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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルロースを溶解してセルロースを含有するスピニング溶液を得ること、セルロースを
含有する前記の溶液を押出すこと、前記のセルロースを析出させ、それによってセルロー
ス繊維のケーブルを得ること、前記の析出させたセルロース繊維のケーブルを切断するこ
と、前記の切断したセルロース繊維を懸濁させること、および前記の懸濁させたセルロー
ス繊維を湿式グラインディングによって粉砕すること、による製造方法で製造された懸濁
液であって、前記製造方法において、セルロース系物質が、前記のセルロースの溶解から
前記の懸濁させたセルロース繊維の粉砕までの間に決して乾燥されることがなく、前記湿
式グラインディングの終了時において、１～５μｍの長さおよび１００～５００ｎｍの直
径を有するフィブリドを、１．１～５重量パーセント含む、懸濁液。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルロース系物質がセルロースの溶解から懸濁したセルロース繊維の粉砕（
ｄｉｓｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）までの間に決して乾燥しない、セルロース系粒子、セル
ロース系粒子の懸濁液、およびセルロース系粒子の懸濁液の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乾燥セルロース粉末は各種サイズで市販されており、例えば、補助ろ過剤、食料品およ
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び医薬製品における添加剤ならびに補助剤、クロマトグラフィ用の物質として、さらには
建築材料業界における添加剤として等、数多くの様々な用途に用いられている。その大部
分を占めるのは、パルプ、木材、または一年性植物から抽出される繊維性セルロースＩ型
粉末である。これに関して、この繊維性セルロース粉末の繊維長の下限は、１０～２０μ
ｍに限定される。上方の範囲の繊維長としては、ｍｍの範囲で用いられており、従って、
ここで既に、ショートカット繊維とある程度重複している。
　量的には少なくなるが、セルロースＩＩ型粉末も得ることができる。ここでは、繊維性
粉末に加えて球状粉末を得ることができる。これらの粉末は、好適な析出剤に溶解したセ
ルロースを析出させることによって主に作製される。１０μｍ未満のサイズ範囲の球状セ
ルロース粉末は、作製により多くの労力を要するため、市販されているものを見つけるこ
とは困難である。
【０００３】
　例えば、国際公開第０２／５７３１９号にはＮＭＭＯ‐法を用いたセルロースパール（
ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　ｐｅａｒｌｓ）の作製について記載されており、ここでは、例えば
、二酸化チタンまたは硫酸バリウム、さらにはイオン交換を誘発する物質等の種々の添加
剤が大量に繊維が形成される前のセルロース溶液に添加されている。得られた生成物は、
イオン交換体または触媒として用いることができる。
【０００４】
　例えば排水処理に用いるイオン交換物質として好適な酸化チタンの作製が、米国特許第
６，９１９，０２９号に記載されている。酸化チタン物質の表面が特別な処理によって活
性化されていることにより、この物質を用いることで特に高い吸収能力および速度が達成
される。この酸化チタン物質は「準化学量論的酸化チタン」ということができる。これは
、物質中のチタン原子に対する酸素原子の比が２未満であることを意味する。この表面活
性化に関するより詳細な説明については、米国特許第６，９１９，０２９号の記載を参照
されたい。
【０００５】
　特定の機能を付与した酸化チタンの作製に関するその他の可能性は、鉄および硫黄原子
による酸化チタンのいわゆる「ドーピング」に見ることができる。このような化合物は、
光触媒活性を示す。
【０００６】
　同様に、ミリメートル範囲のセルロース系物質が今日大きな注目を集めつつある。これ
らは、剛性の結晶性ウイスカー（ｄｅ　Ｓｏｕｚａ　Ｌｉｍａ，　Ｍ．Ｍ．　ａｎｄ　Ｒ
．　Ｂｏｒｓａｌｉ，　Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｒａｐｉｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ，　２００４．　２５：　ｐ．７７１‐７８７）と、可撓性のＭＦＣ（ミク
ロフィブリル化セルロース）（Ｈｅｒｒｉｃｋ，　Ｆ．Ｗ．　ｅｔ　ａｌ，　Ｊｏｕｒｎ
ａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ；　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐ
ｏｌｙｍｅｒ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ，　１９８３．　３７：　ｐ．７９７‐８１３）とに
区分することができる（Ｔｕｒｂａｋ，　Ａ．Ｆ．　Ｆ．Ｗ．　Ｓｎｙｄｅｒ　ａｎｄ　
Ｋ．Ｒ．　Ｓａｎｄｂｅｒｇ，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ；　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ，　１９
８３．　３７：　ｐ．８１５‐８２７）。両タイプの粒子とも、そのサイズ範囲はそれぞ
れ約１μｍと小さく、その製造方法のために、僅かな量のセルロースしか含まない懸濁液
またはゲルの形態である。これらの製造は、主に１回もしくは複数回の機械的粉砕工程（
超音波、ホモジナイザー等）と、酵素または強酸によるセルロース系出発物質の強力な分
解とを組み合わせて行われる。
【０００７】
　同様に、低温法（ｃｙｒｏ　ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ）が文献に記載されており、当該方法
では液体窒素の補助によってセルロース系物質のミクロフィブリルを遊離させる（Ｃｈａ
ｋｒａｂｏｒｔｙ，　Ａ．Ｍ．　Ｓａｉｎ，　ａｎｄ　Ｍ．　Ｋｏｒｔｓｃｈｏｔ，　Ｈ
ｏｌｚｆｏｒｓｃｈｕｎｇ，　２００５．　５９：　ｐ．１０２‐１０７）。
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【０００８】
　セルロースナノ繊維を作製する別の方法としてはエレクトロスピニング法があり（Ｋｕ
ｌｐｉｎｓｋｉ，　Ｐ．，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　
Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２００５．　９８（４）：　ｐ．１８５５‐１８５９）、これも多大
な労力を必要とするものである。
【０００９】
　これらのナノ構造を有する物質の現在の主な利用分野は、特に、配合材料の強化である
（Ｆａｖｉｅｒ，　Ｖ．，　Ｈ．　Ｃｈａｎｚｙ　ａｎｄ　Ｊ．Ｙ．　Ｃａｖａｉｌｌｅ
，　Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，　１９９９．　２８：　ｐ．６３６５‐６３５７）
。
【００１０】
　上述のセルロース粒子の別の特別な用途として、フィルムおよび膜がそれぞれ文献に記
載されている。セルロース系物質は、その他の物質と組み合わせて用いられることが多く
、および／または、フィルムの製造には多大な労力を要する。例としては、（Ｆｅｎｄｌ
ｅｒ，　Ａ．，　ｅｔ　ａｌ．　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｂａｒｒｉ
ｅｒ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ｏｆ　ＨＤＰＥ　ａｎｄ　
ｐｕｒｉｆｉｅｄ　ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　ｆｉｂｒｅｓ．　Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ，　２０
０７．　Ｉｎ　ｐｒｅｓｓ．　Ｄｏｉ．　１０．１００７／ｓ１０５７０‐００７‐９１
３６‐ｘ），　Ｌｉｕ，　Ｈ．　ａｎｄ　Ｙ．‐Ｌ　Ｈｓｉｅｈ，　Ｕｌｔｒａｆｉｎｅ
　Ｆｉｂｒｏｕｓ　Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　Ａｃｅｔａｔｅ．　Ｊｏｕｒ
ｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ：　ｐａｒｔ　Ｂ：　Ｐｏｌｙｍｅｒ　
Ｐｈｙｓｉｃｓ，　２００２．４０：ｐ．２１１９‐２１２９）、または（Ｓａｎｃｈｅ
ｚ‐Ｇａｒｃｉａ，　Ｍ．Ｄ．　Ｅ．　Ｇｉｍｅｎｅｚ　ａｎｄ　Ｊ．Ｍ．　Ｌａｇａｒ
ｏｎ，　Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　ｂａｒｒｉｅｒ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ
　ｓｏｌｖｅｎｔ　ｃａｓｔ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉ
ｃ　ｂｉｏｐｏｌｙｍｅｒｓ　ａｎｄ　ｐｕｒｉｆｉｅｄ　ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ　ｆｉｂ
