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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．０１～２０質量部の（メタ）アクリル酸エス
テル化合物を反応させた（メタ）アクリル酸エステル含有ポリ乳酸系樹脂と、
　主骨格として、カルボン酸アミド及びカルボン酸エステルから選択される少なくとも１
種の１０００以下の分子量を有するとともに前記ポリ乳酸系樹脂１００重量部に対して０
．１～５質量部の低分子化合物よりなる有機結晶核剤と、
　エポキシ、イソシアネート、オキサゾリン、カルボジイミド、酸無水物、及びアルコキ
シシランよりなる群から選ばれた官能基を少なくとも１単位以上含有するとともに前記ポ
リ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．０１～５質量部含有する反応性化合物とを含み、
　前記低分子化合物は、分子中に水酸基を有するヘキサメチレンビス－９，１０－ジヒド
ロキシステアリン酸アミドであることを特徴とするポリ乳酸系樹脂組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載のポリ乳酸系樹脂組成物において、前記ポリ乳酸系樹脂１００質量部に
対して、繊維を１００質量部以下含有することを特徴とするポリ乳酸系樹脂組成物。
【請求項３】
　請求項２に記載のポリ乳酸系樹脂組成物において、前記繊維が植物由来繊維、合成有機
繊維および無機繊維から選択される少なくとも１種の繊維であることを特徴とするポリ乳
酸系樹脂組成物。
【請求項４】
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　請求項２に記載のポリ乳酸系樹脂組成物において、前記繊維の平均繊維長が、ポリ乳酸
系樹脂との混合後に８０μｍ～３ｍｍであることを特徴とするポリ乳酸系樹脂組成物。
【請求項５】
　ポリ乳酸系樹脂組成物を成形して得られる成形体であって、
　前記ポリ乳酸系樹脂組成物は、ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．０１～２０質
量部の（メタ）アクリル酸エステル化合物を反応させた（メタ）アクリル酸エステル含有
ポリ乳酸系樹脂と、
　主骨格として、カルボン酸アミド及びカルボン酸エステルから選択される少なくとも１
種の１０００以下の分子量を有するとともに前記ポリ乳酸系樹脂１００重量部に対して０
．１～５質量部の低分子化合物と、
　エポキシ、イソシアネート、オキサゾリン、カルボジイミド、酸無水物、及びアルコキ
シシランよりなる群から選ばれた官能基を少なくとも１単位以上含有するとともに前記ポ
リ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．０１～５質量部含有する反応性化合物とを含み、
　前記低分子化合物は、分子中に水酸基を有するヘキサメチレンビス－９，１０－ジヒド
ロキシステアリン酸アミドであることを特徴とするポリ乳酸系樹脂成形体。
【請求項６】
　請求項５に記載のポリ乳酸系樹脂成形体において、前記ポリ乳酸系樹脂１００質量部に
対して、繊維を１００質量部以下含有することを特徴とするポリ乳酸系樹脂成形体。
【請求項７】
　請求項６に記載のポリ乳酸系樹脂成形体において、前記繊維が植物由来繊維、合成有機
繊維および無機繊維から選択される少なくとも１種の繊維であることを特徴とするポリ乳
酸系樹脂成形体。
【請求項８】
　請求項６に記載のポリ乳酸系樹脂成形体において、前記繊維の平均繊維長が、ポリ乳酸
系樹脂との混合後に８０μｍ～３ｍｍであることを特徴とするポリ乳酸系樹脂成形体。
【請求項９】
　ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．０１～２０質量部の（メタ）アクリル酸エス
テル化合物を反応させた（メタ）アクリル酸エステル含有ポリ乳酸系樹脂と、
　主骨格として、カルボン酸アミド及びカルボン酸エステルから選択される少なくとも１
種の１０００以下の分子量を有するとともに前記ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０
．１～５質量部の低分子化合物よりなる有機結晶核剤と、
　エポキシ、イソシアネート、オキサゾリン、カルボジイミド、酸無水物、及びアルコキ
シシランよりなる群から選ばれた官能基を少なくとも１単位以上含有するとともに前記ポ
リ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．０１～５質量部含有する反応性化合物とを含み、
前記低分子化合物が、分子中に水酸基を有するヘキサメチレンビス－９，１０－ジヒドロ
キシステアリン酸アミドである、ポリ乳酸系樹脂組成物を射出成形する際、金型温度をポ
リ乳酸系樹脂のガラス転移温度＋２０℃以上、融点－２０℃以下とすることを特徴とする
ポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法において、前記ポリ乳酸系樹脂１０
０質量部に対して、繊維を１００質量部以下含有することを特徴とするポリ乳酸系樹脂成
形体の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法において、前記繊維が植物由来繊
維、合成有機繊維および無機繊維から選択される少なくとも１種の繊維であることを特徴
とするポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法において、前記繊維の平均繊維長
が、ポリ乳酸系樹脂との混合後に８０μｍ～３ｍｍであることを特徴とするポリ乳酸系樹
脂成形体の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリ乳酸系樹脂組成物及びそれを用いた成形体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境保全の見地から植物原料の樹脂が注目されている。植物原料の樹脂のうちで
ポリ乳酸は最も耐熱性が高い樹脂の１つであり、大量生産可能なためコストも安く、有用
性が高い。最近の用途としては、容器包装や農業用フィルム等のように使用期間が短く、
廃棄を前提とした用途や、家電製品やＯＡ機器のハウジング及び自動車用部品などのよう
に、初期の特性を長期間保持できるような高機能用途まで、多岐にわたっている。
【０００３】
　ポリ乳酸は結晶性樹脂であり、耐熱性など、その本来の材料特性を発揮させるためには
、樹脂を結晶化させることが重要である。しかし、ポリ乳酸は、結晶化速度が遅いために
、短時間で成形しようとすると充分に結晶化が進行せず、耐熱性や弾性率等が低下してし
まう傾向があった。
【０００４】
　そこで、ポリ乳酸の成形性を改善する方法として、ポリ乳酸の結晶化速度を向上させる
ための方法が提案されている。例えば、特許第３４１１１６８号公報（特許文献１）には
、ポリ乳酸などの脂肪族ポリエステルに脂肪族アミド等の透明核剤を添加することによっ
て、透明性及び結晶性を保有する成形体が得られることが記載されている。
【０００５】
　また、特開２００３－２２６８０１号公報（特許文献２）には、アミド基を有する低分
子化合物と、有機オニウム塩で有機化された層状粘土鉱物を添加することによって、ポリ
乳酸の結晶化速度が飛躍的に向上することが開示されている。
【０００６】
　また、結晶化速度を向上させるため、ポリ乳酸に（メタ）アクリル酸エステル化合物を
添加する方法も開示されている（例えば、特開２００３－１２８９０１号公報（特許文献
３）参照）。
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１に例示されている脂肪族アミド等の透明核剤を添加した
場合、無添加のポリ乳酸の場合に比べ結晶化速度の向上は認められるものの、その効果は
