなかった．

CNF分散性の数値的比較

茶色斑点（外観不良）について

イメージング解析から，茶色斑点は「CNF＋MAPP関連反応物
（エステルC=O）＋MAPP未反応物」の集合体であると考えられた．

課題･･･茶色斑点発生の抑制及び物性の向上
Numerical comparison between samples
CNF20％は分散性が良好であったが，CNF１％は主にマクロ
レベルでの数値が悪く，物性結果と同様の傾向を示した．

今後の対策
初期混練時の早い段階で樹脂の粘性を介した剪断付与
MBとPPの接触面積をできるだけ多くする（粉同士のドライブレンド）

令和元年度～3年度新成長戦略研究「次世代自動車軽量化のためのCNF複合材の開発」
共同研究機関：静岡大学農学部
協力機関：芝浦機械株式会社
問合せ先：化学材料科 TEL 054-278-3025
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セルロースナノファイバー（CNF）関連機器の紹介
富士工業技術支援センターでは、ＣＮＦ利用製品の開発を促進するため、様々な関連機
器を導入して、企業への技術支援に取り組んでいます。詳細は、お問い合わせ下さい。

製造装置
■自転公転式ボールミル

■超高圧微粒化装置

セルロース原料とボールを入
れた容器を回転させることで、
ボールを容器内で高速回転さ
せ、機械的にパルプをナノ化
する装置

セルロース原料を超高圧で噴射
・衝突させることで、機械的に
パルプをナノ化する装置
仕様

仕様

メーカー：㈱スギノマシン
型番：Star Burst® HJP-25005W
噴射圧力：100～245MPa
最大処理量：32L/hr

メーカー：㈱レッチェ
型番：PM400MA
公転回転数：30～400rpm
容器：ジルコニア製
(200ｍL×４個)

分散装置
■自転公転式攪拌脱泡装置

■超音波ホモジナイザー

CNFと溶液等を入れた容器を高
速回転させ、CNFを均一分散、
又は混合物を脱泡させる装置

超音波により、CNFと溶液等
の混合及び分散を行う装置
仕様

仕様

メーカー：㈱日本精機製作所
型番：US-150W
出力：150W
その他：ON/OFFタイマー有

メーカー：共立精機㈱
型番：ハイマージャHM-200D
容量：200mL×２個
最大回転数：撹拌 2200rpm
脱気 1800rpm

評価装置
■原子間力顕微鏡

■マイクロX線CT装置
試料表面の微細構造を微小な探
針で計測し、試料を三次元で観
察する装置
CNFでは繊維幅の計測にも利用

測定したX線透過画像を再構
成することで、三次元の透過
画像を観察できる装置
CNFではCNF添加樹脂中の
CNFの分散性の評価等に利用

仕様

仕様

メーカー：㈱日立ハイテクサイエ
ンス
型番：AFM5500M
最大走査範囲：200×200µm
最大試料高さ：20mm

■液中分散安定性評価装置

メーカー：㈱リガク
型番：nano3DX
分解能：270nm
最大寸法：60×100×100mm

■差圧式ガス・水蒸気透過度測定装置
分散体を含んだ液体に近赤外光
を照射し、分散体の浮揚、沈降、
粒径成長（凝集）から粒子の安
定性を評価する装置
仕様

フィルム等のシート材料の酸
素や水蒸気等の透過度を測定
する装置
仕様
メーカー：GTRテック㈱
型番：GTR-10XASK
測定ガス：空気、水蒸気、
窒素、酸素

メーカー：FORMULACTION社
品名：Turbiscan Lab Expert
サンプル：容量 20mL、濃度範
囲 最大95%v/v

問い合せ先：富士工業技術支援センター

CNF科

TEL 0545-35-5190

ＣＮＦ関連試験機器（富士工業技術支援センター）
機器名

メーカー

仕様（概要）
導入年度
フィルム、ラミネートなどのシート材料について、差圧式に
よりガス・水蒸気透過度を測定することができる。
検出方法：ガスクロマトグラフによる検量線方式
H27
準拠JIS：JIS K 7126-1、JIS K 7129
測定ガス：空気、窒素、水蒸気他
透過セル：１個