ｒｅｓ，　Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ，　２００７　ｉｎ　ｐｒｅｓ
ｓ．　ｄｏｉ：　１０．１０１６／ｊ．ｃａｒｂｐｏｌ．２００７．０５．０４１）に見
ることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、既存の技術と比較したときの本発明の課題は、例えばＭＦＣのウイスカー等の
懸濁媒体中に懸濁された１μｍ未満の範囲のナノ物質と、１０μｍ～数ｍｍの範囲の従来
の乾燥粉末という、入手可能な粒子のサイズ間のギャップを埋めるセルロースフィブリド
を作製し、それによって経済効率の向上を実現することであった。
【００１２】
　さらに、上記の製造方法は、簡便に行われることを特徴とすべきであり、好ましくは、
生成物の入念な洗浄を必要とする出発物質の酵素または薬品（特に強酸）による処理によ
るセルロース系物質の強力な分解を経ることなく行われるべきである。同様に、生成され
たフィブリドがより高度に濃縮され（およそ１０％の固形分）、より容易に加工すること
のできる懸濁液を作製することが可能であるべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題は、以下の工程を含むセルロース系粒子の懸濁液の製造方法によって解決さ
れうる。
　・セルロースを溶解させてセルロースを含有するスピニング溶液を得る工程
　・上記セルロースを含有する溶液を押出す工程
　・セルロースを析出させ、それによってセルロース繊維を得る工程
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　・析出させたセルロース繊維を切断する工程
　・切断したセルロース繊維を懸濁させる工程
　・懸濁させたセルロース繊維を粉砕する工程
　ここで、セルロースの溶解から懸濁させたセルロース繊維の粉砕までの間、セルロース
系物質は決して乾燥されることがない。
【発明の効果】
【００１４】
　本製造方法によれば、優れた特性を有するセルロース系粒子を、現在の技術と比較して
少ない加工工程数、短縮された工程全体の滞留時間、および少ないエネルギー所要量で得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】市販の乾燥セルロース粉末を懸濁させて得た懸濁液を対物スライド上に広げ、最
後にこれを乾燥させることによって作製されたフィルムを示す。
【図２】本発明による懸濁液を対物ガラスプレート上に広げ、続いてこれを乾燥させるこ
とによって作製されるフィルムを示す。
【図３】本発明による懸濁液から作製された図２と同じフィルムの電子顕微鏡写真を示す
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　セルロース系物質は、常に５０％以上、好ましくは１００％以上、最も好ましくは１５
０％以上の水分を含有することが好ましい。このため、さらなる加工に付する間、特に粉
砕工程の間、およびその間の加工工程においても、セルロースが決して完全に乾燥されな
いように、すなわち常に十分な水相を有するように、注意を払う必要がある。
【００１７】
　最新の技術と比較して、公知の小型ナノ粒子と同等の特性および用途分野を有しながら
もより有利なコストで作製できるセルロース粒子およびこのような粒子を含有する懸濁液
を、本発明に従う方法を用いて作製することができる。さらなる経済的な利点としては、
本発明に従って作製された懸濁液は、セルロースを非常に高い含有量で、すなわちナノ物
質の場合のような僅か２重量パーセントではなく、最大で２０重量パーセントものセルロ
ースを含有できる点が挙げられる。これにより、包装および輸送のコストが低減され、同
様に、例えば、セルロース粒子のフィルムを得るために除去する必要のある懸濁媒体の量
がより少なくてすむことから、懸濁液の使用がコストの面でより有利となる。
【００１８】
　リヨセル（Ｌｙｏｃｅｌｌ）技術に基づくセルロース繊維の作製は公知であり、最新の
技術である。本発明による繊維のフィブリドの作製においては、繊維が工程の間に乾燥せ
ず、常に対応する高い水分含有量（５０％以上、好ましくは１００％以上、最も好ましく
は１５０％以上）を示すことが必須である。
【００１９】
　リヨセル技術において工業規模で既に用いられている最もよく知られた溶媒は、水性Ｎ
‐メチルモルホリン‐Ｎ‐オキシド（ＮＭＭＯ）である。しかしながら、本発明によるセ
ルロース繊維の作製においては、セルロースが化学的に誘導体化せずに物理的に溶解する
その他の公知の溶媒が好適かつ経済的である。特に注目すべきは、いわゆる「イオン性液
体」、またはその他のアミンオキシド含有溶媒への溶解である。同様に、公知のビスコー