十分ではなく、このため十分な結晶化を有する成形体を得るためには成形後に熱処理する
必要がある。また、結晶化度が低いため、例えば、射出成形の際に金型内での結晶固化が
不十分となりやすく、その結果、離型時に成形体が変形しやすくなるなどの欠点がある。
【０００８】
　また、上記特許文献２に例示されているアミド基を有する低分子化合物と有機オニウム
塩で有機化された層状粘土鉱物を添加した場合、無添加のポリ乳酸や脂肪族アミド等の核
剤を添加した場合に比べ結晶化速度の向上や成形性の向上は認められるものの、その効果
は不十分である。また、上記特許文献３に記載の樹脂組成物においては、結晶化速度は向
上するものの、その効果は必ずしも十分ではない場合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３４１１１６８号公報
【特許文献２】特開２００３－２２６８０１号公報
【特許文献３】特開２００３－１２８９０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　本発明の目的は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、ポリ乳酸系
樹脂の結晶化温度において、成形性に優れたポリ乳酸系樹脂複合材料及びそれを用いた成
形体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、（メタ）アクリル酸エス
テル化合物を反応させたポリ乳酸系樹脂にカルボン酸アミドやカルボン酸エステルのうち
、分子中に極性基を有するものを添加することにより、ポリ乳酸系樹脂の結晶化する温度
で成形する際において、従来よりも成形性が著しく改善された本発明のポリ乳酸系複合材
料を完成するに至った。さらに、繊維を添加した場合に、ポリ乳酸系樹脂の成形性が一層
向上することを見出した。
【００１２】
　即ち、本発明の一態様によれば、ポリ乳酸系樹脂１００重量部に対して０．０１～２０
質量部の（メタ）アクリル酸エステル化合物を反応させた（メタ）アクリル酸エステル含
有ポリ乳酸系樹脂と、主骨格として、カルボン酸アミド及びカルボン酸エステルから選択
される少なくとも１種の１０００以下の分子量を有するとともに前記ポリ乳酸系樹脂１０
０質量部に対して０．１～５質量部の低分子化合物よりなる有機結晶核剤と、エポキシ、
イソシアネート、オキサゾリン、カルボジイミド、酸無水物、及びアルコキシシランより
なる群から選ばれた官能基を少なくとも１単位以上含有するとともに前記ポリ乳酸系樹脂
１００質量部に対して０．０１～５質量部含有する反応性化合物と、を含み、前記低分子
化合物は、分子中に水酸基を有するヘキサメチレンビス－９，１０－ジヒドロキシステア
リン酸アミドであることを特徴とするポリ乳酸系樹脂組成物が得られる。ここで、本発明
において、アクリル酸エステル化合物及びメタクリル酸エステル化合物を総称して、（メ
タ）アクリル酸エステル化合物と呼ぶ。
【００１３】
　また、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂組成物において、前記極性基が、含酸素置換基、含
窒素置換基およびハロゲン基からなる群から選択される少なくとも１種の基であることが
好ましい。
【００１５】
　また、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂組成物において、前記低分子化合物が、エチレンビ
ス－１２－ヒドロキシステアリン酸アミドであることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂組成物において、前記ポリ乳酸系樹脂１００質量部
に対して、繊維を１００質量部以下含有することが好ましく、前記繊維が植物由来繊維、
合成有機繊維および無機繊維から選択される少なくとも１種の繊維であること、または、
前記繊維の平均繊維長が、ポリ乳酸系樹脂との混合後に８０μｍ～３ｍｍであることがよ
り好ましい。
【００１７】
　また、本発明のもう一つの態様によれば、ポリ乳酸系樹脂組成物を成形して得られる成
形体であって、前記ポリ乳酸系樹脂組成物は、ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．
０１～２０質量部の（メタ）アクリル酸エステル化合物を反応させた（メタ）アクリル酸
エステル含有ポリ乳酸系樹脂と、主骨格として、カルボン酸アミド及びカルボン酸エステ
ルから選択される少なくとも１種の１０００以下の分子量を有するとともに前記メタアク
リル酸エステル含有ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．１～５質量部の低分子化合
物と、エポキシ、イソシアネート、オキサゾリン、カルボジイミド、酸無水物、及びアル
コキシシランよりなる群から選ばれた官能基を少なくとも１単位以上含有するとともに前
記ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．０１～５質量部含有する反応性化合物とを含
み、前記低分子化合物は、分子中に水酸基を有するヘキサメチレンビス－９，１０－ジヒ
ドロキシステアリン酸アミドであるポリ乳酸系樹脂成形体が得られる。
【００１８】
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　ここで、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂成形体組成物において、前記極性基が、含酸素置
換基、含窒素置換基およびハロゲン基からなる群から選択される少なくとも１種の官能基
であることが好ましい。
【００２０】
　また、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂成形体において、前記低分子化合物が、エチレンビ
ス－１２－ヒドロキシステアリン酸アミドであることが好ましい。
【００２１】
　また、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂成形体において、前記ポリ乳酸系樹脂１００質量部
に対して、繊維を１００質量部以下含有することが好ましく、前記繊維が植物由来繊維、
合成有機繊維および無機繊維から選択される少なくとも１種の繊維であること、または、
前記繊維の平均繊維長が、ポリ乳酸系樹脂との混合後に８０μｍ～３ｍｍであることがよ
り好ましい。
【００２２】
　また、本発明のさらに、もう一つの態様によれば、ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対し
て０．０１～２０質量部の（メタ）アクリル酸エステル化合物を反応させた（メタ）アク
リル酸エステル含有ポリ乳酸系樹脂と、主骨格として、カルボン酸アミド及びカルボン酸
エステルから選択される少なくとも１種の１０００以下の分子量を有するとともに前記ポ
リ乳酸系樹脂１００重量部に対して０．１～５質量部の低分子化合物よりなる有機結晶核
剤と、エポキシ、イソシアネート、オキサゾリン、カルボジイミド、酸無水物、及びアル
コキシシランよりなる群から選ばれた官能基を少なくとも１単位以上含有するとともに前
記ポリ乳酸系樹脂１００重量部に対して０．０１～５質量部含有する反応性化合物とを含
み、前記低分子化合物が、分子中に水酸基を有するヘキサメチレンビス－９，１０－ジヒ
ドロキシステアリン酸アミドである、ポリ乳酸系樹脂組成物を射出成形する際、金型温度
をポリ乳酸系樹脂のガラス転移温度＋２０℃以上、融点－２０℃以下とすることを特徴と
するポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法が得られる。
【００２３】
　ここで、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法において、前記極性基が、含酸
