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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、（Ｂ）灰分が５重量％以上３０重量％以下で
ある天然由来の有機充填剤１～３５０重量部を配合してなる樹脂組成物であり、ポリ乳酸
樹脂由来の降温時の結晶化温度（Ｔｃ）が１０５℃以上である樹脂組成物を成形してなる
電気・電子部品。
【請求項２】
（Ｂ）天然由来の有機充填材が、紙粉である請求項１に記載の電気・電子部品。
【請求項３】
（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、（Ｂ）灰分が５重量％以上３０重量％以下で
ある天然由来の有機充填剤２５～１５０重量部を配合してなる請求項１または２に記載の
電気・電子部品。
【請求項４】
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｃ）カルボキシル末
端反応性末端封鎖剤を０．０１～１０重量部配合してなるものである請求項１～３のいず
れか記載の電気・電子部品。
【請求項５】
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｄ）結晶化促進剤を
０．０１～３０重量部配合してなるものである請求項１～４のいずれか記載の電気・電子
部品。
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【請求項６】
（Ｄ）結晶化促進剤が可塑剤である請求項５記載の電気・電子部品。
【請求項７】
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｅ）植物資源由来の
樹脂以外の脂肪族ポリエステル樹脂及び／または脂肪族芳香族ポリエステル樹脂１～２０
０重量部を配合してなるものである請求項１～６のいずれかに記載の電気・電子部品。
【請求項８】
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｆ）耐衝撃改良剤を
１～１００重量部を配合してなるものである請求項１～７のいずれか記載の電気・電子部
品。
【請求項９】
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｇ）無機充填剤を１
～１００重量部を配合してなるものである請求項１～８のいずれか記載の電気・電子部品
。
【請求項１０】
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｈ）難燃剤を０．０
１～１００重量部配合してなるものである請求項１～９のいずれか記載の電気・電子部品
。
【請求項１１】
（Ｈ）難燃剤が、リン系難燃剤、窒素化合物系難燃剤、シリコーン系難燃剤およびその他
の無機系難燃剤から選ばれる少なくとも一種以上である請求項１０に記載の電気・電子部
品。
【請求項１２】
ポリ乳酸樹脂由来の結晶融解エンタルピー（ΔＨｍ）と昇温時の結晶化エンタルピー（Δ
Ｈｃｃ）から求められる相対結晶化度［｛（ΔＨｍ－ΔＨｃｃ）／ΔＨｍ｝×１００］が
、９３％以上である請求項１～１１のいずれかに記載の電気・電子部品。
【請求項１３】
紙粉が、アルミニウム、ケイ素、カルシウムを含むものである請求項２～１２のいずれか
に記載の電気・電子部品。
【請求項１４】
紙粉が、アルミニウム、ケイ素、カルシウム、硫黄を含むものである請求項２～１３のい
ずれかに記載の電気・電子部品。
【請求項１５】
電気・電子部品が、筐体である請求項１～１４のいずれか記載の電気・電子部品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、成形性、機械特性、耐熱性、耐久性、外観に優れ、好ましい態様においては、
難燃性、電気特性に優れる電気・電子部品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、石油等の化石資源の枯渇の問題がクローズアップされ、特にプラスチック材料とし
ては、植物資源由来の樹脂からなるバイオポリマーが注目されている。
【０００３】
これらの中でも、ポリ乳酸樹脂は、モノマーである乳酸が、とうもろこしやさつまいもな
どの植物資源から微生物を利用した発酵法により安価に製造され、融点も約１７０℃と高
く、溶融成形可能なバイオポリマーとして期待されている。
【０００４】
その利用法の一つとして、ポリプロピレンやＡＢＳなどの化石資源を原料としたプラスチ
ックが使用されている電気・電子部品に使用することが望まれている。特許文献１には、
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ポリ乳酸樹脂を筐体などの電気部品として利用することが記載されているが、ポリ乳酸樹
脂の結晶化特性が不十分であるために耐熱性が不足しており、また外観にも問題があった
。さらに、電気・電子部品として広く用いるために、耐熱性や外観に加え、難燃性を有す
る電気・電子部品が強く求められている。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００３－１２８９００号公報（第２～８頁）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果、達成され
たものである。すなわち、植物資源由来の樹脂と天然由来の有機充填剤を配合してなる樹
脂組成物を成形してなる電気・電子部品が、従来の植物資源由来の樹脂の問題点を改良し
、成形性、機械特性、耐熱性、耐久性、外観に優れ、好ましい態様においては、難燃性、
電気特性に優れる電気・電子部品となることを見出し、これを提供するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは上記問題点を解決するために鋭意研究を重ねた結果、本発明に到達した。
【０００８】
すなわち本発明は、
（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、（Ｂ）灰分が５重量％以上３０重量％以下で
ある天然由来の有機充填剤１～３５０重量部を配合してなる樹脂組成物であり、ポリ乳酸
樹脂由来の降温時の結晶化温度（Ｔｃ）が１０５℃以上である樹脂組成物を成形してなる
電気・電子部品、
（Ｂ）天然由来の有機充填材が、紙粉である上記記載の電気・電子部品、
（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、（Ｂ）灰分が５重量％以上３０重量％以下で
ある天然由来の有機充填剤２５～１５０重量部を配合してなる上記記載の電気・電子部品
、
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｃ）カルボキシル末
端反応性末端封鎖剤を０．０１～１０重量部配合してなるものである上記記載の電気・電
子部品、
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｄ）結晶化促進剤を
０．０１～３０重量部を配合してなるものである上記記載の電気・電子部品、
（Ｄ）結晶化促進剤が可塑剤である上記記載の電気・電子部品、
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｅ）植物資源由来の
樹脂以外の脂肪族ポリエステル樹脂及び／または脂肪族芳香族ポリエステル樹脂１～２０
０重量部を配合してなるものである上記記載の電気・電子部品、
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｆ）耐衝撃改良剤を
１～１００重量部を配合してなるものである上記記載の電気・電子部品、
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｇ）無機充填剤を１
～１００重量部を配合してなるものである上記記載の電気・電子部品、
樹脂組成物が、（Ａ）ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、さらに（Ｈ）難燃剤を０．０
１～１００重量部配合してなるものである上記記載の電気・電子部品、
（Ｈ）難燃剤が、リン系難燃剤、窒素化合物系難燃剤、シリコーン系難燃剤およびその他
の無機系難燃剤から選ばれる少なくとも一種以上である上記記載の電気・電子部品、
ポリ乳酸樹脂由来の結晶融解エンタルピー（ΔＨｍ）と昇温時の結晶化エンタルピー（Δ
Ｈｃｃ）から求められる相対結晶化度［｛（ΔＨｍ－ΔＨｃｃ）／ΔＨｍ｝×１００］が
、９３％以上である上記記載の電気・電子部品、
紙粉が、アルミニウム、ケイ素、カルシウムを含むものである上記記載の電気・電子部品
、
紙粉が、アルミニウム、ケイ素、カルシウム、硫黄を含むものである上記記載の電気・電
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子部品、
電気・電子部品が、筐体である上記記載の電気・電子部品、
である。
【００１０】
　ポリ乳酸樹脂は、一種で用いてもいいし、ニ種以上併用してもいいが、ニ種以上併用す
る場合には、ポリ乳酸樹脂とその他の植物資源由来の樹脂を併用することが好ましく、ポ
リ乳酸樹脂１００重量部に対して、その他の植物資源由来の樹脂を１～２００重量部用い
ることが好ましく、１０～１００重量部用いることがさらに好ましい。
【００１１】
本発明に用いられるポリ乳酸樹脂とは、Ｌ－乳酸及び／またはＤ－乳酸を主たる構成成分
とするポリマーであるが、乳酸以外の他の共重合成分を含んでいてもよい。他のモノマー
単位としては、エチレングリコール、ブロピレングリコール、ブタンジオール、ヘプタン
ジオール、ヘキサンジオール、オクタンジオール、ノナンジオ－ル、デカンジオール、１
，４－シクロヘキサンジメタノ－ル、ネオペンチルグリコール、グリセリン、ペンタエリ
スリトール、ビスフェノ－ルＡ、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールお
よびポリテトラメチレングリコールなどのグリコール化合物、シュウ酸、アジピン酸、セ
バシン酸、アゼライン酸、ドデカンジオン酸、マロン酸、グルタル酸、シクロヘキサンジ
カルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、ナフタレンジカルボン酸、ビス（
ｐ－カルボキシフェニル）メタン、アントラセンジカルボン酸、４，４´－ジフェニルエ
ーテルジカルボン酸、５－ナトリウムスルホイソフタル酸、５－テトラブチルホスホニウ
ムイソフタル酸などのジカルボン酸、グリコール酸、ヒドロキシプロピオン酸、ヒドロキ
シ酪酸、ヒドロキシ吉草酸、ヒドロキシカプロン酸、ヒドロキシ安息香酸などのヒドロキ
シカルボン酸、およびカプロラクトン、バレロラクトン、プロピオラクトン、ウンデカラ
クトン、１，５－オキセパン－２－オンなどのラクトン類を挙げることができる。このよ
うな共重合成分は、全単量体成分中、通常０～３０モル％の含有量とするのが好ましく、
０～１０モル％であることが好ましい。
【００１２】
本発明においては、耐熱性の点から、乳酸成分の光学純度が高いポリ乳酸樹脂を用いるこ
とが好ましい。すなわち、ポリ乳酸樹脂の総乳酸成分の内、Ｌ体が７０％以上含まれるか
あるいはＤ体が７０％以上含まれることが好ましく、Ｌ体が８０％以上含まれるかあるい
はＤ体が８０％以上含まれることが特に好ましく、Ｌ体が９０％以上含まれるかあるいは
Ｄ体が９０％以上含まれることが更に好ましく、Ｌ体が９８％以上含まれるかあるいはＤ
体が９８％以上含まれることが更に好ましく、Ｌ体が９９％以上含まれるかあるいはＤ体
が９９％以上含まれることが更に好ましい。また、Ｌ体またはＤ体の含有量の上限は通常
１００％以下である。
【００１３】
ポリ乳酸樹脂の製造方法としては、公知の重合方法を用いることができ、乳酸からの直接
重合法、およびラクチドを介する開環重合法などを挙げることができる。
【００１４】
ポリ乳酸樹脂の分子量や分子量分布については、実質的に成形加工が可能であれば、特に
制限されるものではないが、重量平均分子量としては、通常１万以上、好ましくは４万以
上、さらに８万以上であることが望ましい。ここでいう重量平均分子量とは、ゲルパーミ
テーションクロマトグラフィーで測定したポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）換算の
分子量をいう。
【００１５】
ポリ乳酸樹脂の融点は、特に制限されるものではないが、１２０℃以上であることが好ま
しく、さらに１５０℃以上であることが好ましく、特に１６０℃以上であることが好まし
い。ポリ乳酸樹脂の融点は、通常乳酸成分の光学純度を高くすることにより高くなり、融
点が１２０℃以上のポリ乳酸樹脂は、Ｌ体が９０％以上含まれるかあるいはＤ体が９０％
以上含まれることにより、また融点が１５０℃以上のポリ乳酸樹脂は、Ｌ体が９５％以上
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含まれるかあるいはＤ体が９５％以上含まれることにより、得ることができる。
【００１６】
本発明で用いる（Ｂ）天然由来の有機充填剤としては、天然物に由来するものであり、好