差圧式ガス・水蒸気透過
度測定装置

GTRテック㈱
ＧＴＲ－１０ＸＡＳＫ

吸引装置付き角形シート
（写真）
マシン

熊谷理機工業㈱
Ｎｏ.２５５５

ＣＮＦを内添した紙を抄紙する場合、水抜けが非常に悪い。
本装置は、水を吸引することで、強制的に脱水して抄紙する H27
ことができる。

自転公転式攪拌脱泡装置

共立精機㈱
HM-200WD

ＣＮＦを添加した試料を入れた容器を高速回転させることで
攪拌・脱泡を行うことができる。
H27
容量：200mL×２

デジタル回転粘度計

ブルックフィールド
ＤＶ２Ｔ ＲＶ

ＣＮＦの粘度特性を測定することにより分散性やＣＮＦのチ
キソ性などを評価できる。
H28
回転数：0.1～150rpm

遊星ボールミル

パルプからＣＮＦを作製する方法に機械的解繊がある。本装
㈱レッチェ（ヴァーダー・
置は、パルプ、水、ボールを入れた容器を回転させ、パルプ
サイエンティフィック㈱）
H28
をボールで粉砕しナノファイバー化する。
ＰＭ４００ＭＡ
容器：ジルコニア製500mL×４ヶ

原子間力顕微鏡

試料表面を微小な探針で走査し、試料の三次元形状や局所的
物性を高倍率で観察できる。
㈱日立ハイテクサイエンス 光てこ方式
H28
AFM5500M
走査範囲：200µm×200µm
ステージ範囲：100mm×100mm
観察モード：コンタクトモード、共振モード、位相モード

自動滴定装置

東亜ディーケーケー㈱
ＡＵＴ－７０１

パルプからＣＮＦを作製する化学的解繊として、ＴＥＭＰＯ
酸化触媒反応がある。本装置は、反応時に滴定によりｐＨを
H28
一定範囲に保つことができる。
測定：電位差滴定、電気伝導率測定

超音波ホモジナイザー

㈱日本精機製作所
ＵＳ－１５０E

ＴＥＭＰＯ酸化触媒反応後のパルプに、適度な振動を与えて
ナノ分散化する。ＣＮＦと溶液、粒子等の混合・分散を行
う。
H28
出力：150W
周波数：20kHｚ

水分率計

㈱エー・アンド・デイ
ＭＳ－７０

溶液・ゲル等の水を蒸発させ、重量を測定して水分率を算出
する。
質量表示：0.0001g
H29
加熱温度範囲：30℃～200℃
カ加熱方式：ハロゲンランプ(直管式400W)

紫外可視近赤外分光光度
計

紫外から近赤外領域の光を測定試料に照射し、試料の透過
光、反射光の強度を測定する。ＣＮＦ水溶液の分散性などを
日本分光㈱
評価することができる。
H29
Ｖ－７７０（積分球付き）
測定波長範囲：190～3200nm
（積分球測定波長範囲：200～2500nm）

高温幅広型回転乾燥機

熊谷理機工業㈱
No.2575-Ⅱ

手抄きシート等の乾燥処理を行う。
ドラム：直径400mm×幅600mm
最高温度：180℃
搬送速度：0.15～1.0m/min 無段変速

超高圧湿式微粒化装置

㈱スギノマシン
ＨＪＰ－２５００５

ノズルから超高圧でパルプなどの原料を噴射させ、原料同士
を直接ぶつけることや器壁にぶつけることで微細化させ、Ｃ
ＮＦを作製する。
H29
圧力範囲：100～245MPa
理論最大処理量：32L/hr

マイクロＸ線ＣＴ装置

㈱リガク
nano3DX

試験体にＸ線を照射して非破壊で撮影し、撮影した画像を再
構成することで、試験体を３次元で立体的に観察できる。
Ｘ線管球：開放管型
H30
ピクセル分解能：270nm
最大試料サイズ：60×100×100mm