素置換基、含窒素置換基およびハロゲン基からなる群から選択される少なくとも１種の基
であることが好ましい。
【００２５】
　また、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法において、前記低分子化合物が、
エチレンビス－１２－ヒドロキシステアリン酸アミドであることが好ましい。
【００２６】
　また、本発明の前記ポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法において、前記ポリ乳酸系樹脂１
００質量部に対して、繊維を１００質量部以下含有することが好ましく、前記繊維が植物
由来繊維、合成有機繊維および無機繊維から選択される少なくとも１種の繊維であること
、または、前記繊維の平均繊維長が、ポリ乳酸系樹脂との混合後に８０μｍ～３ｍｍであ
ることがより好ましい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の効果は、短い成形時間でも、成形体の変形が起こりにくい成形体が得られるポ
リ乳酸系樹脂組成物、並びにポリ乳酸系樹脂の成形体が提供される。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　次に、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００２９】
　本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、（メタ）アクリル酸エステル化合物を反応させたポ
リ乳酸系樹脂と、分子中に極性基を含有するカルボン酸アミド及びカルボン酸エステルか
ら選択される少なくとも１種の低分子化合物を含む構成である。
【００３０】
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　また、本発明のポリ乳酸系樹脂成形体は、前記ポリ乳酸系樹脂組成物を成形して得られ
る成形体である。
【００３１】
　また、本発明のポリ乳酸系樹脂成形体の製造方法は、前記ポリ乳酸系樹脂組成物を射出
成形する際、金型温度をポリ乳酸系樹脂のガラス転移温度＋２０℃以上、融点－２０℃以
下とする構成である。
【００３２】
　具体的に、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、（メタ）アクリル酸エステル化合物を反
応させたポリ乳酸系樹脂にカルボン酸アミドやカルボン酸エステルのうち、分子中に極性
基を有するものを添加したものである。
【００３３】
　さらに、ケナフ繊維をはじめとする繊維を含有するポリ乳酸系組成物である。
【００３４】
　本発明におけるポリ乳酸系樹脂としては、ポリ（Ｌ－乳酸）、ポリ（Ｄ－乳酸）、およ
びこれらの混合物または共重合体を用いることができる。
【００３５】
　本発明において、ポリ乳酸系樹脂の１９０℃、荷重２１．２Ｎにおけるメルトフローレ
ート（例えば、ＪＩＳ規格Ｋ－７２１０（附属書Ａ表１の条件Ｄ）による値）は０．１～
５０ｇ／１０分であることが好ましく、より好ましくは０．２～３０ｇ／１０分である。
メルトフローレートが５０ｇ／１０分を超える場合は、溶融粘度が低すぎて、成形物の機
械的強度や耐熱性が劣る。メルトフローレートが０．１ｇ／１０分未満の場合は成形加工
時の負荷が高くなりすぎ操業性が低下する場合がある。
【００３６】
　ポリ乳酸系樹脂は通常公知の溶融重合法で、あるいはさらに固相重合法を併用して製造
される。また、ポリ乳酸系樹脂のメルトフローレートを所定の範囲に調節する方法として
、メルトフローレートが大きすぎる場合は、少量の鎖長延長剤、例えば、ジイソシアネー
ト化合物、ビスオキサゾリン化合物、エポキシ化合物、酸無水物等を用いてポリ乳酸系樹
脂の分子量を増大させる方法が挙げられる。逆に、メルトフローレートが小さすぎる場合
はメルトフローレートの大きなポリエステル樹脂や低分子量化合物と混合する方法が挙げ
られる。
【００３７】
　ポリ乳酸系樹脂の構成成分であるＬ－乳酸単位とＤ－乳酸単位の含有割合は、一方が８
５ｍｏｌ％以上であることが好ましく、９０ｍｏｌ％以上であることがより好ましく、９
５ｍｏｌ％以上であることがさらに好ましく、９８ｍｏｌ％以上であることが特に好まし
い。Ｄ－乳酸単位、または、Ｌ－乳酸単位が８５ｍｏｌ％未満であると、立体規則性の低
下により得られる効果が十分に発現しない傾向にある。
【００３８】
　ポリ乳酸系樹脂中の乳酸やラクチド等の残留モノマーの量は、ポリ乳酸系樹脂１００質
量部に対して０．６質量部以下が好ましい。残留モノマーが０．６質量部を超えると、ポ
リ乳酸系樹脂の耐加水分解性が低下する恐れがある。
【００３９】
　Ｌ－乳酸単位とＤ－乳酸単位の比率が異なる複数のポリ乳酸系樹脂同士を任意の割合で
ブレンドされたものを用いても良い。
【００４０】
　ポリ乳酸系樹脂には、主たる成分である乳酸以外のモノマーが共重合されていてもよい
が、３０質量％以下が好ましい。例えば、酸成分としては、テレフタル酸、イソフタル酸
、オルトフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、２，５－ナフタレンジカルボン酸
、２，７－ナフタレンジカルボン酸、１，５－ナフタレンジカルボン酸、メチルテレフタ
ル酸、４，４′－ビフェニルジカルボン酸、２，２′－ビフェニルジカルボン酸、４，４
′－ビフェニルエーテルジカルボン酸、４，４′－ジフェニルメタンジカルボン酸、４，
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４′－ジフェニルスルフォンジカルボン酸、４，４′－ジフェニルイソプロピリデンジカ
ルボン酸などの芳香族ジカルボン酸、アジピン酸、セバシン酸、シュウ酸、マロン酸、コ
ハク酸、アゼライン酸、ウンデカン二酸、ドデカン二酸、アイコサン二酸、水添ダイマー
酸などの飽和脂肪族ジカルボン酸、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸、メサコン酸、シ
トラコン酸、ダイマー酸等の不飽和脂肪族ジカルボン酸およびこれらの無水物、１，４－
シクロヘキサンジカルボン酸、１，３－シクロヘキサンジカルボン酸、１，２－シクロヘ
キサンジカルボン酸、２，５－ノルボルネンジカルボン酸、テトラヒドロフタル酸などの
脂環式ジカルボン酸などが挙げられる。また、ジオール成分として、エチレングリコール
、プロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、ジエチレングリコール、ネオペンチ
ルグリコール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，８－オクタ
ンジオール、１，１０－デカンジオール等の脂肪族ジオール、１，４－シクロヘキサンジ
メタノール、１，３－シクロヘキサンジメタノール、１，２－シクロヘキサンジメタノー
ル等の脂環式ジオール、ビスフェノールＡやビスフェノールＳ等のビスフェノール類又は
それらのエチレンオキサイド付加体、ハイドロキノン、レゾルシノール等の芳香族ジオー
ル等が共重合されていても構わない。
【００４１】
　さらには、ｐ－ヒドロキシ安息香酸、ｐ－（２－ヒドロキシエトキシ）安息香酸、６－
ヒドロキシカプロン酸、３－ヒドロキシ酪酸、３－ヒドロキシ吉草酸、等のヒドロキシカ
ルボン酸や、δ－バレロラクトン、γ－ブチロラクトン、ε－カプロラクトン等のラクト
ン化合物が共重合されていても構わない。また、難燃性を付与するために有機リン化合物
が共重合されていてもよい。
【００４２】
　ポリ乳酸系樹脂成分には、他のポリエステル樹脂、たとえば、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレ
ート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリエチレンイソフタレ
ート／テレフタレート、ポリブチレンイソフタレート／テレフタレート、ポリエチレンテ