ましくはセルロースを含むものであって、特に制限されるものではない。
【００１７】
天然由来の有機充填剤の具体例としては、籾殻、木材チップ、おから、古紙粉砕材、衣料
粉砕材などのチップ状のもの、綿繊維、麻繊維、竹繊維、木材繊維、ケナフ繊維、ジュー
ト繊維、バナナ繊維、ココナッツ繊維などの植物繊維もしくはこれらの植物繊維から加工
されたパルプやセルロース繊維および絹、羊毛、アンゴラ、カシミヤ、ラクダなどの動物
繊維などの繊維状のもの、紙粉、木粉、竹粉、セルロース粉末、籾殻粉末、果実殻粉末、
キチン粉末、キトサン粉末、タンパク質、澱粉などの粉末状のものが挙げられ、成形性の
観点から、紙粉、木粉、竹粉、セルロース粉末、籾殻粉末、果実殻粉末、キチン粉末、キ
トサン粉末、タンパク質粉末、澱粉などの粉末状のもの、麻繊維、ケナフ繊維、ジュート
繊維が好ましく、紙粉、木粉、竹粉、セルロース粉末、ケナフ繊維がより好ましく、紙粉
、木粉、ケナフ繊維がさらに好ましく、紙粉が特に好ましい。また、これらの天然由来の
有機充填剤は、天然物から直接採取したものを用いてもよいが、地球環境の保護や資源保
全の観点から、古紙、廃木材および古衣などの廃材をリサイクルして用いてもよい。
【００１８】
古紙とは、新聞紙、雑誌、その他の再生パルプ、もしくは、段ボール、ボール紙、紙管な
どの板紙であり、植物繊維を原料として加工されたものであれば、いずれを用いてもよい
が、成形性の観点から、新聞紙および段ボール、ボール紙、紙管などの板紙の粉砕品が好
ましい。
【００１９】
また、木粉に使用される木材の具体例としては、松、杉、檜、もみ等の針葉樹材、ブナ、
シイ、ユーカリなどの広葉樹材などがあり、その種類は問わない。
【００２０】
紙粉としては、特に限定されるものではないが、成形性の観点から、接着剤を含むことが
好ましい。接着剤としては、紙を加工する際に通常使用されるものであれば特に限定され
るものではなく、酢酸ビニル樹脂系エマルジョンやアクリル樹脂系エマルジョンなどのエ
マルジョン系接着剤、ポリビニルアルコール系接着剤、セルロース系接着剤、天然ゴム系
接着剤、澱粉糊およびエチレン酢酸ビニル共重合樹脂系接着剤やポリアミド系接着剤など
のホットメルト接着剤などを挙げることができ、エマルジョン系接着剤、ポリビニルアル
コール系接着剤およびホットメルト接着剤が好ましく、エマルジョン系接着剤およびポリ
ビニルアルコール系接着剤がより好ましい。なお、これらの接着剤は、紙加工剤用のバイ
ンダーなどとしても使用されるものである。また、接着剤には、クレイ、ベントナイト、
タルク、カオリン、モンモリロナイト、マイカ、合成マイカ、ゼオライト、シリカ、グラ
ファイト、カーボンブラック、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化チタン、硫化カ
ルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸バリウム、硫酸バリウム、酸化アル
ミニウムおよび酸化ネオジウムなどの無機充填剤が含まれていることが好ましく、クレイ
、ベントナイト、タルク、カオリン、モンモリロナイト、合成マイカおよびシリカがより
好ましい。
【００２１】
また、紙粉としては、成形性の観点から、灰分が５重量％以上である必要があり、５．５
重量％以上であることがより好ましく、８重量％以上であることがさらに好ましい。上限
については、３０重量％以下である。ここで、灰分とは、電気炉などを用いて４５０℃以
上の高温で８時間有機充填剤を焼成した時の残存する灰分の重量の焼成前の紙粉の重量に
対する割合である。
【００２２】
また、紙粉としては、紙粉中に５～２０重量％の無機化合物を含有するものが好ましく、
無機化合物の元素としてアルミニウム、ケイ素、カルシウムを含有するものがより好まし
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く、アルミニウム、ケイ素、カルシウム、硫黄を含有するものがさらに好ましく、アルミ
ニウム、ケイ素、カルシウム、硫黄、マグネシウムを含有するものが特に好ましく、さら
にアルミニウムの含有量がマグネシウムの含有量の２倍以上のものが特に好ましい。
【００２３】
アルミニウム、ケイ素、カルシウム、硫黄、マグネシウムの存在量比としては、特に限定
されるものではないが、例えば、上記元素の総数を１００とした場合、アルミニウムが１
～６０モル％、ケイ素が２０～９０モル％、カルシウムが１～３０モル％、硫黄が１～２
０モル％、マグネシウムが０～２０モル％であることが好ましく、アルミニウムが１０～
５５モル％、ケイ素が２０～８５モル％、カルシウムが１～２５モル％、硫黄が１～１５
モル％、マグネシウムが０～１０モル％であることがより好ましく、アルミニウムが２０
～５０モル％、ケイ素が２５～８０モル％、カルシウムが３～２０モル％、硫黄が２～１
０モル％、マグネシウムが０～８モル％であることがさらに好ましい。これらの元素分析
については、天然由来の有機充填剤の単体、天然由来の有機充填剤の灰分のいずれを用い
ても測定することができるが、本発明においては灰分を用いる。なお、元素分析は、蛍光
Ｘ線分析、原子吸光法、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）もしくは透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ
）とエネルギー分散形Ｘ線マイクロアナライザー（ＸＭＡ）を組み合わせた装置を用いる
ことにより、測定することができるが、本発明においては蛍光Ｘ線分析を用いる。
【００２４】
また、紙粉としては、成形性の観点から、表面上に微粒子が付着するセルロースを含むこ
とが好ましい。微粒子とは、特に限定されるものではなく、前述したような接着剤に含ま
れる無機充填剤であってもよいし、有機物もしくはその他の無機物のいずれであってもよ
いが、粒子がケイ素とアルミニウムを含有するものが好ましい。微粒子の形状は、針状、
板状、球状のいずれでもよい。微粒子のサイズは、特に限定されるものではないが、０．
１～５０００ｎｍの範囲に分布していることが好ましく、０．３～１０００ｎｍの範囲に
分布していることがより好ましく、０．５～５００ｎｍの範囲に分布していることがさら
に好ましく、１～１００ｎｍの範囲に分布していることが特に好ましく、１～８０ｎｍの
範囲に分布していることが最も好ましい。なお、ここで特定の範囲に「分布している」と
は、微粒子総数の８０％以上が特定の範囲に含まれることを意味する。微粒子の付着形態
は、凝集状態もしくは分散状態のいずれでもよいが、分散状態で付着していることがより
好ましい。上記微粒子のサイズは、天然由来の樹脂と天然由来の有機充填剤を配合した樹
脂組成物から得られる成形品を透過型電子顕微鏡により８万倍の倍率で観察することがで
き、観察する微粒子の総数は、任意の１００個とする。
【００２５】
また、紙粉以外のその他の天然物由来の有機充填剤においても、上記特徴、すなわち、灰
分量、その組成を有するもの、微粒子が付着したものを選択して用いることが好ましい。
【００２６】
また、本発明においては、本発明の樹脂組成物が得られる限り、天然物由来の有機充填剤
を一種または二種以上で用いることができるが、上記好ましい特徴を有する紙粉を含むも
のであることが好ましい。また、古紙粉末を５０重量％以上含んでいることが好ましい。
【００２７】
本発明においては、さらに（Ｃ）カルボキシル基反応性末端封鎖剤を配合することが好ま
しい。本発明で使用するカルボキシル基反応性末端封鎖剤としては、ポリマーのカルボキ
シル末端基を封鎖することのできる化合物であれば特に制限はなく、ポリマーのカルボキ
シル末端の封鎖剤として用いられているものを用いることができる。本発明においてかか
るカルボキシル基反応性末端封鎖剤は、天然由来の樹脂の末端を封鎖するのみではなく、
天然由来の樹脂や天然由来の有機充填剤の熱分解や加水分解などで生成する乳酸やギ酸な
どの酸性低分子化合物のカルボキシル基も封鎖することができる。また、上記末端封鎖剤
は、熱分解により酸性低分子化合物が生成する水酸基末端も封鎖できる化合物であること
がさらに好ましい。
【００２８】
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このようなカルボキシル基反応性末端封鎖剤としては、エポキシ化合物、オキサゾリン化
合物、オキサジン化合物、カルボジイミド化合物から選ばれる少なくとも一種の化合物を
使用することが好ましく、なかでもエポキシ化合物および／またはカルボジイミド化合物
が好ましい。
【００２９】
本発明にカルボキシル基反応性末端封鎖剤として用いることのできるエポキシ化合物とし
ては、グリシジルエーテル化合物、グリシジルエステル化合物、グリシジルアミン化合物
、グリシジルイミド化合物、脂環式エポキシ化合物を好ましく使用することができる。こ
れらを配合することで、機械特性、成形性、耐熱性および耐久性に優れた成形品を得るこ
とができる。
【００３０】
グリシジルエーテル化合物の例としては、ブチルグリシジルエーテル、ステアリルグリシ
ジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、ｏ－フェニル
フェニルグリシジルエーテル、エチレンオキシドラウリルアルコールグリシジルエーテル
、エチレンオキシドフェノールグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエ
ーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシ
ジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコー
ルジグリシジルエーテル、ポリテトラメチレングリコールジグリシジルエーテル、シクロ
ヘキサンジメタノールジグリシジルエーテル、グリセロールトリグリシジルエーテル、ト
リメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールポリグリシジルエ
ーテル、２，２－ビス－（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、２，２－ビス－（４－ヒ
ドロキシフェニル）メタン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホンなどのビスフェノ
ール類とエピクロルヒドリンとの縮合反応から得られるビスフェノールＡジグリシジルエ
ーテル型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、ビスフ
ェノールＳジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂などを挙げることができる。なかでも、
ビスフェノールＡジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂が好ましい。
【００３１】
グリシジルエステル化合物の例としては、安息香酸グリシジルエステル、ｐ－トルイル酸
グリシジルエステル、シクロヘキサンカルボン酸グリシジルエステル、ステアリン酸グリ
シジルエステル、ラウリン酸グリシジルエステル、パルミチン酸グリシジルエステル、バ
ーサティック酸グリシジルエステル、オレイン酸グリシジルエステル、リノール酸グリシ
ジルエステル、リノレン酸グリシジルエステル、テレフタル酸ジグリシジルエステル、イ
ソフタル酸ジグリシジルエステル、フタル酸ジグリシジルエステル、ナフタレンジカルボ
ン酸ジグリシジルエステル、ビ安息香酸ジグリシジルエステル、メチルテレフタル酸ジグ
リシジルエステル、ヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエステル、テトラヒドロフタル酸
ジグリシジルエステル、シクロヘキサンジカルボン酸ジグリシジルエステル、アジピン酸
ジグリシジルエステル、コハク酸ジグリシジルエステル、セバシン酸ジグリシジルエステ
ル、ドデカンジオン酸ジグリシジルエステル、オクタデカンジカルボン酸ジグリシジルエ
ステル、トリメリット酸トリグリシジルエステル、ピロメリット酸テトラグリシジルエス
テルなどのを挙げることができる。なかでも、安息香酸グリシジルエステルやバーサティ
ック酸グリシジルエステルが好ましい。
【００３２】
グリシジルアミン化合物の例としては、テトラグリシジルアミノジフェニルメタン、トリ
グリシジル－パラアミノフェノール、トリグリシジル－メタアミノフェノール、ジグリシ
ジルアニリン、ジグリシジルトルイジン、テトラグリシジルメタキシレンジアミン、ジグ
リシジルトリブロモアニリン、テトラグリシジルビスアミノメチルシクロヘキサン、トリ
グリシジルシアヌレート、トリグリシジルイソシアヌレートなどを挙げることができる。
【００３３】
グリシジルイミド化合物の例としては、Ｎ－グリシジルフタルイミド、Ｎ－グリシジル－
４－メチルフタルイミド、Ｎ－グリシジル－４，５－ジメチルフタルイミド、Ｎ－グリシ
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ジル－３－メチルフタルイミド、Ｎ－グリシジル－３，６－ジメチルフタルイミド、Ｎ－
