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(57)【 要 約 】
【課題】

次世代の地球環境や産業などに貢献できる二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製造

方法、二酸化炭素減少剤の使用を提供する。
【解決手段】二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製造方法、二酸化炭素減少剤の使用は、金属
ポルフィリン錯体を用いて、二酸化炭素量を減少させるものである。これによって、樹脂
材料の用途、冷蔵庫、自動車、照明、住宅断熱、産業機器、公共交通、鉄道輸送、道路設
計、ゴミ発電などで生じる二酸化炭素の排出量を減少させることができる。
【選択図】

なし

(2)

JP 2007‑77213 A 2007.3.29

【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも金属ポルフィリン錯体を含む二酸化炭素減少剤。
【請求項２】
請求項１に記載の二酸化炭素減少剤であって、
前記金属ポルフィリン錯体は５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物中に含有される二
酸化炭素減少剤。
【請求項３】
請求項１または２に記載の二酸化炭素減少剤であって、
前記二酸化炭素減少剤は、核物質とこれを包含する外殻物質とからなるカプセルであっ
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て、
前記金属ポルフィリン錯体は前記核物質中に含有されてなる二酸化炭素減少剤。
【請求項４】
請求項３に記載の二酸化炭素減少剤であって、
前記外殻物質は、
前記核物質よりも前記樹脂と親和性を有する樹脂親和性物質と前記樹脂よりも前記核物
質と親和性を有する核物質親和性物質とを含む親和性物質である二酸化炭素減少剤。
【請求項５】
請求項１から４のいずれか１つに記載の二酸化炭素減少剤であって、
前記二酸化炭素減少剤は、リポソームである二酸化炭素減少剤。
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【請求項６】
樹脂中に、請求項１から５のいずれか１つに記載の二酸化炭素減少剤を分散させる分散
工程と、
前記分散後に前記樹脂を固化させる固化工程とを含む樹脂材料の製造方法。
【請求項７】
請求項６に記載の樹脂材料の製造方法であって、
前記二酸化炭素減少剤を担持体に担持させる担持工程と、
前記二酸化炭素減少剤が担持させられた担持体を分散させることで前記分散工程を行う
樹脂材料の製造方法。
【請求項８】
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請求項６または７に記載の樹脂材料の製造方法であって、
前記二酸化炭素減少剤またはこれが担持された担持体を樹脂によって粒状化した錠剤と
する錠剤化工程と、
前記錠剤化工程後に、前記錠剤を前記樹脂中に分散させることで前記分散工程を行う樹
脂材料の製造方法。
【請求項９】
対象物の燃焼時について、請求項１から５のいずれか１つに記載の二酸化炭素減少剤の
使用。
【請求項１０】
請求項９に記載の二酸化炭素減少剤の使用であって、
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前記二酸化炭素減少剤を担持体に担持させる二酸化炭素減少剤の使用。
【請求項１１】
請求項９または１０のいずれか１つに記載の二酸化炭素減少剤の使用であって、
前記二酸化炭素減少剤を樹脂によって粒状化した錠剤とする二酸化炭素減少剤の使用。
【請求項１２】
請求項９から１１のいずれか１つに記載の二酸化炭素減少剤の使用であって、
前記対象物は樹脂材料である二酸化炭素減少剤の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、次世代の地球環境や産業などに貢献できる二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製
造方法、二酸化炭素減少剤の使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、地球環境問題など人類の未来を担う問題が真剣に討議され、国際的な問題として
国際レベルで研究、報告されている。例えば、このような人類の未来を担う問題を例示す
ると、石油などの資源の枯渇、二酸化炭素の排出による地球温暖化の問題、環境ホルモン
による人体への健康面での影響、オゾン層破壊による紫外線の影響などが挙げられる。こ
れらは、どれほど深刻な問題であるかもはや証明を要する必要はないほどである。
【０００３】
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また、現代社会は雇用や社会的不安の排除に懸命と成らざるをえず、そのためには新規
産業の導入を迅速に図らなければならない。次世代産業として次世代ディスプレイ、ＲＦ
ＩＤ技術、情報産業、精密技術産業、半導体業界、医療技術、遺伝子変換技術などが挙げ
られる。
【０００４】
このような社会背景を受け、次世代を構築するために、二酸化炭素の排出量を減少させ
る試みが多く研究されている。研究、報告としては、１．冷蔵庫、自動車、照明、住宅断
熱 、 産 業 機 器 な ど の 各 種 機 器 効 率 の 向 上 (Ｅ ｆ ｆ ｉ ｃ ｉ ｅ ｎ ｔ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）

による二酸化炭素の排出量の減少化、２．緑化、公共交通、鉄道輸送、道路設計など都市
構造（Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

Ｕｒｂａｎ

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）の改善によるよる二酸化
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炭素の排出量の減少化、３．ゴミ発電、紙・金属材料のリサイクル、製品の長寿命化など
によるリサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）方法の開発による二酸化炭素の排出量の減少化、４
．ソーラーハウス、太陽熱温水器、太陽電池、コージェネレーション、未利用エネルギー
による新エネルギー（Ｎｅｗ

Ｅｎｅｒｇｙ）の開発による二酸化炭素の排出量の減少化

が挙げられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、焼却などで炭素と酸素との化学反応によって処理対象物を処理する方法
は経済上、産業上、商業上、現実上、などの問題から不可欠と言え、そのような場合につ

30

いては、二酸化炭素を放出してしまうことになる。
【０００６】
また、処理対象物の焼却時に限られず、暖をとったり（エアコン、暖炉、ストーブなど
暖房具）、熱エネルギーを他のエネルギーに変換させたり（例えば熱エネルギーから電気
エネルギーを得る火力発電や熱エネルギーを運動エネルギーに変える自動車などのエンジ
ン機構）などで生じる炭素と酸素との化学反応による二酸化炭素の発生は経済上、産業上
、商業上、現実上、などの問題から不可避な存在である。
【０００７】
したがって、このような要請に応え、可能な限り適用範囲の大きな二酸化炭素を減少さ
せる方法が必要となる。なお、二酸化炭素の排出量は、京都議定書（１９９７年１２月、
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気候変動枠組条約の目的を達成するため、京都で開かれた第３回締約国会議（ＣＯＰ３）
にて採択された議定書）により、例えば日本国では６％の削減が急務とされている。
【０００８】
本発明は、上記課題を少なくとも１つを解決することに鑑みてなされたものであり、次
世代の地球環境や産業などに貢献できる二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製造方法、二酸化
炭素減少剤の使用を提供することをその主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は少なくとも金属ポルフィリン錯体を含む二酸化炭素減少剤であることを特徴と
する。
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【００１０】
前記二酸化炭素減少剤であって、前記金属ポルフィリン錯体は５０〜８００ｎｍの粒径
を有する粒状物中に含有されると好適である。
【００１１】
前記二酸化炭素減少剤であって、前記二酸化炭素減少剤は、核物質とこれを包含する外
殻物質とからなるカプセルであって、前記金属ポルフィリン錯体は前記核物質中に含有さ
れてなると好適である。
【００１２】
前記二酸化炭素減少剤であって、前記外殻物質は、前記核物質よりも前記樹脂と親和性
を有する樹脂親和性物質と前記樹脂よりも前記核物質と親和性を有する核物質親和性物質
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とを含む親和性物質であると好適である。
【００１３】
前記酸化炭素減少剤であって、前記二酸化炭素減少剤は、リポソームであると好適であ
る。
【００１４】
また、本発明は、樹脂中に、上記記載の二酸化炭素減少剤を分散させる分散工程と、前
記分散後に前記樹脂を固化させる固化工程とを含むことを特徴とする。
【００１５】
前記樹脂材料の製造方法であって、前記二酸化炭素減少剤を担持体に担持させる担持工
程と、前記二酸化炭素減少剤が担持させられた担持体を分散させることで前記分散工程を
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行うと好適である。
【００１６】
前記樹脂材料の製造方法であって、前記二酸化炭素減少剤またはこれが担持された担持
体を樹脂によって粒状化した錠剤とする錠剤化工程と、前記錠剤化工程後に、前記錠剤を
前記樹脂中に分散させることで前記分散工程を行うと好適である。
【００１７】
また、対象物の燃焼時について、前記二酸化炭素減少剤を使用する使用方法。
【００１８】
前記二酸化炭素減少剤の使用であって、前記二酸化炭素減少剤を担持体に担持させると
好適である。
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【００１９】
前記二酸化炭素減少剤の使用であって、前記二酸化炭素減少剤を樹脂によって粒状化し
た錠剤とすると好適である。
【００２０】
前記対象物は樹脂材料である二酸化炭素減少剤の使用であると好適である。
【００２１】
前記二酸化炭素減少剤、前記樹脂材料の製造方法、前記二酸化炭素減少剤の使用に用い
られる金属ポルフィリン錯体に代えてレドックス性高分子を用いることもできる。
【発明の効果】
【００２２】
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次世代の地球環境や産業などに貢献できる二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製造方法、二
酸化炭素減少剤の使用を提供できる。
【００２３】
本発明の二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製造方法、二酸化炭素減少剤の使用は、地球環
境問題の解決への大きな貢献や次世代産業を育み、人類の未来を担うことができる秀逸な
存在である。これによって、樹脂材料の用途、冷蔵庫、自動車、照明、住宅断熱、産業機
器、公共交通、鉄道輸送、道路設計、ゴミ発電などで生じる二酸化炭素の排出量を減少さ
せることができる。したがって上述の京都議定書によって義務づけられた二酸化炭素量の
削減に大きく貢献できる。二酸化炭素の排出量が抑制されれば二酸化炭素の削減に大きく
貢献でき、巨額で取引される排出権を他の先進国等に売却することも可能となり、巨額の
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利益を得ることができる。
【００２４】
例えば、本発明の二酸化炭素減少剤を樹脂材料の焼却時に使用すれば、粒状物を分散さ
せていない同じ樹脂材料にくらべ、樹脂材料の焼却時に二酸化炭素の排出量を減少させる
ことができる。二酸化炭素の排出量は、京都議定書により、日本国では６％の削減が急務
とされている。二酸化炭素の排出量が抑制されれば二酸化炭素の削減に大きく貢献でき、
巨額で取引される排出権を他の先進国等に売却することも可能となり、巨額の利益を得る
ことができる。
【００２５】
本発明の二酸化炭素減少剤、およびこの樹脂材料の製造方法、二酸化炭素剤の使用は、
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地球環境問題の解決への大きな貢献や次世代産業を育み、人類の未来を担うことができる
秀逸なものであり、本製造方法、粒状物の使用方法はこの樹脂材料を製造することができ
る同じく秀逸な存在である。その秀逸性については以下の効果をそれぞれあるいは組み合
わせて得ることができることから疑いのないものである。
【００２６】
本発明は焼却時などに二酸化炭素の排出量を減少させることができる。二酸化炭素の排
出量は、京都議定書により、日本国で６％の削減が急務とされている。樹脂材料の焼却時
に二酸化炭素の排出量が抑制されれば二酸化炭素の削減に大きく貢献でき、巨額で取引さ
れる排出権を他の先進国等に売却することも可能となり、巨額の利益を得ることができる
。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなか

20

った用途への適用が可能となる。
【００２７】
さらに、二酸化炭素減少剤を樹脂へ適用した場合について例示して説明すれば、二酸化
炭素減少剤は樹脂の結晶化を促進させる核となり、結晶性に優れた樹脂材料を提供できる
。結晶性に優れた樹脂材料は引張強度や破断伸度などに優れた強力な樹脂材料とすること
ができる。場合によっては５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物を分散させない同種の
樹脂材料に比べ、二倍以上の強度を確保することもできる。このような二倍以上の強度の
確保によって従来よりも１／２以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実現できるので、樹脂
量も半分以下にすることができ、大幅に削減できるので地球環境における資源問題の解決
に大きく貢献することができる。また、場合によっては２倍どころか３倍、４倍の強度を
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確保でき従来よりも１／３以下、１／４以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実現できるの
で、樹脂量も１／３以下、１／４以下にすることができ、さらに大幅に削減できるので地
球環境における資源問題の解決に甚大に貢献することができる。
【００２８】
また、静電気による帯電を防止することができる樹脂材料を提供することができる。こ
のような樹脂材料は様々な用途に利用できる。例えば、ラベル、シール一般、ディスプレ
イ用のプラスチック基板、静電気が帯電しやすい樹脂製品一般などその用途は限られるこ
とがない。静電気は電化製品などでは、ノイズの要因となったり悪影響を与える。このよ
うな静電気の悪影響を取り除くことができるので、静電気で困難となっていた新技術の開
発を促進させ、従来からの技術に対しては静電気の影響を取り除くことができるのでさら
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なる高精度な電化製品の提供が確保される。このような新技術および高精度製品の出現に
よって、世界産業は次世代産業を確立することが可能となり、巨額の経済性を得ることが
できる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えら
れなかった用途への適用が可能となる。
【００２９】
また、紫外線吸収して削減することができる。このような樹脂材料を用いて人体と隔て
ることで紫外線による様々な弊害、例えば皮膚癌や目に対する悪影響などを大幅に削減す
ることができる。現代社会では悪性腫瘍、目の病気などの人体に対する健康被害により、
人道的な問題は勿論として、医療保険料の個人負担および国庫負担による負担が著しく、
経済的な負担も大きい。したがって、この樹脂材料を用いることで健康被害を低減し、人
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道的な用途となると共に経済的な負担を著しく低減させることができ、巨額の利益を生む
ことができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来
考えられなかった用途への適用が可能となる。また、紫外線は物質を変質、分解させる様
々な要因となることからその遮蔽については大きな課題であるが、この樹脂材料を用いて
対象物質から紫外線を遮断することによって物質を紫外線による変質、分解から守ること
ができる。したがって、医薬、食物、高機能性材料、敏感な物質などの変質、分解しやす
い物質を著しく長期間に亘って変質、分解を抑制することができる。したがって、この樹
脂材料さえあればよいので従来のように大がかりな保存施設を建設し、紫外線を遮蔽した
りすることがなく、大幅なコストダウンを実現できる。さらにこの樹脂材料は強度が向上
したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
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【００３０】
また、導電性を与えることができる。例えば透明な樹脂に導電性を付与することで現在
、透明電極の主流となっているＩＴＯ膜、ＩＺＯ膜などをこの樹脂材料に置換することが
可能である。現在、透明電極はディスプレイ産業においてなくてはならないものとなって
いるが成膜等が難しい面がある。これに対して透明電極をこの樹脂材料に置換することで
著しく簡便で大幅にコストダウン可能となり、ディスプレイ産業に新たな時代を到来させ
ることができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従
来考えられなかった用途への適用が可能となる。また、導電性を付与したことで電磁波シ
ールド作用も樹脂に与えることができる。電磁波は電気製品誤作動の主たる要因ともなり
、ＩＣタグなどの近年のＲＦＩＤ技術の進歩に伴い電磁波を遮断する必要も多い。このよ
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うに電磁波は様々な場面で障害となる。この樹脂材料を用いれば導電性が付与されている
ので、電磁波シールドの新たな態様が可能となる。例えば車両用搭載機器（ＥＣＵなど）
、精密機器、情報産業など次世代を担う産業において現在までの電磁波シールドから置換
されることになり、大幅なコストダウンや新たな電磁波シールドの態様を構築することが
できる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えら
れなかった用途への適用が可能となる。
【００３１】
また、着色効果を付加することができる。例えば着色によって紫外線を遮断することも
できるし、様々な意匠性などの視覚的効果を付与することができる。様々な色に着色する
ことができれば、美術などの芸術、近年成長産業であるアニメーションなどにより好適な