H29

ＣＮＦ関連試験機器（富士工業技術支援センター）
機器名

液中分散安定性評価装置

メーカー

FORMULACTION社
Turbiscan Lab Expert

高機能シート試作装置

㈱小林製作所
ちょい抄きくんSP

位相差顕微鏡

オリンパス㈱
BX43

遊星式混練機

㈱井上製作所
TX-15

仕様（概要）

導入年度

分散体を含んだ液体に近赤外光を照射し、分散体の浮揚、沈
降、粒径成長（凝集）から粒子の安定性を評価する。
サンプル：容量 20mL、濃度範囲 最大95%v/v
R1
評価粒子サイズ：10nm～1mm
測定項目：透過光、後方散乱光の時間変化、不安定化指数
様々な機能素材や合成繊維、無機繊維などを木材パルプと混
ぜて作る機能紙やCNFを用いたシートを比較的少量の原料で
連続的にテスト抄造するための装置。
R1
運転速度：0.5～10m/min
2
坪量範囲：20～80g/m
抄紙幅：350mm
サンプルを通過する光の「回折光」と「直進光」との光路差
（位相のずれ）を利用して透明材料の微細形状を観察するこ
とができる。
R2
倍率：40倍～1000倍
レンズ：接眼レンズ10倍、対物レンズ4倍、10倍、20倍、
40倍、100倍（油漬）
水に分散したＣＮＦと分散剤を強力に混合・攪拌・混練しな
がら加熱・真空減圧することで乾燥し、プラスチックに混合
可能なＣＮＦ粉体（種材）を作製することができる。
R2
容量：10.5L（タンク容量15L）
回転数：公転11～34rpm、自転34～101rpm
加熱温度：最高140℃

ＣＮＦ関連試験機器（工業技術研究所）
機器名

メーカー

仕様（概要）

導入年度

小型ホットプレス

テスター産業製
ＳＡ－302

ＣＮＦ添加材料の加圧成形
最大圧縮圧力５t
定盤サイズ200mm角

S62

衝撃試験装置

オリエンテック㈱
CIT-25J-CI

ＣＮＦを添加したプラスチック等の衝撃強さを評価する装
置。

H13

恒温槽付き引張圧縮試験
機

㈱島津製作所
AG-50kNXDplus

マイナス40～250℃の条件下で樹脂材料等の引張圧縮試験
が可能(5kNまで)な装置。
※常温では50kNまで

H23

フーリエ変換赤外分光分
析装置

㈱パーキンエルマー
Spotlight400 MIR/NIR

ＣＮＦを添加したプラスチック等の分子構造や化学結合の解
析・評価する装置。数マイクロメートル分解能のイメージン H25
グ観察機能を有する。

コーンプレート型粘度計

メルシス社
Merlin VR

ＣＮＦを添加した塗料・接着剤・化粧品など、流動性のある
物質の粘度やチクソトロピー性などの流動特性を測定する装 H28
置。

自公転攪拌脱泡機

共立精機㈱
HM-200WD

ＣＮＦを添加した高粘度の塗料・接着剤等を高回転で混ぜる
装置。
H28
容量200cc×2本、脱泡運転機能

熱分析装置

ネッチジャパン㈱
DSC214-SKK27
Polyma
STA2500-TKK27
TMA4000SE-SKK27

ＣＮＦを添加したプラスチック等の熱特性を評価する装置。 H28

非接触変位測定システム

㈱キーエンス
KS-1100

測定物に光を照射し、表面を傷つけることなく立体形状を測
定する装置。ＣＮＦを添加した塗料による塗膜面の評価など H28
に活用できる。

Fineマルチバス

東京硝子器械
FMB-180

オイルバス、ウォーターバス
使用温度範囲：50～200℃、温度精度：±0.5%
回転数：150～200rpm
槽内寸法：φ143×H60mm

卓上遠心分離器

㈱コクサン
H-36α RF-110

ＣＮＦ分散液から水とＣＮＦを遠心力で分離させ濃縮する装
置。
H28
容量100ml×4本、遠心力2860(×g)