レフタレート／シクロヘキシレンジメチレンテレフタレート、ポリシクロヘキシレンジメ
チレンイソフタレート／テレフタレート、ポリ（ｐ－ヒドロキシ安息香酸／エチレンテレ
フタレート）、ポリテトラメチレンテレフタレート等が混合されていても構わない。これ
らの成分は、ポリ乳酸系樹脂１００質量％に対して３０質量％以下が好ましい。
【００４３】
　本発明で用いられる（メタ）アクリル酸エステル化合物は、ポリ乳酸系樹脂と反応を起
こし、枝分かれ構造、橋かけ構造、鎖長伸長などを樹脂に付与する。この結果、樹脂の溶
融張力が高まり、成形性が一層高くなる。（メタ）アクリル酸エステル化合物を反応させ
たポリ乳酸系樹脂にカルボン酸アミドやカルボン酸エステルのうち、分子中に極性基を有
するものを添加した場合、それぞれ単独の場合に比べて、溶融張力が高まることによる成
形性の改良に加え、結晶化促進という異なる機構が並行して進行する結果、成形サイクル
が短縮できたり、同じ成形サイクルでも成形物の取り出しに問題がなくなるなどの成形性
の向上、耐熱性のアップにつながったと考えられる。
【００４４】
　本発明で用いられる（メタ）アクリル酸エステル化合物としては、ポリ乳酸系樹脂との
反応性が高くモノマーが残りにくく、樹脂への着色も少ないことから、分子内に２個以上
の（メタ）アクリル基を有するか、又は１個以上の（メタ）アクリル基と１個以上のグリ
シジル基もしくはビニル基を有する化合物が好ましく、具体的にはグリシジルメタクリレ
ート、グリシジルアクリレート、グリセロールジメタクリレート、トリメチロールプロパ
ントリメタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、アリロキシポリエチ
レングリコールモノアクリレート、アリロキシポリエチレングリコールモノメタクリレー
ト、ポリエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート
、ポリプロピレングリコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレー
ト、ポリテトラメチレングリコールジメタクリレート、（これらのアルキレングリコール
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部が様々な長さのアルキレンの共重合体でも構わない）、ブタンジオールメタクリレート
、ブタンジオールアクリレート等が挙げられ、中でも安全性や反応性の理由から、ポリエ
チレングリコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート、エチ
レングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート等が好ましい
。
【００４５】
　本発明で用いられる（メタ）アクリル酸エステル化合物は、ポリ乳酸系樹脂１００質量
部に対して０．０１～２０質量部とすることが好ましく、より好ましくは０．０１～１０
質量部、さらに好ましくは０．０１～３質量部である。０．０１質量部未満では本発明の
目的とする結晶化速度向上が十分でないため、耐熱性、成形性が得られず、また、２０質
量部を超える場合には反応の度合いが強すぎて、操業性に支障が出ることがある。
【００４６】
　本発明の（メタ）アクリル酸エステル化合物と反応したポリ乳酸系樹脂は、（メタ）ア
クリル酸エステル化合物と未反応のポリ乳酸系樹脂が混合されていても構わないが、（メ
タ）アクリル酸エステル化合物と反応したポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して１００質
量部以下が好ましい。特に好ましくは、５０質量部以下である。未反応のポリ乳酸系樹脂
が５０質量部以下の場合は、該組成部の成形性を一層良好に保持できる。
【００４７】
　本発明においては、（メタ）アクリル酸エステル化合物と同時に反応助剤として過酸化
物を添加すると好ましい。過酸化物としては、樹脂への分散性が良好である有機過酸化物
が好ましく、具体的にはベンゾイルパーオキサイド、ビス（ブチルパーオキシ）トリメチ
ルシクロヘキサン、ビス（ブチルパーオキシ）メチルシクロドデカン、ブチルビス（ブチ
ルパーオキシ）バレレート、ジクミルパーオキサイド、ブチルパーオキシベンゾエート、
ジブチルパーオキサイド、ビス（ブチルパーオキシ）ジイソプロピルベンゼン、ジメチル
ジ（ブチルパーオキシ）ヘキサン、ジメチルジ（ブチルパーオキシ）ヘキシン、ブチルパ
ーオキシクメン等が挙げられる。上記過酸化物の配合量はポリ乳酸系樹脂１００質量部に
対して０．０２～２０質量部が好ましく、さらに好ましくは０．１～１０質量部である。
０．１質量部未満では反応性を高める効果が低く、２０質量部を超える場合には、コスト
面で好ましくない。
【００４８】
　本発明のポリ乳酸系樹脂組成物には、ポリ乳酸系樹脂成分の末端基を封鎖して耐湿熱性
、耐衝撃性等を向上させる目的で、カルボジイミド化合物から選ばれる１種類以上の化合
物を配合してもよい。カルボジイミド化合物の配合範囲は、ポリ乳酸系樹脂１００質量部
に対して、０．５～２０質量部であり、１～１０質量部がより好ましく、１～３質量部が
特に好ましい。配合量が０．５質量部未満であると、本発明の樹脂組成物の耐湿熱性や耐
衝撃性などの機械物性に効果はみられず、一方２０質量部を超えてもそれ以上の効果は得
られない。
【００４９】
　カルボジイミド化合物は、分子中に１個以上のカルボジイミド基を有する化合物であれ
ば特に限定されず、その例としては、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－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－ｔｅｒｔ．　－ブチルフェニルカルボジイミド、Ｎ－トリイル
－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
－トリイルカルボジイミド、ｐ－フェニレン－ビス－ジ－ｏ－トリ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、ヘキサメチレン－ビス－ジシ
クロヘキシルカルボジイミド、４，４′－ジシクロヘキシルメタンカルボジイミド、エチ
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レン－ビス－ジフェニルカルボジイミド，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、ジイソピル
カルボジイミド、ジメチルカルボジイミド、ジイソブチルカルボジイミド、ジオクチルカ
ルボジイミド、ｔ－ブチルイソプロピルカルボジイミド、ジ－β－ナフチルカルボジイミ
ド、ジ－ｔ－ブチルカルボジイミド、芳香族ポリカルボジイミドなどが挙げられる。さら
にこれらの化合物の重合体を挙げることができる。これらカルボジイミド化合物は単独で
使用してもよいが２種以上を組み合わせて使用してもよい。本発明では芳香族カルボジイ
ミド、特にＮ，Ｎ′－ジ－２，６－ジイソプロピルフェニルカルボジイミド、およびこれ
ら化合物の重合体（重合度は２～２０程度が望ましい）が望ましく用いられるほか、シク
ロヘキサン環を有したカルボジイミド化合物、特に４，４′－ジシクロヘキシルメタンカ
ルボジイミド、およびこれらの化合物の重合体（重合度は２～２０程度が望ましい）が特
に好ましく用いられる。カルボジイミド化合物は、従来から知られている方法で製造でき
、例えばジイソシアネート化合物を原料とする脱二酸化炭素反応を伴うカルボジイミド反
応により製造することができ、このとき、モノイソシアネート等で末端封鎖処理を行わな
ければ、末端にイソシアネート基を有するカルボジイミド化合物が得られる。イソシアネ
ート基の濃度は特に限定されない。このような化合物の具体例としては、日清紡社製ＬＡ