グリシジル－４－エトキシフタルイミド、Ｎ－グリシジル－４－クロルフタルイミド、Ｎ
－グリシジル－４，５－ジクロルフタルイミド、Ｎ－グリシジル－３，４，５，６－テト
ラブロムフタルイミド、Ｎ－グリシジル－４－ｎ－ブチル－５－ブロムフタルイミド、Ｎ
－グリシジルサクシンイミド、Ｎ－グリシジルヘキサヒドロフタルイミド、Ｎ－グリシジ
ル－１，２，３，６－テトラヒドロフタルイミド、Ｎ－グリシジルマレインイミド、Ｎ－
グリシジル－α，β－ジメチルサクシンイミド、Ｎ－グリシジル－α－エチルサクシンイ
ミド、Ｎ－グリシジル－α－プロピルサクシンイミド、Ｎ－グリシジルベンズアミド、Ｎ
－グリシジル－ｐ－メチルベンズアミド、Ｎ－グリシジルナフトアミド、Ｎ－グリシジル
ステラミドなどを挙げることができる。なかでも、Ｎ－グリシジルフタルイミドが好まし
い。
【００３４】
脂環式エポキシ化合物の例としては、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３，４－
エポキシシクロヘキシルカルボキシレート、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシルメチ
ル）アジペート、ビニルシクロヘキセンジエポキシド、Ｎ－メチル－４，５－エポキシシ
クロヘキサン－１，２－ジカルボン酸イミド、Ｎ－エチル－４，５－エポキシシクロヘキ
サン－１，２－ジカルボン酸イミド、Ｎ－フェニル－４，５－エポキシシクロヘキサン－
１，２－ジカルボン酸イミド、Ｎ－ナフチル－４，５－エポキシシクロヘキサン－１，２
－ジカルボン酸イミド、Ｎ－トリル－３－メチル－４，５－エポキシシクロヘキサン－１
，２－ジカルボン酸イミドなどを挙げることができる。
【００３５】
また、その他のエポキシ化合物として、エポキシ化大豆油、エポキシ化アマニ油、エポキ
シ化鯨油などのエポキシ変性脂肪酸グリセリド、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、
クレゾールノゾラック型エポキシ樹脂などを用いることができる。
【００３６】
本発明で用いるカルボキシル基反応性末端封鎖剤として用いることのできるオキサゾリン
化合物の例としては、２－メトキシ－２－オキサゾリン、２－エトキシ－２－オキサゾリ
ン、２－プロポキシ－２－オキサゾリン、２－ブトキシ－２－オキサゾリン、２－ペンチ
ルオキシ－２－オキサゾリン、２－ヘキシルオキシ－２－オキサゾリン、２－ヘプチルオ
キシ－２－オキサゾリン、２－オクチルオキシ－２－オキサゾリン、２－ノニルオキシ－
２－オキサゾリン、２－デシルオキシ－２－オキサゾリン、２－シクロペンチルオキシ－
２－オキサゾリン、２－シクロヘキシルオキシ－２－オキサゾリン、２－アリルオキシ－
２－オキサゾリン、２－メタアリルオキシ－２－オキサゾリン、２－クロチルオキシ－２
－オキサゾリン、２－フェノキシ－２－オキサゾリン、２－クレジル－２－オキサゾリン
、２－ｏ－エチルフェノキシ－２－オキサゾリン、２－ｏ－プロピルフェノキシ－２－オ
キサゾリン、２－ｏ－フェニルフェノキシ－２－オキサゾリン、２－ｍ－エチルフェノキ
シ－２－オキサゾリン、２－ｍ－プロピルフェノキシ－２－オキサゾリン、２－ｐ－フェ
ニルフェノキシ－２－オキサゾリン、２－メチル－２－オキサゾリン、２－エチル－２－
オキサゾリン、２－プロピル－２－オキサゾリン、２－ブチル－２－オキサゾリン、２－
ペンチル－２－オキサゾリン、２－ヘキシル－２－オキサゾリン、２－ヘプチル－２－オ
キサゾリン、２－オクチル－２－オキサゾリン、２－ノニル－２－オキサゾリン、２－デ
シル－２－オキサゾリン、２－シクロペンチル－２－オキサゾリン、２－シクロヘキシル
－２－オキサゾリン、２－アリル－２－オキサゾリン、２－メタアリル－２－オキサゾリ
ン、２－クロチル－２－オキサゾリン、２－フェニル－２－オキサゾリン、２－ｏ－エチ
ルフェニル－２－オキサゾリン、２－ｏ－プロピルフェニル－２－オキサゾリン、２－ｏ
－フェニルフェニル－２－オキサゾリン、２－ｍ－エチルフェニル－２－オキサゾリン、
２－ｍ－プロピルフェニル－２－オキサゾリン、２－ｐ－フェニルフェニル－２－オキサ
ゾリン、２，２′－ビス（２－オキサゾリン）、２，２′－ビス（４－メチル－２－オキ
サゾリン）、２，２′－ビス（４，４′－ジメチル－２－オキサゾリン）、２，２′－ビ
ス（４－エチル－２－オキサゾリン）、２，２′－ビス（４，４′－ジエチル－２－オキ
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サゾリン）、２，２′－ビス（４－プロピル－２－オキサゾリン）、２，２′－ビス（４
－ブチル－２－オキサゾリン）、２，２′－ビス（４－ヘキシル－２－オキサゾリン）、
２，２′－ビス（４－フェニル－２－オキサゾリン）、２，２′－ビス（４－シクロヘキ
シル－２－オキサゾリン）、２，２′－ビス（４－ベンジル－２－オキサゾリン）、２，
２′－ｐ－フェニレンビス（２－オキサゾリン）、２，２′－ｍ－フェニレンビス（２－
オキサゾリン）、２，２′－ｏ－フェニレンビス（２－オキサゾリン）、２，２′－ｐ－
フェニレンビス（４－メチル－２－オキサゾリン）、２，２′－ｐ－フェニレンビス（４
，４′－ジメチル－２－オキサゾリン）、２，２′－ｍ－フェニレンビス（４－メチル－
２－オキサゾリン）、２，２′－ｍ－フェニレンビス（４，４′－ジメチル－２－オキサ
ゾリン）、２，２′－エチレンビス（２－オキサゾリン）、２，２′－テトラメチレンビ
ス（２－オキサゾリン）、２，２′－ヘキサメチレンビス（２－オキサゾリン）、２，２
′－オクタメチレンビス（２－オキサゾリン）、２，２′－デカメチレンビス（２－オキ
サゾリン）、２，２′－エチレンビス（４－メチル－２－オキサゾリン）、２，２′－テ
トラメチレンビス（４，４′－ジメチル－２－オキサゾリン）、２，２′－９，９′－ジ
フェノキシエタンビス（２－オキサゾリン）、２，２′－シクロヘキシレンビス（２－オ
キサゾリン）、２，２′－ジフェニレンビス（２－オキサゾリン）などが挙げられる。さ
らには、上記した化合物をモノマー単位として含むポリオキサゾリン化合物なども挙げる
ことができる。
【００３７】
本発明で用いることのできるカルボキシル基反応性末端封鎖剤としてのオキサジン化合物
の例としては、２－メトキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－エト
キシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－プロポキシ－５，６－ジヒド
ロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－ブトキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキ
サジン、２－ペンチルオキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－ヘキ
シルオキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－ヘプチルオキシ－５，
６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－オクチルオキシ－５，６－ジヒドロ－４
Ｈ－１，３－オキサジン、２－ノニルオキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサ
ジン、２－デシルオキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－シクロペ
ンチルオキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－シクロヘキシルオキ
シ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－アリルオキシ－５，６－ジヒド
ロ－４Ｈ－１，３－オキサジン、２－メタアリルオキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，
３－オキサジン、２－クロチルオキシ－５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジンな
どが挙げられ、さらには、２，２′－ビス（５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジ
ン）、２，２′－メチレンビス（５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン）、２，
２′－エチレンビス（５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン）、２，２′－プロ
ピレンビス（５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン）、２，２′－ブチレンビス
（５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン）、２，２′－ヘキサメチレンビス（５
，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン）、２，２′－ｐ－フェニレンビス（５，６
－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン）、２，２′－ｍ－フェニレンビス（５，６－ジ
ヒドロ－４Ｈ－１，３－オキサジン）、２，２′－ナフチレンビス（５，６－ジヒドロ－
４Ｈ－１，３－オキサジン）、２，２′－Ｐ，Ｐ′－ジフェニレンビス（５，６－ジヒド
ロ－４Ｈ－１，３－オキサジン）などが挙げられる。さらには、上記した化合物をモノマ
ー単位として含むポリオキサジン化合物などが挙げられる。
【００３８】
上記オキサゾリン合物やオキサジン化合物の中では、２，２′－ｍ－フェニレンビス（２
－オキサゾリン）、２，２′－ｐ－フェニレンビス（２－オキサゾリン）が好ましい。
【００３９】
本発明でカルボキシル基反応性末端封鎖剤として使用することのできるカルボジイミド化
合物とは、分子内に少なくともひとつの（－Ｎ＝Ｃ＝Ｎ－）で表されるカルボジイミド基
を有する化合物であり、例えば適当な触媒の存在下に、有機イソシアネートを加熱し、脱
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炭酸反応で製造できる。
【００４０】
カルボジイミド化合物の例としては、ジフェニルカルボジイミド、ジ－シクロヘキシルカ
ルボジイミド、ジ－２，６－ジメチルフェニルカルボジイミド、ジイソプロピルカルボジ
イミド、ジオクチルデシルカルボジイミド、ジ－ｏ－トルイルカルボジイミド、ジ－ｐ－
トルイルカルボジイミド、ジ－ｐ－ニトロフェニルカルボジイミド、ジ－ｐ－アミノフェ
ニルカルボジイミド、ジ－ｐ－ヒドロキシフェニルカルボジイミド、ジ－ｐ－クロルフェ
ニルカルボジイミド、ジ－ｏ－クロルフェニルカルボジイミド、ジ－３，４－ジクロルフ
ェニルカルボジイミド、ジ－２，５－ジクロルフェニルカルボジイミド、ｐ－フェニレン
－ビス－ｏ－トルイルカルボジイミド、ｐ－フェニレン－ビス－ジシクロヘキシルカルボ
ジイミド、ｐ－フェニレン－ビス－ジ－ｐ－クロルフェニルカルボジイミド、２，６，２
′，６′－テトライソプロピルジフェニルカルボジイミド、ヘキサメチレン－ビス－シク
ロヘキシルカルボジイミド、エチレン－ビス－ジフェニルカルボジイミド、エチレン－ビ
ス－ジ－シクロヘキシルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｏ－トリイルカルボジイミド、
Ｎ，Ｎ´－ジフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジオクチルデシルカルボジイミド、Ｎ
，Ｎ´－ジ－２，６－ジメチルフェニルカルボジイミド、Ｎ－トリイル－Ｎ´－シクロヘ
キシルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－２，６－ジイソプロピルフェニルカルボジイミド
、Ｎ，Ｎ´－ジ－２，６－ジ－tert －ブチルフェニルカルボジイミド、Ｎ－トルイル－
Ｎ´－フェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｐ－ニトロフェニルカルボジイミド、Ｎ
，Ｎ´－ジ－ｐ－アミノフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｐ－ヒドロキシフェニ
ルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－シクロヘキシルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ´－ジ－ｐ－
トルイルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ベンジルカルボジイミド、Ｎ－オクタデシル－Ｎ′
－フェニルカルボジイミド、Ｎ－ベンジル－Ｎ′－フェニルカルボジイミド、Ｎ－オクタ