30

効果を付与することもでき、技術の世界を超えた芸術、文化の世界にまで多大な文化的、
経済的貢献を提供することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄く
することができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００３２】
また、金属光沢によってメタリック性を付与できるなど様々な意匠性などの視覚的効果
を付与することができる。この結果、金属よりもはるかに軽い樹脂材料を金属として代用
できるので、今までにない軽量化した素材、部品、製品の提供が可能となり、新世代の材
料として活躍させることができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くす
ることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。また、金属の反射特性
を樹脂に適用できた結果、赤外光、可視光、紫外光、短波長光線、電磁波などを反射して
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シールドさせるという対象物や人体を光、電磁波から遮蔽する用途に使用できることとな
る。このような用途は紫外線などの有害光線から人体を保護する上述に例示される健康向
上への有力な用途、同様に上述に例示される対象物の分解・変質を防止するという保存性
の向上に寄与することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くする
ことができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００３３】
また、耐摩耗性の減少、相手攻撃性の減少、摩擦抵抗の減少、耐ブロッキング性の向上
、耐スリ傷性を著しく向上させることができる。耐摩耗性の減少、相手攻撃性の減少、摩
擦抵抗の減少、耐ブロッキング性の向上、耐スリ傷性などは、製造現場、使用者の立場に
拘わらず、様々な障壁となりうる課題であり、この課題の解決ができなかったために新た
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な技術分野や産業分野への樹脂材料の進出が妨害されていた。本樹脂材料は耐摩耗性の減
少、相手攻撃性の減少、摩擦抵抗の減少、耐ブロッキング性の向上、耐スリ傷性などを向
上させる樹脂材料を提供できるので、摩耗しない樹脂材料やブロッキングが起きない樹脂
材料などを提供できる。これによって、ブロッキングや摩耗に注意しなければならなかっ
た製造現場などではそれらに対して処理工程などを削減することができ、ひいては処理装
置などを減少あるいは不要とすることができ、大幅なコストダウンを実現できる。さらに
この樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途
への適用が可能となる。
【００３４】
また、これら光を制御して有効活躍する機能性材料の特性が著しく向上する。また、粒
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状物を分散させていない同じ樹脂材料にくらべ、わずかな光を効率的に利用できる光利用
の新世代樹脂材料を提供することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことか
ら薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００３５】
また、充填剤による分散性または凝集性の強固化さようによって、劣化防止・補強など
の効果を著しく向上させることができる。このような樹脂材料によれば金属板並の強度性
能を確保することもでき、新世代の樹脂材料として機能性は著しい。さらにこの樹脂材料
は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可
能となる。
【００３６】
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また、きめの細かい発泡樹脂体を形成することができる。発泡樹脂体は発泡の不均一性
、発泡の一つ一つの泡の大きさを小さくすることが難しく、きめの細かい発泡体を提供す
ることが難しかった。これに対して本樹脂材料は従来考えられなかったほどの発泡の均一
性を確保することができ、発泡の一つ一つの泡の大きさを小さくすることができるように
なったのできめの細かい新たな発泡樹脂体を提供することができるようになったので新世
代の樹脂材料として機能性は著しい。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄く
することができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００３７】
また、樹脂とは考えられないほどの難燃材を形成することができる。これによって、金
属、陶磁器並の難燃材を得ることもでき、このような難燃材は例えば建築用（例えば建物
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の内壁など）、防火用製品として極めて有用であり、新世代の樹脂材料として機能性は著
しい。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられ
なかった用途への適用が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
以下本実施形態に係る二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製造方法、二酸化炭素減少剤の使
用について説明する。なお、本実施形態は、本発明を実施するための一形態に過ぎず、本
発明は本実施形態によって限定されるものではない。
【００３９】
「二酸化炭素減少剤」
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本発明者は、従来、酸素センサー、燃料電池触媒として用いられている金属ポルフィリ
ン錯体について、研究した。鋭意検討した結果、金属ポルフィリン錯体を二酸化炭素発生
時に含ませることで、二酸化炭素が減少する効果をえることができた。したがって、これ
を基に金属ポルフィリン錯体を少なくとも含む二酸化炭素減少剤を提供するものである。
【００４０】
金属ポルフィリン錯体がどのように二酸化炭素を減少させる方法に寄与したかは、金属
ポルフィリン錯体による炭素と酸素の化学反応時（二酸化炭素生成時）について、金属ポ
ルフィリン錯体の反応スピードが同等もしくはそれよりも大きく、酸素と炭素の反応が阻
害されることや、金属ポルフィリン錯体が一度生成した二酸化炭素を還元して分解するこ
となどの理由が一考察として考えられる。したがって、同様の作用を示す、レドックス性
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高分子を適用してもよいことになる。以下、金属ポルフィリン錯体に代えてレドックス性
高分子を用いることもできる。二酸化炭素減少剤としては、金属ポルフィリン錯体、レド
ックス性高分子が挙げられる。これらは炭素と酸素の結合を阻害して、あるいは、生成し
た二酸化炭素を還元して炭素と酸素に分解することで二酸化炭素が減少するものであれば
よい。
【００４１】
金属ポルフィリン錯体は下記化学式（Ｉ）、（ＩＩ）に示されるものから選んで使用す
ることができる。
【００４２】
【化１】

10
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【００４３】
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【化２】

10

20

金属ポルフィリン錯体を形成するポルフィリン錯体は特に限られることなく、適宜選択
して用いることができるが、例えば、５，１０，１５，２０−テトラキス（２−チオフリ
ル）ポルフィリン、５，１０，１５，２０−テトラキス（３−チオフリル）ポルフィリン
、５，１０，１５，２０−テトラキス（２−ピロリル）ポルフィリン、５，１０，１５，
２０−テトラキス（３−ピロリル）ポルフィリン、５，１０，１５，２０−テトラキス（
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２−フリル）ポルフィリン、５，１０，１５，２０−テトラキス（３−フリル）ポルフィ
リン、５，１０，１５，２０−テトラキス（２−メルカプトフェニル）ポルフィリン、５
，１０，１５，２０−テトラキス（３−メルカプトフェニル）ポルフィリン、５，１０，
１５，２０−テトラキス（４−メルカプトフェニル）ポルフィリン、５，１０，１５，２
０−テトラキス（２−アミノフェニル）ポルフィリン、５，１０，１５，２０−テトラキ
ス（３−アミノフェニル）ポルフィリン、５，１０，１５，２０−テトラキス（４−アミ
ノフェニル）ポルフィリン、５，１０，１５，２０−テトラキス（２−ヒドロキシフェニ
ル）ポルフィリン、５，１０，１５，２０−テトラキス（３−ヒドロキシフェニル）ポル
フィリン、５，１０，１５，２０−テトラキス（４−ヒドロキシフェニル）ポルフィリン
、［５，１０，１５−トリス（２−チオフリル）−２０−モノ（フェニル）］ポルフィリ
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ン、［５，１０，１５−トリス（３−チオフリル）−２０−モノ（フェニル）］ポルフィ
リン、［５，１０−ビス（２−チオフリル）−１５，２０−ジ（フェニル）］ポルフィリ
ン、［５，１０−ビス（３−チオフリル）−１５，２０−ジ（フェニル）］ポルフィリン
、［５，１５−ビス（２−チオフリル）−１５，２０−ジ（フェニル）］ポルフィリン、
［５，１５−ビス（３−チオフリル）−１５，２０−ジ（フェニル）］ポルフィリン、［
５−モノ（２−チオフリル）−１０，１５，２０−トリ（フェニル）］ポルフィリン、［
５−モノ（３−チオフリル）−１０，１５，２０−トリ（フェニル）］ポルフィリンなど
を一例として挙げることができる。
【００４４】
また、上記化学式（ＩＩ）で示された化合物Ｌで表示される配位子は適宜選択して用い
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ることができるが例えば、イミダゾール誘導体、ピリジン誘導体、アニリン誘導体、ヒス
チジン誘導体、トリメチルアミン誘導体、チオフェノール誘導体、システィン誘導体、メ
チオニン誘導体、安息香酸誘導体、酢酸誘導体、フェノール誘導体、脂肪族アルコール誘
導体が一例として挙げられる。
【００４５】
イミダゾール誘導体は、特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、
例えば、メチルイミダゾール、エチルイミダゾール、プロピオイミダゾール、ジメチルイ
ミダゾール、ベンズイミダゾールなどが一例として挙げられる。
【００４６】
ピリジン誘導体は、特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、例え
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ば、メチルピリジン、メチルピリジンアセテート、ニコチンアミド、ピリダジン、ピリミ
ジン、ピラジン、トリアジンなどが一例として挙げられる。
【００４７】
アニリン誘導体は、特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、例え
ば、アミノフェノール、ジアミノベンゼンなどが一例として挙げられる。
【００４８】
ヒスチジン誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、例え
ば、ヒスチジンメチルエステル、ヒスタミン、ヒップリル−ヒスチジン−ロイシンなどが
一例として挙げられる。
【００４９】

20

トリメチルアミン誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが
、例えば、トリエチルアミン、トリプロピルアミンなどが一例として挙げられる。
【００５０】
チオフェノール誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、
例えば、チオクレゾール、メルカプト安息香酸、アミノチオフェノール、ベンゼンジチオ
ール、メチルベンゼンジチオールなどが一例として挙げられる。
【００５１】
システィン誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが例えば
システィンメチルエステル、システィンエチルエステルなどが一例として挙げられる。
【００５２】
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メチオニン誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、例え
ばメチオニンメチルエステル、メチオニンエチルエステルなどが一例として挙げられる。
【００５３】
安息香酸誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、例えば
、サリチル酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸などが一例として挙げられる。
【００５４】
酢酸誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、例えば、ト
リフルオロ酢酸、メルカプト酢酸、プロピオン酸、絡酸などが一例として挙げられる。
【００５５】
フェノール誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが、例え
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ば、クレゾール、ジヒドロキシベンゼンなどが一例として挙げられる。
【００５６】
脂肪族アルコール誘導体は特に限られることなく、適宜選択して用いることができるが
、例えば、エチルアルコール、プロピルアルコールなどが一例として挙げられる。
【００５７】
金属ポルフィリン錯体を含む二酸化炭素減少剤の添加方法は、適宜選択して適用するこ
とができる。例えば、金属ポルフィリン錯体単体でもしくは金属ポルフィリン錯体を溶媒
に溶解させて二酸化炭素減少剤として添加することもできる。もしくは金属ポルフィリン
錯体をカプセル内に閉じこめる方法も採用できる。
【００５８】
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二酸化炭素減少剤には金属ポルフィリン錯体を含んでいれば足り、その量が主成分とな
るほど多ければ好適である。二酸化炭素減少剤は各種他の機能を有する下記機能性材料な
ど他の成分が含まれていてもよい。
【００５９】
二酸化炭素減少剤の添加時期は、二酸化炭素発生時であればよく、その前に対象物に加
えたり、二酸化炭素発生時に加えてもよい。なお、二酸化炭素発生時とは炭素と酸素の化
学反応により二酸化炭素が生じる時期である。
【００６０】
二酸化炭素の発生時とは対象物の焼却時など燃焼による炭素と酸素との化学反応時、こ
れ以外の化学反応によって溶解、消失して二酸化炭素を発生させる化学反応時など二酸化
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炭素を生じさせる化学反応の発生時であればよい。
【００６１】
対象物を焼却させる燃焼に用いてもよいが、他の燃焼反応に適用することもできる。暖
炉、ストーブなど暖房具の暖をとる目的の燃焼時に加えたり、熱エネルギーを他のエネル
ギーに変換させたり（例えば熱エネルギーから電気エネルギーを得る火力発電や熱エネル
ギーを運動エネルギーに変える自動車などのエンジン機構）などで生じる燃焼時に添加し
てもよい。
【００６２】
二酸化炭素減少剤を加える対象物は、燃焼などによって二酸化炭素が少しでも発生する
のであれば特に限られることなく適宜選択して用いることができる。例えば樹脂材料（プ

20

ラスチック板）、紙、布、植物、木材、建材、油、石油、植物油、動物性脂肪、ゴム、タ
イヤ、バイオマス、燃焼焼却対象品、化学反応によって溶解、消失して二酸化炭素を発生
させる製品（一例として炭酸カルシウムと塩酸の反応など）などに適用することができる
。
【００６３】
これによって、樹脂材料の用途、冷蔵庫、自動車、照明、住宅断熱、産業機器、公共交
通、鉄道輸送、道路設計、ゴミ発電などで生じる二酸化炭素の排出量を減少させることが
できる。したがって上述の京都議定書によって義務づけられた二酸化炭素量の削減に大き
く貢献できる。二酸化炭素の排出量が抑制されれば二酸化炭素の削減に大きく貢献でき、
巨額で取引される排出権を他の先進国等に売却することも可能となり、巨額の利益を得る
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ことができる。
【００６４】
上述のように、本実施形態の二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製造方法、二酸化炭素減少
剤の使用はあらゆる用途に使用できるが、一例として樹脂材料を例示して以下説明する。
【００６５】
「樹脂材料」
また、本発明者は、５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物を分散相とし、分散媒とな
る樹脂中に分散させると、その分散相となる粒状物によって様々な機能性を有する樹脂材
料（プラスチック板）を実現できることを見いだした。このサイズの大きさの粒子が分散
しているのであればそれぞれの特性を顕著に樹脂材料に付与することができる。
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【００６６】
粒状物は、樹脂の結晶化を促進させる核となり、結晶性に優れた樹脂材料を提供できる
。結晶性に優れた樹脂材料は引張強度や破断伸度などに優れた強力な樹脂材料とすること
ができる。場合によっては５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物を分散させない同種の
樹脂材料に比べ、二倍以上の強度を確保することもできる。このような二倍以上の強度の
確保によって従来よりも１／２以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実現できるので、樹脂
量も半分以下にすることができ、大幅に削減できるので地球環境における資源問題の解決
に大きく貢献することができる。
【００６７】
そこで、この粒状物に金属ポルフィリン錯体を含有させ、この粒状物を分散させると樹
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脂材料の焼却時に二酸化炭素の排出量を減少させることができる。さらに上述の樹脂材料
の強度向上効果も得られるので従来よりも１／２以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実現
できるので、樹脂量も半分以下にすることができ、樹脂使用量も大幅に削減できる。した
がって、焼却の対象となる樹脂量自体も削減することができ、樹脂量の削減と金属ポルフ
ィリン錯体による二酸化炭素減少効果によって相乗効果の二酸化炭素量の減少効果をえる
ことができ、京都議定書によって義務づけられた二酸化炭素量の削減にさらに大きく貢献
できる。このように二酸化炭素の排出量が抑制されれば二酸化炭素の削減に大きく貢献で
き、巨額で取引される排出権を他の先進国等に売却することもさらに可能となり、巨額の
利益をさらに得ることができる。
【００６８】