－１（イソシアネート基を１～３％含む脂肪族カルボジイミド化合物）等が市販されてい
る。
【００５０】
　本発明のポリ乳酸系樹脂組成物には、他の石油由来の樹脂も混合しても構わない。石油
由来の樹脂として、例えば、ポリプロピレン、ＡＢＳ、ナイロンなどの熱可塑性樹脂や、
フェノール樹脂、シリコーン樹脂、フラン樹脂などの熱硬化性樹脂などが挙げられる。
【００５１】
　本発明における有機結晶核剤となる分子中に極性基を有するカルボン酸アミド及びカル
ボン酸エステルとは、その分子量が１，０００以下の化合物であり、より好ましくは分子
量１００～９００の化合物である。当該分子の分子量が１，０００を超えると、ポリ乳酸
系樹脂との相溶性が低下して、分散性が低下したり成形体からブリードアウトしたりする
場合がある。当該有機結晶核剤は、１種の化合物でも複数の化合物を混合して使用しても
よい。
【００５２】
　カルボン酸アミドの主骨格としては、脂肪族モノカルボン酸アミド、脂肪族ビスカルボ
ン酸アミド、および芳香族カルボン酸アミドが挙げられ、カルボン酸エステルとしては、
脂肪族モノカルボン酸エステル、脂肪族ビスカルボン酸エステル、芳香族カルボン酸エス
テルが挙げられる。これらの化合物が有するアミド基またはエステル基は１個でも２個以
上でもよい。これらの中でも、アミド基を含む化合物は、エステル基を含む場合に比べて
融点が高く、本発明におけるポリ乳酸系樹脂組成物の成形時に、ポリ乳酸系樹脂の結晶化
を起こさせる原因となる結晶核を速やかに生成することができるため好ましい。さらに、
ビスアミドは結晶化速度をより向上させることができる点で特に好ましい。
【００５３】
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　脂肪族モノカルボン酸アミド、脂肪族ビスカルボン酸アミドおよび芳香族カルボン酸ア
ミド系化合物の具体例としては、ラウリン酸アミド、パルミチン酸アミド、オレイン酸ア
ミド、ステアリン酸アミド、エルカ酸アミド、Ｎ－オレイルパルミチン酸アミド、Ｎ－オ
レイルオレイン酸アミド、Ｎ－オレイルステアリン酸アミド、Ｎ－ステアリルオレイン酸
アミド、Ｎ－ステアリルステアリン酸アミド、Ｎ－ステアリルエルカ酸アミド、メチレン
ビスステアリン酸アミド、エチレンビスラウリン酸アミド、エチレンビスカプリン酸アミ
ド、エチレンビスオレイン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミド、エチレンビスエ
ルカ酸アミド、エチレンビスイソステアリン酸アミド、ブチレンビスステアリン酸アミド
、ｐ－キシリレンビスステアリン酸アミドなどを例示することができる。
【００５４】
　脂肪族モノカルボン酸エステル、脂肪族ビスカルボン酸エステルおよび芳香族カルボン
酸エステルの具体例としては、ラウリン酸エステル、パルミチン酸エステル、オレイン酸
エステル、ステアリン酸エステル、エルカ酸エステル、Ｎ－オレイルパルミチン酸エステ
ル、Ｎ－オレイルオレイン酸エステル、Ｎ－オレイルステアリン酸エステル、Ｎ－ステア
リルオレイン酸エステル、Ｎ－ステアリルステアリン酸エステル、Ｎ－ステアリルエルカ
酸エステル、メチレンビスステアリン酸エステル、エチレンビスラウリン酸エステル、エ
チレンビスカプリン酸エステル、エチレンビスオレイン酸エステル、エチレンビスステア
リン酸エステル、エチレンビスエルカ酸エステル、エチレンビスイソステアリン酸エステ
ル、ブチレンビスステアリン酸エステル、ｐ－キシリレンビスステアリン酸エステルなど
を例示することができる。
【００５５】
　本発明におけるカルボン酸アミド及びカルボン酸エステルが有する極性基としては、含
酸素置換基および含窒素置換基、ハロゲン基の中であれば何れでもよい。本発明における
低分子化合物は、これらの極性基を少なくとも２個有し、その中のいずれか２つの極性基
間の間隔が、３４±４オングストローム（即ち、３．４±０．４ｎｍ）であることが好ま
しい。２つの極性基間の間隔とは、分子全体を構成する各原子がそれぞれの結合において
既知の結合角を満たしながら、分子全体が最も伸展した状態において、極性基が結合して
いる炭素原子間の直線的距離である。これらの化合物が有する極性基の数は３つ以上でも
よい。また、極性基の種類は、より具体的には、含酸素置換基には、水酸基および、グリ
シジル基、カルボキシル基等が含まれ、含窒素置換基には、アミノ基および、ニトロ基、
シアノ基、イソシアネート基等が含まれる。また、ひとつの分子中に異なる種類の極性基
が含まれていてもよい。ただし、分子構造中に含まれる極性基の種類が複数に及ぶ場合、
および極性基の数が３つ以上に及ぶ場合は、極性基間の化学的な相互作用による影響から
、上記の極性基のうち、二つの極性基間の間隔は、分子全体を構成する各原子がそれぞれ
の結合において既知の結合角を満たしながら、分子全体が最も伸展した状態において３４
±１０オングストローム（即ち、３．４±１．０ｎｍ）の範囲にある場合も好ましく機能
することがある。
【００５６】
　なお、本発明における「置換」とは、極性基を有さない場合の分子中の炭素原子に結合
する水素原子を置換することを意味する。
【００５７】
　上記の好ましい条件を備えた、分子の一部を極性基で置換したカルボン酸アミドおよび
カルボン酸エステルとしては、例えば、エチレンビス－１２－ヒドロキシステアリン酸ア
ミド、ヘキサメチレンビス－１０－ヒドロキシステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビス
－９，１０－ジヒドロキシステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジヒド
ロキシステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－１１，１２－ジヒドロキシステアリン
酸アミド、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジヒドロキシステアリン酸アミド、エチレン
ビス－１２－アミノステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビス－１０－アミノステアリン
酸アミド、ヘキサメチレンビス－９，１０－ジアミノステアリン酸アミド、ｐ－キシリレ
ンビス－９，１０－ジアミノステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－１１，１２－ジ
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アミノステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジアミノステアリン酸アミ
ド、エチレンビス－１２－シアノステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビス－１０－シア
ノステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビス－９，１０－ジシアノステアリン酸アミド、
ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジシアノステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－１
１，１２－ジシアノステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジシアノステ
アリン酸アミド、エチレンビス－１２－グリシジルステアリン酸アミド、ヘキサメチレン
ビス－１０－グリシジルステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビス－９，１０－ジグリシ
ジルステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジグリシジルステアリン酸ア