デシル－Ｎ′－トリルカルボジイミド、Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ′－トリルカルボジイミ
ド、Ｎ－フェニル－Ｎ′－トリルカルボジイミド、Ｎ－ベンジル－Ｎ′－トリルカルボジ
イミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｏ－エチルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｐ－エチル
フェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｏ－イソプロピルフェニルカルボジイミド、Ｎ
，Ｎ′－ジ－ｐ－イソプロピルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｏ－イソブチル
フェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－ｐ－イソブチルフェニルカルボジイミド、Ｎ，
Ｎ′－ジ－２，６－ジエチルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２－エチル－６－
イソプロピルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２－イソブチル－６－イソプロピ
ルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２，４，６－トリメチルフェニルカルボジイ
ミド、Ｎ，Ｎ′－ジ－２，４，６－トリイソプロピルフェニルカルボジイミド、Ｎ，Ｎ′
－ジ－２，４，６－トリイソブチルフェニルカルボジイミドなどのモノ又はジカルボジイ
ミド化合物、ポリ（１，６－ヘキサメチレンカルボジイミド）、ポリ（４，４′－メチレ
ンビスシクロヘキシルカルボジイミド）、ポリ（１，３－シクロヘキシレンカルボジイミ
ド）、ポリ（１，４－シクロヘキシレンカルボジイミド）、ポリ（４，４′－ジフェニル
メタンカルボジイミド）、ポリ（３，３′－ジメチル－４，４′－ジフェニルメタンカル
ボジイミド）、ポリ（ナフチレンカルボジイミド）、ポリ（ｐ－フェニレンカルボジイミ
ド）、ポリ（ｍ－フェニレンカルボジイミド）、ポリ（トリルカルボジイミド）、ポリ（
ジイソプロピルカルボジイミド）、ポリ（メチル－ジイソプロピルフェニレンカルボジイ
ミド）、ポリ（トリエチルフェニレンカルボジイミド）、ポリ（トリイソプロピルフェニ
レンカルボジイミド）などのポリカルボジイミドなどが挙げられる。なかでもＮ，Ｎ´－
ジ－２，６－ジイソプロピルフェニルカルボジイミド、２，６，２′，６′－テトライソ
プロピルジフェニルカルボジイミドが好ましい。
【００４１】
上記カルボキシル基反応性末端封鎖剤は一種またはニ種以上の化合物を任意に選択して使
用することができる。
【００４２】
本発明の樹脂組成物では、成形品にして使用する用途に応じて適度にカルボキシル末端や
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酸性低分子化合物の封鎖を行えばよいが、具体的なカルボキシル末端や酸性低分子化合物
の封鎖の程度としては組成物中の酸濃度が１０当量／１０6ｇ以下であることが耐加水分
解性の点から好ましく、５当量／１０6ｇ以下であることがさらに好ましく、１当量／１
０6ｇ以下であることが特に好ましい。ポリマー組成物中の酸濃度は、ポリマー組成物を
適当な溶媒に溶解させた後、濃度既知の水酸化ナトリウムなどのアルカリ化合物溶液で滴
定することにより測定したり、ＮＭＲにより測定することができる。
【００４３】
　カルボキシル基反応性末端封鎖剤の量は、ポリ乳酸樹脂を１００重量部としたときに、
０．０１～１０重量部が好ましく、０．０５～５重量部がさらに好ましい。
【００４４】
本発明においては、さらにカルボキシル基反応性末端封鎖剤の反応触媒を添加することが
好ましい。ここで言う反応触媒とは、カルボキシル基反応性末端封鎖剤と、ポリマー末端
や酸性低分子化合物のカルボキシル基との反応を促進する効果のある化合物であり、少量
の添加で反応を促進する効果のある化合物が好ましい。このような化合物の例としてはア
ルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、３級アミン化合物、イミダゾール化合物、
第４級アンモニウム塩、ホスフィン化合物、ホスホニウム塩、リン酸エステル、有機酸、
ルイス酸が挙げられ、その具体例としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化
リチウム、水酸化セシウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、
炭酸カリウム、炭酸リチウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸リチウム、ステアリ
ン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、ステアリン酸リチウム、水素化ほう素ナトリウ
ム、水素化ほう素リチウム、フェニル化ほう素ナトリウム、安息香酸ナトリウム、安息香
酸カリウム、安息香酸リチウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸水素二カリウム、リン
酸水素二リチウム、ビスフェノールＡの二ナトリウム塩、同二カリウム塩、同二リチウム
塩、フェノールのナトリウム塩、同カリウム塩、同リチウム塩、同セシウム塩などのアル
カリ金属化合物、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化マグネシウム、水酸化スト
ロンチウム、炭酸水素カルシウム、炭酸バリウム、炭酸マグネシウム、炭酸ストロンチウ
ム、酢酸カルシウム、酢酸バリウム、酢酸マグネシウム、酢酸ストロンチウム、ステアリ
ン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸ストロンチウムなどのアルカ
リ土類金属化合物、トリエチルアミン、トリブチルアミン、トリヘキシルアミン、トリア
ミルアミン、トリエタノールアミン、ジメチルアミノエタノール、トリエチレンジアミン
、ジメチルフェニルアミン、ジメチルベンジルアミン、２－（ジメチルアミノメチル）フ
ェノール、ジメチルアニリン、ピリジン、ピコリン、１，８－ジアザビシクロ（５，４，
０）ウンデセン－７などの３級アミン、２－メチルイミダゾール、２－エチルイミダゾー
ル、２－イソプロピルイミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール、４－フェニ
ル－２－メチルイミダゾールなどのイミダゾール化合物、テトラメチルアンモニウムクロ
ライド、テトラエチルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウムブロマイド、
トリメチルベンジルアンモニウムクロライド、トリエチルベンジルアンモニウムクロライ
ド、トリプロピルベンジルアンモニウムクロライド、Ｎ－メチルピリジニウムクロライド
などの第４級アンモニウム塩、トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィン、トリブチ
ルホスフィン、トリオクチルホスフィンなどのホスフィン化合物、テトラメチルホスホニ
ウムブロマイド、テトラブチルホスホニウムブロマイド、テトラフェニルホスホニウムブ
ロマイド、エチルトリフェニルホスホニウムブロマイド、トリフェニルベンジルホスホニ
ウムブロマイドなどのホスホニウム塩、トリメチルホスフェート、トリエチルホスフェー
ト、トリブチルホスフェート、トリオクチルホスフェート、トリブトキシエチルホスフェ
ート、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェ
ート、クレジルジフェニルホスフェート、オクチルジフェニルホスフェート、トリ（ｐ－
ヒドロキシ）フェニルホスフェート、トリ（ｐ－メトキシ）フェニルホスフェートなどの
リン酸エステル、シュウ酸、ｐ－トルエンスルホン酸、ジノニルナフタレンジスルホン酸
、ドデシルベンゼンスルホン酸などの有機酸、三フッ化ホウ素、四塩化アルミニウム、四
塩化チタン、四塩化スズなどのルイス酸などが挙げられ、これらは一種またはニ種以上使
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用することができる。なかでも、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、リン酸
エステルを使用するのが好ましく、特にアルカリ金属、またはアルカリ土類金属の有機塩
を好ましく使用することができる。特に好ましい化合物は、ステアリン酸ナトリウム、ス
テアリン酸カリウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、安息香酸ナ
トリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸カルシウム、酢酸マグネシウムである。
さらにアルカリ金属またはアルカリ土類金属の炭素数６以上の有機塩が好ましく、ステア
リン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグ
ネシウム、安息香酸ナトリウムをいずれか一種以上用いることが好ましい。
【００４５】
　反応触媒の添加量は、特に限定されるものではないが、ポリ乳酸樹脂１００重量部に対
して、０．００１～１重量部が好ましく、また０．０１～０．２重量部がより好ましく、
さらには０．０２～０．１重量部が最も好ましい。
【００４６】
本発明においては、さらに（Ｄ）結晶化促進剤を配合することが好ましい。本発明で使用
する結晶化促進剤は、多種類の化合物から選択することができるが、ポリマーの結晶核の
形成を促進する結晶核剤や、ポリマーを柔軟化して動きやすく結晶の成長を促進する可塑
剤を好ましく使用することができる。
【００４７】
　本発明で使用する結晶化促進剤の配合量は、ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、０．
０１～３０重量部であることが好ましく、０．１～２０重量部であることがさらに好まし
く、１～１０重量部であることが特に好ましい。
【００４８】
本発明で（Ｄ）結晶化促進剤として使用する結晶核剤としては、特に制限なく用いること
ができ、無機系結晶核剤および有機系結晶核剤のいずれをも使用することができる。無機
系結晶核剤の具体例としては、タルク、カオリン、モンモリロナイト、合成マイカ、クレ
ー、ゼオライト、シリカ、グラファイト、カーボンブラック、酸化亜鉛、酸化マグネシウ
ム、酸化チタン、硫化カルシウム、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化ア
ルミニウム、酸化ネオジウムおよびフェニルホスホネートの金属塩などを挙げることがで
きる。これらの無機系結晶核剤は、組成物中での分散性を高めるために、有機物で修飾さ
れていることが好ましい。
【００４９】
また、有機系結晶核剤の具体例としては、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息
香酸リチウム、安息香酸カルシウム、安息香酸マグネシウム、安息香酸バリウム、テレフ
タル酸リチウム、テレフタル酸ナトリウム、テレフタル酸カリウム、シュウ酸カルシウム
、ラウリン酸ナトリウム、ラウリン酸カリウム、ミリスチン酸ナトリウム、ミリスチン酸
カリウム、ミリスチン酸カルシウム、オクタコサン酸ナトリウム、オクタコサン酸カルシ
ウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、ステアリン酸リチウム、ステア
リン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸バリウム、モンタン酸ナト
リウム、モンタン酸カルシウム、トルイル酸ナトリウム、サリチル酸ナトリウム、サリチ
ル酸カリウム、サリチル酸亜鉛、アルミニウムジベンゾエート、カリウムジベンゾエート
、リチウムジベンゾエート、ナトリウムβ－ナフタレート、ナトリウムシクロヘキサンカ
ルボキシレートなどの有機カルボン酸金属塩、ｐ－トルエンスルホン酸ナトリウム、スル
ホイソフタル酸ナトリウムなどの有機スルホン酸塩、ステアリン酸アミド、エチレンビス
ラウリン酸アミド、パルチミン酸アミド、ヒドロキシステアリン酸アミド、エルカ酸アミ
ド、トリメシン酸トリス（ｔ－ブチルアミド）などのカルボン酸アミド、低密度ポリエチ
レン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソプロピレン、ポリブテン、ポリ－
４－メチルペンテン、ポリ－３－メチルブテン－１、ポリビニルシクロアルカン、ポリビ
ニルトリアルキルシラン、高融点ポリ乳酸などのポリマー、エチレン－アクリル酸または
メタクリル酸コポリマーのナトリウム塩、スチレン－無水マレイン酸コポリマーのナトリ
ウム塩などのカルボキシル基を有する重合体のナトリウム塩またはカリウム塩（いわゆる