携帯型すべり試験機

東北測器㈱
OH-101C

人が歩行する床面のすべり抵抗値（ＣＳＲ）を測定する装
置。ＣＮＦ複合塗料の塗膜面の評価などに活用できる。

ダンピング測定システム

㈱小野測器
DS-0364

CNF添加接着剤を使用した製品・材料等のインパルス応答等
を測定
・楽器の振動板設計
H29
・防振材料の開発
FFT仕様：４チャンネル 、40kHz

二軸型混練押出機

㈱テクノベル
KZW20TW-45MGNH(-1100)-SKG

加熱・溶融した樹脂とＣＮＦなどのフィラーをせん断を掛け
ながら混練させる装置。
H29
スクリュー径：20mm、L/D：45

H28

H29

ＣＮＦ関連試験機器（工業技術研究所）
機器名

メーカー

仕様（概要）

導入年度

偏光顕微鏡

偏光の干渉を利用して複屈折性のある部分を明暗や色のコン
ライカマイクロシステムズ
トラストに置き換えて観察する装置。樹脂中繊維の分散性が
㈱
R1
観察できる。
DM750P
100倍、200倍、400倍

ミクロトーム

ライカマイクロシステムズ
試料を薄い切片にする装置。マイクロメートルオーダーの厚
㈱
さでの均質な切り出しを確実に行うことができる。
R1
HistCore MULTICUT
薄切の厚さ：0.5μm～100μm、刃：SUS、WC

減圧乾燥機

東京理化器械㈱
VOS-310C(乾燥機)
UT-3000L(冷却トラッ
プ)

試料を真空状態で乾燥する装置。冷却トラップ付きで乾燥し
にくい試料も乾燥させることが可能。
R1
温度：最大240℃、容積：27ℓ

小型射出成形機

㈱井元製作所
IMC-1933型

樹脂を射出成形する装置。専用の金型を使用することで各種
物性測定用の試験片を成形できる。
R1
ヒータ：300℃、金型：ダンベル試験片、短冊試験片

ノッチカッター

㈱安田精機製作所
No.189-PN

樹脂試験片に衝撃試験用の切欠きを加工する装置。同一試験
片を10本まとめて加工することができる。
R2
加工刃：単刃(高速度工具鋼、超硬)、切欠形状：Vノッチ(先
端角度45°・先端半径0.25ｍｍ)

水分計

日東精工アナリテック㈱
CA-310

カールフィッシャー電量滴定法により、ＣＮＦを添加したプ
Ｒ２
ラスチック等に含まれる微量な水分を定量する装置。

樹脂粉砕機

フリッチュ・ジャパン㈱
CUTTING MILL P-15

塊状の樹脂を回転刃と固定刃によって粉砕する装置。
最大投入径：70mm、フィルタ：梯型2mm

R2

展示3
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／富士工業技術支援センター

ふ じ の く に Ｃ Ｎ Ｆ 研 究 開 発 セ ン タ ー
セルロースナノファイバーを活用した製品開発等を行う企業に対する支援体制の強
化を目的として、令和元年５月24日（金）、当センター内に「ふじのくにＣＮＦ研究
開発センター」を開設しました。「ふじのくにＣＮＦ研究開発センター」は、静岡大
学のＣＮＦ研究拠点「静岡大学ＣＮＦサテライトオフィス」と、企業の研究拠点とな
る３室の「ＣＮＦラボ」から構成しています。「ＣＮＦラボ」は企業と当センターと
の共同研究を通してＣＮＦ複合材料の開発やＣＮＦの用途開発の促進を図ることに
よって事業化や製品化を目指す施設です。
静岡大学ＣＮＦサテライトオフィス
○年間を通じて24時間使用可能
○ふじのくにＣＮＦ寄附講座 青木特任
教授による技術相談
○研究、実習などを実施

富士工業技術支援センター

ＣＮＦラボ（共同研究室）
○年間を通じて24時間使用可能
○研究室使用料無料、電気代は実費負担
○研究課題の公募、審査を経て共同研究
を実施

静岡大学ＣＮＦ
サテライトオフィス

ＣＮＦラボ

令和元年度 ふじのくにＣＮＦプロジェクト推進事業
入居機関：静岡大学農学部「ふじのくにＣＮＦ寄附講座」、共同研究企業
問い合せ先：富士工業技術支援センター TEL 0545-35-5190