ミド、ｐ－キシリレンビス－１１，１２－ジグリシジルステアリン酸アミド、ｐ－キシリ
レンビス－９，１０－ジグリシジルステアリン酸アミド、エチレンビス－１２－ヒドロキ
システアリン酸エステル、ヘキサメチレンビス－１０－ヒドロキシステアリン酸エステル
、ヘキサメチレンビス－９，１０－ジヒドロキシステアリン酸エステル、ｐ－キシリレン
ビス－９，１０－ジヒドロキシステアリン酸エステル、ｐ－キシリレンビス－１１，１２
－ジヒドロキシステアリン酸エステル、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジヒドロキシス
テアリン酸エステル、エチレンビス－１２－アミノステアリン酸エステル、ヘキサメチレ
ンビス－１０－アミノステアリン酸エステル、ヘキサメチレンビス－９，１０－ジアミノ
ステアリン酸エステル、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジアミノステアリン酸エステル
、ｐ－キシリレンビス－１１，１２－ジアミノステアリン酸エステル、ｐ－キシリレンビ
ス－９，１０－ジアミノステアリン酸エステル、エチレンビス－１２－シアノステアリン
酸エステル、ヘキサメチレンビス－１０－シアノステアリン酸エステル、ヘキサメチレン
ビス－９，１０－ジシアノステアリン酸エステル、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジシ
アノステアリン酸エステル、ｐ－キシリレンビス－１１，１２－ジシアノステアリン酸エ
ステル、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジシアノステアリン酸エステル、エチレンビス
－１２－グリシジルステアリン酸エステル、ヘキサメチレンビス－１０－グリシジルステ
アリン酸エステル、ヘキサメチレンビス－９，１０－ジグリシジルステアリン酸エステル
、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジグリシジルステアリン酸エステル、ｐ－キシリレン
ビス－１１，１２－ジグリシジルステアリン酸エステル、ｐ－キシリレンビス－９，１０
－ジグリシジルステアリン酸エステル、などがある。この中でも、水酸基で置換したカル
ボン酸アミド、すなわちエチレンビス－１２－ヒドロキシステアリン酸アミド、ヘキサメ
チレンビス－１０－ヒドロキシステアリン酸アミド、ヘキサメチレンビス－９，１０－ジ
ヒドロキシステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－１１，１２－ジヒドロキシステア
リン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジヒドロキシステアリン酸アミド、など
は、ポリ乳酸系樹脂の結晶化速度をより向上させることができる点で好ましい。さらに、
カルボン酸ビスアミドの２つのアミド結合の間にメチレン基が２個以上８個以内、あるい
は、フェニル基が１つ以上４つ以下含まれているビスアミドで、水酸基の置換基が３個以
上６個以内のカルボン酸ビスアミド、すなわちヘキサメチレンビス－９，１０－ジヒドロ
キシステアリン酸アミド、ｐ－キシリレンビス－１１，１２－ジヒドロキシステアリン酸
アミド、ｐ－キシリレンビス－９，１０－ジヒドロキシステアリン酸アミドなどは特に好
ましい。
【００５８】
　また、分子中の特定の部位に極性基を有するカルボン酸アミドおよびカルボン酸エステ
ルの融点は、好ましくは２０～３００℃である。当該化合物の融点が２０℃未満であると
成形体からブリードアウトして成形体の外観が損なわれる傾向にあり、他方、３００℃を
超えると一般的な成形加工条件では溶融させにくいため、成形加工性が低下する傾向にあ
る。
【００５９】
　本発明のポリ乳酸系樹脂組成物において、分子中の特定の部位に極性基を有する有機結
晶核剤の含有量は、ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．１～５質量部であることが
好ましい。極性基を有する有機結晶核剤の含有量が０．１質量部未満であると、結晶化速
度の向上の程度が不十分となる傾向にあり、他方、５質量部を超える場合には、可塑剤的
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作用が過剰に強く発現するようになるために、剛性が低下したり、成形体からブリードア
ウトしたり、成形体の外観が損なわれる傾向が顕著になる恐れがある。より好ましくは０
．５～３質量部である。極性基を有する有機結晶核剤の含有量が上記範囲内の場合、成形
性と成形後の外観の状態が一層良好である。
【００６０】
本発明において、ポリ乳酸系樹脂に、カルボン酸アミドやカルボン酸エステルのうち、分
子中に極性基を有する低分子化合物と、（メタ）アクリル酸エステル化合物との双方を添
加した場合、単独での使用に比べて成形性が極めて向上する。これは、両者それぞれに結
晶化を促進する機構が異なるからであると考えられ、双方の想定外の相乗効果によって、
トータルの結晶化速度が速くなり、成形サイクルが短縮できたり、同じ成形サイクルでも
成形物の取り出しに問題がなくなるなどの成形性の向上につながったものと考えられる。
さらにこの結果、耐熱性のアップにもつながった。
【００６１】
　本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、エポキシ、イソシアネート、オキサゾリン、カルボ
ジイミド、酸無水物、及びアルコキシシランよりなる群から選ばれた官能基を少なくとも
１単位以上含有する反応性化合物を含有することにより、機械的強度および耐熱性を向上
させることができる。ポリ乳酸系樹脂１００質量部に対して０．０１～５質量部含有する
ことが好ましい。
【００６２】
　上記反応性化合物のうち、エポキシ基を含有する化合物としては、グリシジルメタクリ
レート－メチルメタクリレート共重合体、グリシジルメタクリレート－スチレン共重合体
、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパンポリグリシジ
ルエーテル、ヤシ脂肪酸グリシジルエステル、エポキシ化大豆油、エポキシ化アマニ油等
の各種グリシジルエーテル及び各種グリシジルエステル等が挙げられる。
【００６３】
　またイソシアネート基を含有する化合物としては、ヘキサメチレンジイソシアネート、
トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート等が挙げられる。
【００６４】
　またオキサゾリン化合物の具体例は、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、２，２′－ｍ－フェニレンビ
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′－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、例えばスチレン・２－イソプロペニル－２－オキサゾリン共重合体などが挙げら
れる。これらのオキサゾリン化合物の中から１種または２種以上の化合物を任意に選択す
ることができる。耐熱性および反応性や生分解性ポリエステル樹脂との親和性の点で２，
２′－ｍ－フェニレンビス（２－オキサゾリン）や２，２′－ｐ－フェニレンビス（２－
オキサゾリン）が好ましい。
【００６５】
　また、カルボジイミド化合物の具体例としては、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－ｏ－トリイルカルボジイミド、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、ジイソピルカルボジイミド、ジメチルカルボジイミド、ジイソブチルカルボジイ
ミド、ジオクチルカルボジイミド、ｔ－ブチルイソプロピルカルボジイミド、ジ－β－ナ