ス法は本発明の実施に対して好適かつ経済的である。この方法では、セルロースをまず苛
性ソーダを含有する媒体中でキサントゲン酸塩化することにより溶解させ、次にこのよう
にして調製したセルロース含有スピニング溶液を押出し、最後に析出浴中で析出させて再
生させる。
【００２０】
　補助剤（例えば、ステアリン酸‐ＰＥＧ‐エステル、部分硫酸化脂肪アルコール、脂肪
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アルキルエトホスフェート）を湿潤繊維に適用してもよい。これは、グラインディング能
の向上など、さらに行われる加工工程を容易にするものである。
【００２１】
　湿潤繊維のケーブルは従来の手段によって切断され、２～６０ｍｍの繊維長とされる。
このような（短く切断した）初めに湿潤した繊維から開始して、さらなる加工を実施する
。繊維が作製された段階で既に、最終的に得られるフィブリドの特性の一部が決定され得
る。この目的のために、従来の織物用繊維を作製する場合であれば、繊維の太さ（ｆｉｂ
ｒｅ　ｔｉｔｒｅ）、繊維の引張り強度、伸長度、またはループ強度（ｌｏｏｐ　ｓｔｒ
ｅｎｇｔｈ）に影響する、当業者に公知の手段が例えば好適である。この種の手段として
は、中でも、スピニングの諸条件にそれぞれ対応するパルプの選択がある。繊維の太さが
特に粒子サイズに影響するが、脆さおよびフィブリル化傾向は、繊維の引張り強度に影響
され得る。より脆く、かつよりフィブリル化しやすい繊維の各々は、グラインディング時
間がより短く、グラインディングに要するエネルギーがより少なく、グラインディング時
の粒子の熱負荷も低減されることから、より容易にグラインディングすることができる。
【００２２】
　最初に、繊維を水または好適なその他の媒体中へ懸濁させる。この懸濁液は均質であり
、易流動性かつポンプ圧送が可能であるべきである。絶乾状態、すなわち完全に乾燥した
セルロースにおいて、４～６％の範囲の繊維含有量が最適であることがわかった。懸濁は
、好適な機械的凝集体（ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ａｇｇｒｅｇａｔｅｓ）を介して行われ
、それによって、さらに繊維のフィブリル化も生じる。フィブリル化、すなわち繊維表面
からの個々のフィブリルの分離は、このようにして作製される微細画分（ｆｉｎｅ　ｆｒ
ａｃｔｉｏｎｓ）のために、懸濁液中における小型セルロース粒子の割合を高める。この
種の微粉砕画分は、最終製品で目標とされる特性に応じて、所望される場合も、または所
望されない場合もある。このため、懸濁される凝集体の選択は適切に行われる必要がある
。
【００２３】
　さらなる加工工程としては、複数のバリエーションが考えられる。
　第一のバリエーションでは、最初に繊維は懸濁されるのみであり、そのサイズはほとん
ど変化しない。最後に、これを粉砕工程において所望の最終サイズまで分解する。
【００２４】
　第二のバリエーションでは、繊維は懸濁させる間に既に粉砕されており、続いて最後に
、最終的な粉砕工程にて所望の最終サイズまで分解される。
【００２５】
　第三のバリエーションでは、繊維は懸濁させる間に既に所望の最終サイズまで分解され
ている。
【００２６】
　第四のバリエーションでは、切断後の繊維から水を分離することが可能であり、最初に
この湿潤繊維を切断ミル、高性能ミル（ｈｉｇｈ　ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｙ　ｍｉｌｌ）
、またはシュレッダーにて周囲に液体を存在させずに粉砕し、次にこれらを懸濁させ、所
望の最終サイズまで分解する。
【００２７】
　一般に、パルプの粉砕および調製のそれぞれに用いられるほとんどの装置が、本発明に
よる繊維懸濁液の作製にも好適であると言える。以下の装置が繊維の懸濁に適しているこ
とがわかった。切断ヘッドを有するＵｌｔｒａ　Ｔｕｒａｘ、ジョクロミル（Ｊｏｋｒｏ
　ｍｉｌｌ）、バレービーター（Ｖａｌｌｅｙ　Ｂｅａｔｅｒ）、およびリファイナー。
【００２８】
　本発明による方法の好ましい態様では、繊維は懸濁されると同時に粉砕される。ここで
、懸濁装置は、懸濁と同時に１００μｍ～６００μｍの範囲の長さまで繊維を分解する種
類のものが好適である。この長さは、さらに粉砕を行う際に特に適している。
【００２９】
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　本発明による方法の別の好ましい態様では、１～５μｍの粒子サイズへの粉砕が懸濁の
後に行われる。この粉砕は、湿式グラインディングによって行われることが好ましい。
【００３０】
　粉砕は、懸濁液中のセルロース含有量が０．１～５．０重量パーセントである状態で実