展示4
静岡県工業技術研究所

積 層 板 の 音 響 特 性 に お け る 接 着 剤 の 影 響
はじめに
静岡県は和楽器・洋楽器の出荷量が全国一です。ピアノや弦楽器用の接着剤には、高い剛性と低い振動減衰率が求められま
す。接着剤へのセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）の添加により、接着剤の引張弾性率が向上することが報告されており、
ＣＮＦが接着剤の振動特性に与える影響について確認しました。

実験方法
■試験に用いた資材
ツキ板（メープル、厚さ0.5mm）、ＣＮＦ（機械的解繊５種・化学的解繊１種）
接着剤（酢酸ビニル樹脂エマルション（PVAc）、市販接着剤２種）
■試料の調製
図 市販接着剤
図 PVAc
図 ツキ板
図 ＣＮＦ
①ＣＮＦ添加接着剤は、PVAcにＣＮＦを種々の割合で混合して得た。
②接着剤フィルムは、テフロン枠にキャストし、乾燥後、ダンベル試験片（JIS K7139 ダンベル形引張試験片 タイプA22
（厚さは成り行き））を作製した。
③積層板は、ツキ板に接着剤を塗布（300g/m2）して10枚貼り合わせ、プレス機で24時間圧締（10kg/cm2）し、乾燥後、
20mm✕180mmの試験片を調製した。
■試料の評価
①接着剤フィルムのダンベル試験片は、引張試験機により、引張速度10mm/分にて、引張強度・伸度を測定した。
②積層板の試験片は、両端自由たわみ振動法により、動的弾性率、対数減衰率を算出した。
マイク

ハンマリング
サンプリング

時間軸波形（取り込みデータ）
フーリエ変換

動的弾性率

パワースペクトルデータ
ヒルベルト変換
図

両端自由たわみ振動法

まとめ

実験結果

ＣＮＦ５部添加

ＣＮＦ５部添加

図

図 接着剤フィルムの伸度

接着剤フィルムの引張強度

ＣＮＦ５部添加

図

振動減衰率

ヒルベルト変換データ

ＣＮＦ５部添加

図 積層板の対数減衰率

積層板の動的弾性率

平成３１年度～令和２年度
問合せ先：工芸科

TEL

一般研究

054-278-3024

（引張強度・伸度）
接着剤単体へのＣＮＦ添加効果に
ついて、以下を確認した。
・PVAcにＣＮＦを添加した場合、
強度補強効果が認められた。
・繊維長の長いＣＮＦの添加が有効
であった。
・強度が向上する反面、伸びは低下
した。
（音響特性）
楽器材料としての積層板に接着剤
を使用する場合、以下を確認した。
・高強度接着剤の使用が良好な結果
を得た（動的弾性率向上・対数
減衰率低下）。
・ＣＮＦ添加接着剤使用により、
動的弾性率は向上させられるが、
ＣＮＦは振動を減衰させる原因
物質にもなりうるため、使用する
ＣＮＦは選択が必要と考えられた。
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C N F を 活 用 し た ア ロ マ 基 礎 化 粧 品 の 開 発
1.はじめに
香気成分にはリラックスなど心理的な効果だけでなく、身体的（皮膚）へも機能を有することが報告されている。そこで、香
気成分の機能性に着目し、静岡県立大学、株式会社コーヨー化成と連携し、機能性香料を用いた新規のアロマ化粧品の開発を目
指した。
工業技術研究所は、これまでに水溶媒に香料とセルロースナノファイバー（CNF）を添加することで、ピッカリングエマル
ション(水/油界面に吸着した固体粒子によって安定化されたエマルション)が形成され、香りの放散が抑制されることを見出し
た。
そこで、CNFが機能性香料を包含するピッカリングエマルション(PE)を形成することで、機能性香料の揮発を抑制し、皮膚
への機能性成分の浸透量を向上することが期待される新規アロマ乳液化粧品の処方を開発した。

２.実験

本処方：2段階処方

処方するにあたり重要なポイント!

検討するべきポイント!