フチルカルボジイミド、ジ－ｔ－ブチルカルボジイミド、芳香族ポリカルボジイミド、こ
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れらの化合物の重合体を挙げることができ、単独で使用してもよいが２種以上を組み合わ
せて使用してもよい。本発明では芳香族カルボジイミド、特にＮ，Ｎ′－ジ－２，６－ジ
イソプロピルフェニルカルボジイミド、およびこれら化合物の重合体（重合度は２～２０
程度が望ましい）が望ましく用いられるほか、シクロヘキサン環を有したカルボジイミド
化合物、特に４，４′－ジシクロヘキシルメタンカルボジイミド、およびこれらの化合物
の重合体（重合度は２～２０程度が望ましい）が特に好ましく用いられる。
【００６６】
　酸無水物を含有する化合物としては、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、エチ
レン－無水マレイン酸共重合体、メチルビニルエーテル－無水マレイン酸共重合体、スチ
レン－無水マレイン酸共重合体等が挙げられる。
【００６７】
　アルコキシシランを含有する化合物としては、各種のアルキルトリアルコキシシランが
用いられる。アルコキシ基としてはメトキシ基やエトキシ基が好適に用いられ、アルキル
基としてはグリシジル基やイソシアネート基で置換されているものが好適に用いられる。
具体的には、グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、グリシドキシプロピルトリエト
キシシラン、イソシアネートプロピルトリエトキシシラン、メタクリロキシプロピルメチ
ルトリメトキシシラン、アクリロキシプロピルメチルトリメトキシシラン、及びこれらが
脱水縮合したオリゴマー等が挙げられる。
【００６８】
　上述の反応性化合物をポリ乳酸系樹脂に含有させる方法としては、予め樹脂と混合して
反応させる方法、あるいは後述する他の化合物と同じ工程で、樹脂と同時に混合して反応
させる方法のいずれの方法を用いてもよい。またアルコキシシランを溶融混練時に添加す
る場合には、反応によって生成するアルコールをベント口より減圧下で除去することが好
ましい。
【００６９】
　ポリ乳酸系樹脂におけるこれらの反応性化合物の含有量としては、ポリ乳酸系樹脂１０
０質量部に対して０．１～５質量部であることが好ましく、より好ましくは０．２～３質
量部であり、さらに好ましくは０．３～２質量部である。
【００７０】
　また、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、さらに繊維を含有することにより、より高い
耐熱性を付与することができる。繊維を使用する場合には、本発明のポリ乳酸系樹脂１０
０質量部に対して１５０～５質量部になるようにすると、耐衝撃性や成形性が特に優れる
ので好ましく、１００～５質量部が特に好ましい。
【００７１】
　本発明における繊維としては、ケナフなどの植物繊維、アラミド繊維や全芳香族ポリエ
ステル繊維といった合成有機繊維、ガラス繊維、金属繊維といった無機繊維を使用するこ
とができる。これらは１種でも良く、また２種以上を混合して使用してもよく、また異な
る種類の繊維を混合して使用してもよい。
【００７２】
　本発明における植物繊維とは、植物に由来する繊維をいい、具体例として、木材、ケナ
フ、竹、麻類などから得られる繊維を挙げることができる。これらの繊維は、平均繊維長
が２０ｍｍ以下のものが好ましい。また、これらの植物繊維を脱リグニンや脱ペクチンし
て得られるパルプ等は、熱による分解や変色といった劣化が少ないため特に好ましい。ケ
ナフや竹は光合成速度が速く成長が速いので、二酸化炭素を多量に吸収できることから、
二酸化炭素による地球温暖化、森林破壊という地球問題を同時に解決する手段の一つとし
ても優れているので、植物繊維の中でも好ましい。
【００７３】
　本発明における合成有機繊維としては、アラミド繊維やナイロン繊維などのポリアミド
繊維、ポリアリレート繊維やポリエチレンテレフタレート繊維などのポリエステル繊維、
超高強度ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、などが挙げられる。
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【００７４】
　アラミド繊維やポリアリレート繊維は芳香族化合物であり、他の繊維に比べ耐熱性が高
く、かつ高強度であること、淡色であることから樹脂に添加しても意匠性を損なわないこ
と、比重も低いことから、特に望ましい。
【００７５】
　本発明における無機繊維としては、炭素繊維、金属繊維、ガラス繊維、金属ケイ酸塩、
無機酸化物繊維、無機窒化物繊維などが挙げられる。
【００７６】
　上記の各繊維の形状は、繊維断面を円状ではなく、多角形、不定形あるいは凹凸のある
形状のもので、アスペクト比が高いものや、繊維径の小さいものが、樹脂との接合面積が
大きくなるため、望ましい。
【００７７】
　また、上記の各繊維には必要に応じて、基材となる樹脂との親和性または繊維間の絡み
合いを高めるために、表面処理を施すことができる。表面処理方法としては、シラン系、
チタネート系などのカップリング剤による処理、オゾかンやプラズマ処理、さらには、ア
ルキルリン酸エステル型の界面活性剤による処理などが有効である。しかしながら、これ
らに特に限定されるものでは無く、充填材の表面改質に通常使用できる処理方法が可能で
ある。
【００７８】
　上記の各繊維において、ポリ乳酸系樹脂との混合前の平均繊維長は、１００μｍ～２０
ｍｍであることが好ましく、１００μｍ～１０ｍｍの範囲であると、特に有効である。ま
た、混練後の平均繊維長は、８０μｍ～３ｍｍであることが好ましい。
【００７９】
　繊維を併用すると、溶融張力の低下をさらに抑えることができ、結晶化速度のアップと
ともに、さらなる成形性向上をもたらすほか、繊維による補強効果で高荷重下における耐
熱性が飛躍的に向上する。
【００８０】
　その他、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物には、必要に応じて、顔料、熱安定剤、酸化防
止剤、耐候剤、難燃剤、可塑剤、滑剤、離型剤、帯電防止剤、充填剤、結晶核剤、抗菌剤
や防かび剤を添加することができる。熱安定剤や酸化防止剤としては、たとえばヒンダー
ドフェノール類、リン化合物、ヒンダードアミン、イオウ化合物、銅化合物、アルカリ金
属のハロゲン化物が挙げられる。難燃剤としては、ハロゲン系難燃剤、リン系難燃剤、無
機系難燃剤が使用できるが、環境を配慮した場合、非ハロゲン系難燃剤の使用が望ましい
。非ハロゲン系難燃剤としては、リン系難燃剤、水和金属化合物（水酸化アルミ、水酸化
マグネシウム）、窒素含有化合物（メラミン系、グアニジン系）、無機系化合物（硼酸塩
、モリブデン化合物）が挙げられる。無機充填材としては、タルク、炭酸カルシウム、炭
酸亜鉛、シリカ、アルミナ、酸化マグネシウム、ケイ酸カルシウム、アルミン酸ナトリウ
ム、アルミン酸カルシウム、アルミノ珪酸ナトリウム、珪酸マグネシウム、ガラスバルー
ン、カーボンブラック、酸化亜鉛、三酸化アンチモン、ゼオライト、ハイドロタルサイト
、窒化ホウ素、チタン酸カリウム、窒化硼素、グラファイト等が挙げられる。有機充填材
としては、澱粉、セルロース微粒子、木粉、おから、籾殻、フスマ等の天然に存在するポ
リマーやこれらの変性品が挙げられる。無機結晶核材としては、タルク、カオリン等が挙
げられ、有機結晶核材としては、ソルビトール化合物、安息香酸およびその化合物の金属
塩、燐酸エステル金属塩、ロジン化合物等が挙げられる。抗菌剤としては、銀イオン、銅
イオン、これらを含有するゼオライトなどを使用できる。なお、本発明のポリ乳酸系樹脂
組成物にこれらを配合する方法は特に限定されない。
【００８１】
　本発明の樹脂組成物は、結晶化を促進させることにより、その耐熱性を高めることがで
きる。このための方法としては、例えば、射出成形時に金型内での冷却にて結晶化を促進