施することが好ましい。セルロース含有量がこれより少ないと、セルロース粒子の量に関
連して、必要とされるミルが大き過ぎ、さらに、粉砕後に除去しなければならない懸濁媒
体の量が多過ぎる。セルロース含有量が多過ぎると、懸濁液の粘度が高くなり過ぎ、グラ
インディングの動きによりもたらされるせん断エネルギーが大きくなり過ぎる。
【００３１】
　ここでさらに、添加剤を加えることで周囲の媒体中におけるフィブリドの粉砕および／
または安定化を補助することも可能である。湿式グラインディングは、所望の最終繊度（
１～５μｍ）が得られるミルにて行う。これは、好ましくは、異なる攪拌ビーズミル（イ
ンペラー攪拌機やピン攪拌機等）である。（ダブル）円錐ミル等のその他のミルは、限ら
れた範囲内で使用することができる。
【００３２】
　所望の粒子特性、特に最終繊度を達成するためには、一般に、湿式グラインディングの
間、懸濁液を閉じたループ状に循環させて、グラインディングされたストック液がミルを
複数回通過できるようにする必要がある。このようにして、繊度をグラインディングを行
う時間によって制御することができ、同時に、その他のパラメーターによって粒子サイズ
に影響を与えることが可能である。従って、グラインディング媒体のサイズまたはミルの
速度を調節することができる。
【００３３】
　非常に狭い分布が所望される場合は、グラインディングに続いて、例えばＨｏｓｏｋａ
ｗａ‐Ａｌｐｉｎｅ　Ｈｙｄｒｏｐｌｅｘ型の湿式分級機を用いてフィブリドを分級する
必要がある。
【００３４】
　グラインディングの終了時において、フィブリドは、１～５μｍの長さおよび１００～
５００ｎｍの直径を有し、１．１～５重量パーセントの濃度で懸濁媒体中に存在する。こ
こで、個別のフィブリドならびに相互に連結したフィブリド結合物の両方を見ることがで
きる。フィブリドは、そのサイズおよび安定化の種類に応じて沈降する。
【００３５】
　所望により、懸濁液を安定化させるために、懸濁液の粘度を高める手段を用いることが
できる。これは、例えば、遠心分離、温和な温度での蒸発、もしくは膜分離法を介して懸
濁媒体を少量除去するか、または増粘剤を添加するかのいずれかによって行うことができ
る。好適な増粘剤は当業者に公知であり、市販されているカルボキシメチルセルロースま
たはグリセリンが例として挙げられる。基本的に、分散剤や界面活性剤（ｔｅｎｓｉｄｅ
ｓ）などの表面活性物質を用いることによって懸濁液を安定化させることができる。しか
しながらこの方法では、ポリマーまたはポリマー様の増粘剤を用いる場合とは異なり、別
種類の物質が懸濁液中へ導入されることになるため、好ましくはない。
【００３６】
　しかしながら、本発明によるセルロース粒子が懸濁液中で析出する場合であっても、凝
集体は通常発生せず、フィブリド沈降物は振とうによって再度容易に分散させることがで
きる。上清（ｏｖｅｒｌａｐ）のデカンティングとこの析出とを組み合わせた結果として
、懸濁液中のフィブリドの濃度を高めることもできる。固形分の濃度を高めるためのその
他の方法としては、遠心分離および液相の蒸発がある。しかしながら、この場合は懸濁液
の濃度を高め過ぎてフィブリドの不可逆的な凝集を引き起こさないように注意を払う必要
がある。懸濁液の固形分含有量の上限はフィブリドのサイズに応じて異なり、フィブリド
についてのこれは、懸濁液中の乾燥物質として１５～２０％の場合は、約数μｍに等しい
。
【００３７】
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　本発明による懸濁液をスプレードライすることにより、粒子を得ることができる。スプ
レードライのための方法および装置は、基本的に当業者に公知である。しかしながら、本
発明による懸濁液が、非常に高い粒子含有量であるにも関わらず全く困難を伴わずにスプ
レーすることが可能であることは驚きに値する。最新技術による粒子の懸濁液は、最大２
重量パーセントの含有量ですでにスプレーを容易に行うことができない。これは、懸濁液
が高い粘度、および特にスプレー管内で問題となり得る非ニュートン流動挙動を示すため
である。
【００３８】
　スプレードライを経て、個々のフィブリドは、実際はそのままの状態で維持されるが、
その特徴的な特性が失われる。しかしながら、スプレードライは、乾式グラインディング
では得られない非常に微細なセルロース粉末が得られるという点で興味深い。
【００３９】
　本発明では、セルロース粒子の表面または内部に保持される添加剤を工程中で添加して
もよい。これにより、追加的な機能特性を粒子に導入することができ、それによって、驚
くべきことに、懸濁液の良好な加工特性が影響を受けずに維持される。このような添加剤
は、例えば洗浄、懸濁、粉砕等の本発明による湿潤状態で行う処理の間に除去されること
なくセルロース粒子中に保持される。添加剤は、粒子表面または粒子内部に、セルロース