通常処方

乳化剤
保湿剤

機能性香料
スクワラン

乳化剤
保湿剤

乳化助剤
油剤

CNF

乳化助剤
油剤

水

水

水

処方フロー
設計

香料
CNF

第２乳液
第１乳液
第１乳液と第二乳液 1：1混合
アロマ乳液化粧品：PE形成 ○（予想）

３.結果
第２乳液の撹拌時間検討
試料：①スクワラン 10 wt% CNF 0.5 wt%
②Linalool 10 wt% CNF 0.5 wt%

CNFの濃度検討

乳液
乳化剤と香料が反応
乳液：PE形成✘（予想）

第２乳液の観察

試料：アロマ乳液
検討：CNFの濃度
0、0.25、0.5 wt%
評価：20℃の恒温室にて静置、
目視による状態観察

試料：第２乳液
機器：Cryo-SEM

機器：紫外可視分光光度計
評価：ΔT%@700 nm
静置1時間後の透過率-撹拌直後の透過率

乳化、乳化助剤の濃度検討
試料：アロマ乳液
検討：表のとおり
評価：50℃ 75%の恒温恒湿室にて
静置、目視による状態観察
乳化剤
乳化助剤
目視評価

1.5
0.8

1.5
0.8

×

×

(単位：wt%)
5.0
5.0
1.5 2.25

×

アロマ乳液化粧品の香りの徐放性
試料：第２乳液
4000倍希釈
機器：GC- MS
FLECシステム

○

✔ 乳化撹拌時間を長くするとミセルの粒子径が小さくなり、乳化が安定化した。
✔ アロマ乳液化粧品について、CNFは0.5 wt%、乳化剤は0.5 wt%、乳化助剤は2.25 wt%において乳化が安定化した。
(表示濃度は、第1乳液と第2乳液を1：1で混ぜた時の濃度である。)
✔スクワラン、Linaloolの周囲にはCNFにより緻密なネットワークが形成しており、PE形成が示唆された。
✔アロマ乳液化粧品において、Linaloolno気化が抑制された。

令和元年度～令和２年度 （公財)静岡県産業振興財団「事業化推進助成事業」
共同研究機関：株式会社コーヨー化成 静岡県立大学
問合せ先：食品科 TEL 054-278-3026
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CNFマスターバッチのブロー成形への適用とその評価
セルロースナノファイバー(CNF)をポリエチレン(PE)などの樹脂に分散させることで、強
度や弾性率の向上、薄肉化による樹脂使用量の削減が期待されている。CNFを高濃度に含む
マスターバッチ(MB)をブロー成形に適用した報告例は少ないため、PE/CNFのMB(星光PMC
㈱製)とPE(京葉ポリエチレン㈱製)を用いたCNF濃度10%複合材で、小型ボトル及び試験片
を成形し、成形性、寸法安定性、CNF分散性、強度等を評価・検討した。

成形性、寸法安定性、溶融流動性(MFR)
表１

図１

小型ボトル

(左：PE、右：複合材)

小型ボトルの寸法変化
24時間後の
計測箇所
寸法収縮量(mm)
PE
複合材
上
0.25
0.26
胴径(PL) 中
0.29
0.31
下
0.24
0.24
上
0.24
0.17
胴径(反
中
0.20
0.21
PL)
下
0.22
0.20
全長
0.16
0.13

表２ MFR値
試料名
MFR値(g/10min)
PE
0.243
複合材
0.357
・小型ボトルの成形を実現(図１)
・寸法安定性に有利な傾向を確認(表１)
・CNF添加によりMFR値の上昇を確認(表２)

CNF分散性(赤外分光イメージングによる数値的評価)
赤外分光イメージング測定(図２)を行
い、測定領域内の各ピクセルにおいて
セルロース及びPEの各ピーク面積の比
を計算し、統計処理により、窓枠サイ
ズとCV値の関係をグラフに表した(図3)。

図２

複合材の

赤外分光イメージング

図３

分散性の数値的評価

窓枠サイズ最小時のCV値が１以下
であり、良好な分散性を示した(図３)。

引張、曲げ、シャルピー衝撃試験
• 引張強さは26%上昇(図４)
• 曲げ強さは27%上昇(図４)
• 衝撃吸収エネルギーは21%低下(図５)
図４

引張、曲げ強さ結果

図５

シャルピー衝撃試験結果
(ノッチあり)