させる方法があり、その場合には、金型温度をポリ乳酸系樹脂のガラス転移温度（Ｔｇ）
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＋２０℃以上、融点（Ｔｍ）－２０℃以下で所定時間保った後、Ｔｇ以下に冷却すること
が好ましい。また、成形後に結晶化を促進させる方法としては、直接Ｔｇ以下の金型温度
で冷却した後、再度Ｔｇ以上、（Ｔｍ－２０℃）以下で熱処理することが好ましい。これ
により、成形体の耐熱性が向上し、低荷重下（０．４５ＭＰａ）での荷重たわみ温度（Ｄ
ＴＵＬ）がＴｇ＋３０℃以上、となり、さらに繊維が併用された系では高荷重下（１．８
ＭＰａ）でのＤＴＵＬがＴｇ＋２０℃以上となる。
【００８２】
　本発明におけるポリ乳酸系樹脂組成物の各種配合成分の混合方法には、特に制限はなく
、公知の混合機、たとえばタンブラー、リボンブレンダー、単軸や二軸の混練機等による
混合や押出機、ロール等による溶融混合が挙げられる。このとき、スタティックミキサー
やダイナミックミキサーを併用することも効果的である。混練状態をよくするためには二
軸押出機を使用することが好ましい。
【００８３】
　本発明の成形体は、上記本発明のポリ乳酸系樹脂複合材料を成形してなるものである。
【００８４】
　本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、射出成形法、フィルム成形法、ブロー成形法、発泡
成形法などの方法により、電化製品の筐体などの電気・電子機器用途、建材用途、自動車
部品用途、日用品用途、医療用途、農業用途などの成形体に加工できる。
【００８５】
　本発明の成形体の形状、厚み等は特に制限されず、射出成形品、押出成形品、圧縮成形
品、ブロー成形品、シート、フィルム、糸、ファブリック等のいずれでもよい。より具体
的には、電気・電子機器のハウジング、製品包装用フィルム、各種容器、自動車部品等が
挙げられる。また、本発明の成形体をシートとして使用する場合には、紙または他のポリ
マーシートと積層し、多層構造の積層体として使用してもよい。
【００８６】
　本発明のポリ乳酸系樹脂組成物を成形する方法としては、特に制限はなく、公知の射出
成形、射出・圧縮成形、圧縮成形法等、通常の電気・電子機器製品の製造に必要とされる
成形方法を用いることができる。これらの溶融混合や成形時における温度については、基
材となる樹脂の溶融温度以上でかつ植物繊維やポリ乳酸系樹脂が熱劣化しない範囲を設定
することが可能である。一方、金型温度はポリ乳酸系樹脂組成物の（Ｔｍ－２０℃）以下
が好ましい。ポリ乳酸系樹脂組成物の耐熱性を高める目的で金型内で結晶化を促進する場
合は、（Ｔｇ＋２０℃）以上、（Ｔｍ－２０℃）以下で所定時間保った後、Ｔｇ以下に冷
却することが好ましく、逆に後結晶化する場合は、直接Ｔｇ以下に冷却した後、再度Ｔｇ
以上（Ｔｍ－２０℃）以下で熱処理することが好ましい。
【実施例】
【００８７】
　本発明例及び比較例における、成形性の評価方法を示す。
【００８８】
　以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明する。実施例および比較例の樹脂組成
物の評価に用いた測定法は次のとおりである。
【００８９】
（１）メルトフローレート（ＭＦＲ）：
　ＪＩＳ規格Ｋ－７２１０（附属書Ａ表１の条件Ｄ）に従い、１９０℃、荷重２１．２Ｎ
で測定した。
【００９０】
（２）成形性：
　実施例及び比較例で得られた樹脂組成物のうち射出成形機（東芝機械製ＩＳ－８０Ｇ型
）を用いて成形（シリンダー温度設定温度：１８５℃、金型実測温度：８５℃及び１０５
℃）し、試験片を得た。成形性については、反り、ひけがない試験片を取り出すために要
する金型内部での保持時間（冷却時間）を測定し、成形性の指標とした。
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【００９１】
（３）曲げ強さ、曲げ弾性率：
　ＩＳＯ　１７８に準拠して測定した。
【００９２】
（４）シャルピー衝撃強度：
　ＩＳＯ　１７９に準拠して測定した。
【００９３】
（５）耐熱性（℃）：
　ＩＳＯ　７５に準拠し、荷重０．４５ＭＰａ、および、１．８ＭＰａで荷重たわみ温度
を測定した。
【００９４】
（６）混練後の樹脂中の繊維長：
　繊維を添加した系では、クロロホルム５０ｍｌにポリ乳酸系樹脂組成物の成形体１ｇを
溶解し、１４８０メッシュのステンレス網を用いてろ過を行い、光学顕微鏡にて視野に映
った繊維の長さを測定し、数平均長さを算出した。
【００９５】
（７）耐湿熱性：
　曲げ強度試験片を温度６０℃、湿度９０％ＲＨの環境下で２００時間処理した後、曲げ
強度を測定して、強度保持率を算出し、評価した。強度保持率は、９０％を超えることが
好ましい。
【００９６】
　なお、実施例及び比較例に用いた原料、副原料は次の表１のとおりである。
【表１】

【００９７】
　（実施例１）
＜ポリ乳酸系樹脂組成物の調製＞
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　樹脂Ａ１００質量部に、３質量部のエチレンビス１２－ヒドロキシステアリン酸アミド
の混合物、１質量部の（メタ）アクリル酸エステル化合物を、二軸押出機（東芝機械社製
ＴＥＭ‐３７ＢＳ）を用い、バレル温度：１９０℃、スクリュー回転数：２００ｒｐｍ、
吐出：１５ｋｇ／ｈで溶融混練してポリ乳酸系樹脂組成物のペレットを得た。
【００９８】
　（実施例２～１０）
　添加剤を下記表２及び表３のように変えた他は、実施例１と同様にしてポリ乳酸系樹脂
組成物を調製し、その成形性を評価した。
【００９９】
　（比較例１）
　樹脂Ａに何も混合せず、そのまま実施例１と同じ射出成形機を用いて成形を試みたが、
何れの条件でも試験片が大きく変形し、試験片を得ることができなかった。
【０１００】
　（比較例２～９）
　添加剤を下記表４及び表５のように変えた他は、実施例１と同様にしてポリ乳酸系樹脂
組成物を調製し、その成形性を評価した。
【０１０１】
　各種物性評価をおこなった結果をまとめて下記表２、表３、表４、表５に示す。実施例
１～１０で得られた樹脂組成物については、成形性、曲げ特性、耐衝撃性、耐熱性に優れ
る結果となった。実施例１０で得られた樹脂組成物においてのみ、耐湿熱性に優れる結果
となった。
【０１０２】
　比較例２、３および、４は、（メタ）アクリル酸エステル化合物を配合していないため
成形性に劣る結果となった。
【０１０３】
　比較例５、６、７、および、９は、ＥＢＨＳＡ、および／または、ＨＭＢＨＳＡを配合
していないため、成形性に劣る結果となった。
【０１０４】
　比較例８は、ＥＢＨＳＡ、および／または、ＨＭＢＨＳＡを配合せず、また（メタ）ア
クリル酸エステルを配合していないため、成形性に劣る結果となった。
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【表２】

【０１０５】
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【表３】

【０１０６】
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【表４】

【０１０７】
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【表５】

【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　以上の説明の通り、本発明のポリ乳酸系樹脂組成物は、射出成形法、フィルム成形法、
ブロー成形法、発泡成形法などの方法により、電気・電子機器用途、建材用途、自動車部
品用途、日用品用途、医療用途、農業用途、玩具・娯楽用途などの成形体に適用可能であ
る。
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