の量に対して１～２００重量パーセントの量で含まれていてよい。
【００４０】
　このような添加剤は、析出を行う前のセルロース系スピニング溶液にあらかじめ添加さ
れてよい。添加剤は、例えば、顔料、例えば酸化チタン、特に準化学量論的酸化チタン等
の無機物質、硫酸バリウム、イオン交換体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステ
ル、活性炭、煤、ゼオライト、ポリマー高吸収体、および難燃剤を含む群より選択するこ
とができる。
【００４１】
　同様にして、切断前または切断後に析出させたセルロース繊維に添加剤を適用してもよ
い。このための好適な装置は、当業者に公知である。
【００４２】
　添加剤は、粉砕工程の前、間、または後に本発明による懸濁液に添加してもよい。この
場合、添加剤は主としてセルロース粒子の表面、外部層のそれぞれに分布される。この場
合、添加剤は、例えば、仕上げ剤、染料、またはシクロデキストリンであってよい。従っ
て、本発明による方法における加工特性に影響を与えるか、またはそれによって例えば特
定の物質に対する吸収能が高まる等、粒子の機能特性に影響を与えることになる。
【００４３】
　本発明の主題は、本発明に従って作製された０．０１～２０重量パーセント、好ましく
は０．１～１０重量パーセントのセルロース系粒子を含有する懸濁液でもある。ここで、
セルロース系粒子は、その作製の間決して乾燥されることがなかった。これらの粒子は、
懸濁母液から乾燥させることにより均質なフィルムを形成する。この懸濁液の作製は、上
述の本発明による方法に従って行うことができる。現在までのところ、この懸濁液および
それに含有される粒子の独特の特性を記録する物理的な特性決定法は見出されていない。
しかしながら、本発明に従う懸濁液は、セルロース系粒子の懸濁液に独特な、ここで述べ
るフィルム形成挙動によって明らかに識別することができる。現在までに知られているセ
ルロース系粒子は、意図的に高い温度、圧力、または追加の溶媒を適用した場合にのみ均
質なフィルムを形成する（例えば、Ｅｎｄｏ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　（３２）　２，　１８２‐１８５　（２０００）、を参照）。
【００４４】
　上記のフィブリドの基本的な特徴は、これらがセルロース溶液から抽出され、かつ製造
方法全体を通して十分に湿潤した状態であることである。従って、本発明者らの取り扱っ
ている対象は、いわゆる不乾燥粒子（ｎｅｖｅｒ‐ｄｒｉｅｄ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ）で
ある。セルロース分子のＯＨ基間に、不可逆的な水素ブリッジがまだ形成されていない状
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態である。このため、ＯＨ基が依然として配置できるので、上記の懸濁液は完全に乾燥さ
せると均質かつ緻密なフィルムを形成する傾向を示す。
【００４５】
　図１は、市販の乾燥セルロース粉末を懸濁させて得た懸濁液を対物スライド上に広げ、
最後にこれを乾燥させることによって作製されたフィルムを示す。このフィルムは、肉眼
で容易に見ることができるように、非常に粒子が粗く、不均質である。
【００４６】
　図２は、本発明による懸濁液を対物ガラスプレート上に広げ、続いてこれを乾燥させる
ことによって作製されるフィルムを示す。このフィルムは、肉眼で見ることができるよう
に、非常に均質である。
【００４７】
　図３は、本発明による懸濁液から作製された図２と同じフィルムの電子顕微鏡写真を示
す。この倍率でも、フィルムが非常に均質であることを見ることができる。
【００４８】
　フィブリドを乾燥させ、再度懸濁液へ導入し、そして乾燥させた場合、得られたフィル
ムは、実際はそれほど均質ではなく、明らかにより粒子が粗く、クラックが発生する傾向
がより大きい。この乾燥されたフィブリドは、その懸濁液からのフィルムの形成に用いた
場合、市販の乾燥セルロース粉末のような挙動を示す。
【００４９】
　水分含有量が８０～９９．９重量パーセントであるセルロース系粒子もまた、本発明の
主題である。このような粒子は、その作製の間に決して乾燥されることのなかったことを
特徴とする。この粒子は、懸濁母液から完全に乾燥させると、均質なフィルムを形成する
。
【００５０】
　ここで述べる粒子は、上記で既に述べたように、高い割合で添加剤を含んでいてよい。
添加剤は、粒子内のセルロースの量に対して１～２００重量パーセントの量で含まれてい
てよく、ここで、添加剤は、粒子全体に、主として粒子の表面全体に、または粒子の外層
中に、それぞれ分布していてよい。
【００５１】
