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1. はじめに

　私たちの暮らしを便利にしてくれるプラスチックだが、

プラスチックは1900年代前半から工業化され、その消費

量は年々増加し、最近では年間3億トン以上消費してい

る。このままプラスチックの使用を続けると2050年には

年間約11億トン消費すると言われ[1]、それに伴い、海洋

プラスチック問題や石油資源の枯渇・地球温暖化といった

環境問題を引き起こす。そのような未来にしないために、

天然資源の効率的な利用(SDGsゴール12 )や、海洋汚染の

防止および大幅な削減(SDGsゴール14 )が国際連合総会の

開発目標として定められ、プラスチック量の削減が世界

的に求められている。当社としても、2017年に「環境ビ

ジョン2050」を策定し、2022年に「Panasonic GREEN 

IMPACT」を発信し、「 より良いくらし」と「 持続可能な

地球環境」の両立に向けた開発活動を進めている。

　筆者らは、2015年度から石油由来のプラスチック量を

減らす研究開発活動として、植物由来成分であるセル

ロースファイバー (以下、CeF )に着目し、セルロースファ

イバー成形材料(以下、CeF成形材料)の開発を進めてい

る。複合した材料だけでなく、製造プロセスもCO2排出

量の少ない環境にやさしいプロセスを目指して、CeFを

樹脂に混練する複合加工技術の開発に取り組んだ。

　また、CeF成形材料の搭載商品拡大に備え、家電リサ

イクルを実現していくための技術開発が必要である。当

社では、家電リサイクルプラントにおいて、使用済み家

電の混合樹脂から、主要樹脂であるPP (ポリプロピレン)、 

ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PS (ポ

リスチレン)の3種類の樹脂を同時に選別する技術を開発

してきた[2]。今回、これらの技術を活用して、CeF成形材

料の選別工法の開発検証を実施した。さらに、環境負荷

による経年劣化に対して、本取組では、主に熱酸化劣化

に対するリサイクル性の検証として5回までの繰返し熱

履歴による劣化及び再生工法技術について実証した。

2. セルロースファイバー成形材料の製造プロセス  

の開発

2.1 全乾式プロセスの概要

　開発にあたって特に着目したのがセルロースナノファ

イバー (以下、CNF )である。CNFは、木材等から得られ

る植物繊維を原材料としたカーボンニュートラルな素材

でありながら、軽量、高強度、低熱膨張という優れた特

性を有している。そのため様々な基盤素材への活用が期

待されており、特に、素材使用量の大きい自動車部品、

家電製品筐体、住宅建材等に対して軽量・高強度なCNF

　植物由来、高強度の特徴を生かせるセルロースに着目し、環境負荷の小さい軽くて強いセルロースファイバー

成形材料を開発、家電業界で初めて量産導入を実現した。汎用樹脂への適用にはコストダウンが大きな課題であっ

たが、樹脂融液中での解繊・変性・分散一貫処理技術による水を使用しない全乾式プロセスを確立し低コスト化

を実現している。また、特性としても比剛性、着色自由性、面衝撃性、リサイクル性が高い材料となっている。
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成形材料として活用することで、CO2を削減でき、地球