10

さらには金属ポルフィリンとともにその粒状物自体の化学的な作用を得ることができる
ように機能させる、機能性材料を選択すると好適である。例えば、結晶化促進剤、帯電防
止剤、二酸化炭素減少剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、導電剤、着色剤、金属光沢剤、滑
剤、離型剤、光重合開始剤、光増感剤、光安定剤、充填剤、発泡剤、難燃剤、滑剤、可塑
剤、安定剤、界面活性剤、熱安定剤、レベリング剤、消泡剤、粘度調製剤、分子量調節剤
、重合鎖逓伝体、ラジカル形成重合開始剤、カップリング剤等の添加剤、改質剤などの機
能を有する樹脂に機能を付加する機能性材料を含むと好適である。
【００６９】
例えば、金属ポルフィリンとともに本実施形態の粒状物が樹脂に合わせた結晶化促進剤
を含むと、さらに粒状物の分散による物理的な結晶促進効果に加え、結晶化促進剤による
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化学的な結晶促進効果による二重の結晶促進効果によってさらなる強度の樹脂材料を提供
することができ、粒状物を分散させていない同じ樹脂材料にくらべ、２倍どころか３倍、
４倍の強度を確保でき従来よりも１／３以下、１／４以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を
実現できるので、樹脂量も１／３以下、１／４以下にすることができ、さらに大幅に樹脂
量を削減できるので、二酸化炭素の減少効果も甚大となり、地球環境における資源問題の
解決に甚大に貢献することができる。
【００７０】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに帯電防止剤が含まれるものを添加した
樹脂材料では、上記のように粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、静電気
による帯電を防止することができる樹脂材料を提供することができる。このような樹脂材
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料は様々な用途に利用できる。例えば、ラベル、シール一般、ディスプレイ用のプラスチ
ック基板、静電気が帯電しやすい樹脂製品一般などその用途は限られることがない。静電
気は電化製品などでは、ノイズの要因となったり悪影響を与える。このような静電気の悪
影響を取り除くことができるので、静電気で困難となっていた新技術の開発を促進させ、
従来からの技術に対しては静電気の影響を取り除くことができるのでさらなる高精度な電
化製品の提供が確保される。このような新技術および高精度製品の出現によって、世界産
業は次世代産業を確立することが可能となり、巨額の経済性を得ることができる。さらに
この樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途
への適用が可能となる。
【００７１】
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帯電防止剤は、適宜選択して用いることができるが、例えば、４級アンモニウム塩、下
記界面活性剤から選ばれる物質などを一例として挙げることができる。
【００７２】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに紫外線吸収剤が含まれるものを添加し
た樹脂材料では、上記のように粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、紫外
線吸収して削減することができる。このような樹脂材料を用いて人体と隔てることで紫外
線による様々な弊害、例えば皮膚癌や目に対する悪影響などを大幅に削減することができ
る。現代社会では悪性腫瘍、目の病気などの人体に対する健康被害により、人道的な問題
は勿論として、医療保険料の個人負担および国庫負担による負担が著しく、経済的な負担
も大きい。したがって、この樹脂材料を用いることで健康被害を低減し、人道的な用途と
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なると共に経済的な負担を著しく低減させることができ、巨額の利益を生むことができる
。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなか
った用途への適用が可能となる。
【００７３】
また、紫外線は物質を変質、分解させる様々な要因となることからその遮蔽については
大きな課題であるが、この樹脂材料を用いて対象物質から紫外線を遮断することによって
物質を紫外線による変質、分解から守ることができる。したがって、医薬、食物、高機能
性材料、敏感な物質などの変質、分解しやすい物質を著しく長期間に亘って変質、分解を
抑制することができる。したがって、この樹脂材料さえあればよいので従来のように大が
かりな保存施設を建設し、紫外線を遮蔽したりすることがなく、大幅なコストダウンを実

10

現できる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考え
られなかった用途への適用が可能となる。
【００７４】
紫外線吸収剤としては、適宜選択して用いることができるが、例えば、ベンゾフェノン
系、ベンゾトリアゾ−ル系及びシアノアクリレ−ト系のものが好ましい。上記ベンゾフェ
ノン系のものとしては、例えば、２，３′−ジヒドロキシ−４，４′−ジメトキシベンゾ
フェノン、２，２′−ジヒドロキシ−４−メトキシベンゾフェノン及び２，２′，４，４
′−テトラヒドロキシベンゾフェノンを一例として挙げることができる。
【００７５】
また上記ベンゾトリアゾ−ル系のものとしては、例えば、２−（２′−ヒドロキシ−５
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′−メチルフェニル）ベンゾトリアゾ−ル、２−（２′−ヒドロキシ−５′−メチルフェ
ニル）−５，６−ジクロルベンゾトリアゾ−ル）、２−（２′−ヒドロキシ−５′−ｔ−
ブチルフェニル）、ベンゾトリアゾ−ル、２−（２′−ヒドロキシ−３′−メチル−５′
−ｔ−ブチルフェニル）ベンゾトリアゾ−ル、２−（２′−ヒドロキシ−３′，５′−ジ
−ｔ−ブチルフェニル）−５−クロル−ベンゾトリアゾ−ル及び２−（２′−ヒドロキシ
−５′−フェニルフェニル）−５−クロルベンゾトリアゾ−ル、２−（２′−ヒドロキシ
−３′，５′−ジ−ｔ−ブチルフェニル）−５−クロロロベンゾトリアゾ−ル、２−（２
′−ヒドロキシ−３′−ｔ−ブチル−５′−メチルフェニル）−５−クロロベンゾトリア
ゾ−ル、２−（２′−ヒドロキシ−３′，５′−ジ−ｔ−アミルフェニル）ベンゾトリア
ゾ−ル、２−（２′−ヒドロキシ−３′，５′−ジ−ｔ−ブチルフェニル）ベンゾトリア
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ゾ−ル、２−（２′−ヒドロキシ−５′−ｔ−オクチルフェニル）ベンゾトリアゾ−ル、
２−｛２′−ヒドロキシ−３′−（３″，４″，５″，６″−テトラヒドロフタルイミド
メチル）−５′−メチルフェニル｝ベンゾトリアゾ−ル、２−｛２−ヒドロキシ−３，５
−ビス（α，α′−ジメチルベンジル）フェニル｝−２−ヒドロキシベンゾトリアゾ−ル
、２−（２−ヒドロキシ−４−オクチルオキシフェニル）−２Ｈ−ベンゾトリアゾール等
を挙げることができる。上記シアノアクリレ−ト系のものとしては、例えば、エチル−２
−シアノ−３，３−ジフェニルアクリレ−ト、２−エチルヘキシル−２−シアノ−３，３
−ジフェニルアクリレ−ト等を挙げることができる。
【００７６】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに導電剤が含まれるものを添加した樹脂
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材料では、上記のように粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、導電性を付
与されたことで様々な機能を生むことができる。透明な樹脂に導電性を付与することで現
在、透明電極の主流となっているＩＴＯ膜、ＩＺＯ膜などをこの樹脂材料に置換すること
が可能である。現在、透明電極はディスプレイ産業においてなくてはならないものとなっ
ているが成膜等が難しい面がある。これに対して透明電極をこの樹脂材料に置換すること
で著しく簡便で大幅にコストダウン可能となり、ディスプレイ産業に新たな時代を到来さ
せることができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、
従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００７７】
また、導電性を付与したことで電磁波シールド作用も樹脂に与えることができる。電磁

50

(14)

JP 2007‑77213 A 2007.3.29

波は電気製品誤作動の主たる要因ともなり、ＩＣタグなどの近年のＲＦＩＤ技術の進歩に
伴い電磁波を遮断する必要も多い。このように電磁波は様々な場面で障害となる。この樹
脂材料を用いれば導電性が付与されているので、電磁波シールドの新たな態様が可能とな
る。例えば車両用搭載機器（ＥＣＵなど）、精密機器、情報産業など次世代を担う産業に
おいて現在までの電磁波シールドから置換されることになり、大幅なコストダウンや新た
な電磁波シールドの態様を構築することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上した
ことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００７８】
導電剤は、適宜選択して用いることができるが、導電性を付与できるものであればよく
例えば、金、銀、銅、ステンレス、アルミニウム、亜鉛、錫、インジウム、アンチモン、
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ニッケルなどの金属粒子、カーボンブラック、黒鉛などの導電性顔料、酸化亜鉛、酸化錫
、酸化インジウム、酸化チタンなどの金属酸化物、カーボンナノチューブ、フラーレンな
どの微細炭素繊維などが用いられる。導電性粉末の形状は特に限定されないが、球、楕円
、鱗片形、針状の導電性粉末を用いることができる。有機金属化合物としては、メチル銀
、ブチル銀、フェニル銀などの有機銀化合物、モノアルキル（アリール）金誘導体（二臭
化エチル金、二塩化フェニル金など）、ジアルキル金誘導体、トリアルキル金誘導体など
の有機金化合物などが用いられる。有機導電性樹脂としては、ポリアニリン、ポリチオフ
ェンなどのπ共役系結合を有する有機化合物を用いてもよい。金属しては、例えば、アル
ミ、金、銀、銅、合金や酸化物、セラミックスなどの金属元素（例えば、重金属、軽金属
、貴金属、卑金属、遷移金属、非遷移金属金属などの元素）を少しでも含むものまたは主
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に含むものを概念として含む。
【００７９】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに着色剤が含まれるものを添加した樹脂
材料では、上記のように粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、着色作用に
よって様々な機能を生むことができる。例えば着色によって紫外線を遮断することもでき
るし、様々な意匠性などの視覚的効果を付与することができる。様々な色に着色すること
ができれば、美術などの芸術、近年成長産業であるアニメーションなどにより好適な効果
を付与することもでき、技術の世界を超えた芸術、文化の世界にまで多大な文化的、経済
的貢献を提供することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くする
ことができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
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【００８０】
着色剤は、適宜選択して用いることができるが、例えば着色剤には染料、顔料ともに用
いることができる。顔料は、有機、無機を問わず各種のものが使用できる。例えばアルミ
ニウム、真鍮、蒸着粉、パール顔料（ホワイト、ゴールド等各色）等の光輝性顔料、ロー
ダミンレーキＢ、不溶性アゾ系赤色顔料（ナフトール系）（例、ブリリアントカーメルＢ
Ｓ、レイクカーメルＦＢ、レイクレッド４Ｂ、ファーストレッドＦＧＲ、レイクボルド５
Ｂ、トルイジンマーロン）、不溶性アゾ系赤色顔料（アニライド系）（例、ピラゾールレ
ッド）、溶性アゾ系赤色顔料（例、レイクオレンジ、ブリリアントカーメル３Ｂ、ブリリ
アントカーメル６Ｂ、ブリリアントスカーレットＧ、レイクレッドＣ、レイクレッドＤ、
レイクレッドＲ、レイクボルド１０Ｂ、ボンマーロンＬ、ボンマーロンＭ）などの赤色顔
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料、ハイザイエローＡ、不活性アゾ系黄色顔料（アニリド系）（例、ファーストイエロー
Ｇ、ファーストイエロー１０Ｇ、ジアゾオレンジ）、染料レーキ系黄色顔料（例、イエロ
ーレイク）などの顔料などの黄色顔料、フタロシアニン系青色顔料（例、フタロシアニン
ブルー、ファーストスカイブルー）、染色レーキ系青色顔料（例、バイオレットレイク、
ブルーレイク）、その他の顔料（例、アルカリブルー）などの青色顔料、カーボンブラッ
ク、アセチレンブラック、ランプブラック、アニリンブラックなどの黒色顔料、ルチル型
酸化チタンとアナターゼ型酸化チタンのいずれでもよい酸化チタン、シリカ、アルミナ、
クレイ、タルク、炭酸カルシウム、硫酸バリウム等の無機充填剤、酸化亜鉛等の白色顔料
などを挙げることができる。これらの着色剤は、要求される色調に応じて、カーボンブラ
ック、有機顔料、無機顔料などから適当なものを選択して用いることができ、単独、ある
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いは二種以上を混合して所望の色相に調整して使用することもできる。
【００８１】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに金属光沢剤が含まれるものを添加した
樹脂材料では、上記のように粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、金属光
沢性の作用によって様々な機能を生むことができる。例えば金属光沢によってメタリック
性を付与できるなど様々な意匠性などの視覚的効果を付与することができる。この結果、
金属よりもはるかに軽い樹脂材料を金属として代用できるので、今までにない軽量化した
素材、部品、製品の提供が可能となり、新世代の材料として活躍させることができる。さ
らにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった
用途への適用が可能となる。
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【００８２】
また、金属の反射特性を樹脂に適用した結果、赤外光、可視光、紫外光、短波長光線、
電磁波などを反射してシールドさせるという対象物や人体を光、電磁波から遮蔽する用途
に使用できることとなる。このような用途は紫外線などの有害光線から人体を保護する上
述に例示される健康向上への有力な用途、同様に上述に例示される対象物の分解・変質を
防止するという保存性の向上に寄与することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上
したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００８３】
金属光沢剤としては、適宜選択して用いることができるが、例えば、金属光沢を有する
金属一般、金属以外であってもアルミニウムペーストやアルミニウム粉等の金属顔料を添
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加した、シルバーまたはゴールド等のメタリック調の金属光沢剤を用いてもよい。
【００８４】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに離型剤、滑剤が含まれるものを添加し
た樹脂材料では、上記粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、耐摩耗性の減
少、相手攻撃性の減少、摩擦抵抗の減少、耐ブロッキング性の向上、耐スリ傷性を著しく
向上させることができる。耐摩耗性の減少、相手攻撃性の減少、摩擦抵抗の減少、耐ブロ
ッキング性の向上、耐スリ傷性などは、製造現場、使用者の立場に拘わらず、様々な障壁
となりうる課題であり、この課題の解決ができなかったために新たな技術分野や産業分野
への樹脂材料の進出が妨害されていた。本樹脂材料は耐摩耗性の減少、相手攻撃性の減少
、摩擦抵抗の減少、耐ブロッキング性の向上、耐スリ傷性などを向上させる樹脂材料を提
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供できるので、摩耗しない樹脂材料やブロッキングが起きない樹脂材料などを提供できる
。これによって、ブロッキングや摩耗に注意しなければならなかった製造現場などではそ
れらに対して処理工程などを削減することができ、ひいては処理装置などを減少あるいは
不要とすることができ、大幅なコストダウンを実現できる。さらにこの樹脂材料は強度が
向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる
。
【００８５】
離型剤、滑剤は、適宜選択して用いることができるが、例えば、エンボス加工の加工性
を向上させることに好適であるものが選択される。ポリオレフィン系、ステアリン酸、ス
テアリン酸エステル、ステアリルアルコール、ワセリン、脂肪酸のポリグリコールエステ

40

ル等を一例として用いることができる。ワックスとしては例えば、マイクロクリスタリン
ワックス、カルバナワックス、パラフィンワックス等が挙げられる。更に、フィッシャー
−トロプシュワックス、各種低分子量ポリエチレン、木蝋、密蝋、イボタロウ、羊毛蝋、
セラックスワックス、キャンデリラワックス、ペトロラクタム、ポリエステルワックス、
一部変性ワックス、脂肪酸エステル、脂肪酸アミド等、種種のワックス等を挙げることが
できる。
【００８６】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに光重合開始剤、光増感剤、光安定剤が
含まれるものを添加した樹脂材料では、上記粒状物による結晶化作用によって強度が向上
した上、これら光を制御して有効活躍する機能性材料の特性が著しく向上する。わずかな
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光を効率的に利用できる光利用の新世代樹脂材料を提供することができる。さらにこの樹
脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適
用が可能となる。
【００８７】
光重合開始剤、光増感剤としては、適宜選択して用いることができるが、例えば、光重
合開始剤として、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラーベンゾイルベンゾエー
ト、α−アミロキシムエステル、テトラメチルチウラムモノサルファイド、チオキサント
ン類、及び／又は光増感剤としてｎ−ブチルアミン、トリエチルアミン、トリ−ｎ−ブチ
ルホスフィン等を混合して用いることもできる。
【００８８】