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アイオノマー）、ベンジリデンソルビトールおよびその誘導体、ナトリウム－２，２’－
メチレンビス（４，６－ジ－ｔ－ブチルフェニル）フォスフェートなどのリン化合物金属
塩、および２，２－メチルビス（４，６－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ナトリウムなどを挙
げることができる。
【００５０】
本発明で使用する結晶核剤としては、上記に例示したもののなかでも、特にタルクおよび
有機カルボン酸金属塩から選択された少なくとも一種が好ましい。本発明で使用する結晶
核剤は、一種のみでもよくまたニ種以上の併用を行ってもよい。
【００５１】
　また、結晶核剤の配合量は、ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、０．０１～３０重量
部であることが好ましく、０．０５～１０重量部であることがさらに好ましく、０．１～
５重量部であることが特に好ましい。
【００５２】
本発明で（Ｄ）結晶化促進剤として使用する可塑剤としては、特に制限はなく、例えばポ
リエステル系可塑剤、グリセリン系可塑剤、多価カルボン酸エステル系可塑剤、リン酸エ
ステル系可塑剤、ポリアルキレングリコール系可塑剤およびエポキシ系可塑剤などをあげ
ることができる。
【００５３】
ポリエステル系可塑剤の具体例としては、アジピン酸、セバチン酸、テレフタル酸、イソ
フタル酸、ナフタレンジカルボン酸、ジフェニルジカルボン酸などの酸成分と、プロピレ
ングリコール、1,3 －ブタンジオール、1,4 －ブタンジオール、1,6 －ヘキサンジオール
、エチレングリコール、ジエチレングリコールなどのジオール成分からなるポリエステル
や、ポリカプロラクトンなどのヒドロキシカルボン酸からなるポリエステルなどを挙げる
ことができる。これらのポリエステルは単官能カルボン酸もしくは単官能アルコールで末
端封鎖されていてもよく、またエポキシ化合物などで末端封鎖されていてもよい。
【００５４】
グリセリン系可塑剤の具体例としては、グリセリンモノアセトモノラウレート、グリセリ
ンジアセトモノラウレート、グリセリンモノアセトモノステアレート、グリセリンジアセ
トモノオレートおよびグリセリンモノアセトモノモンタネートなどを挙げることができる
。
【００５５】
多価カルボン酸系可塑剤の具体例としては、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、フタ
ル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジヘプチル、フタル酸ジベンジル、フタル
酸ブチルベンジルなどのフタル酸エステル、トリメリット酸トリブチル、トリメリット酸
トリオクチル、トリメリット酸トリヘキシルなどのトリメリット酸エステル、アジピン酸
ジイソデシル、アジピン酸ｎ－オクチル－ｎ－デシルアジピン酸エステルなどのアジピン
酸エステル、アセチルクエン酸トリエチル、アセチルクエン酸トリブチルなどのクエン酸
エステル、アゼライン酸ジ－２－エチルヘキシルなどのアゼライン酸エステル、セバシン
酸ジブチル、およびセバシン酸ジ－２－エチルヘキシルなどのセバシン酸エステルなどを
挙げることができる。
【００５６】
リン酸エステル系可塑剤の具体例としては、リン酸トリブチル、リン酸トリ－２－エチル
ヘキシル、リン酸トリオクチル、リン酸トリフェニル、リン酸ジフェニル－２－エチルヘ
キシルおよびリン酸トリクレシルなどを挙げることができる。
【００５７】
ポリアルキレングリコール系可塑剤の具体例としては、ポリエチレングリコール、ポリプ
ロピレングリコール、ポリ（エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド）ブロックおよ
び／又はランダム共重合体、ポリテトラメチレングリコール、ビスフェノール類のエチレ
ンオキシド付加重合体、ビスフェノール類のプロピレンオキシド付加重合体、ビスフェノ
ール類のテトラヒドロフラン付加重合体などのポリアルキレングリコールあるいはその末
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端エポキシ変性化合物、末端エステル変性化合物、および末端エーテル変性化合物などの
末端封鎖化合物などを挙げることができる。
【００５８】
エポキシ系可塑剤とは、一般にはエポキシステアリン酸アルキルと大豆油とからなるエポ
キシトリグリセリドなどを指すが、その他にも、主にビスフェノールＡとエピクロロヒド
リンを原料とするような、いわゆるエポキシ樹脂も使用することができる。
【００５９】
その他の可塑剤の具体例としては、ネオペンチルグリコールジベンゾエート、ジエチレン
グリコールジベンゾエート、トリエチレングリコールジ－２－エチルブチレートなどの脂
肪族ポリオールの安息香酸エステル、ステアリン酸アミドなどの脂肪酸アミド、オレイン
酸ブチルなどの脂肪族カルボン酸エステル、アセチルリシノール酸メチル、アセチルリシ
ノール酸ブチルなどのオキシ酸エステル、ペンタエリスリトール、各種ソルビトール、ポ
リアクリル酸エステル、シリコーンオイル、およびパラフィン類などを挙げることができ
る。
【００６０】
本発明で使用する可塑剤としては、上記に例示したもののなかでも、特にポリエステル系
可塑剤およびポリアルキレングリコール系可塑剤から選択した少なくとも一種が好ましい
。本発明に使用する可塑剤は、一種のみでもよくまたニ種以上の併用を行ってもよい。
【００６１】
　また、可塑剤の配合量は、ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、０．０１～３０重量部
であることが好ましく、０．１～２０重量部であることがさらに好ましく、０．５～１０
重量部であることが特に好ましい。
【００６２】
本発明においては、結晶核剤と可塑剤を各々単独で用いてもよいが、両者を併用して用い
ることが好ましい。
【００６３】
　本発明においては、さらに（Ｅ）ポリ乳酸樹脂以外の脂肪族ポリエステル樹脂及び／ま
たは脂肪族芳香族ポリエステル樹脂を配合することが好ましい。
【００６４】
本発明の脂肪族ポリエステル樹脂としては、特に限定されるものではなく、脂肪族ヒドロ
キシカルボン酸を主たる構成成分とする重合体、脂肪族多価カルボン酸と脂肪族多価アル
コールを主たる構成成分とする重合体などが挙げられる。具体的には、脂肪族ヒドロキシ
カルボン酸を主たる構成成分とする重合体としては、ポリグリコール酸、ポリ３－ヒドロ
キシ酪酸、ポリ４－ヒドロキシ酪酸、ポリ４－ヒドロキシ吉草酸、ポリ３－ヒドロキシヘ
キサン酸またはポリカプロラクトンなどが挙げられ、脂肪族多価カルボン酸と脂肪族多価
アルコールを主たる構成成分とする重合体としては、ポリエチレンアジペート、ポリエチ
レンサクシネート、ポリブチレンアジペートまたはポリブチレンサクシネートなどが挙げ
られる。これらの脂肪族ポリエステルは、単独ないしニ種以上を用いることができる。こ
れらの脂肪族ポリエステルの中でも、ポリブチレンサクシネートが好ましい。
【００６５】
本発明の脂肪族芳香族ポリエステルとは、脂肪族ジカルボン酸成分、芳香族ジカルボン酸
成分および脂肪族ジオール成分からなるポリエステルである。脂肪族ジカルボン酸成分と
しては、例えば、コハク酸、アジピン酸、スベリン酸、セバシン酸、ドデカン二酸などが
挙げられ、芳香族ジカルボン酸成分としては、イソフタル酸、テレフタル酸、２，６－ナ
フタレンジカルボン酸などが挙げられ、脂肪族ジオールとしては、例えば、エチレングリ
コール、１，４－ブタンジオール、１，３－プロパンジオール、１，４－シクロヘキサン
ジメタノールなどが挙げられる。本発明に用いられる脂肪族芳香族ポリエステルの芳香族
ジカルボン酸成分は、６０モル％以下であることが好ましく、５０モル％以下がさらに好
ましい。なお、脂肪族ジカルボン酸成分、芳香族ジカルボン酸成分あるいは脂肪族ジオー
ル成分は、それぞれニ種類以上を用いることもできる。本発明においては、テレフタル酸
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、アジピン酸、１，４－ブタンジオールからなる脂肪族芳香族ポリエステル樹脂を用いる
ことが好ましい。
【００６６】
　なお、ポリ乳酸樹脂以外の脂肪族ポリエステル樹脂、脂肪族芳香族ポリエステル樹脂に
おいては、モノマー単位に光学活性炭素を含む場合には、通常光学純度の低い樹脂となる
。
【００６７】
　本発明において、ポリ乳酸樹脂以外の脂肪族ポリエステル樹脂、脂肪族芳香族ポリエス
テル樹脂の配合量は、特に限定されるものではないが、天然由来の樹脂を１００重量部と
したときに、１～２００重量部であることが好ましく、５～１５０重量部がより好ましく
、１０～１００重量部がさらに好ましい。
【００６８】
また、本発明においては、（Ｆ）耐衝撃改良剤を配合することが好ましい。本発明で使用
する耐衝撃改良剤とは、熱可塑性樹脂の耐衝撃性改良に用いることのできるものであれば
特に制限されない。例えば下記の各種耐衝撃改良剤などから選ばれる少なくとも一種のも
のを用いることができる。
【００６９】
すなわち、耐衝撃改良剤の具体例としては、ポリエチレン、ポリプロプレン、エチレン－
プロピレン共重合体、エチレン－プロピレン－非共役ジエン共重合体、エチレン－ブテン
－１共重合体、各種アクリルゴム、エチレン－アクリル酸共重合体およびそのアルカリ金
属塩（いわゆるアイオノマー）、エチレン－グリシジル（メタ）アクリレート共重合体、
エチレン－アクリル酸アルキルエステル共重合体（たとえば、エチレン－アクリル酸エチ
ル共重合体、エチレン－アクリル酸ブチル共重合体）、酸変性エチレン－プロピレン共重
合体、ジエンゴム（たとえばポリブタジエン、ポリイソプレン、ポリクロロプレン）、ジ
エンとビニル単量体との共重合体（たとえばスチレン－ブタジエンランダム共重合体、ス
チレン－ブタジエンブロック共重合体、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合
体、スチレン－イソプレンランダム共重合体、スチレン－イソプレンブロック共重合体、
スチレン－イソプレン－スチレンブロック共重合体、ポリブタジエンにスチレンをグラフ
ト共重合せしめたもの、ブタジエン－アクリロニトリル共重合体）、ポリイソブチレン、
イソブチレンとブタジエンまたはイソプレンとの共重合体、天然ゴム、チオコールゴム、
多硫化ゴム、ポリウレタンゴム、ポリエーテルゴム、エピクロロヒドリンゴム、ポリエス
テル系エラストマー、ポリアミド系エラストマーなどが挙げられる。
【００７０】
更に、各種の架橋度を有するものや、各種のミクロ構造、例えばシス構造、トランス構造
等を有するもの、ビニル基などを有するものや、コア層とそれを覆う１以上のシェル層か
ら構成され、また隣接し合った層が異種の重合体から構成されるいわゆるコアシェル型と
呼ばれる多層構造重合体なども使用することができる。
【００７１】
また、上記具体例に挙げた各種の（共）重合体は、ランダム共重合体、ブロック共重合体
およびグラフト共重合体などのいづれであっても、本発明の耐衝撃改良剤として用いるこ
とができる。
【００７２】
更には、これらの（共）重合体を作るに際し、他のオレフィン類、ジエン類、芳香族ビニ
ル化合物、アクリル酸、アクリル酸エステルおよびメタクリル酸エステルなどの単量体を
共重合することも可能である。
【００７３】
これらの耐衝撃改良剤の中でも、アクリル単位を含む重合体や、酸無水物基および／また
はグリシジル基を持つ単位を含む重合体が好ましい。ここでいうアクリル単位の好適例と
しては、メタクリル酸メチル単位、アクリル酸メチル単位、アクリル酸エチル単位および
アクリル酸ブチル単位を挙げることができ、酸無水物基やグリシジル基を持つ単位の好適
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例としては、無水マレイン酸単位およびメタクリル酸グリシジル単位を挙げることができ
る。
【００７４】
また、耐衝撃改良剤は、コア層とそれを覆う１以上のシェル層から構成され、また隣接し
合った層が異種の重合体から構成される、いわゆるコアシェル型と呼ばれる多層構造重合
体であることが好ましく、メタクリル酸メチル単位またはアクリル酸メチル単位をシェル
層に含む多層構造重合体であることがさらに好ましい。このような多層構造重合体として
は、アクリル単位を含むことや、酸無水物基および／またはグリシジル基を持つ単位を含
むことが好ましく、アクリル単位の好適例としては、メタクリル酸メチル単位、アクリル
酸メチル単位、アクリル酸エチル単位およびアクリル酸ブチル単位を挙げることができ、
酸無水物基やグリシジル基を持つ単位の好適例としては、無水マレイン酸単位やメタクリ
ル酸グリシジル単位を挙げることができる。特に、メタクリル酸メチル単位、アクリル酸
メチル単位、無水物マレイン酸単位およびメタクリル酸グリシジル単位から選ばれた少な
くとも一つをシェル層に含み、アクリル酸ブチル単位、アクリル酸エチルヘキシル単位、
スチレン単位およびブタジエン単位から選ばれた少なくとも一つをコア層に含む多層構造
体が好ましく使用される。
【００７５】
上記耐衝撃改良剤のガラス転移温度は、－２０℃以下であることが好ましく、－３０℃以