　本発明の主題はまた、上述の方法を用いて作製することができる、水分含有量が８０～
９９．９重量パーセントであるセルロース粒子の、均質なフィルムの作製のための使用で
ある。
【００５２】
　本発明によるフィブリドをフィルム形成に使用することの利点は、上述の方法と最新の
技術とを比較すると、非常に簡便に実施されることである。フィルムの作製は、フィブリ
ドの懸濁液を緩やかに乾燥させることのみによって行われる。さらに、フィルムの形成の
際に圧力および温度を付与してもよい。特に、温度が高いと乾燥が促進される。これは、
例えば、加熱したガスの吹き付け、放射熱、または加熱した表面と直接接触させることに
よって行われる。
【００５３】
　より高い圧力をかけることにより、特に、より緻密なフィルムが作製される。これは、
例えば平面間またはロール間にて加圧することによって達成される。
【００５４】
　付記
　項１　セルロースを溶解してセルロースを含有するスピニング溶液を得ること、セルロ
ースを含有する前記の溶液を押出すこと、前記のセルロースを析出させ、それによってセ
ルロース繊維を得ること、前記の析出させたセルロース繊維を切断すること、前記の切断
したセルロース繊維を懸濁させること、および前記の懸濁させたセルロース繊維を粉砕す
ること、によってセルロース系粒子の懸濁液を製造する方法であって、前記のセルロース
系物質が、前記のセルロースの溶解から前記の懸濁させたセルロース繊維の粉砕までの間
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に決して乾燥されることがないことを特徴とする、製造方法。
　項２　前記のセルロース系物質が、常に、５０％以上、好ましくは１００％以上、最も
好ましくは１５０％以上の水分を含有する、項１に記載の製造方法。
　項３　前記の繊維が懸濁と同時に粉砕される、項１または２に記載の製造方法。
　項４　前記の繊維が、懸濁させる間に１００μｍ～６００μｍの範囲の長さに粉砕され
る、項３に記載の製造方法。
　項５　前記の懸濁の後、前記の粉砕、好ましくは湿式グラインディングを、１～５μｍ
の粒子サイズまで行う、項１～４のいずれか１項に記載の製造方法。
　項６　前記の懸濁液が、湿式グラインディングの間、閉じたループ状に循環される、項
１に記載の製造方法。
　項７　前記の繊維が、前記の粉砕の後、湿式分級器によって分級される、請求項１に記
載の製造方法。
　項８　前記の粉砕が、前記の懸濁液中のセルロース含有量が０．１～５．０重量パーセ
ントである状態で行われる、項１に記載の製造方法。
　項９　前記のセルロース系粒子の表面上、またはセルロース系粒子内部に保持される添
加剤が添加される、項１に記載の製造方法。
　項１０　顔料、酸化チタン、特に準化学量論的酸化チタン、硫酸バリウム、イオン交換
体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭、活性石炭、ポリマー高吸収
体、および難燃剤を含む群より選択される添加剤が、セルロース量に対して１～２００重
量パーセントの量で、前記のセルロース溶液に析出の前に添加される、項１に記載の製造
方法。
　項１１　０．１～２０重量パーセント、好ましくは０．１～１０重量パーセントのセル
ロース系粒子を含有する懸濁液であって、前記のセルロース系粒子がその作製の間、決し
て乾燥されることがなかったことを特徴とする、懸濁液。
　項１２　前記の懸濁液中に含有される前記のセルロース系粒子が、高い割合の添加剤を
含有する、項１１に記載の懸濁液。
　項１３　前記の懸濁液中に含有される前記のセルロース系粒子が、顔料、酸化チタン、
特に準化学量論的酸化チタン、硫酸バリウム、イオン交換体、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、ポリエステル、活性炭、ポリマー高吸収体、および難燃剤を含む群より選択される
取り込まれた添加剤を、セルロース量に対して１～２００重量パーセントの量で含有する
、項１１に記載の懸濁液。
　項１４　水分含有量が８０～９９．９重量パーセントであるセルロース系粒子であって
、その作製の間、決して乾燥されることがなかったことを特徴とする、セルロース系粒子
。
　項１５　前記の粒子が、高い割合の添加剤を含有する、項１４に記載の粒子。
　項１６　前記の粒子が、顔料、酸化チタン、特に準化学量論的酸化チタン、硫酸バリウ
ム、イオン交換体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭、ポリマー高
吸収体、および難燃剤を含む群より選択される取り込まれた添加剤を、セルロース量に対
して１～２００重量パーセントの量で含有する、項１４に記載の粒子。
【００５５】
　以下では、実施例を用いて本発明の好ましい態様を説明する。しかし、本発明は、これ