10

本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに充填剤を添加した樹脂材料では、上記
粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、充填剤による分散性または凝集性の
強固化さようによって、劣化防止・補強などの効果を著しく向上させることができる。こ
のような樹脂材料によれば金属板並の強度性能を確保することもでき、新世代の樹脂材料
として機能性は著しい。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることがで
き、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００８９】
充填剤としては適宜選択して用いることができるが、例えば、無機質充填剤又は炭酸カ
ルシウム等の一般無機質充填剤、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化カル
シウム、ホウ酸亜鉛、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、無機質球状体、有機質中空球状体、

20

メタホウ酸バリウム、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、タルク、カリオン、クレー等を一
例として挙げることができる。
【００９０】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに発泡剤を添加した樹脂材料では、上記
粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、きめの細かい発泡樹脂体を形成する
ことができる。発泡樹脂体は発泡の不均一性、発泡の一つ一つの泡の大きさを小さくする
ことが難しく、きめの細かい発泡体を提供することが難しかった。これに対して本樹脂材
料は従来考えられなかったほどの発泡の均一性を確保することができ、発泡の一つ一つの
泡の大きさを小さくすることができるようになったのできめの細かい新たな発泡樹脂体を
提供することができるようになったので新世代の樹脂材料として機能性は著しい。さらに

30

この樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途
への適用が可能となる。
【００９１】
発泡剤は、適宜選択して用いることができるが、例えば、加熱により発泡する加熱発泡
剤、熱分解型発泡剤、カプセル発泡剤のいずれも用いることができる。発泡剤の成分とし
ては、ニトロペンタメチレンテトラミン、アゾジカルボンアミド、トルエンスルホニルヒ
ドラジン、アゾビスイソブチルニトリル、ベンゼンスルホニルヒドラジン等を用いること
ができる。カプセル発泡剤は、低沸点溶剤を熱可塑性高分子材料の被膜或いは殻で包み込
んだ粒径１０〜３０μｍの微小球である。シェル材料としては、アクリロニトリル・塩化
ビニリデン共重合体やアクリロニトリル・アクリル系共重合体、ニトリル系共重合体等が

40

使用され、内包ガスとしてはペンタン、イソペンタン、イソブタン、ブタン等がある。そ
して、カプセル発泡剤としては、１４０（１６０）〜１９０℃で１分加熱して最高倍率と
なる高温発泡剤であって、シェル材料がニトリル系共重合体で内包ガスがペンタンのもの
などが挙げられる。
【００９２】
本実施形態の粒状物に金属ポルフィリンとともに難燃剤を添加した樹脂材料では、上記
粒状物による結晶化作用によって強度が向上した上、樹脂とは考えられないほどの難燃材
を形成することができる。これによって、金属、陶磁器並の難燃材を得ることもでき、こ
のような難燃材は例えば建築用（例えば建物の内壁など）、防火用製品として極めて有用
であり、新世代の樹脂材料として機能性は著しい。さらにこの樹脂材料は強度が向上した
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ことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【００９３】
難燃剤は、適宜選択して用いることができるが、例えば、無機質充填剤又は炭酸カルシ
ウム等の一般無機質充填剤、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウ
ム、ホウ酸亜鉛、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、無機質球状体、有機質中空球状体、メタ
ホウ酸バリウム、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、タルク、カリオン、クレー等を一例と
して挙げることができる。
【００９４】
さらに金属ポルフィリンとともに適宜選択して他の機能性材料などを本実施形態の粒状
物に添加した樹脂材料であれば、それぞれ機能特性を著しく得ることができる。さらにこ

10

の樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途へ
の適用が可能となる。よって、それぞれにおいて多大な新規な用途と共に経済的な利益を
確保することができ、著しい経済的効果を生むことができる。
【００９５】
可塑剤は、適宜選択して用いることができるが、例えば、ジオクチルフタレート、ジブ
チルフタレート、ブチルベンジルフタレート等のフタル酸エステル系、リン酸エステル系
、塩素化脂肪酸エステル系、塩素化パラフィン系、エポキシ系、ポリエステル系、アジピ
ン酸エステル系の可塑剤を一例として挙げることができる。
【００９６】
安定剤は、適宜選択して用いることができるが、例えば、カドミウム・バリウム・亜鉛

20

等の複合系安定剤、鉛系安定剤、錫系安定剤、カルシウム系安定剤等を一例として用いる
ことができる。
【００９７】
界面活性剤、乳化剤、湿潤剤は、適宜選択して用いることができるが、エマルジョン化
することに対して好適であるものが好ましく、例えば、燐酸モノエステル、燐酸ジエステ
ル、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエイト、ポリオキシエチレンラウリルエーテ
ル、ポリエチレングリコールモノラウリレート、４級アンモニウム塩などを一例として挙
げることができる。ポリ乳酸、ライスワックス、大豆レシチン、リン脂質であると好適で
ある。
【００９８】

30

例えばオレイン酸、脂肪酸多価アルコールエステルタイプの非イオン性界面活性剤、例
えばソルビタンモノラウレート、モノオレエート、モノステアレートもしくはモノパルミ
テート、ソルビタントリステアレートもしくはトリオレート、脂肪酸多価アルコールエス
テルのポリオキシエチレン付加物、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸
とポリメタクリル酸とからなる共重合体、スルホン酸基含有の水溶性重合体、例えばスル
ホエチルアクリレート、スルホエチルメタクリレートもしくはスルホプロピルメタクリレ
ートによる重合体、ならびにＮ−（スルホエチル）−マレインイミド、２−アクリルアミ
ド−２−アルキルスルホン酸、スチロールスルホン酸およびビニルスルホン酸の重合体、
ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、モノオレエート、モノステアレート、モ
ノパルミテート、トリステアレートもしくはトリオレエート、ポリエチレングリコール脂
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肪酸エステル、例えばポリオキシエチルステアレート、ポリエチレングリコール４００ス
テアレート、ポリエチレングリコール２０００ステアレート、Ｄ−α−トコフェロール、
ＤＬ−α−トコフェロール、Ｄ−α−トコフェロール酢酸エステル、ＤＬ−α−トコフェ
ロール酢酸エステル、パルミチン酸アスコルビル、ビタミンＦのグリセリド；ビタミンＤ
類、特にビタミンＤ２及びビタミンＤ３；レチノール、レチノールエステル（パルミチン
酸レチノールエステル及びプロピオン酸レチノールエステル）、β−カロチン、Ｄ−パン
テノール、ファルネソール、酢酸ファルネシル；必須脂肪酸に富んだ油、特にジョジョバ
油及び黒すぐり（ｃａｓｓｉｓ）油；５−ｎ−オクタノイルサリチル酸、サリチル酸；α
−ヒドロキシ酸、例えばクエン酸、乳酸及びグリコール酸のアルキルエステル；アジア酸
、マダガスカル酸（ａｃｉｄｅ

ｍａｄｅｃａｓｓｉｑｕｅ）、アジアチコシド、ツボク
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サ（Ｃｅｎｔｅｌｌａａｓｉａｔｉｃａ）の全抽出物、β−グリシレチン酸、α−ビサボ
ロール；セラミド類、特に２−オレオイルアミノ−１，３−オクタデカン；フィタントリ
オール（ｐｈｙｔａｎｅｔｒｉｏｌ）、乳からのスフィンゴミエリン、ポリ不飽和必須脂
肪酸に富む海産物由来のリン脂質、エトキシキン、マンネンロウ抽出物、香油抽出物、ケ
ルセチンなど、短鎖（Ｃ１〜Ｃ６）アルコール例えばエタノール；ポリオール例えばグリ
コール、特に１，３−ブチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、イソプレングリコール又はヘキシレングリコール、グリセリン、ポリグリセリン及
びソルビトールなどを例示することができる。
【００９９】
親油性界面活性剤の一例は、ショ糖ジステアリン酸エステル、ジステアリン酸ジグリセ

10

リン、トリステアリン酸テトラグリセリン、デカステアリン酸デカグリセリン、モノステ
アリン酸ジグリセリン、トリステアリン酸ヘキサグリセリン、ペンタステアリン酸デカグ
リセリン、モノステアリン酸ソルビタン、トリステアリン酸ソルビタン、モノステアリン
酸ジエチレングリコール、グリセリンとパルミチン酸とステアリン酸とのエステル、モノ
ステアリン酸ポリオキシエチレン２ＥＯ（すなわちエチレンオキシド単位を２個含有する
もの）、モノ−及びジベヘン酸グリセリン並びにテトラステアリン酸ペンタエリトリトー
ルである。
【０１００】
親水性界面活性剤は一例としては、次の化合物：すなわちモノステアリン酸ポリオキシ
エチレンソルビタン４ＥＯ、トリステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン２０ＥＯ、

20

モノステアリン酸ポリオキシエチレン８ＥＯ、モノステアリン酸ヘキサグリセリン、モノ
ステアリン酸ポリオキシエチレン１０ＥＯ、ジステアリン酸ポリオキシエチレン１２ＥＯ
及びジステアリン酸ポリオキシエチレンメチルグルコース２０ＥＯを挙げ得る。
【０１０１】
非イオン性、アニオン性、カチオン性および両性の界面活性剤 が挙げられる。
非イオン性界面活性剤 としては、例えばＥＯ付加型非イオン性界面活性剤 ［例えば高級
アルコール（Ｃ８〜１８、以下同じ）、高級脂肪酸（Ｃ８〜２４、以下同じ）または高級
アルキルアミン（Ｃ８〜２４）のＥＯ付加物（分子量１５８〜Ｍｎ２００，０００）；グ
リコールのＥＯ付加物であるポリアルキレングリコール（分子量１５０〜Ｍｎ６，０００
）の高級脂肪酸エステル；多価アルコール（Ｃ２〜１８の２価〜８価またはそれ以上、例

30

えばエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、ペンタエリスリトールお
よびソルビタン）高級脂肪酸エステルのＥＯ付加物（分子量２５０〜Ｍｎ３０，０００）
；高級脂肪酸アミドのＥＯ付加物（分子量２００〜Ｍｎ３０，０００）；および多価アル
コール（前記のもの）アルキル（Ｃ３〜６０）エーテルのＥＯ付加物（分子量１２０〜Ｍ
ｎ３０，０００）］、および多価アルコ−ル（Ｃ３〜６０）型非イオン性界面活性剤 ［
例えば多価アルコールの脂肪酸（Ｃ３〜６０）エステル、多価アルコールのアルキル（Ｃ
３〜６０）エーテルおよび脂肪酸（Ｃ３〜６０）アルカノールアミド］が挙げられる。
【０１０２】
なお界面活性剤は、アニオン性、カチオン性、両性いずれであってもよい。
アニオン性界面活性剤としては、前記（Ｃ１）を除く化合物、例えばカルボン酸（例えば

40

Ｃ８〜２２の飽和または不飽和脂肪酸およびエーテルカルボン酸）またはその塩；硫酸エ
ステル塩〔例えば高級アルコール硫酸エステル塩（例えばＣ８〜１８の脂肪族アルコール
の硫酸エステル塩）および高級アルキルエーテル硫酸エステル塩［例えばＣ８〜１８の脂
肪族アルコールのＥＯ（１〜１０モル）付加物の硫酸エステル塩］〕；スルホン酸塩［Ｃ
１０〜２０、例えばアルキルベンゼンスルホン酸塩（例えばドデシルベンゼンスルホン酸
ナトリウム）、アルキルスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、スルホコハク
酸ジアルキルエステル型、ハイドロカーボン（例えばアルカン、α−オレフィン）スルホ
ン酸塩およびイゲポンＴ型］；およびリン酸エステル塩［例えば高級アルコール（Ｃ８〜
６０）ＥＯ付加物リン酸エステル塩およびアルキル（Ｃ４〜６０）フェノールＥＯ付加物
リン酸エステル塩］が挙げられる。上記の塩としては、例えばアルカリ金属塩、アルカリ
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土類金属塩、アンモニウム塩、アルキルアミン（Ｃ１〜２０）塩およびアルカノールアミ
ン（Ｃ２〜１２、例えばモノ−、ジ−およびトリエタノールアミン）塩が挙げられる。
【０１０３】
カチオン性界面活性剤 としては、第４級アンモニウム塩型［例えばテトラアルキル（
Ｃ４〜１００）アンモニウム塩（例えばラウリルトリメチルアンモニウムクロライド、ジ
デシルジメチルアンモニウムクロライド、ジオクチルジメチルアンモニウムブロマイドお
よびステアリルトリメチルアンモニウムブロマイド）、トリアルキル（Ｃ３〜８０）ベン
ジルアンモニウム塩（例えばラウリルジメチルベンジルアンモニウムクロライド（塩化ベ
ンザルコニウム）、アルキル（Ｃ２〜６０）ピリジニウム塩（例えばセチルピリジニウム
クロライド）、ポリオキシアルキレン（Ｃ２〜４）トリアルキルアンモニウム塩（例えば

10

ポリオキシエチレントリメチルアンモニウムクロライド）およびサパミン型第４級アンモ
ニウム塩（例えばステアラミドエチルジエチルメチルアンモニウムメトサルフェート）］
；およびアミン塩型［例えば高級脂肪族アミン（Ｃ１２〜６０、例えばラウリルアミン、
ステアリルアミン、セチルアミン、硬化牛脂アミンおよびロジンアミン）の無機酸（例え
ば塩酸、硫酸、硝酸およびリン酸）塩または有機酸（Ｃ２〜２２、例えば酢酸、プロピオ
ン酸、ラウリル酸、オレイン酸、安息香酸、コハク酸、アジピン酸およびアゼライン酸）
塩、脂肪族アミン（Ｃ１〜３０）のＥＯ付加物などの無機酸（上記のもの）塩または有機
酸（上記のもの）塩および３級アミン（Ｃ３〜３０、例えばトリエタノールアミンモノス
テアレートおよびステアラミドエチルジエチルメチルエタノールアミン）の無機酸（上記
のもの）塩または有機酸（上記のもの）塩］が挙げられる。

20

【０１０４】
両性界面活性剤としては、アミノ酸型両性界面活性剤［例えば高級アルキルアミン（Ｃ
８〜２４）のプロピオン酸ナトリウム］、ベタイン型両性界面活性剤［例えばアルキル（
Ｃ１２〜１８）ジメチルベタイン］、硫酸エステル塩型両性界面活性剤［例えば高級アル
キルアミン（Ｃ８〜２４）の硫酸エステルナトリウム塩およびヒドロキシエチルイミダゾ
リン硫酸エステルナトリウム塩］、スルホン酸塩型両性界面活性剤（例えばペンタデシル
スルホタウリンおよびイミダゾリンスルホン酸）およびリン酸エステル塩型両性界面活性
剤［例えばグリセリン高級脂肪酸（Ｃ８〜２４）エステル化物のリン酸エステルアミン塩
］が挙げられる。
【０１０５】