温暖化対策への多大なる貢献が期待されている[3]。

　CNFの構成分子であるセルロースは、βグルコースの

1.4結合により直線状の高分子となり、分子内に多くの

水酸基をもつ。直線状の高分子となることで、剛直とな

り、セルロース繊維の高剛性が発現される。一方、多く

の水酸基をもつことで、分子同士で水素結合が起こり、

通常の状態では数十µm径の太い繊維(パルプ)で安定的

に存在する。したがってCNFにより樹脂を強化するため

には繊維を解繊し、アスペクト比を大きくすること、繊

維を変性し、樹脂と繊維とが親和することが必要である。

そのため数十µmのパルプからナノファイバーへ解繊す

る方法が検討されている。代表的な解繊方法を表1に示

した。

表1　一般的な解繊方法

　2、 2、 6、 6－tetramethylpiperidine N－oxylによる酸化

(以下、 TEMPO酸化)の化学処理や、磨砕、ウォーター

ジェットといった機械処理が挙げられるが、CNFの親水

性のため、これらはいずれも水中で行う手法が主流であ

る。また、溶媒中 (この場合は水) に変性成分を添加し

ておくことで、解繊と同時に繊維を変性することが可能

である[4]。しかし水中処理のため、成形材料化する前に

CNFの乾燥が必要となり、エネルギーコストが増加する

課題があった。CNFほどの解繊をさせずに、弾性率や衝

撃強度の強い樹脂、植物由来濃度を高めた樹脂を低コス

トで実現できる工法を目指した。そこで、我々は水など

の揮発成分を使わない解繊工程の開発を目指し、溶融し

た樹脂中でパルプを解繊する「全乾式プロセス」を開発

した(図1 )。低温を維持する混練方法により、粘度を高

く保ち、繊維に高いせん断応力をかけることができた。

図1　全乾式プロセスの概要とCO2排出量

　針葉樹パルプ15％、樹脂としてPP80％、添加剤とし

て無水マレイン酸変性PP5％の比率で複合した場合、従

来の湿式方式と比較して、図1のように製造時のCO2排

出量を減らすことが可能である。また、当社の全乾式製

法により最大85％濃度でパルプを樹脂へ練り込むこと

が可能であり、混練時の条件により白色ペレットを実現

している。当社の開発した材料は図1に示すとおり、化

学処理に代表されるような全体的に解繊し、ほぼ全ての

繊維が1µm未満の繊維径であるCNFと比較して、繊維の

中央部分は1µm以上で、端部のみ部分的にのみナノ解繊

しているため、セルロースファイバー樹脂(CeF成形材料)

と表現している。

2.2 セルロースファイバー樹脂の機械的特性について

　CeF成形材料の主要な機械的物性を表2にまとめた。比

較として繊維強化樹脂で最も多く用いられるガラスファ

イバー樹脂(以下、GF樹脂)を用いた。物性、成形性の観

点からGF濃度は15％が多く採用されるため、各ファイ

バー 15％濃度で比較し、残りの成分はPP80％、無水マ

レイン酸変性PP5％とした。

　CeF濃度を増加させると、弾性率も向上し、70％添加

した場合、弾性率は9GPa以上となる。15％の比較では

比剛性はGF樹脂同等であり、差別化できる1つの物性が、

衝撃性である。樹脂にCeFを添加することにより、弾性

率は向上するが、衝撃強度は低下する。これらの物性の

両立が大きな課題であった。そこでCeFの形状、添加剤

の種類・量を工夫・最適化することで、剛性と衝撃強度

の両立に成功した。すなわち、中央の太い繊維は骨格と

なり、弾性率を向上することができ、先端の細い繊維は、
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表2　CeF成形材料の機械物性