下であることがさらに好ましい。
【００７６】
　耐衝撃改良剤の配合量は、ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、１～１００重量部の範
囲であることが好ましく、２～５０重量部の範囲であることがさらに好ましい。
【００７７】
本発明においては、さらに（Ｇ）無機充填剤を配合することが好ましい。本発明で使用す
る無機充填剤としては、通常熱可塑性樹脂の強化に用いられる繊維状、板状、粒状、粉末
状のものを用いることができる。具体的には、ガラス繊維、アスベスト繊維、炭素繊維、
グラファイト繊維、金属繊維、チタン酸カリウムウイスカー、ホウ酸アルミニウムウイス
カー、マグネシウム系ウイスカー、珪素系ウイスカー、ワラステナイト、セピオライト、
アスベスト、スラグ繊維、ゾノライト、エレスタダイト、石膏繊維、シリカ繊維、シリカ
・アルミナ繊維、ジルコニア繊維、窒化硼素繊維、窒化硅素繊維および硼素繊維などの繊
維状無機充填剤、ガラスフレーク、非膨潤性雲母、膨潤性雲母、グラファイト、金属箔、
セラミックビーズ、タルク、クレー、マイカ、セリサイト、ゼオライト、ベントナイト、
有機変性ベントナイト、有機変性モンモリロナイト、ドロマイト、カオリン、微粉ケイ酸
、長石粉、チタン酸カリウム、シラスバルーン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫
酸バリウム、硫酸マグネシクム、硫酸カルシウム、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、
酸化チタン、ケイ酸アルミニウム、酸化ケイ素、石膏、ノバキュライト、ドーソナイトお
よび白土などの板状や粒状の無機充填剤が挙げられる。これらの無機充填剤の中では、ガ
ラス繊維、ワラステナイト、マイカ、カオリンおよび炭酸カルシウムが好ましく、ガラス
繊維、カオリン、炭酸カルシウムがより好ましい。また、繊維状無機充填剤を用いる場合
には、そのアスペクト比は５以上であることが好ましく、１０以上であることがさらに好
ましく、２０以上であることがさらに好ましい。
【００７８】
上記の無機充填剤は、エチレン／酢酸ビニル共重合体などの熱可塑性樹脂や、エポキシ樹
脂などの熱硬化性樹脂で被覆または集束処理されていてもよく、アミノシランやエポキシ
シランなどのカップリング剤などで処理されていても良い。
【００７９】
　また、無機充填剤の配合量は、ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、１～１００重量部
が好ましく、５～５０重量部がさらに好ましい。
【００８０】
本発明においては、（Ｈ）難燃剤を配合することが好ましい。本発明において、難燃剤と
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は、樹脂に難燃性を付与する目的で添加される物質であれば特に限定されるものではなく
、具体的には、臭素系難燃剤、塩素系難燃剤、リン系難燃剤、窒素化合物系難燃剤、シリ
コーン系難燃剤、その他の無機系難燃剤などが挙げられ、これらから選ばれる少なくとも
一種を選択して用いることができる。
【００８１】
本発明で用いられる臭素系難燃剤の具体例としては、デカブロモジフェニルオキサイド、
オクタブロモジフェニルオキサイド、テトラブロモジフェニルオキサイド、テトラブロモ
無水フタル酸、ヘキサブロモシクロドデカン、ビス（２，４，６－トリブロモフェノキシ
）エタン、エチレンビステトラブロモフタルイミド、ヘキサブロモベンゼン、１，１－ス
ルホニル［３，５－ジブロモ－４－（２，３－ジブロモプロポキシ）］ベンゼン、ポリジ
ブロモフェニレンオキサイド、テトラブロムビスフェノール－Ｓ、トリス（２，３－ジブ
ロモプロピル－１）イソシアヌレート、トリブロモフェノール、トリブロモフェニルアリ
ルエーテル、トリブロモネオペンチルアルコール、ブロム化ポリスチレン、ブロム化ポリ
エチレン、テトラブロムビスフェノール－Ａ、テトラブロムビスフェノール－Ａ誘導体、
テトラブロムビスフェノール－Ａ－エポキシオリゴマーまたはポリマー、テトラブロムビ
スフェノール－Ａ－カーボネートオリゴマーまたはポリマー、ブロム化フェノールノボラ
ックエポキシなどのブロム化エポキシ樹脂、テトラブロムビスフェノール－Ａ－ビス（２
－ヒドロキシジエチルエーテル）、テトラブロムビスフェノール－Ａ－ビス（２，３－ジ
ブロモプロピルエーテル）、テトラブロムビスフェノール－Ａ－ビス（アリルエーテル）
、テトラブロモシクロオクタン、エチレンビスペンタブロモジフェニル、トリス（トリブ
ロモネオペンチル）ホスフェート、ポリ（ペンタブロモベンジルポリアクリレート）、オ
クタブロモトリメチルフェニルインダン、ジブロモネオペンチルグリコール、ペンタブロ
モベンジルポリアクリレート、ジブロモクレジルグリシジルエーテル、Ｎ，Ｎ′－エチレ
ン－ビス－テトラブロモフタルイミドなどが挙げられる。なかでも、テトラブロムビスフ
ェノール－Ａ－エポキシオリゴマー、テトラブロムビスフェノール－Ａ－カーボネートオ
リゴマー、ブロム化エポキシ樹脂が好ましい。
【００８２】
本発明で用いられる塩素系難燃剤の具体例としては、塩素化パラフィン、塩素化ポリエチ
レン、パークロロシクロペンタデカン、テトラクロロ無水フタル酸などが挙げられる。
【００８３】
本発明で用いられるリン系難燃剤は特に限定されることはなく、通常一般に用いられるリ
ン系難燃剤を用いることができ、代表的にはリン酸エステル、縮合リン酸エステル、ポリ
リン酸塩などの有機リン系化合物や、赤リンが挙げられる。
【００８４】
上記の有機リン系化合物におけるリン酸エステルの具体例としては、トリメチルホスフェ
ート、トリエチルホスフェート、トリブチルホスフェート、トリ（２－エチルヘキシル）
ホスフェート、トリブトキシエチルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレ
ジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、トリス（イソプロピルフェニル）ホス
フェート、トリス（フェニルフェニル）ホスフェート、トリナフチルホスフェート、クレ
ジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニルホスフェート、ジフェニル（２－エ
チルヘキシル）ホスフェート、ジ（イソプロピルフェニル）フェニルホスフェート、モノ
イソデシルホスフェート、２－アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、２－メ
タクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、ジフェニル－２－アクリロイルオキシ
エチルホスフェート、ジフェニル－２－メタクリロイルオキシエチルホスフェート、メラ
ミンホスフェート、ジメラミンホスフェート、メラミンピロホスフェート、トリフェニル
ホスフィンオキサイド、トリクレジルホスフィンオキサイド、メタンホスホン酸ジフェニ
ル、フェニルホスホン酸ジエチルなどを挙げることができる。
【００８５】
また、レゾルシノールポリフェニルホスフェート、レゾルシノールポリ（ジ－２，６－キ
シリル）ホスフェート、ビスフェノールＡポリクレジルホスフェート、ハイドロキノンポ
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リ（２，６－キシリル）ホスフェートならびにこれらの縮合物などの縮合リン酸エステル
を挙げることができる。市販の縮合リン酸エステルとしては、例えば大八化学社製ＰＸ－
２００、ＰＸ－２０１、ＰＸ－２０２、ＣＲ－７３３Ｓ、ＣＲ－７４１、ＣＲ７４７を挙
げることができる。
【００８６】
また、リン酸、ポリリン酸と周期律表ＩＡ族～ＩＶＢ族の金属、アンモニア、脂肪族アミ
ン、芳香族アミンとの塩からなるポリリン酸塩を挙げることもできる。ポリリン酸塩の代
表的な塩として、金属塩としてリチウム塩、ナトリウム塩、カルシウム塩、バリウム塩、
鉄（II）塩、鉄（III）塩、アルミニウム塩など、脂肪族アミン塩としてメチルアミン塩
、エチルアミン塩、ジエチルアミン塩、トリエチルアミン塩、エチレンジアミン塩、ピペ
ラジン塩などがあり、芳香族アミン塩としてはピリジン塩、トリアジン塩、メラミン塩、
アンモニウム塩などが挙げられる。
【００８７】
また、上記の他、トリスクロロエチルホスフェート、トリスジクロロプロピルホスフェー
ト、トリス（β－クロロプロピル）ホスフェート）などの含ハロゲンリン酸エステル、ま
た、リン原子と窒素原子が二重結合で結ばれた構造を有するホスファゼン化合物、リン酸
エステルアミドを挙げることができる。
【００８８】
また、赤リンとしては、未処理の赤リンのみでなく、熱硬化性樹脂被膜、金属水酸化物被
膜、金属メッキ被膜から成る群より選ばれる一種以上の化合物被膜により処理された赤リ
ンを好ましく使用することができる。熱硬化性樹脂被膜の熱硬化性樹脂としては、赤リン
を被膜できる樹脂であれば特に制限はなく、例えば、フェノール－ホルマリン系樹脂、尿
素－ホルマリン系樹脂、メラミン－ホルマリン系樹脂、アルキッド系樹脂などが挙げられ
る。金属水酸化物被膜の金属水酸化物としては、赤リンを被膜できる樹脂であれば特に制
限はなく、例えば、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化亜鉛、水酸化チタ
ンなどを挙げることができる。金属メッキ被膜の金属としては、赤リンを被膜できる樹脂
であれば特に制限はなく、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌまた
はこれらの合金などが挙げられる。さらに、これらの被膜はニ種以上組み合わせて、ある
いはニ種以上に積層されていてもよい。
【００８９】
上記リン系難燃剤の中でも、縮合リン酸エステル、ポリリン酸塩、赤リンが好ましく、縮
合リン酸エステル、ポリリン酸塩が特に好ましい。
【００９０】
本発明で用いられる窒素化合物系難燃剤としては、脂肪族アミン化合物、芳香族アミン化
合物、含窒素複素環化合物、シアン化合物、脂肪族アミド、芳香族アミド、尿素、チオ尿
素などを挙げることができる。なお、上記リン系難燃剤で例示したようなポリリン酸アン
モニウムなど含窒素リン系難燃剤はここでいう窒素化合物系難燃剤には含まない。脂肪族
アミンとしては、エチルアミン、ブチルアミン、ジエチルアミン、エチレンジアミン、ブ
チレンジアミン、トリエチレンテトラミン、１，２－ジアミノシクロヘキサン、１，２－
ジアミノシクロオクタンなどを挙げることができる。芳香族アミンとしては、アニリン、
フェニレンジアミンなどを挙げることができる。含窒素複素環化合物としては、尿酸、ア
デニン、グアニン、２，６－ジアミノプリン、２，４，６－トリアミノピリジン、トリア
ジン化合物などを挙げることができる。シアン化合物としては、ジシアンジアミドなどを
挙げることができる。脂肪族アミドとしては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどを挙げ
ることができる。芳香族アミドとしては、Ｎ，Ｎ－ジフェニルアセトアミドなどを挙げる
ことができる。
【００９１】
上記において例示したトリアジン化合物は、トリアジン骨格を有する含窒素複素環化合物
であり、トリアジン、メラミン、ベンゾグアナミン、メチルグアナミン、シアヌル酸、メ
ラミンシアヌレート、トリメチルトリアジン、トリフェニルトリアジン、アメリン、アメ
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リド、チオシアヌル酸、ジアミノメルカプトトリアジン、ジアミノメチルトリアジン、ジ
アミノフェニルトリアジン、ジアミノイソプロポキシトリアジンなどを挙げることができ
る。
【００９２】
窒素化合物系難燃剤の中では、含窒素複素環化合物が好ましく、中でもトリアジン化合物
が好ましく、さらにメラミンシアヌレートが好ましい。
【００９３】
本発明で用いられるシリコーン系難燃剤としては、シリコーン樹脂、シリコーンオイルを
挙げることができる。前記シリコーン樹脂は、ＳｉＯ2、ＲＳｉＯ3/2、Ｒ2ＳｉＯ、Ｒ3Ｓ
ｉＯ1/2の構造単位を組み合わせてできる三次元網状構造を有する樹脂などを挙げること
ができる。ここで、Ｒはメチル基、エチル基、プロピル基等のアルキル基、または、フェ
ニル基、ベンジル基等の芳香族基、または上記置換基にビニル基を含有した置換基を示す
。前記シリコーンオイルは、ポリジメチルシロキサン、およびポリジメチルシロキサンの
側鎖あるいは末端の少なくとも１つのメチル基が、水素元素、アルキル基、シクロヘキシ
ル基、フェニル基、ベンジル基、アミノ基、エポキシ基、ポリエーテル基、カルボキシル
基、メルカプト基、クロロアルキル基、アルキル高級アルコールエステル基、アルコール
基、アラルキル基、ビニル基、またはトリフロロメチル基の選ばれる少なくとも１つの基
により変性された変性ポリシロキサン、またはこれらの混合物を挙げることができる。
【００９４】
本発明で用いられるその他の無機系難燃剤としては、水酸化マグネシウム、水酸化アルミ