30

分子量調節剤または重合鎖逓伝体は、適宜選択して用いることができるが、例えば、メ
ルカプタン、メルカプトエタノール、メルカプトプロパノール、メルカプトブタノール、
ｎ−ドデシルメルカプタン、メルカプト琥珀酸、メルカプトプロピオン酸、メルカプトグ
リセリン、メルカプト酢酸、チオグリコール酸エステル、例えばヘキシルチオグリコレー
ト、メルカプトグリコールシラン、例えば３−メルカプトプロピルトリメトキシシランお
よび３−メルカプトプロピル−メチルジメトキシシラン、エーテル、ジオキサン、テトラ
ヒドロフラン、テトラヒドロフルフリルアルコール、酢酸テトラヒドロフルフリルエステ
ル、アルコール、例えばイソプロパノール、ｎ−ブタノールおよびｎ−デカノールならび
に芳香族炭化水素、例えばイソプロピルベンゾールを一例として挙げることができる。
【０１０６】

40

ラジカル形成重合開始剤は、適宜選択して用いることができるが、例えば、ｔ−ブチル
ペルオキシネオデカノエート、ｔ−アミルペルオキシピバレート、ジラウロイルペルオキ
シド、ｔ−アミルペルオキシ−２−エチルヘキサノエート、２，２´−アゾビス−（２，
４−ジメチル）バレロニトリル、２，２´−アゾビス−（２−メトキシブチロニトリル）
、ジベンゾイルペルオキシド、ｔ−ブチルペル−２−エチルヘキサノエート、ジ−ｔ−ブ
チルヒドロペルオキシド、２，５−ジメチル−２，５−ジ（ｔ−ブチルペルオキシ）ヘキ
サンおよびクモールヒドロペルオキシドである。有利に使用されるラジカル開始剤は、ジ
（３，５，５−トリメチルヘキサノイル）−ペルオキシド、４，４´−アゾビスイソブチ
ロニトリル、ｔ−ブチルペルピバレートおよびジメチル−２，２´−アゾビスイソブチレ
ートなどを一例として挙げることができる。
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【０１０７】
また、前記粒状物は、核物質とこれを包含する外殻物質とからなるカプセルであり、金
属ポルフィリンは核物質中に含まれていると好適である。このようにすることで、前記粒
状物は均一に樹脂材料中に分散する。ここでより好適に分散させるには前記外殻物質は、
前記核物質よりも前記樹脂と親和性を有する樹脂親和性物質と前記樹脂よりも前記核物質
と親和性を有する核物質親和性物質とを含む親和性物質であると均一分散に寄与して好適
である。
【０１０８】
均一分散性が向上すると、同様の効果を得るために使用する金属ポルフィリンの使用量
を削減することができる。したがって、金属ポルフィリンの使用量の著しい減少により大
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幅なコストダウンを実現できることとなり、大きな経済的貢献効果を得ることができる。
また、金属ポルフィリンが環境に何らかの影響を与える場合などできるだけ使用を差し控
えたい場合には、使用量の削減に大幅に寄与することになり、ひいては地球環境問題解決
への大きな貢献とすることもできる。
【０１０９】
前記外殻物質としては界面活性的性質をもつ、両親媒性脂質が挙げられる。両親媒性脂
質は、中和された陰イオン性脂質、両性脂質及びアルキルスルホン酸誘導体からなる群か
ら選択されたり、後述のリン脂質、糖脂質などが挙げられる。
【０１１０】
中和された陰イオン性脂質は、例えばリン酸ジセチルのアルカリ金属塩、特にナトリウ
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ム塩及びカリウム塩；リン酸ジミリスチルのアルカリ金属塩、特にナトリウム塩及びカリ
ウム塩；スルホン酸コレステロールのアルカリ金属塩、特にナトリウム塩；リン酸コレス
テロールのアルカリ金属塩、特にナトリウム塩；アシルグルタミン酸のモノナトリウム塩
又はジナトリウム塩、特にＮ−ステアロイルグルタミン酸のモノナトリウム塩又はジナト
リウム塩；及びホスファチジン酸ナトリウム塩の中から選ばれるものなどが挙げられる。
【０１１１】
上述の機能性材料が金属ポルフィリンとともに核物質として含有されているカプセルで
あると機能性材料がカプセルによって均一分散されるので、同様の機能を得るのに必要な
機能性材料の使用量を削減することができ、大きな経済的貢献効果や地球環境問題解決へ
の大きな貢献を提供できることになる。
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【０１１２】
また、金属ポルフィリン錯体、レドックス性高分子を機能性材料としてこれらが核物質
として含有されているカプセルを分散させた樹脂材料であれば、この樹脂材料を燃焼させ
たときに発生する二酸化炭素を減少させるのにカプセル化しない場合に比べ少量の金属ポ
ルフィリン錯体、レドックス性高分子の使用量で済むことになる。これら機能性材料は高
価であることが通常であり、使用量を少なくして低価格化をはかることが至上の命題であ
る。このように使用量を少なくして低価格化をはかることができるので、このカプセル分
散した樹脂材料は低価格で提供できることとなり、流通市場を席巻することとなる。これ
により、市場の樹脂材料がこの樹脂材料に置換されるので二酸化炭素の削減効果に大きく
貢献し、二酸化炭素の減少による環境的、経済的効果は著しい。

40

【０１１３】
このようなカプセルはリポソームであると好適である。リポソームであればさらに均一
分散などに貢献でき、環境的、経済的、物性的効果をさらに高めることができる。このよ
うなリポソームによる分散性の確保によってさらに機能性材料の使用量を少なくして低価
格化をはかることができるので、このリポソームが分散した樹脂材料は低価格で提供でき
ることとなり、流通市場をさらに席巻することとなる。これにより、さらに市場の樹脂材
料がこの樹脂材料に置換されるので二酸化炭素の削減効果に大きく貢献し、二酸化炭素の
減少による環境的、経済的利益はさらに著しい。また、リポソームは化粧品や食品として
用いられるもので、健康面や環境面への影響も少なく次世代の環境社会へ貢献できる樹脂
材料を提供することができる。
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【０１１４】
本実施形態において、分散媒となる樹脂は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、電子線硬化
性樹脂、紫外線硬化性樹脂などいずれに拘わらず採用することができる。また、樹脂は各
種を単独であるいは複数種組み合わせて用いてもよい。なお、適宜樹脂の性能をさらに補
うために上述の機能性材料を樹脂中に単独であるいは複数種含有させてもよい。
【０１１５】
熱可塑性樹脂は、特に限られるものではなく適宜選択して採用することができるが水性
エマルジョン樹脂（各種のエマルジョンが使用できるが、一例としてはエチレン−酢ビ、
アクリル系樹脂の単体又はブレンド、共重合体などが挙げられる）、ポリエチレン樹脂、
ポリアクリル樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ塩
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化ビニル、樹脂合成ゴム等が用いることができる。例えばポリエチレン樹脂は廃棄物とし
燃焼させた時にダイオキシンを発生させにくく、環境面に与える害が少ないなどの利点を
有し、好適であるなどの利点がある。ポリエチレン、ポリブタジエンなど一般的なポリオ
レフィン系樹脂が挙げられる。ポリプロピレン樹脂としては、プロピレンの単独重合体で
あるホモポリマーとコポリマータイプのいずれでもよく、さらに、コポリマーのランダム
コポリマーとブロックコポリマーのいずれでもよい。常温での耐衝撃性・透明性に優れる
ランダムコポリマーを用いると好適である。また、上記成分にエラストマー成分を混合さ
せてもよい。エラストマー成分としては特に限定されないが、例えばオレフィン系エラス
トマー、スチレン系エラストマー、ポリスチレン樹脂、ポリアクリル樹脂、ビニル樹脂、
ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、変性ポリフェニレンエーテル樹脂、生分解
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性樹脂、などが一例として挙げられる。
【０１１６】
熱硬化性樹脂としては、適宜選択してもちいることができるが、例えば、エポキシ樹脂
、フェノール樹脂、シアネート樹脂などを例示することができる。
【０１１７】
紫外線硬化性樹脂としては、適宜選択してもちいることができるが、例えば、アクリレ
ート化合物、エポキシ樹脂、オキセタン化合物などを挙げることができる。
【０１１８】
電子線硬化性樹脂としては、適宜選択して用いることができる。具体的には、分子中に
ラジカル重合性不飽和結合、又はカチオン重合性官能基を有する、プレポリマー（所謂オ
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リゴマーも包含する）及び／又はモノマーを適宜混合した電子線により硬化可能な組成物
が好ましくは用いられる。これらプレポリマー又はモノマーは単体又は複数種を混合して
用いてもよい。また、硬化は通常は架橋硬化であり、また耐摩耗性等の耐久性の点からも
架橋硬化が好ましい。上記プレポリマー又はモノマーは、具体的には、分子中に（メタ）
アクリロイル基、（メタ）アクリロイルオキシ基等のラジカル重合性不飽和基、エポキシ
基等のカチオン重合性官能基等を有する化合物からなる。また、ポリエンとポリチオール
との組み合わせによるポリエン／チオール系のプレポリマーも好ましくは用いられる。な
お、例えば（メタ）アクリロイル基とは、アクリロイル基又はメタクリロイル基の意味で
ある。
【０１１９】
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ラジカル重合性不飽和基を有するプレポリマーの例としては、ポリエステル（メタ）ア
クリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート、メラミン
（メタ）アクリレート、トリアジン（メタ）アクリレート、シリコーン（メタ）アクリレ
ート等が使用できる。分子量としては、通常２５０〜１００，０００程度のものが用いら
れる。ラジカル重合性不飽和基を有するモノマーの例としては、単官能モノマーとして、
メチル（メタ）アクリレート、２−エチルヘキシル（メタ）アクリレート、フェノキシエ
チル（メタ）アクリレート等がある。また、多官能モノマーとして、ジエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチー
ルプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンエチレンオキサイドトリ
（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタ
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エリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）ア
クリレート等もある。カチオン重合性官能基を有するプレポリマーの例としては、ビスフ
ェノール型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ化合物等のエポキシ系樹脂、脂肪酸系ビ
ニルエーテル、芳香族系ビニルエーテル等のビニルエーテル系樹脂のプレポリマーがある
。チオールとしては、トリメチロールプロパントリチオグリコレート、ペンタエリスリト
ールテトラチオグリコレート等のポリチオールがある。また、ポリエンとしては、ジオー
ルとジイソシアネートによるポリウレタンの両端にアリルアルコールを付加したもの等が
ある。
【０１２０】
なお、電子線硬化性樹脂を架橋性樹脂に用いる時には、硬化剤と反応する官能基を有す
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るのが好ましく、官能基としてＯＨ基、ＳＨ基、アミノ基、カルボキシル基、エポキシ基
等が挙げられる。しかし、これらの官能基を有していない場合でも、重合性不飽和二重結
合を有していれば、重合により硬化させて用いることができる。つまり、架橋性樹脂は、
硬化剤を用いて架橋される樹脂と、硬化剤を用いずにラジカル重合により硬化される樹脂
を含んでおり、例えばウレタンアクリレート、エポキシアクリレートやアクリルポリオー
ル等を用いる場合には、ＯＨ基やエポキシ基は硬化剤による架橋反応を起こして硬化が進
み、さらに、アクリル基の二重結合はラジカル重合を起こして各々硬化する。従って硬化
後の架橋性樹脂は、架橋反応生成物と重合生成物が別々に生成している場合があり、また
、同一分子中に架橋により生じる構造と重合により生じる構造が存在する場合もある。ま
た、架橋反応生成物と重合生成物の各々に重合性二重結合が存在すれば、両反応生成物が
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重合反応を起こして１分子を形成することもある。
【０１２１】
架橋性樹脂としては、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、アクリルポリオ
ール及びポリエステルアクリレートの少なくとも１種と硬化剤を用いて架橋反応して得ら
れる樹脂、さらに後述する電離放射線硬化性樹脂をそのまま又は硬化剤を用いて架橋硬化
させた樹脂が挙げられる。層を形成する塗工剤には、これらの樹脂から選ばれた少なくと
も１種の架橋性樹脂を用いることができる。これらの樹脂の中で、ウレタンアクリレート
、エポキシアクリレート、アクリルポリオール及びポリエステルアクリレートより選ばれ
た少なくとも１種と硬化剤と架橋反応して得られる樹脂を用いることが好ましい。
【０１２２】

30

架橋性樹脂を得るために用いる硬化剤としては、通常イソシアネート類又は有機スルホ
ン酸塩が不飽和ポリエステル系樹脂やポリウレタン系樹脂に、アミン類がエポキシ系樹脂
に用いられ、更にラジカル重合開始剤として、メチルエチルケトンパーオキサイドやアゾ
ビスイソブチルニトリル等が使用される。
【０１２３】
イソシアネート類としては、２価以上の脂肪族又は芳香族イソシアネートが使用できる
が、具体的には、トリレンジイソシアネート、キシレンジイソシアネート、４，４−ジフ
ェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、リジンジイソシアネ
ート等が挙げられる。
【０１２４】

40

分散媒となる樹脂は、例えば、ポリ乳酸、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレ
ン、ポリエチレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリ
スチレン、ナイロン、ポリスルフォン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリオキシメチレ
ン、ポリイミド、ポリウレタン、ポリサッカライド、デンプン質、ポリ（Ｎ−ビニルピロ
リドン）、およびそれらの共重合体、アクリル系樹脂、セルロース系樹脂、メラミン系樹
脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリア
ミド、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、スチレン−ブ
タジエンゴム等の熱可塑性エラストマーなどを用いてもよい。ウレタン系樹脂を用いる場
合は、例えばポリオキシアルキル化ジオール又はポリオール、軟化点４０℃〜１４０℃の
粘着付与剤、脂肪族あるいは芳香族ジイソシアネートあるいはポリイソシアネート等があ

50

(23)

JP 2007‑77213 A 2007.3.29

げられる。また、ビニル系樹脂としては、例えば塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体、酢酸
ビニル重合体、ポリビニルブチラ−ル及びポリアルキルビニルエーテル等のビニルエーテ
ル系からなる樹脂があげられる。さらにシリコーン系樹脂としては，たとえばゴム状ポリ
シロキサン及び樹脂状ポリシロキサン等があげられる。本実施形態で記載した樹脂は、単
独またはこれら２種類以上から成る共重合体及びこれらの混合物としても使用できる。
【０１２５】
分散媒となる樹脂は、ポリエステルウレタン樹脂を用いてもよい。ポリエステルウレタ
ン樹脂とは、ジカルボン酸とジオール成分をエステル化したポリエステルポリオールとポ
リイソシアネート、また必要に応じて鎖伸張剤から成るものである。
【０１２６】

10

ジカルボン酸成分としては、テレフタル酸、イソフタル酸、２，６−ナフタレンジカル
ボン酸、アジピン酸、トリメチルアジピン酸、セバシン酸、マロン酸、ジメチルマロン酸
、コハク酸、グルタール酸、ピメリン酸、２，２−ジメチルグルタール酸、アゼライン酸
、フマール酸、マレイン酸、イタコン酸、１，３−シクロペンタンジカルボン酸、１，２
−シクロヘキサンジカルボン酸、１，４−シクロヘキサンジカルボン酸、１，４−ナフタ
ール酸、ジフェニン酸、４，４