応力時のクレーズ(ヒビ)を最小化できるため[5]、衝撃強

度が向上する。プラスチックの衝撃試験としては大きく

4つあり、振り子を材料の一方向に負荷するシャルピー

衝撃試験とアイゾット衝撃試験、引張試験において大き

な歪み速度を与えることによる引張衝撃試験、ストライ

カと呼ばれる錘を平板上のサンプルに落下衝突させるパ

ンクチャー衝撃試験がある。実際の製品での落下や衝突

のモードによる衝撃強度としては面での衝撃強度が重

要視されるため、パンクチャー衝撃試験にて比較評価し

た。ストライカと呼ばれる先端が半球の形状となった錘

を、室温下で、厚み1.6mmのプレート状サンプルへ1.0m/

sec以上の高速で衝突させ、その際のロードセル値(変位

mmと試験力kN )を測定できる。評価サンプルについて

はCeF成形材料とGF樹脂以外にもPP単体、ABS樹脂も追

加し、計4サンプルで比較した。

　パンクチャー衝撃試験結果を図2に示した。衝突によ

りサンプルに試験力が負荷され、同時にサンプルが伸び

て変形する。変位の増加に伴い、試験力が増加し、破断

点においてプレートが破壊される。各プロットにおいて、

破断点を丸で囲った。一般的には破断点を迎えるまでの、

プロット値の積分値が衝撃強度と比例する。

　図2から分かるように、PP単体が最も伸びて破断して

おり、衝撃に強い材料であることが分かる。ABS単体は、

試験力は高いが、変位があまり伸びていないことから、

PPほど強くない。ABSとほぼ同等の衝撃強度であるのが

CeF成形材料である。伸びに追従できており、衝撃に強

い材料といえる。今回のサンプルの中で、最も衝撃強度

が弱かったのがGF樹脂である。伸びずに試験力も低い点

で破壊された。軽量化を訴求する商品においては、剛性

に加え、落下や衝突時に割れない衝撃強度が必要であり、

開発したCeF成形材料では、それらの両立が可能である。

図2　パンクチャー衝撃試験結果

3. リサイクル技術の開発

　CeF成形材料のリサイクルでは、工程で生じる混合樹

脂から素材毎に選別すること、樹脂の物性を再使用可能

なレベルまで再生させることが重要である。そのため、

選別技術と再生技術に着目し、技術開発を行った。

3.1 選別技術の開発

　今後、家電製品に多く用いられている主要樹脂(PP、

ABS、PS )にCeFが15％程度複合化されていくことを想

定し、主要樹脂にCeFを複合化させたプレート状の評価

サンプルを作製した。次に、これらのサンプルと従来の

PP、ABS、PSで、選別工程における近赤外識別が可能か

を確認した。近赤外線領域におけるスペクトル測定結果

を図3に示す。図3より、CeF成形材料では、主要樹脂の

スペクトルに加えて、1.45µmおよび1.95µm、2.15µm帯

域にブロードなピークがみられることが分かった。そこ

で、このスペクトルの特徴を新たに識別アルゴリズムへ

加えることで、CeF成形材料の識別を可能とした。

　このアルゴリズムを現行の選別装置に実装し、選別

検証を実施した。選別対象としては、廃家電由来のPP、

PS、ABSの樹脂片に、前述のCeF成形材料3種を加えた計

6種が混在する状態から、3種のCeF成形材料をそれぞれ

選別回収することを試みた。なお、この検証においては、

量産時と同等の条件である、コンベアスピード3m/sで

樹脂片を高速搬送し、識別した樹脂毎にエアジェットで
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射落して回収した。また、目標値としては、再使用する

ために必要な樹脂の最低品位として回収純度(注1 )80％

以上、樹脂回収率(注2 )60％以上とした。選別検証結果

を表3に示す。表3より、いずれも目標値である、回収純

度80％以上、樹脂回収率60％以上を達成した。

(注1 )  回収純度：回収した対象樹脂／ (回収した対象樹

脂＋回収した非対象樹脂)