ニウム、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、アンチモン酸ソーダ、ヒドロキシスズ酸
亜鉛、スズ酸亜鉛、メタスズ酸、酸化スズ、酸化スズ塩、硫酸亜鉛、酸化亜鉛、酸化第一
鉄、酸化第二鉄、酸化第一錫、酸化第二スズ、ホウ酸亜鉛、ホウ酸アンモニウム、オクタ
モリブデン酸アンモニウム、タングステン酸の金属塩、タングステンとメタロイドとの複
合酸化物酸、スルファミン酸アンモニウム、臭化アンモニウム、ジルコニウム系化合物、
グアニジン系化合物、フッ素系化合物、黒鉛、膨潤性黒鉛などを挙げることができる。中
でも、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、ホウ酸亜鉛、フッ素系化合物、膨潤性
黒鉛が好ましい。
【００９５】
上記難燃剤は、一種で用いても、ニ種以上併用して用いてもかまわない。
【００９６】
　難燃剤の量は、ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、０．０１～１００重量部であり、
さらに０．５～９０重量部がより好ましく、１～８０重量部がさらに好ましい。
【００９７】
上記難燃剤の中では、リン系難燃剤、窒素化合物系難燃剤、シリコーン系難燃剤およびそ
の他の無機系難燃剤から選ばれる少なくとも一種以上を用いることが好ましく、リン系難
燃剤、窒素化合物系難燃剤、シリコーン系難燃剤およびその他の無機系難燃剤から選ばれ
る少なくともニ種以上を組み合わせて用いることがより好ましい。
【００９８】
また、リン系難燃剤と併用する窒素化合物系難燃剤としては含窒素複素環化合物が好まし
く、中でもトリアジン化合物が好ましく、さらにメラミンシアヌレートが好ましい。また
、リン系難燃剤と併用するシリコーン系難燃剤としてはシリコーン樹脂が好ましい。また
、リン系難燃剤と併用するその他の無機系難燃剤としてはホウ酸亜鉛または膨潤性黒鉛が
好ましい。
【００９９】
また、リン系難燃剤と窒素化合物系難燃剤、シリコーン系難燃剤またはその他の無機系難
燃剤を併用する場合、リン系難燃剤１００重量部に対して、窒素化合物系難燃剤、シリコ
ーン系難燃剤またはその他の無機系難燃剤を１～１００重量部用いることが好ましい。
【０１００】
リン系難燃剤としては、縮合リン酸エステル、ポリリン酸塩、赤リンの何れか一種以上、
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なかでも縮合リン酸エステル、ポリリン酸塩の何れか一種以上が好ましい。また、縮合リ
ン酸エステルと窒素化合物系難燃剤を併用するか、ポリリン酸塩と窒素化合物系難燃剤を
併用することがさらに好ましく、窒素化合物系難燃剤を縮合リン酸エステルやポリリン酸
塩よりも少ない量で用いることが難燃効果が高く好ましい。また、縮合リン酸エステルと
しては、芳香族縮合リン酸エステルが好ましく、レゾルシノールポリフェニルホスフェー
ト、レゾルシノールポリ（ジ－２，６－キシリル）ホスフェートが好ましく、レゾルシノ
ールポリ（ジ－２，６－キシリル）ホスフェートの市販例としては大八化学製ＰＸ－２０
０を挙げることができる。窒素化合物系難燃剤としては、メラミンシアヌレートが好まし
い。
【０１０１】
本発明においては、制電性を付与できるという点で、さらに帯電防止剤を配合することが
好ましい。本発明で使用する帯電防止剤としては、公知のものをいずれも用いることがで
きる。
【０１０２】
本発明の帯電防止剤において、そのイオン性は特に限定されるものではなく、カチオン性
、アニオン性、両性イオン性、非イオン性のいずれを用いてもよいが、植物資源由来の樹
脂の熱分解を抑制できるという点で、両性イオン系、非イオン系が好ましく、非イオン系
がより好ましい。
【０１０３】
　上記の帯電防止剤の配合量は、ポリ乳酸樹脂１００重量部に対して、０．１～１０重量
部が好ましく、０．５～５重量部がさらに好ましい。
【０１０４】
本発明においては、本発明の目的を損なわない範囲で、通常の添加剤、例えば紫外線吸収
剤（ベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物、芳香族ベンゾエート系化合
物、蓚酸アニリド系化合物、シアノアクリレート系化合物及びヒンダードアミン系化合物
）、熱安定剤（ヒンダードフェノール系化合物、ホスファイト系化合物、チオエーテル系
化合物）、滑剤、発泡剤、離形剤、染料および顔料を含む着色剤などの一種またはニ種以
上をさらに含有することができる。
【０１０５】
本発明においては、本発明の目的を損なわない範囲で、他の熱可塑性樹脂、例えば、アク
リル樹脂、ポリアミド樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリフェニ
レンサルファイド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリフェ
ニレンオキサイド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂など）、熱硬化性樹脂
（例えばフェノール樹脂、メラミン樹脂、その他のポリエステル樹脂、シリコーン樹脂な
ど）などを含有することもできる。
【０１０６】
　本発明において、樹脂組成物の製造方法は特に限定されるものではないが、ポリ乳酸樹
脂、天然由来の有機充填剤および必要に応じてその他の添加剤を予めブレンドした後、ポ
リ乳酸樹脂の融点以上において、２軸押出機やバンバリーミキサーのホッパーに供給し、
均一に溶融混練する方法や成形機で直接混練する方法などが好ましく用いられる。また、
微細な粉末を使用する場合には、その他の添加物とは独立してホッパーに供給する方法や
微細な粉末を圧縮した後に添加する方法などが好ましい。
【０１０７】
本発明においては、耐トラッキング性が優れることが好ましい。耐トラッキング性は、相
対トラッキング指数（ＣＴＩ）により評価することができ、このＣＴＩが大きいほど耐ト
ラッキング性に優れており、ＣＴＩが１００以上が好ましく、２５０Ｖ以上がより好まし
く、４００Ｖ以上がさらに好ましく、６００Ｖ以上であることが最も好ましい。ＣＴＩと
は、８０×８０×３ｍｍの角板試験片を用いて、ＩＥＣ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ１１２
規格の試験方法に従い、電解質液として０．１％塩化アルミニウム水溶液を３０±５秒毎
に滴下していき、破壊に至るまでの電解質液滴下数を印加電圧をプロットして５０滴で破
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壊する印加電圧をグラフから読みとることにより求めることができる。
【０１０８】
このような耐トラッキング性を有する材料を得るためには、耐トラッキング性効果を有す
るカオリン、硫酸カルシウム、ホウ酸金属塩、水酸化マグネシウム、ガラス繊維などの無
機充填剤および／またはポリオレフィン樹脂を配合することが好ましい。
【０１０９】
本発明においては、難燃性を有することが好ましい。難燃性は、アメリカＵＬ規格サブジ
ェクト９４（ＵＬ９４）の垂直燃焼試験法に従い、燃焼時間もしくは綿発火の有無などに
より評価することができ、Ｖ－０＞Ｖ－１＞Ｖ－２＞ＨＢの順にランク付けされており、
Ｖ－０であることが最も好ましい。燃焼試験に用いる試験片の厚みには、１．５ｍｍもし
くは０．８ｍｍが用いられるが、厚みが薄いものほど難燃性は厳しい評価となり、より厚
みが薄い０．８ｍｍで難燃性Ｖ－０であることが好ましい。このような難燃性を有する材
料を得るためには、上記の難燃剤を配合することが好ましい。
【０１１０】
本発明の電気・電子部品は、通常公知の射出成形、押出成形、プレス成形、ブロー成形、
発泡成形、シートモールディング成形などの任意の方法で得ることができる。
【０１１１】
本発明の電気・電子部品の形状は、特に限定されるものではなく、繊維状、フィルム状、
シート状、板状、箱状、塊状、チューブ状など各種形状のものを使用することができる。
【０１１２】
本発明の電気・電子部品は、ノートパソコン筐体および内部部品、ＣＲＴディスプレー筐
体および内部部品、プリンター筐体および内部部品、携帯電話、モバイルパソコン、ハン
ドヘルド型モバイルなどの携帯端末筐体および内部部品、記録媒体（ＣＤ、ＤＶＤ、ＰＤ
、ＦＤＤなど）ドライブの筐体および内部部品、コピー機の筐体および内部部品、ファク
シミリの筐体および内部部品、ＶＴＲ部品、テレビ部品、アイロン、ヘアードライヤー、
炊飯器部品、電子レンジ部品、音響部品、ビデオカメラ、オーディオ・レーザーディスク
（登録商標）・コンパクトディスクなどの音声機器部品、照明部品、冷蔵庫部品、エアコ
ン部品、タイプライター部品、ワードプロセッサー部品などに代表される家庭・事務電気
製品の筐体および内部部品、電子楽器、家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機などの筐体およ
び内部部品、パラボラアンテナ、各種カバー、各種ギヤー、各種ケース、センサー、ＬＥ
Ｐランプ、コネクター、ソケット、抵抗器、リレーケース、モーターケース、スイッチ、
コンデンサー、コンセント部品、モーター部品、トランス、電磁開閉器、バリコンケース
、光ピックアップ、発振子、各種端子板、変成器、プラグ、プリント配線板、チューナー
、スピーカー、マイクロフォン、ヘッドホン、小型モーター、磁気ヘッドベース、パワー
モジュール、半導体、液晶、ＦＤＤキャリッジ、ＦＤＤシャーシ、モーターブラッシュホ
ルダー、トランス部材、コイルボビンなどの電気・電子部品として利用することができる
。中でも、電気・電子部品の筐体、すなわちノートパソコン筐体、ＣＲＴディスプレー筐
体、プリンター筐体、携帯電話、モバイルパソコン、ハンドヘルド型モバイルなどの携帯
端末筐体、記録媒体（ＣＤ、ＤＶＤ、ＰＤ、ＦＤＤなど）ドライブの筐体、コピー機の筐
体、ファクシミリの筐体、家庭・事務電気製品の筐体、電子楽器、家庭用ゲーム機、携帯
型ゲーム機などの筐体として特に好適である。
【０１１３】
本発明においては、部品中のポリ乳酸樹脂の結晶化度が１０～６０％であることが好まし
く、２０～５０％であることがさらに好ましい。なお、部品中のポリ乳酸樹脂の結晶化度
は、部品のＸ線回折により測定することができる。
また、本発明においては、部品中の樹脂組成物におけるポリ乳酸樹脂由来の降温時の結晶
化温度（Ｔｃ）が１０５℃以上である必要がある。ここで、Ｔｃとは、示差走査熱量計（
ＤＳＣ）により、２００℃まで昇温した後、降温速度２０℃／分で測定したポリ乳酸樹脂
由来の降温時結晶化温度である。Ｔｃは、成形性の観点から、１１０℃以上がさらに好ま
しい。
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【０１１４】
　また、本発明においては、部品中のポリ乳酸樹脂由来の結晶融解エンタルピー（ΔＨｍ
）と昇温時の結晶化エンタルピー（ΔＨｃｃ）から求められる相対結晶化度［｛（ΔＨｍ
－ΔＨｃｃ）／ΔＨｍ｝×１００］が、７０％以上であることが好ましく、９０％以上で
あることがより好ましく、９３％以上であることがさらに好ましく、９６％以上であるこ
とが特に好ましく、１００％であることが最も好ましい。ここで、ΔＨｃｃとは、ＤＳＣ
により昇温速度２０℃／分で測定したポリ乳酸樹脂由来の結晶化エンタルピーであり、Δ
Ｈｍとは、ＤＳＣにより昇温速度２０℃／分で測定したポリ乳酸樹脂由来の結晶融解エン
タルピーであるが、１回目の測定（１ｓｔＲＵＮ）で昇温速度２０℃／分で３０℃から２
００℃まで昇温した後、降温速度２０℃／分で３０℃まで冷却し、さらに２回目の測定（
２ｎｄＲＵＮ）で昇温速度２０℃／分で３０℃から２００℃まで昇温した場合に、２ｎｄ
ＲＵＮにおいて測定される結晶融解エンタルピーであることが好ましい。
【０１１５】
このような結晶化特性を有する電気・電子部品は、上記記載の好ましい天然物由来の有機
充填剤、すなわち、特定の灰分量、その特定組成を有するもの、特定粒径の微粒子が付着
したものから選択して用いた樹脂組成物を成形することにより得ることができる。
【０１１６】
本発明の電気・電子部品は、使用後にリサイクルして、再び電気・電子部品として使用す
ることもでき、また、電気・電子部品以外の部品として使用することもできる。
【０１１７】
【実施例】
以下、実施例により本発明をさらに詳述する。なお、実施例中の部数は、全て重量基準で
ある。また、使用した原料および表中の符号は以下に示す。
（Ａ）植物資源由来の樹脂
（Ａ－１）ポリ乳酸（Ｄ体１．２％、ＰＭＭＡ換算の重量平均分子量１７万）
（Ａ－２）ポリヒドロキシ（ブチレート／バリレート）（モンサント製バイオポール）
（Ｂ）天然由来の有機充填剤
（Ｂ－１）厚み２ｍｍの板紙を粉砕した古紙粉末
（Ｂ－２）新聞紙を解繊した古紙粉末
（Ｂ－３）木粉（レッテンマイヤー製リグノセルＰ－ＳＵＰＥＲ）
（Ｂ－４）繊維長１～１０ｍｍのケナフ繊維
（Ｃ）カルボキシル末端反応性末端封鎖剤
（Ｃ－１）カルボジイミド化合物（日清紡製カルボジライトＨＭＶ－８ＣＡ）
（Ｄ）結晶化促進剤
（Ｄ－１）タルク（竹原化学製ハイトロン）
（Ｄ－２）ポリエチレングリコール（三洋化成製ＰＥＧ４０００）
（Ｅ）脂肪族ポリエステルまたは脂肪族芳香族ポリエステル