−オキシ安息香酸、２，５−ナフタレンジカルボン酸な

どを用いることができる。
【０１２７】
ジオール成分としてはエチレングリコール、１，４−ブタンジオール、ジエチレングリ
コール、トリエチレングリコールなどの脂肪族グリコール、１，４−シクロヘキサンジメ

20

タノールなどの芳香族ジオール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、
ポリテトラメチレングリコールなどのポリ（オキシアルキレン）グリコールなどが挙げら
れる。
【０１２８】
またジカルボン酸成分、ジオール成分の他にｐ−オキシ安息香酸等のオキシカルボン酸
等が共重合されていても良く、さらに、これらは線状構造であるが、３価以上のエステル
形成成分を用いて分枝状ポリエステルとすることもできる。
【０１２９】
ポリイソシアネートとしては、ヘキサメチ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、トリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、テトラメチ

30

レンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、トリレ
ンジイソシアネートとトリメチロールプロパンの付加物、ヘキサメチレンジイソシアネー
トとトリメチロールエタンの付加物などを挙げることができる。
【０１３０】
また、鎖伸張剤としては、ペンダントカルボキシル基含有ジオール類や例えばエチレン
グリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、１，４−ブタンジオール、
ヘキサメチレングリコール、ネオペンチルグリコールなどのグリコール類、あるいはエチ
レンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、フェニレンジアミン、ト
リレンジアミン、ジフェニルジアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニル
メタン、ジアミノシクロヘキシルメタンなどのジアミン類などが挙げられる。

40

【０１３１】
より具体的には、例えばポリエステルウレタンはポリイソシアネート化合物とポリエー
テルポリオールとの反応により得られるものである。ポリエーテルポリオールとしては、
ポリプロピレングリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトー
ル、ソルビトール、蔗糖などの多価アルコール類、エチレンジアミン、エタノールアミン
、芳香族ポリアミンなどのアミン類、フェノール樹脂などの多価フェノール類を出発原料
とし、これにアルキレンオキシドを開環重合したものが用いられる。ポリイソシアネート
としては、トリレンジイソシアネート、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート、
４，４−ジフェニルメタンジイソシアネート、１，５−ナフタレンジイソシアネート、ト
リフェニルメタントリイソシアネート、トリジンジイソシアネート、キシレンジイソシア
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ネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ノルボルネンジイソシアネートジシクロヘキ
シルメタンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート等が挙げられる。また、より
具体的には、例えばポリエステルウレタンは、ポリエステルウレタン樹脂は、ポリイソシ
アネート化合物とポリエステルポリオールとの反応により得られるものであってもよい。
ポリエステルポリオールは、一般にジカルボン酸とグリコールから製造され、分子の末端
に水酸基を持つ。ジカルボン酸としては、アジピン酸、フタル酸、セバチン酸、ダイマー
酸などが、グリコールとしてはエチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレン
グリコール、ブチレングリコール、１，３−ブタンジオール、ヘキサントリオール、トリ
メチロールプロパンなどとカプロラクトンを開環重合したタイプのエステルとがある。ポ
リイソシアネートとしては、ポリエーテルウレタン樹脂の原料として先に例示したものが

10

用いられる。
【０１３２】
また、分散媒となる樹脂は、樹脂単位重量当りの水素結合性基またはイオン性基の重量
百分率が２０％〜６０％の割合を満足する高水素結合性樹脂なども具体例としてあげられ
る。高水素結合性樹脂の水素結合性基としては水酸基、アミノ基、チオール基、カルボキ
シル基、スルホン酸基、燐酸基、などが挙げられ、イオン性基としてはカルボキシレート
基、スルホン酸イオン基、燐酸イオン基、アンモニウム基、ホスホニウム基などが挙げら
れる。高水素結合性樹脂の水素結合性基またはイオン性基のうち、さらに好ましいものと
しては、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、スルホン酸基、カルボキシレート基、スル
ホン酸イオン基、アンモニウム基、などが挙げられる。具体例としては、例えば、ポリビ

20

ニルアルコール、ビニルアルコール分率が４１モル％以上のエチレン−ビニルアルコール
共重合体、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチ
ルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
アミロース、アミロペクチン、プルラン、カードラン、ザンタン、キチン、キトサン、セ
ルロース、プルラン、キトサンなどのような多糖類、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ナ
トリウム、ポリベンゼンスルホン酸、ポリベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリエチレン
イミン、ポリアリルアミン、そのアンモニウム塩ポリビニルチオール、ポリグリセリン、
などが挙げられる。
【０１３３】
また、分散媒となる樹脂は、多糖類をあげることができる。種々の単糖類の縮重合によ

30

って生体系で合成される生体高分子であり、ここではそれらをもとに化学修飾したものも
含まれる。たとえば、セルロースおよびヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチル
セルロース、カルボキシメチルセルロースなどのセルロース誘導体、アミロース、アミロ
ペクチン、プルラン、カードラン、ザンタン、キチン、キトサン、などが挙げられる。
【０１３４】
さらには分散媒となる樹脂は、（メタ）アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ポリエス
テル系樹脂、ウレタン系樹脂、ゴム系樹脂、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂等を挙げる
ことできる。これらの中でも、透明性、耐候性に優れ、比較的安価で加工適正の優れてい
る（メタ）アクリル系樹脂などを挙げることができる。このような（メタ）アクリル系樹
脂としては、たとえば、エチルアクリレート、ｎ−プロピルアクリレート、ｎ−ブチルア

40

クリレート、イソブチルアクリレート、ｎ−ペンチルアクリレート、２−メチルブチルア
クリレート、ｎ−ヘキシルアクリレート、２−エチルヘキシルアクリレート、ｎ−オクチ
ルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ｎ−ノニルアクリレート、イソノニルアク
リレート等のアクリル酸のＣ２〜Ｃ１２アルキルエステルの少なくとも１種（モノマーＡ
）とアクリル酸、メタクリル酸、アクリルアミド、Ｎ−メチロールアクリルアミド、２−
ヒドロキシエチルアクリレート、２−ヒドロキシエチルメタクリレート等の官能基含有ア
クリル系モノマーの少なくとも１種（モノマーＢ）とが共重合されることにより得られる
ものを挙げることができる。
【０１３５】
分散媒となる樹脂は、分子中に重合性不飽和結合又はエポキシ基を有するプレポリマー
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、オリゴマー、及び／又は単量体を適宜混合した組成物が用いられる。これらの組成物と
しては、ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレート、エポキシアクリレート等の
アクリレート、シロキサン等の珪素樹脂、ポリエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、
エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン系樹脂等が挙げられる。
【０１３６】
プレポリマー、オリゴマーの例としては不飽和ジカルボン酸と多価アルコールの縮合物
等の不飽和ポリエステル類、ポリエステルメタクリレート、ポリエーテルメタクリレート
、ポリオールメタクリレート、メラミンメタクリレート等のメタクリレート類、ポリエス
テルアクリレート、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、ポリエーテルアクリ
レート、ポリオールアクリレート、メラミンアクリレート等のアクリレート類等が挙げら

10

れる。
【０１３７】
エポキシ樹脂、エポキシ系又はウレタン系の各プレポリマーやオリゴマーを用いる場合
には、各々の硬化に用いる硬化剤、例えばアミンやイソシアネートを混合して２液性混合
物として使用することができる。
【０１３８】
また、単量体の例としては、スチレン、α−メチルスチレン等のスチレン系単量体、ア
クリル酸メチル、アクリル酸−２−エチルヘキシル、アクリル酸メトキシエチル、アクリ
ル酸ブトキシエチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸メトキシブチル、アクリル酸フェニ
ル等のアクリル酸エステル類、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸

20

プロピル、メタクリル酸メトキシエチル、メタクリル酸エトキシメチル、メタクリル酸フ
ェニル、メタクリル酸ラウリル等のメタクリル酸エステル類、アクリル酸−２−（Ｎ、Ｎ
−ジエチルアミノ）エチル、メタクリル酸−２−（Ｎ、Ｎ−ジメチルアミノ）エチル、ア
クリル酸−２−（Ｎ、Ｎ−ジベンジルアミノ）エチル、メタクリル酸−２−（Ｎ、Ｎ−ジ
メチルアミノ）メチル、アクリル酸−２−（Ｎ、Ｎ−ジエチルアミノ）プロピル等の不飽
和酸の置換アミノアルコースエステル類、アクリルアミド、メタクリルアミド等の不飽和
カルボン酸アミド、エチレングリコールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリ
レート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、１，６−ヘキサンジオールジアクリレ
ート、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート等
の化合物、ジプロピレングリコールジアクリレート、エチレングリコールアクリレート、

30

プロピ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の多
官能性化合物、及び／又は、分子中に２個以上のチオール基を有するポリチオール化合物
、例えば、トリメチロールプロパントリチオグリコレート、トリメチロールプロパントリ
チオプロピレート、ペンタエリスリトールテトラチオグリコール等が挙げられる。
【０１３９】
１、２官能単量体と３官能以上の単量体を混合し塗工適性と硬化物の物性とを調整する
こともできる。以上のような１官能アクリレート系単量体としては、２−ヒドロキシアク
リレート、２−ヘキシルアクリレート、フェノキシエチルアクリレート等が挙げられる。
また、２官能アクリレート系単量体としては、エチレングリコールジアクリレート、１，
６−ヘキサンジオールアクリレート等が、３官能以上のアクリレート系単量体としてはト

40

リメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジ
ペンタエリスリトールヘキサアクリレート等が挙げられる。
【０１４０】
分散媒となる樹脂としては、例えば、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース
、エチルヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ポ
リ酢酸ビニル、ポリビニルブチラート、ポリビニルアセタール、ポリビニルピロリドン等
のビニル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、スチレン−アクリル共重合系樹脂等を用いること
もできる。例示すると、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、ヒドロキシエチル
アクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート等の（メタ）アクリル系モノマー、アク
リロニトリル、メタクリルニトリル等のニトリル系モノマー、アクリルアミド、メタクリ
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ルアミド等のアミド系モノマー、該アミド系モノマーのＮ−アルコキシ置換体、同Ｎ−メ
チロール置換体、スチレン、ビニルトルエン、α−メチルスチレン、ジビニルベンゼン等
のスチレン系モノマー、ジアリルフタレート、アリルグリジジルエーテル、トリアリルイ
ソシアヌレート等のアリル系モノマー、酢酸ビニル、Ｎ−ビニルピロリドン等の重合性二
重結合を有するモノマー等の１種ないし２種以上と、カルボキシル基を有するアクリル酸
、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、その他等の不飽
和カルボン酸の一種ないしそれ以上との共重合体からなるアルカリ溶液可溶性（メタ）ア
クリル系共重合体を使用することができる。また、ポリアルリルアミド系樹脂、ポリ（メ
タ）アクリル酸系樹脂、ポリエチレンオキシド系樹脂、ポリＮ−ビニルピロリドン系樹脂
、水溶性ポリウレタン系樹脂（２液硬化型ポリウレタン系樹脂）、水溶性ポリエステル系

10

樹脂、水溶性ポリアミド系樹脂、水溶性アミノ系樹脂、水溶性フェノール系樹脂、その他
等の水溶性合成樹脂、ポリヌクレオチド、ポリペプチド、多糖類、等の水溶性天然高分子
、その他等も使用することができる。また、その他の水系塗工剤用のバインダー樹脂とし
ては、例えば、天然ゴム、合成ゴム、ポリ酢酸ビニル系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、
ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリウレタン−ポリアクリル系樹脂変性な
いし混合樹脂、アクリル変性ウレタン樹脂、ポリエステル変性ウレタン樹脂、塩化ビニル
−酢酸ビニル共重合体変性ウレタン樹脂等のウレタン系樹脂、ポリオール系樹脂、或いは
塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体とアクリル系樹脂との混合樹脂、塩素化ポリエチレン、
塩素化ポリプロピレン等の塩素化ポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン
樹脂、アクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、セルロース系

20

樹脂等が挙げられ、これらのうち１種又は２種以上を混合して用いてもよい。
【０１４１】
また、上記各樹脂には更に必要に応じて、塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸
ビニル、アクリル系樹脂、セルロース系樹脂等の熱可塑性樹脂を添加することもできる。
また、上記各樹脂には、更に必要に応じ、各種添加剤を添加する事もできる。これらの添
加剤としては、例えば、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、シリカ、アルミナ等の微粉末か
らなる体質顔料（充填剤）等である。
【０１４２】
本実施形態において、分散相となるのは金属ポルフィリン錯体の粒状物であるがその他
の物質も採用することができる。

30

【０１４３】
本実施形態において、分散相となる粒状物は、例えば、上記機能性材料、上記分散媒と
した樹脂の一軍から得られる樹脂およびその誘導体、それらの組み合わせ、高分子体、無
機物、炭素類（グラファイト、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、カーボンナノ
ホーン、フラーレンなど）、高分子液晶、高分子医薬品、ＤＮＡ、タンパク質、層状粘土
鉱物、金属およびその酸化物、無機顔料などを含むことが挙げられる。
【０１４４】
また分散相となる粒状物は、低分子有機化合物、例えばフタロシアニン系、アゾ系、ア
ントラキノン系、キナクリドン系もしくはペリレン系顔料もしくは染料、長鎖エステルな
どの可塑剤、リン酸エステルなどの離型剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、医薬品、アミノ

40

酸、ＤＮＡ・タンパク質およびそれらの断片などを金属ポルフィリン錯体と共に含んでい
てもよい。
【０１４５】
「樹脂材料の製造方法」
次に、二酸化炭素減少剤として金属ポルフィリン錯体を核物質とした５０〜８００ｎｍ
の粒径を有するリポソームをカプセルとして、これを樹脂中に分散させる方法を例示して
樹脂材料の製造方法を説明する。すなわち、本実施形態では好適であることから下記超臨
界二酸化炭素法によって、核物質たる封入物質として金属ポルフィリン錯体、外殻物質と
して脂質からなるカプセルたるリポソームを用いてこれを対象となる樹脂中に分散させて
いる。
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【０１４６】
（リポソームの準備）
第一に水溶液たる水相中に分散した５０〜８００ｎｍの粒径を有するリポソームを用意
する。リポソームの外殻物質は脂質、脂肪であり、これらのうちから適宜選択して用いる
ことができるがリン脂質または糖脂質であると好適である。リン脂質または糖脂質は脂質
２分子膜を形成しうる化合物であるとさらに好適である。脂質は核物質よりも前記樹脂と
親和性を有する樹脂親和性物質と前記樹脂よりも前記核物質と親和性を有する核物質親和
性物質とを含む親和性物質である。親和性物質の代表例として上述の界面活性剤、乳化剤
等の界面活性物質が挙げられる。
【０１４７】