(注2 )  樹脂回収率：回収した対象樹脂／対象樹脂

図3　近赤外線領域における樹脂の吸収スペクトル

表3　樹脂選別検証結果

選別対象 回収品純度 樹脂回収率

CeF－PP 95.0% 77.2%

CeF－ABS 83.9% 90.4%

CeF－PS 96.5% 79.2%

3.2 再生技術の開発

　GFや炭素繊維を複合化した樹脂は、成形時に射出シリ

ンダ内や金型ゲート通過時に、繊維の破断･折損を生じる

ため、繊維長の維持が困難であり物性が低下する[6]。一方、

CeF成形材料は成形時の繊維破断が少なく物性低下はほ

ぼない。リサイクル回数1回ではGF樹脂が85％程度に物

性が低下するのに対し、CeF成形材料は射出成形品を粉

砕した再生材100％でリペレットせずに再成形した場

合、95％以上の物性が維持できることが分かっている[7]。

本取組では、リサイクル性能の評価として、再生処理(繊

維破断などの物理ダメージ含む)および再生成形(熱履歴

が主要因)を5回繰返し熱履歴を与えた時に、機械物性値

が95％以上保持できる工法の開発を目標とした。

　これまでに筆者らは、射出成形時に発生する成形ラン

ナー・スプルのリサイクル工法を開発している[8]。この

工法は、高速混練機を用いて、樹脂の劣化を抑制する粉

末状添加剤を粉砕材(リグラインド材)表面に付着させる

ことを特長とする。この工法を適用しCeF成形材料のリ

サイクル性能について検討した。まず、リサイクル時の

CeFの状態を確認した。図4に繰返し成形回数5回目の成

形品切断面のSEM観察写真を示す。写真左は、CeF15％

PP樹脂の初期材ペレットの成形品、すなわちリサイクル0

回目の結果である。写真中央は、添加剤処方無し、高速

混練無しのリサイクル5回目の結果であり、CeFが維持さ

れていることがわかる。一方、写真右の高速混練により

添加剤を処方した結果では、CeFの膨張･凝集･断裂が生じ

ていることがわかった。これは高速混練時の最大40m/s

程度の材料衝突による物理的ダメージに起因すると考え

られる。以上から、CeF成形材料のリサイクルでは、CeF

繊維に物理的ダメージを与えない添加剤処方工程の開発

が必要だと分かった。また、これらの機械物性も図5に

示すようにリグラインド処方無し(高速混練無し)の方が

CeFにダメージを与えていない分、リグラインド高速ミ

キサー混練に対し相対的に値が向上している。

図4　リサイクル成形品切断面SEM観察

　そこで、混練工程におけるCeFへのダメージを抑える

ために、高速混練に代わり溶融混練押出成形を適用した。

Φ26mm、 L/D=64の二軸混練機を使用し、CeFへの温度

影響を低減するため、添加剤処方あり、無しの2種類の

CeF成形材料を用い、低温度域での混練条件を検討した。

その結果、CeF15％をPPに複合化した樹脂での最適温度

条件を見出した。この条件を用いて、射出成形による試

験片作製～粉砕～再生ペレット作製(リペレット加工)

を5回繰返し、機械的物性の維持率の推移を検証した。
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そのうち引張強さと曲げ弾性率の結果を図5に示す。横

軸は成形･リペレット回数であり、0は初期材の成形を意

味する。どちらもリペレット加工により物性維持率が向

上し、繰返し5回後も初期物性の95％を保持できた。また、

リペレット加工時は添加剤処方有りと無しの結果はほぼ

変わらなかった。これは、5回繰返しの熱履歴ではCeFな

らびに樹脂本体の劣化がほとんど生じないためである。

これらの結果より、添加剤処方によるベース樹脂(CeF濃

度0％のバージン樹脂)の劣化抑制よりも、CeFにダメー

ジを与えないリサイクル技術の適用が重要であり、CeF

成形材料のリサイクル性能を向上させる効果があること

がわかった。以上により、熱履歴5回繰返し時に機械物

性値95％以上保持を達成した。

　今回検討したプロセスのまとめを表4に示す。表中の

添加処方がない1 )と4 )でのペレット化なし・ありの結

果を図5により考察する。曲げ弾性率はほぼ差はないが、

これはCeFの分散状態がほぼ変わらないからと考えられ

る。一方、引張強さには差が出ている。これは次の2つ

の理由が考えられる。1点目は、リグラインド材のまま

での成形ではベース樹脂とCeFの界面密着力が弱くなっ

たまま成形されるため、1 )での引張方向すなわちCeFの

繊維が動きやすくなる方向の強度が弱くなると考えられ

る。2点目は、凝集したCeFがあった場合などには3 )、4 )

ではリペレット時に再度解繊されることと、これらの微

細化したCeFが溶融混練時にベース樹脂との密着性を増

すため強度が減少しないと考えられる。

 

図5　機械物性保持率の成形・リペレット回数による推移

表4　繰返し工程のまとめ

4. セルロースファイバー成形材料の商品展開

4.1 スティック掃除機への展開 

　上述したCeFの剛性向上による軽量化効果と高い衝撃

強度を活かし、2018年8月発売のスティック掃除機に

CeF成形材料を採用した(図6 )。スティック掃除機の本体

部は、掃除機が倒れた際に最も衝撃を受ける箇所である

一方、持ち上げる際に最も荷重がかかる箇所でもあり、

衝撃強度と弾性率が求められる。CeFの繊維サイズ、成

形材料中の繊維濃度、添加剤、樹脂種等を設計すること

で、100回を超える転倒試験や、落下試験など各種耐久

試験をクリアし、かつ、従来のABSと比較して10％以上

の軽量化を実現し、樹脂使用量も約20％以上削減した。

本製品はより軽量化を実現するため、図6に示す通り、

圧損が大きく、流動しにくいハニカム構造としたが、

CeFの繊維サイズにより流動性を向上させ、成形性を確

保した。併せて、量産化技術の開発を行い[9]、国内家電

で初めて(※当社調べ)採用に至った。

図6　スティック掃除機への採用

4.2 リユースカップへの展開

　CeF成形材料の白色の特徴を活かし、弊社の持つ金型・

成形技術により、材料そのものの色味を制御し、木質感デ

ザインを表現することに成功した。さらに、通常のプラス
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チックカップ等では薄くすると剛性が弱く手に持った時

に凹みやすいが、セルロースファイバー樹脂の高剛性・

流動性を活かし、約1mm厚みの薄肉成形と、繰り返し使

用可能な剛性を両立させ、環境配慮型リユースカップと

して商用化のプレスリリースを実施した。この環境配慮

型リユースカップは、通常のプラスチックカップと違い、

半分以上が木質成分であること、印刷可能であること、

ビールを注いだ時の泡立ちの良さ、リユースでプラスチッ

クゴミの減少に繋がることなどから、アサヒビール(株)