PE/CNFのMBをブロー成形への適用として、小型ボトルを成形した。得られた複合材の
分散性は良好であり、引張及び曲げの強さは上昇したが、衝撃吸収エネルギーは低下した。
平成２年度～令和３年度 一般共同研究
共同研究機関：株式会社川口化成
問合せ先：化学材料科 TEL：054-278-3025
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／富士工業技術支援センター

Abstract

リ フ ァ イ ナ ー を 用 い た C N F 製 造 の 試 み
概要
セルロースナノファイバー（CNF）は幅広い産業分野への利用が期待されているが、現状のCNF製造機器では製造コストが高く、
市販のCNFは高価なものが多いため、CNFの用途開発の足かせとなっている。そこで、県内製紙工場で古くから広く利用されて
いる「リファイナー」によりCNFを製造することについて検討した。

Materials and
Methods

本研究で開発した刃を用いてパルプをリファイナー処理すると、ナノレベルの繊維を含むスラリー（以下、リファイナーCNF）が得
られ、リファイナーにより低コストで大量にCNFが得られる可能性が見い出された。また、リファイナーCNFとポリプロピレン（PP）
の複合材を簡易な手法により作製したところ、市販CNF/PP複合材よりも高い引張強さを示した。さらに、様々な原料からリファ
イナーCNFを作製し、複合材の強さを測定した結果、漂白ケミサーモメカニカルパルプ（BCTMP）を用いた時、最も高い引張強さ
を示した。

(1) リファイナーCNFの作製

実験方法

針葉樹漂白クラフトパルプ(NBKP)スラリー
に、開発刃を用いたリファイナー処理を行い、
各種評価を行った。

従来刃（鋳鋼刃）

開発刃

▲ 従来刃と今回使用した開発刃の違い

(2) リファイナーCNFの樹脂への適用

Results and
Discussion

▲ ラボリファイナー
（相川鉄工(株)製）

結果及び考察
(1) リファイナー
CNFの作製

<顕微鏡観察>
顕微鏡観察画像を図１に
示す。開発刃を用いたリファ
イナー処理をすると、市販
のCNF並みの細さで、長い
繊維が得られた。ナノレベ
ルの繊維も含むスラリーが
作製できたことが示された。

NBKP、針葉樹未漂白クラフトパルプ（NUKP）、広葉樹漂白クラフトパルプ（LBKP）、
BCTMP、合成木材パルプ（SWP）の５種類についてリファイナーCNFを作製し、PP及び相
溶化剤（MAPP）を混合し、減圧乾燥し、簡易的に10wt%CNF/PP粉体を得た。小型撹拌機
で混練した後、小型射出成型機で成形して試験片を作製し、引張強さを測定した。引張試
験はJIS K 7161に準じて23℃、50%の温湿度環境の下、速度２mm/minで行った。

(2) リファイナーCNFの
樹脂への適用

光学顕微鏡画像

100µm
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(参考)

原子間力顕微鏡画像

2µm

離解のみ

従来刃
リファイナー処理

2µm

開発刃
リファイナー処理

2µm

市販CNF

▲ 図１ リファイナー処理過程の繊維の変化

<結晶化度>
作製した各CNFのシートの結晶化度の結果
を図２に示す。リファイナー処理では、ボール
ミル処理により作製したCNFや市販CNFに
比べて結晶化度が高いものが得られた。
まだ解繊しきれていないミクロンレベルの繊
維も多く含まれるためであると考えられるが、
ダメージの少ないCNFが作製できたと言
える。
▲図２ 各手法により作製したCNFのシートの相対結晶化度
Conclusions

NBKPのリファイナーCNF/PP複合材の
引張強さは市販CNF/PPよりも高いも
のとなった。また、各原料から作製した
リファイナーCNF/PP複合材の引張強さ
の試験結果を図３に示す。BCTMPから
作製したCNF/PP複合材が最も高い引
張強さを示した。

▲ 図３ 各原料から作製したリファイナーCNF/PP複合材の引張
強さ

まとめ

①開発した刃を取り付けたリファイナーから作製したCNFは、細くて長く、ダメージの小さいものとなった。
②NBKPから作製したリファイナーCNF/PP複合材は、市販CNF/PP複合材よりも引張強さが高くなった。
③各原料から作製したリファイナーCNF/PP複合材の中で、BCTMPの引張強さが最も高くなった。
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