（Ｅ－１）ポリブチレン（テレフタレート／アジペート）（ＢＡＳＦ製エコフレックス）
（Ｆ）耐衝撃改良剤
（Ｆ－１）コアシェルゴム（三菱レイヨン製メタブレンＳ２００１）
（Ｆ－２）エポキシ変性スチレン／ブタジエン共重合体（ダイセル化学工業製エポフレン
ドＡ１０１０）
（Ｇ）無機充填剤
（Ｇ－１）クレイ（サザンクレイ製クロイサイト３０Ｂ）
（Ｇ－２）カオリン（エンゲルハード製トランスリンク５５５）
（Ｈ）難燃剤
（Ｈ－１）芳香族縮合リン酸エステル（大八化学工業製ＰＸ－２００）
（Ｈ－２）メラミンシアヌレート（日産化学製ＭＣ－４４０）
［実施例１～６、比較例１］
表１に示した植物資源由来の樹脂および天然由来の有機充填剤を、表１に示した割合で混
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合し、３０ｍｍ径の２軸押出機を用い、シリンダー温度１９０℃、回転数１００ｒｐｍの
条件で溶融混練を行い、樹脂組成物を得た。
【０１１８】
得られた樹脂組成物をシリンダー温度１９０℃、金型温度１００℃で射出成形を行うこと
により、厚み３ｍｍのＡＳＴＭ試験片を得た。なお、金型から引張試験片を取り出す際に
、変形のない固化した成形品が得られる最短の時間を成形サイクル時間として射出成形を
行った。
【０１１９】
上記で作製したＡＳＴＭ試験片を用い、ＡＳＴＭ法Ｄ６３８に準じて引張試験を、ＡＳＴ
Ｍ法Ｄ７９０に準じて曲げ試験を、ＡＳＴＭ法Ｄ２５６に準じてアイゾッド衝撃試験を、
ＡＳＴＭ法Ｄ６４８に準じて荷重たわみ温度（０．４５ＭＰａ）の測定を行った。また、
引張試験片を恒温恒湿槽で６０℃、相対湿度９５％、２００時間処理した後、引張強度を
測定し湿熱処理後の引張強度保持率を求めた。
【０１２０】
また、作製した曲げ試験片のポリ乳酸樹脂由来の昇温時の結晶化温度（Ｔｃｃ）、結晶化
エンタルピー（ΔＨｃｃ）、結晶融解エンタルピー（ΔＨｍ）、降温時の結晶化温度（Ｔ
ｃ）を測定した。測定方法は、パーキンエルマー製ＤＳＣ７を用いて、試料１０ｍｇ、窒
素雰囲気下中、１ｓｔＲＵＮとして、昇温速度２０℃／分で３０℃から２００℃まで昇温
し、２００℃で５分間保持した後、降温速度２０℃／分で２００℃から３０℃まで降温し
、３０℃で１分間保持した後、さらに２ｎｄＲＵＮとして、昇温速度２０℃／分で３０℃
から２００℃まで昇温した。なお、１ｓｔＲＵＮの昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂のＴ
ｃｃおよびΔＨｃｃ、２ｎｄＲＵＮの昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂のΔＨｍを求め、
得られた値から相対結晶化度［｛（ΔＨｍ－ΔＨｃｃ）／ΔＨｍ｝×１００］を求めた。
【０１２１】
また、シリンダー温度１９０℃、金型温度９０℃で、ノートパソコンの筐体（ディスプレ
イ背面部品）の射出成形を行い、成形性および外観について下記基準により３段階で評価
した。
【０１２２】
◎：形状が保持されており、表面のざらつきがなく、光沢がある。
【０１２３】
○：形状が保持されており、表面のざらつきが少しあるものの、光沢がある。
【０１２４】
×：形状が保持されず、成形ができない。
【０１２５】
これらの結果を表１に併せて示す。
【０１２６】
【表１】
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【０１２７】
表１の結果から、本発明の電気・電子部品は、成形性、機械特性、耐熱性、耐久性、外観
に優れることがわかる。
【０１２８】
また、上記実施例で用いた古紙粉末（Ｂ－１およびＢ－２）について、電気炉で４５０℃
、１２時間処理して灰分量を求めた。さらに、得られた灰分について、蛍光Ｘ線装置を用
いて、分析を行った。分析結果を表２に示す。
【０１２９】
【表２】

【０１３０】
表１および表２の結果から、アルミニウム、ケイ素、カルシウム、硫黄、マグネシウムを
含み、かつ、アルミニウムの含有量がマグネシウムの含有量よりも２倍以上である紙粉を
用いることにより、成形性、機械特性、耐熱性、耐久性、外観に優れることがわかる。
【０１３１】
［実施例７～１２、比較例２～８］
表３に示した植物資源由来の樹脂などの各種材料を、表３に示した割合で混合し、３０ｍ
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ｍ径の２軸押出機で、シリンダー温度１９０℃、回転数１００ｒｐｍの条件で溶融混練を
行い、樹脂組成物を得た。
【０１３２】
得られた樹脂組成物をシリンダー温度１９０℃、金型温度９０℃で射出成形を行うことに
より、厚み３ｍｍのＡＳＴＭ試験片を得た。なお、金型から引張試験片を取り出す際に、
変形のない固化した成形品が得られる最短の時間を成形サイクル時間として射出成形を行
った。
【０１３３】
上記で作製したＡＳＴＭ試験片を用い、ＡＳＴＭ法Ｄ６３８に準じて引張試験を、ＡＳＴ
Ｍ法Ｄ７９０に準じて曲げ試験を、ＡＳＴＭ法Ｄ２５６に準じてアイゾッド衝撃試験を、
ＡＳＴＭ法Ｄ６４８に準じて荷重たわみ温度（０．４５ＭＰａ）の測定を行った。また、
引張試験片を恒温恒湿槽で６０℃、相対湿度９５％、２００時間処理した後、引張強度を
測定し湿熱処理後の引張強度保持率を求めた。
【０１３４】
また、作製した曲げ試験片のポリ乳酸樹脂由来の昇温時の結晶化温度（Ｔｃｃ）、結晶化
エンタルピー（ΔＨｃｃ）、結晶融解エンタルピー（ΔＨｍ）、降温時の結晶化温度（Ｔ
ｃ）を測定した。測定方法は、パーキンエルマー製ＤＳＣ７を用いて、試料１０ｍｇ、窒
素雰囲気下中、１ｓｔＲＵＮとして、昇温速度２０℃／分で３０℃から２００℃まで昇温
し、２００℃で５分間保持した後、降温速度２０℃／分で２００℃から３０℃まで降温し
、３０℃で１分間保持した後、さらに２ｎｄＲＵＮとして、昇温速度２０℃／分で３０℃
から２００℃まで昇温した。なお、１ｓｔＲＵＮの昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂のＴ
ｃｃおよびΔＨｃｃ、２ｎｄＲＵＮの昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂のΔＨｍを求め、
得られた値から相対結晶化度［｛（ΔＨｍ－ΔＨｃｃ）／ΔＨｍ｝×１００］を求めた。
【０１３５】
また、シリンダー温度１９０℃、金型温度９０℃で、ノートパソコンの筐体の射出成形を
行い、成形性および外観について下記基準により３段階で評価した。
【０１３６】
◎：形状が保持されており、表面のざらつきがなく、光沢がある。
【０１３７】
○：形状が保持されており、表面のざらつきが少しあるものの、光沢がある。
【０１３８】
×：形状が保持されず、成形ができない。
【０１３９】
これらの結果を表３に併せて示す。
【０１４０】
【表３】
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【０１４１】
表３の結果から、本発明の電気・電子部品は、成形性、機械特性、耐熱性、耐久性、外観
に優れることがわかる。
【０１４２】
［実施例１３～１６、比較例９～１０］
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表４に示した植物資源由来の樹脂などの各種材料を、表４に示した割合で混合し、３０ｍ
ｍ径の２軸押出機で、シリンダー温度１９０℃、回転数１００ｒｐｍの条件で溶融混練を
行い、樹脂組成物を得た。
【０１４３】
得られた樹脂組成物をシリンダー温度１９０℃、金型温度９０℃、成形サイクル時間４５
秒で射出成形を行うことにより、各種試験片を得た。
【０１４４】
上記で作製した厚み３ｍｍのＡＳＴＭ試験片を用い、ＡＳＴＭ法Ｄ６３８に準じて引張試
験を、ＡＳＴＭ法Ｄ７９０に準じて曲げ試験を、ＡＳＴＭ法Ｄ２５６に準じてアイゾッド
衝撃試験を、ＡＳＴＭ法Ｄ６４８に準じて荷重たわみ温度（０．４５ＭＰａ）の測定を行
った。
【０１４５】
また、作製した曲げ試験片のポリ乳酸樹脂由来の昇温時の結晶化温度（Ｔｃｃ）、結晶化
エンタルピー（ΔＨｃｃ）、結晶融解エンタルピー（ΔＨｍ）、降温時の結晶化温度（Ｔ
ｃ）を測定した。測定方法は、パーキンエルマー製ＤＳＣ７を用いて、試料１０ｍｇ、窒
素雰囲気下中、１ｓｔＲＵＮとして、昇温速度２０℃／分で３０℃から２００℃まで昇温
し、２００℃で５分間保持した後、降温速度２０℃／分で２００℃から３０℃まで降温し
、３０℃で１分間保持した後、さらに２ｎｄＲＵＮとして、昇温速度２０℃／分で３０℃
から２００℃まで昇温した。なお、１ｓｔＲＵＮの昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂のＴ
ｃｃおよびΔＨｃｃ、２ｎｄＲＵＮの昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂のΔＨｍを求め、
得られた値から相対結晶化度［｛（ΔＨｍ－ΔＨｃｃ）／ΔＨｍ｝×１００］を求めた。
【０１４６】
また、射出成形により作製した８０×８０×３ｍｍの角板試験片を用いて、ＩＥＣ　Ｐｕ
ｂｌｉｃａｔｉｏｎ１１２規格の試験方法に従い、電解質液として０．１％塩化アルミニ
ウム水溶液を３０±５秒毎に滴下していき、破壊に至るまでの電解質液滴下数を印加電圧
をプロットして５０滴で破壊する印加電圧をグラフから読みとり、この数値を相対トラッ
キング指数（以下、ＣＴＩ）とし、下記基準により４段階で評価した。
【０１４７】
◎：ＣＴＩ≧６００Ｖ
○：６００Ｖ＞ＣＴＩ≧２５０Ｖ
△：２５０Ｖ＞ＣＴＩ≧１００Ｖ
×：１００Ｖ＞ＣＴＩ
また、射出成形により作製した１２７×１２．７×０．８ｍｍの試験片を用いて、アメリ
カＵＬ規格サブジェクト９４（ＵＬ９４）の垂直燃焼試験法に従い燃焼試験を行い、難燃
性を評価した。
【０１４８】
また、シリンダー温度１９０℃、金型温度９０℃で、ノートパソコンの筐体（ディスプレ
イ背面部品）の射出成形を行い、成形性および外観について下記基準により３段階で評価
した。
【０１４９】
◎：形状が保持されており、表面のざらつきがなく、光沢がある。
【０１５０】
○：形状が保持されており、表面のざらつきが少しあるものの、光沢がある。
【０１５１】
×：形状が保持されず、成形ができない。
【０１５２】
これらの結果を表４に併せて示す。
【０１５３】
【表４】
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【０１５４】
表４の結果から、本発明の電気・電子部品は、成形性、機械特性、耐熱性、電気特性、難
燃性、外観に優れることがわかる。
【０１５５】
［実施例１７～１９］
実施例２、１０および１５で得られた樹脂組成物を、各種射出成形用金型を用いて、シリ
ンダー温度１９０℃、金型温度９０℃で射出成形を行い、携帯電話筐体および電源プラグ
（平型キャップ）を問題なく作製することができた。
【０１５６】
作製した携帯電話筐体の表面外観について、下記基準により３段階で評価した。
【０１５７】
◎：表面のざらつきがなく、光沢がある。
【０１５８】
○：表面のざらつきが少しあるものの、光沢がある。
【０１５９】
×：表面のざらつきがあり、光沢がない。
【０１６０】
作製した携帯電話筐体のポリ乳酸樹脂由来の昇温時の結晶化温度（Ｔｃｃ）、結晶化エン
タルピー（ΔＨｃｃ）、結晶融解エンタルピー（ΔＨｍ）を測定した。測定方法は、パー
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キンエルマー製ＤＳＣ７を用いて、試料１０ｍｇ、窒素雰囲気下中、１ｓｔＲＵＮとして
、昇温速度２０℃／分で３０℃から２００℃まで昇温し、２００℃で５分間保持した後、
降温速度２０℃／分で２００℃から３０℃まで降温し、３０℃で１分間保持した後、さら
に２ｎｄＲＵＮとして、昇温速度２０℃／分で３０℃から２００℃まで昇温し、１ｓｔＲ
ＵＮの昇温時に観察されるポリ乳酸樹脂のＴｃｃおよびΔＨｃｃ、２ｎｄＲＵＮの昇温時
に観察されるポリ乳酸樹脂のΔＨｍを求め、得られた値から相対結晶化度［｛（ΔＨｍ－
ΔＨｃｃ）／ΔＨｍ｝×１００］を求めた。
【０１６１】
また、作製した携帯電話筐体について、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて、倍率８万
倍で、セルロース表面上の微粒子について調べた。
【０１６２】
また、作製した携帯電話筐体を１４０℃の熱風乾燥機に１時間静置した後、変形の有無に
ついて目視で下記基準により２段階で評価した。
【０１６３】
○：変形なし
×：変形あり
また、携帯電話筐体を恒温恒湿槽で６０℃、相対湿度９５％、１００時間処理した後、処
理前後での重量平均分子量（Ｍｗ）を測定し、分子量保持率［（処理後のＭｗ／処理前の
Ｍｗ）×１００］を求めた。
【０１６４】
これらの結果を表５に示す。
【０１６５】
【表５】

【０１６６】
表５の結果から、本発明の電気・電子部品は、外観、耐熱性、耐久性に優れることがわか
る。
【０１６７】
【発明の効果】
本発明によれば、成形性、機械特性、耐熱性、耐久性、外観に優れ、好ましい態様におい
ては、難燃性、電気特性に優れる植物資源由来の樹脂製の電気・電子部品が提供される。
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