のイベント時に使用するリユース可能なビールカップ「 森

のタンブラー」として2019年7月に実用化を行った(図7)。 

　また、アサヒビール(株)と共同でアドベンチャーワー

ルド(和歌山県白浜町)のパンダが食べずに廃棄していた

竹を活用した「 パンダバンブータンブラー」を開発した

(図7 )。アドベンチャーワールドは、これまでパンダバン

ブープロジェクトとして、ジャイアントパンダが食べな

い竹の幹の部分や食べ残した竹を有効資源としてアップ

サイクルを推進した。これは、パナソニックが開発した

廃材活用技術を活用した初めての商品となった。(2021年

11月)

図7　環境配慮型リユースカップへの採用

kinariペレット 森のタンブラー

パンダバンブータンブラー

4.3 材料販売の開始 

　本技術により生まれた高濃度CeF成形材料を「kinari」 

としてブランド化し、55％濃度の材料については、

2022年1月から一般サンプル販売を開始した。要望によ

り生産財(金型や成形プロセスなど)の提供・立ち上げ支

援も行う。環境貢献拡大へ向けた具体的な商品展開も開

始しており当社の取り組みに共感いただいた数社と、ア

パレル向けボタン・ソープディスペンサーなどの開発・

販売を開始している。(図8  2022年4月～ECOALF様向

け アパレル：ボタン／ 2022年5月～ケーワールドism様

向け ソープディスペンサー・ソープディッシュ )

図8　kinari販売実績

ソープディスペンサー・ソープディッシュ

アパレル向けボタン

4.4 循環型事業 

　2022年6月より、京都市福知山市の地元間伐材を用い

た学校給食用食器の開発に着手した。SDGsの取組み推

進と資源循環型社会の実現に向けた取組みを推進してい

る福知山市と共同で、独自の環境配慮型食器の製品化に

よる環境負荷低減に取り組む。さらに、小中学校のフィー

ルドにおける使用実証を通じて、安心安全で使いやすい

食器となるよう改良を行い、実導入を目指す。kinariに

使用するCeF原料は福知山市内の森林の間伐材を原材料

に使用することを進め、小中学生の環境問題への理解、

地域資源の魅力再発見、シビックプライド(地域に対す

る誇り)の醸成を図る。将来は、学校給食にとどまらず

ほかの分野への展開に共同で取組みを進め、地域の課題

解決の促進と持続的な社会の発展を目指す。

4.5 高バイオマス度の材料開発 

　さらにバイオマス度を高めるため、kinariに使用して

いた石油由来樹脂を、植物由来樹脂に置き換える開発を

進めた。 いくつかある植物由来樹脂の中で、サトウキビ
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の搾りかすである廃糖蜜からつくられるバイオマス度

90％以上のバイオポリエチレンに着目した。バイオポリ

エチレンはPPの約半分の強度であり、CeFを混ぜ込むだ

けでは強度物性が低く、展開先が限られる。そこで、適

正な繊維形状、添加剤を選定することにより、バイオマ

ス度90％以上で、PPを用いたkinariと同等の強度物性を

達成した(図9 )。

図9　バイオマス度90％以上の成形材料の強度と外観

　また、これまでのkinari同様、着色自由性が高い白色

の樹脂ペレット化に成功し、金型・成形技術により素材

そのものを褐色化させることによる木質感などのデザイ

ン性も確認した。

5. まとめ

　今後、CeF成形材料kinariの特性面と環境面の優位性を

活かし、家電筐体や車載機構部材、日用品、飲料・食品

容器などへの展開を進めていく。さらなるバイオマス度

の向上、材料特性をさらに高めることで幅広い商品への

展開を加速し、樹脂使用量の低減を通してカーボン

ニュートラルを目指す。

　また、材料そのものの生分解性やリサイクル性を高め

る分別・再生技術の開発を並行して進めることで、資源

循環社会の実現に向けた企業活動を推進していく。

※ 開発にあたっては環境省の下記委託業務で得られた

成果を活用している。

平成27～29年度　

CNF製品製造工程におけるCO2排出削減に関する技術開発

平成28～29年度　

CNFの家電製品搭載に向けた性能評価および導入実証

平成29～31年度　

CNF成形材料の高速選別および高強度加工法の開発
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