らの態様に限定されるものではなく、同じ発明の発想に基づくその他の態様も包含する。
【００５６】
　粒子のサイズは、レーザー回折測定装置を用いて測定した。
【実施例１】
【００５７】
　ＮＭＭＯを用いる基本的に公知である方法に従って、個々の繊維太さが１．３ｄｔｅｘ
である、長さが６ｍｍのリヨセル繊維を作製した。ここでは乾式‐湿式スピニング法によ
り、スピニング溶液をまずエアーギャップを通して析出浴内へ押し出し、形成されたゲル
状の糸を析出浴から引き出し、次に、洗浄工程の後、湿潤状態で切断した。切断後、水中
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に懸濁させた繊維はバレービーター（Ｌｏｒｅｎｔｚｅｎ　＆　Ｗｅｔｔｒｅ）でグライ
ンディングされた。得られた懸濁液は２．５％のセルロースを含有し、グラインディング
時間は１５０分間とした。第二のグラインディングを、ミル容積が１０００ｍｌ、直径が
０．９～１．１ｍｍである酸化ジルコニウムボールを用いたＤｒａｉｓ　Ｗｅｒｋｅ　ｍ
ａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓの攪拌ビーズミルにて実施し、まずは２０００ｒｐｍにて３時
間、次に３０００ｒｐｍにてさらに１時間行った。こうして得られた懸濁液は、最後に、
乾燥キャビネット内にて６０℃で１５時間、７％セルロースまで濃縮された。この懸濁液
は粘稠であり、長時間静置した後であっても相分離しなかった。この懸濁液は、問題なく
水で再度希釈して低セルロース含有量とすることが可能であった。懸濁液の濃縮（および
希釈）の結果として、フィブリドの顕著な（不可逆的な）凝集が発生することはなかった
。フィブリドの長さは、１～８μｍの範囲であった（レーザー回折、顕微鏡観察）。
【実施例２】
【００５８】
　実施例１（６ｍｍ、１．３ｄｔｅｘ）で得た切断した湿潤繊維（絶乾状態で３０％のセ
ルロース含有量）の８ｇを、ガラス攪拌棒を用いて６０ｍｌの水へ混合した。この懸濁液
を、３００ｇの酸化ジルコニウムボール（直径１．１～１．４ｍｍ）と共にステンレスス
チール容器へ投入した。インペラー攪拌機（ＩＫＡ　ＲＥ　１６６）を用いて、懸濁液を
３００ｒｐｍにて２時間グラインディングした。ふるいを用いてフィブリド懸濁液からグ
ラインディングボールを分離した。このフィブリドは実施例１のものよりも長かった。１
μｍの長さのフィブリドも確かに存在したが、長さの平均値は約１０μｍであり、最大４
０μｍまでの長さのフィブリドが見られた。
【実施例３】
【００５９】
　仕上げおよび乾燥を行っていない、工業製造ラインより得たセルロース含有量が３５％
（絶乾）であるビスコース繊維（１．３ｄｔｅｘ、切断長３８ｍｍ）の１５ｇを、スター
ンナイフ（Ｓｔｅｒｎ　ｋｎｉｆｅ）を有する実験室用ミキサーで予備粉砕し、繊維状に
分解した。こうして前処理したサンプルからの繊維２ｇを、ガラス攪拌棒を用いて８０ｍ
ｌの水へ攪拌することによって分散させた。この懸濁液を、３００ｇの酸化ジルコニウム
ボール（直径０．９～１．１ｍｍ）とステンレススチール容器中で混合し、最後に、イン
ペラー攪拌器（ＩＫＡ　ＲＥ　１６６）を用いて３０００ｒｐｍにて３時間、長時間のグ
ラインディングを施した。フィブリド懸濁液からのグラインディングボールの分離はふる
いを用いて行った。得られたフィブリドのサイズは、実施例１のものと同等であり、長さ
が２～１２μｍの範囲であった（レーザー回折）。



(11) JP 6099605 B2 2017.3.22

【図１】

【図２】

【図３】



(12) JP 6099605 B2 2017.3.22

10

フロントページの続き

(72)発明者  フィルゴ、ハインリッヒ
            オーストリア　エー－４８４０　フェクラブルック　ビルロート－シュトラーセ　４
(72)発明者  シュコルヴァーガ、ヘルムート
            オーストリア　エー－４８６４　アターゼー　ヴァルトヴェーク　３

    審査官  春日　淳一

(56)参考文献  特表２０１０－５３９３０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０２３１１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１９６７８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１５０４７４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｊ　　３／００－　３／２８
              Ｃ０８Ｂ　　１／００－３７／１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