10

リン脂質は、ホスファチドともいわれ、複合脂質のうちリン酸エステルおよびＣ−Ｐ結
合を持つ一群の物質の総称であることが一応の定義として考えられる。リン脂質としては
、一例として例えばホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファ
チジルセリン、ホスファチジン酸、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジルイノシ
トール、カルジオピン、卵黄レシチン、水添卵黄レシチン、大豆レシチン、水添大豆レシ
チン等のグリセロリン脂質、スフィンゴミエリン、セラミドホスホリルエタノールアミン
、セラミドホスホリルグリセロール等のスフィンゴリン脂質などを挙げることができる。
【０１４８】
糖脂質としては、一例として例えばジガラクトシルジグリセリド、ガラクトシルジグリ
セリド硫酸エステル等のグリセロ脂質、ガラクトシルセラミド、ガラクトシルセラミド硫
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酸エステル、ラクトシルセラミド、ガングリオシドＧ７、ガングリオシドＧ６、ガングリ
オシドＧ４等のスフィンゴ糖脂質などを挙げることができる。
【０１４９】
リポソームの核物質たる封入物質は水溶性または親水性の物質であると好適である。本
実施形態では、水溶性または親水性の封入物質としては金属ポルフィリン錯体が好適であ
るので例示しているがその他の機能性材料などその他の物質を封入物質として用いること
も可能である。封入物質の態は気体、液体、固体いずれであってもよい。
【０１５０】
封入物質としては一例として、薬理活性成分などを挙げることができる。薬理活性成分
としては、例えば、リン酸Ｌ−アスコルビルマグネシウム、アスコルビン酸グリコシド、
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グリチルリチン酸ジカリウム、β−グリチルレチン酸、グリチルレチン酸アンモニウム、
グリチルレチン酸ステアリル、エスチン、エスクリン、パントテニルアルコール、パント
テン酸とその塩、チアミン、フラビン、葉酸または抗生物質や、少なくとも１種以上の非
ステロイド系抗炎症薬、ケトプロフェン、イブプロフェン、ブフェキサマクまたはインド
メタシン等のを挙げることができる。また、封入物質としては一例として、封入物質とし
て以下の水溶性色素などを挙げることができる。水溶性色素としては、たとえば赤色１０
４号、赤色２号、赤色３号、青色１号、青色２号、黄色４号、黄色５号、緑色３号、カル
ミン、カーサミン、紅麹色素、クチナシ色素、アントシアニン色素またはクロロフィル等
を挙げることができる。
【０１５１】

40

リポソームの製造方法は適宜選択してもちいることができるが例えば、一例として以下
の方法を採用することができる。
（１）脂質のサスペンションを超音波で処理する超音波処理法。
（２）脂質と界面活性剤の混合ミセルを形成し界面活性剤を除去する界面活性剤除去法。
（３）有機溶媒に溶かした脂質を水槽に注入して、水と有機溶媒の界面でリポソームを形
成させる有機溶媒注入法。
（４）脂質を懸濁した水溶液を凍結した後、溶融して脂質二重膜を形成し、これをさらに
凍結溶融してリポソームを形成させる凍結融解法。
（５）水に溶解しない有機溶媒に、少量の水系溶媒を加え、超音波をあててＷ／Ｏエマル
ジョン（逆ミセル）を形成し、有機溶媒を減圧下で除去する逆相蒸発法。
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（６）超臨界流体を利用した方法。超臨界流体としては特に限られることがないが、例え
ば、二酸化炭素、水、エタン、エチレン、プロパン、亜酸化窒素などが挙げられる。二酸
化炭素とエタノールの混合流体に脂質を溶解し、減圧過程で保持対象水溶液を攪拌注入す
る超臨界二酸化炭素法は好適である。
【０１５２】
超臨界二酸化炭素法は様々な態様を取りうるが本法のうち一例を挙げて説明すると、超
臨界二酸化炭素と必要に応じてエタノールなどをそれぞれポンプで送り、リン脂質を充填
したカラムへ通す。リン脂質は二酸化炭素とエタノールの混合流体に溶解した状態で減圧
弁まで運ばれ、減圧される。減圧過程でリン脂質は析出するが、このとき保持対象となる
水溶性物質（本実施形態では金属ポルフィリン錯体）を含む水相をポンプを介して流入さ
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せ、ミキサーで攪拌することにより、リポソームをミキサー内で形成させる方法などが挙
げられる。
【０１５３】
また、超臨界状態または臨界点以上の温度もしくは圧力条件下の二酸化炭素とリン脂質
または糖脂質の均一混合流体中に、封入物質（本実施形態では金属ポルフィリン錯体）を
含む水相を加えることを特徴とする封入物質を内包した超臨界二酸化炭素法によってこの
リポソームを製造する方法であると好適である。この方法であると超臨界状態または臨界
点以上の温度もしくは圧力条件下の二酸化炭素にリン脂質を均一に溶解させた混合物中に
、水溶性または親水性の封入物質を含む水相を加えて、一段で封入物質を内包するリポソ
ームを製造することにある。本方法により製造したリポソームは、保持効率が高いので、
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従来のリポソームに比べて、より多量に封入物質を内包させることができる。なお、超臨
界状態の二酸化炭素とは、臨界温度（３０．９８℃）および臨界圧力（７．３７７３±０
．００３０ＭＰａ）以上の超臨界状態にある二酸化炭素を意味し、臨界点以上の温度もし
くは圧力条件下の二酸化炭素とは、臨界温度だけ、あるいは臨界圧力だけが臨界条件を超
えた条件下の二酸化炭素を意味する（ただし、もう片方が臨界条件をこえていないもので
ある）。以下、超臨界状態または臨界点以上の温度もしくは圧力条件下の二酸化炭素を「
超臨界二酸化炭素」と総称するのが一応の定義として考えられる。
【０１５４】
当初透明であった均一混合流体は水相の導入とともに徐々に白濁し（逆ミセルが形成さ
れていると考えられる）、さらに水相を導入すると超臨界二酸化炭素（および逆ミセル）
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への水の溶解限界を越えた時点で反応容器底部に白濁した水相が形成される。所定水相を
注入した後、減圧することにより均一なリポソームが得られることになる。
【０１５５】
リン脂質と超臨界二酸化炭素との均一混合物を調製するに際し、助溶媒を用いることが
好ましい。助溶媒を系に添加することにより、超臨界二酸化炭素に対する難溶性の封入物
質の溶解度を増加させることができる。例えば助溶媒は超臨界二酸化炭素に対して、１５
ｗｔ％以下添加すると好適である。１５ｗｔ％を超えるとエタノールの液相が析出するた
め好ましくない場合がある。なお、エタノールの添加はリポソームの形成を阻害するため
なるべく少ない方が好ましい場合が多い。助溶媒としては、例えばエチルアルコール等を
挙げることができる。
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【０１５６】
水相の添加量は、水が流動性をもって流入できる範囲で、なおかつリポソームの形成が
阻害されない範囲で適宜選択すればよい。
【０１５７】
封入物質（本実施形態では金属ポルフィリン錯体）が含まれる水相を構成する媒体とし
ては、水、水道水、蒸留水、純水、海洋深層水、限外濾過水、濾過水、地下水、伏流水、
脱塩水、精製水（ＲＯ水、膜処理水）、雨水、井戸水、中和水、電解水、水溶液などを挙
げることができる。
【０１５８】
（リポソームと樹脂の混入、成形）
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準備されたリポソームは、乾燥させて固体のカプセルとしてもよいが、水相などの液体
中に液中分散した態様で次工程に用いると工程の削減などにも好適である。
【０１５９】
乾燥させて固体のカプセルとする方法については適宜選択して用いることができるが、
例えば、界面沈積法、界面反応法、相分離法、液中乾燥法、融解分散冷却法、スプレード
ライング法、パンコーティング法、凍結乾燥法、気中懸濁被覆法、粉床法、界面重合法、
ｉｎ−ｓｉｔｕ重合法、液中硬化被覆法、オリフィス法、界面反応法などを利用すること
が挙げられる。
【０１６０】
本実施形態では固体のカプセルとせずに水相などの液体中にリポソームが液中分散した
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態様で説明する。水相中に上記機能性材料たる金属ポルフィリン錯体を核物質としたリポ
ソームを分散させた分散液を用意する。
【０１６１】
リポソームが分散させられる液体は、特に限られる物ではないが、リポソームの生成過
程において生じた液体であるとそのまま利用できるので好適である。また、液体は樹脂と
の分散、成形工程の加熱、減圧などの際に揮発したりして消失する揮発性液体や樹脂材料
に機能性を付与する液体であると好適である。
【０１６２】
この分散液を直接、分散媒となる樹脂に混入し、成形してもよいが、混入前にリポソー
ムを担持体に担持させ、このリポソームが担持させられた担持体を分散媒となる樹脂に混
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入し、成形すると好適である。または、混入前にリポソームまたはリポソームが担持され
た担持体を分散媒となる樹脂とは異なる樹脂または同じ樹脂によって粒状化して錠剤し、
この錠剤をペレットとして分散媒となる樹脂に混入し、成形すると好適である。錠剤化す
る樹脂は分散媒たる樹脂と分散性のよい樹脂、例えば分散媒たる樹脂と同じ樹脂または類
似の樹脂を用いると好適である。このような錠剤化したペレットは単体で販売することも
でき、大きな経済的利益を得ることもできる。
【０１６３】
担持体としては適宜選択して用いることができるが、例えば、古紙、新聞紙、多孔質体
、繊維物質、セルロース、ゼオライト、炭酸カルシウムなどを挙げることができる。
【０１６４】
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樹脂との混入方法、成形方法については適宜選択して用いることができる。
【０１６５】
混入方法は、適宜選択して用いることができるが、例えば、ボールミル、サンドミル、
三本ロール、アトライター、ニーダーなどを用いて分散溶媒中に分散、混合する方法。ま
た、溶媒などを用いることなく、加熱型三本ロール、加熱加圧ニーダー、バンバリーミキ
サーなどで溶融、混合しても良い。ここで溶解、分散、混合などに用いられる分散溶媒は
、例えば、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、トルエン、酢酸エチル、テトラヒドロ
フラン、アセトン、キシレン、メチルイソブチルケトン、イソプロピルアルコール、エタ
ノールなどを用いることもできる。さらに、分散に際しては、分散性を向上する目的で、
分散助剤を用いることができる。適当な分散助剤としては、ラウリル硫酸エステルナトリ
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ウム塩の様な高級アルコール硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンラウリル硫酸エステル
ナトリウム塩の様なポリオキシアルキレンアルキル硫酸エステル塩、ｎ−ドデシルベンゼ
ンスルホン酸ナトリウムの様なアルキルアリルスルホン酸塩や、アニオン性界面活性剤、
及びポリオキシエチレンモノラウリン酸エステルの様なポリオキシアルキレン高級脂肪酸
エステルや、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルの様なポリオキシアルキレンア
ルキルフェニルエーテルなどのノニオン性界面活性剤などを用いることが挙げられる。
【０１６６】
このような溶媒は、特に限定されるものではないが、例えば、トルエン、キシレン、酢
酸エチル、酢酸ブチル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、エチレングリコ
ールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル等の非水溶性有機溶剤
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、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール等の
水溶性有機溶剤、水、またはこれらの混合溶剤等が用いられる。
【０１６７】
水系塗工剤の溶媒としては、水やアルコール等の水溶性有機溶剤を用いることができる
。水としては、通常の工業用水を使用することができる。また、水とアルコール等からな
る水溶性有機溶剤として、水のほかにメタノール、エタノール、イソプロピルアルコール
、Ｎ−プロピルアルコール等の低級アルコール、グリコール類およびそのエステル類等を
使用して調整することができる。溶剤系塗工剤の溶媒としては、特に限定されるものでは
ないが、例えば、トルエン、キシレン、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチルエチルケトン、
メチルイソブチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール
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モノエチルエーテル等の非水溶性有機溶剤、またはこれらの混合溶剤等が用いられる。
【０１６８】
成形方法は、適宜選択して用いることができるが、例えば、圧縮成形、スタンピング成
形、ブロー成型、インフレーション成形、押出成形、押出ラミネート成形、回転成形（エ
ンゲル成形）、カレンダー成形、シートワインディング、射出成形、真空成形、スプレー
アップ法、スラッシュ成形、積層成形、注形法、注入成形、手積み成形、低圧成形、トラ
ンスファー成形、発泡成形、ハヤシ成形、ハンドレイアップ法、フィラメントワインディ
ング法、粉末成形、マッチドダイ成形、反応射出成形、ＳＭＣ法（シート・モールディン
グ・コンパウンド法）、Ｔダイ法などを挙げることができる。
【０１６９】
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これによって成形できる樹脂製品は、特に限られることがないが、例えば、各種成形品
、各種樹脂フィルム、各種樹脂シート、加飾成形用シート、化粧シート、レジ袋など各種
樹脂からなる袋体、眼鏡のレンズ、ガラス代用のプラスチック製品、包装容器、日常品・
食品用パック、樹脂容器一般、各種ペットボトル、各種車両用樹脂製品、航空産業、飛行
機、宇宙産業、船舶、各種インテリア・エクステリア製品、おもちゃ、各種電化製品、ゴ
ム製品、各種レジャー用品（釣り糸など）、ＦＲＰ、透明板、光学レンズ、液晶表示素子
用プラスチック基板、カラーフィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチック基板、
太陽電池基板、タッチパネル、光学素子、光導波路、ＬＥＤ封止材、透明シート、プラズ
マディスプレイ、家具、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、ベッド、農業用樹脂製品、漁業用樹脂
製品、衣服、靴、パーソナルコンピュータ、梱包用樹脂製品、クッション材、充填用プラ
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スチック材、自転車、フレーム、各種ボデイ、化粧品、化粧品包装容器、広告用プラスチ
ックフィルムなど、これらに限られず、従来の樹脂製品の用途に変えてあらゆる用途に適
用できる。
【０１７０】
本実施形態では、従来医療や化粧品などの分野に通常用いられていたリポソームを樹脂
中に分散させるという新規な試みによって、優れた樹脂材料を提供することができた。こ
れによって、リポソーム中の封入物質としての金属ポルフィリン錯体の二酸化炭素減少効
果が大きくなり、これによって樹脂材料消却の際に顕著な二酸化炭素減少効果を得ること
ができた。
【実施例】
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【０１７１】
以下、実施例により本発明を説明する。
【０１７２】
「実施例１」
上記実施形態において例示した処理対象物に対して、金属ポルフィリン錯体を含む溶媒
を加え、燃焼ガス分析試験を行った（ＪＩＳ

Ｋ

７２１７に規定される燃焼ガス発生法

、ガスクロマトグラフ法（ＧＣ−ＴＣＤ）による二酸化炭素量の分析方法）。
【０１７３】
その結果、金属ポルフィリン錯体を加えて焼却した場合、金属ポルフィリン錯体を加え
ずに焼却した同種の処理対象物に対して二酸化炭素量を削減させることができた。
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【０１７４】
「実施例２」
処理対象物として上記実施形態において例示した樹脂材料に実施例１と同じ燃焼ガス分
析試験を行った。
【０１７５】
その結果、金属ポルフィリン錯体を加えて焼却した場合、金属ポルフィリン錯体を加え
ずに焼却した同種の樹脂材料に対して二酸化炭素量を削減させることができた。
【０１７６】
「実施例３」
実施例２において、金属ポルフィリン錯体を５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物と
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して樹脂中に分散させ、実施例２と同じ燃焼ガス分析試験を行った。さらに上記実施形態
において例示した分散媒たる樹脂中に分散させた組み合わせについてＪＩＳ

Ｚ

１６５

１で規定される強度試験（引っ張り試験および破断伸度試験、以下強度試験はこれに準拠
）を行った。
【０１７７】
その結果、その結果、それぞれの樹脂を用いた樹脂材料において、どのような種類の分
散相を用いたかどうかは関係がなく、少なくとも樹脂材料の強度が二倍以上の強度となっ
た。これはどの樹脂においても同様に、５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物を分散さ
せていない樹脂材料に比べ樹脂材料の強度が二倍以上の強度となった。この結果、従来の
１／２以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実現できるので、樹脂量も半分以下にすること
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ができ、薄肉化した樹脂材料および樹脂製品を提供できる。さらに同量の樹脂量を用いた
場合で実施例２と比較しても二酸化炭素量をさらに削減させることができた。
【０１７８】
「実施例４」
実施例３において、分散相たる金属ポルフィリンを核物質とし、これを包含する外殻物
質とからなるカプセルとした。
【０１７９】
その結果、それぞれの樹脂を用いた樹脂材料において、どのような種類の分散相を用い
たかどうかは関係がなく、少なくとも樹脂材料の強度が実施例３以上の強度となった。こ
れはどの樹脂においても同様に、５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物を分散させてい
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ない樹脂材料に比べ樹脂材料の強度が二倍以上、場合によっては三倍以上の強度となった
。この結果、従来の１／２、１／３以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実現できるので、
樹脂量も半分以下、１／３以下にすることができ、さらに薄肉化した樹脂材料および樹脂
製品を提供でき、二酸化炭素の減少量をさらに大きくすることができる。さらに同量の樹
脂量を用いた場合で実施例３と比較しても二酸化炭素量をさらに削減させることができた
。
【０１８０】
「実施例５」
実施例４において、前記外殻物質は、前記核物質よりも前記樹脂と親和性を有する樹脂
親和性物質と前記樹脂よりも前記核物質と親和性を有する核物質親和性物質とを含む親和
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性物質とした。親和性物質としては界面活性剤とした。
【０１８１】
その結果、それぞれの樹脂を用いた樹脂材料において、どのような種類の分散相を用い
たかどうかは関係がなく、少なくとも樹脂材料の強度が実施例４以上の強度となった。こ
れはどの樹脂においても同様に、５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物を分散させてい
ない樹脂材料に比べ樹脂材料の強度が二倍以上、場合によっては三倍、四倍以上の強度と
なった。この結果、従来の１／２、１／３、１／４以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実
現できるので、樹脂量も半分以下、１／３、１／４以下にすることができ、さらに薄肉化
した樹脂材料および樹脂製品を提供でき、二酸化炭素の減少量をさらに大きくすることが
できる。さらに同量の樹脂量を用いた場合で実施例４と比較しても二酸化炭素量をさらに
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削減させることができた。
【０１８２】
「実施例６」
実施例５において、核物質として金属ポルフィリン錯体とともに機能性材料を含ませた
。機能性材料は帯電防止剤、二酸化炭素減少剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、導電剤、着
色剤、金属光沢剤、滑剤、離型剤、光重合開始剤、光増感剤、光安定剤、充填剤、発泡剤
、難燃剤、滑剤、可塑剤、安定剤、界面活性剤、熱安定剤、レベリング剤、消泡剤、粘度
調製剤、分子量調節剤、重合鎖逓伝体、ラジカル形成重合開始剤を用いた。
【０１８３】
その結果、それぞれの機能特性が著しく向上した樹脂材料を提供することができた。

10

【０１８４】
「実施例７」
実施例６において、リポソーム中に金属ポルフィリン錯体を含ませた系についてＪＩＳ
Ｋ

７２１７で規定される方法で燃焼させ、ガスクロマトグラフ法（ＧＣ−ＴＣＤ）で

測定した。
【０１８５】
その結果、同量の樹脂量で実施例６と比較してであってもさらに二酸化炭素減少効果が
得られた。
【産業上の利用可能性】
【０１８６】

20

本発明の二酸化炭素減少剤、樹脂材料の製造方法、二酸化炭素減少剤の使用は、燃焼な
どによって二酸化炭素が少しでも発生するのであれば特に限られることなく適宜選択して
用いることができる。例えば樹脂材料（プラスチック板）、紙、布、植物、木材、建材、
油、石油、植物油、動物性脂肪、ゴム、タイヤ、バイオマス、燃焼焼却対象品、化学反応
によって溶解、消失して二酸化炭素を発生させる製品（一例として炭酸カルシウムと塩酸
の反応など）などに適用することができる。
【０１８７】
これによって、樹脂材料の用途、冷蔵庫、自動車、照明、住宅断熱、産業機器、公共交
通、鉄道輸送、道路設計、ゴミ発電などで生じる二酸化炭素の排出量を減少させることが
できる。したがって上述の京都議定書によって義務づけられた二酸化炭素量の削減に大き
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く貢献できる。二酸化炭素の排出量が抑制されれば二酸化炭素の削減に大きく貢献でき、
巨額で取引される排出権を他の先進国等に売却することも可能となり、巨額の利益を得る
ことができる。
【０１８８】
樹脂材料であれば、各種成形品、各種樹脂フィルム、各種樹脂シート、加飾成形用シー
ト、化粧シート、レジ袋など各種樹脂からなる袋体、眼鏡のレンズ、ガラス代用のプラス
チック製品、包装容器、日常品・食品用パック、樹脂容器一般、各種ペットボトル、各種
車両用樹脂製品、航空産業、飛行機、宇宙産業、船舶、各種インテリア・エクステリア製
品、おもちゃ、各種電化製品、ゴム製品、各種レジャー用品（釣り糸など）、ＦＲＰ、透
明板、光学レンズ、液晶表示素子用プラスチック基板、カラーフィルター用基板、有機Ｅ
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Ｌ表示素子用プラスチック基板、太陽電池基板、タッチパネル、光学素子、光導波路、Ｌ
ＥＤ封止材、透明シート、プラズマディスプレイ、家具、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、ベッ
ド、農業用樹脂製品、漁業用樹脂製品、衣服、靴、パーソナルコンピュータ、梱包用樹脂
製品、クッション材、充填用プラスチック材、自転車、フレーム、各種ボデイ、化粧品、
化粧品包装容器、広告用プラスチックフィルムなど、これらに限られず従来の樹脂製品の
用途に代えてあらゆる用途に適用できる。
【０１８９】
本発明の二酸化炭素減少剤、およびこの樹脂材料の製造方法、二酸化炭素剤の使用は、
地球環境問題の解決への大きな貢献や次世代産業を育み、人類の未来を担うことができる
秀逸なものであり、本製造方法、粒状物の使用方法はこの樹脂材料を製造することができ

50

(33)

JP 2007‑77213 A 2007.3.29

る同じく秀逸な存在である。その秀逸性については以下の効果をそれぞれあるいは組み合
わせて得ることができることから疑いのないものである。
【０１９０】
本発明は焼却時などに二酸化炭素の排出量を減少させることができる。二酸化炭素の排
出量は、京都議定書（１９９７年１２月、気候変動枠組条約の目的を達成するため、京都
で開かれた第３回締約国会議（ＣＯＰ３）にて採択された議定書）により、日本国で６％
の削減が急務とされている。樹脂材料の焼却時に二酸化炭素の排出量が抑制されれば二酸
化炭素の削減に大きく貢献でき、巨額で取引される排出権を他の先進国等に売却すること
も可能となり、巨額の利益を得ることができる。
【０１９１】

10

さらに、二酸化炭素減少剤を樹脂へ適用した場合について例示して説明すれば、二酸化
炭素減少剤は樹脂の結晶化を促進させる核となり、結晶性に優れた樹脂材料を提供できる
。結晶性に優れた樹脂材料は引張強度や破断伸度などに優れた強力な樹脂材料とすること
ができる。場合によっては５０〜８００ｎｍの粒径を有する粒状物を分散させない同種の
樹脂材料に比べ、二倍以上の強度を確保することもできる。このような二倍以上の強度の
確保によって従来よりも１／２以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実現できるので、樹脂
量も半分以下にすることができ、大幅に削減できるので地球環境における資源問題の解決
に大きく貢献することができる。また、場合によっては２倍どころか３倍、４倍の強度を
確保でき従来よりも１／３以下、１／４以下の厚さの樹脂材料で同じ強度を実現できるの
で、樹脂量も１／３以下、１／４以下にすることができ、さらに大幅に削減できるので地
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球環境における資源問題の解決に甚大に貢献することができる。
【０１９２】
また、静電気による帯電を防止することができる樹脂材料を提供することができる。こ
のような樹脂材料は様々な用途に利用できる。例えば、ラベル、シール一般、ディスプレ
イ用のプラスチック基板、静電気が帯電しやすい樹脂製品一般などその用途は限られるこ
とがない。静電気は電化製品などでは、ノイズの要因となったり悪影響を与える。このよ
うな静電気の悪影響を取り除くことができるので、静電気で困難となっていた新技術の開
発を促進させ、従来からの技術に対しては静電気の影響を取り除くことができるのでさら
なる高精度な電化製品の提供が確保される。このような新技術および高精度製品の出現に
よって、世界産業は次世代産業を確立することが可能となり、巨額の経済性を得ることが
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できる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えら
れなかった用途への適用が可能となる。
【０１９３】
また、紫外線吸収して削減することができる。このような樹脂材料を用いて人体と隔て
ることで紫外線による様々な弊害、例えば皮膚癌や目に対する悪影響などを大幅に削減す
ることができる。現代社会では悪性腫瘍、目の病気などの人体に対する健康被害により、
人道的な問題は勿論として、医療保険料の個人負担および国庫負担による負担が著しく、
経済的な負担も大きい。したがって、この樹脂材料を用いることで健康被害を低減し、人
道的な用途となると共に経済的な負担を著しく低減させることができ、巨額の利益を生む
ことができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来
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考えられなかった用途への適用が可能となる。また、紫外線は物質を変質、分解させる様
々な要因となることからその遮蔽については大きな課題であるが、この樹脂材料を用いて
対象物質から紫外線を遮断することによって物質を紫外線による変質、分解から守ること
ができる。したがって、医薬、食物、高機能性材料、敏感な物質などの変質、分解しやす
い物質を著しく長期間に亘って変質、分解を抑制することができる。したがって、この樹
脂材料さえあればよいので従来のように大がかりな保存施設を建設し、紫外線を遮蔽した
りすることがなく、大幅なコストダウンを実現できる。さらにこの樹脂材料は強度が向上
したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【０１９４】
また、導電性を与えることができる。例えば透明な樹脂に導電性を付与することで現在
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、透明電極の主流となっているＩＴＯ膜、ＩＺＯ膜などをこの樹脂材料に置換することが
可能である。現在、透明電極はディスプレイ産業においてなくてはならないものとなって
いるが成膜等が難しい面がある。これに対して透明電極をこの樹脂材料に置換することで
著しく簡便で大幅にコストダウン可能となり、ディスプレイ産業に新たな時代を到来させ
ることができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従
来考えられなかった用途への適用が可能となる。また、導電性を付与したことで電磁波シ
ールド作用も樹脂に与えることができる。電磁波は電気製品誤作動の主たる要因ともなり
、ＩＣタグなどの近年のＲＦＩＤ技術の進歩に伴い電磁波を遮断する必要も多い。このよ
うに電磁波は様々な場面で障害となる。この樹脂材料を用いれば導電性が付与されている
ので、電磁波シールドの新たな態様が可能となる。例えば車両用搭載機器（ＥＣＵなど）
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、精密機器、情報産業など次世代を担う産業において現在までの電磁波シールドから置換
されることになり、大幅なコストダウンや新たな電磁波シールドの態様を構築することが
できる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えら
れなかった用途への適用が可能となる。
【０１９５】
また、着色効果を付加することができる。例えば着色によって紫外線を遮断することも
できるし、様々な意匠性などの視覚的効果を付与することができる。様々な色に着色する
ことができれば、美術などの芸術、近年成長産業であるアニメーションなどにより好適な
効果を付与することもでき、技術の世界を超えた芸術、文化の世界にまで多大な文化的、
経済的貢献を提供することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄く
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することができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【０１９６】
また、金属光沢によってメタリック性を付与できるなど様々な意匠性などの視覚的効果
を付与することができる。この結果、金属よりもはるかに軽い樹脂材料を金属として代用
できるので、今までにない軽量化した素材、部品、製品の提供が可能となり、新世代の材
料として活躍させることができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くす
ることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。また、金属の反射特性
を樹脂に適用できた結果、赤外光、可視光、紫外光、短波長光線、電磁波などを反射して
シールドさせるという対象物や人体を光、電磁波から遮蔽する用途に使用できることとな
る。このような用途は紫外線などの有害光線から人体を保護する上述に例示される健康向
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上への有力な用途、同様に上述に例示される対象物の分解・変質を防止するという保存性
の向上に寄与することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くする
ことができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【０１９７】
また、耐摩耗性の減少、相手攻撃性の減少、摩擦抵抗の減少、耐ブロッキング性の向上
、耐スリ傷性を著しく向上させることができる。耐摩耗性の減少、相手攻撃性の減少、摩
擦抵抗の減少、耐ブロッキング性の向上、耐スリ傷性などは、製造現場、使用者の立場に
拘わらず、様々な障壁となりうる課題であり、この課題の解決ができなかったために新た
な技術分野や産業分野への樹脂材料の進出が妨害されていた。本樹脂材料は耐摩耗性の減
少、相手攻撃性の減少、摩擦抵抗の減少、耐ブロッキング性の向上、耐スリ傷性などを向
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上させる樹脂材料を提供できるので、摩耗しない樹脂材料やブロッキングが起きない樹脂
材料などを提供できる。これによって、ブロッキングや摩耗に注意しなければならなかっ
た製造現場などではそれらに対して処理工程などを削減することができ、ひいては処理装
置などを減少あるいは不要とすることができ、大幅なコストダウンを実現できる。さらに
この樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途
への適用が可能となる。
【０１９８】
また、これら光を制御して有効活躍する機能性材料の特性が著しく向上する。また、粒
状物を分散させていない同じ樹脂材料にくらべ、わずかな光を効率的に利用できる光利用
の新世代樹脂材料を提供することができる。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことか
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ら薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【０１９９】
また、充填剤による分散性または凝集性の強固化さようによって、劣化防止・補強など
の効果を著しく向上させることができる。このような樹脂材料によれば金属板並の強度性
能を確保することもでき、新世代の樹脂材料として機能性は著しい。さらにこの樹脂材料
は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられなかった用途への適用が可
能となる。
【０２００】
また、きめの細かい発泡樹脂体を形成することができる。発泡樹脂体は発泡の不均一性
、発泡の一つ一つの泡の大きさを小さくすることが難しく、きめの細かい発泡体を提供す
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ることが難しかった。これに対して本樹脂材料は従来考えられなかったほどの発泡の均一
性を確保することができ、発泡の一つ一つの泡の大きさを小さくすることができるように
なったのできめの細かい新たな発泡樹脂体を提供することができるようになったので新世
代の樹脂材料として機能性は著しい。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄く
することができ、従来考えられなかった用途への適用が可能となる。
【０２０１】
また、樹脂とは考えられないほどの難燃材を形成することができる。これによって、金
属、陶磁器並の難燃材を得ることもでき、このような難燃材は例えば建築用（例えば建物
の内壁など）、防火用製品として極めて有用であり、新世代の樹脂材料として機能性は著
しい。さらにこの樹脂材料は強度が向上したことから薄くすることができ、従来考えられ
なかった用途への適用が可能となる。
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