
第5章　複合材の補強理論

5.1　セルレーションモデルの仮説

当研究グループ(野口徹ら)は2004年にCNTを完全分散できる弾性

混錬法を開発した17~19).以来,理論研究を重ね,当グループ(本研究を含

む)では2008年に均一分散した高濃度cNT及びcNT周辺の界面相によ

る連続な立体構造を形成するセルレーションに起因すると考え,セルレ

ーション仮説を海外の材料研究の権威であるAdvancedFunctional

Materials誌に提唱し12),20),国際的に認められた.図5.1はセルレーショ

ン仮説のモデル図である.

>　セルレーションよるCNT複合材の機械物性の飛躍

図5.1の5wt%CNTを充てんした複合材のTEM像では,均一分散し

たcNTでも充てん量不足で補強されていない空自空間(Bulkarea)が存

在し,応力を受けると,大きく変形し或いは,複合材全体の機械特性の

補強効果が限定的になっている. 9wt%のTEM像ではCNTが相互に繋

ぎ始め, CNTの連続的なチェーン構造により補強効果が出現し始める.

さらに, 25wt%を充てんすると, CNT同士が完全な3次元の立体構造を

創成する(図3.4参照).この強固なcNTで構築された,空白空間無しの

構造体が複合材の剛性を飛躍的に向上させている.この観察は図3.2で

示した複合材の剛性E'測定結果とほぼ一致している. 9wt%超えると,

補強が効き始め,高濃度では飛躍的に剛性が向上している.

>　剛性と伸張性の両立

一方,各セル(Cell,細胞)構造は複数のCNTで構成された多角形セル構

造であり,多角形特有の柔軟性を有する.また,弾性を有するCNTの変

形能力(摸み)に合わせ,応力集中せず,立体構造全体で弾性変形しなが

ら反力を発生するので,セルレーション複合材は大変形するまで結合が

破壊されず,しかも構造全体で大きい反力を発揮できるため,従来は二

律背反の特性であった剛性と伸張性を両立させることが可能になった.
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第5章　複合材の補強理論

5.2　CNT複合材の高温性能向上のメカニズム

本研究の目的は石油業界の仕様となる高温高圧化であり,特に高温性

能は最も重要なファクターあるl~6).図5.3はCNT/フッ素ゴム複合材の

高温性能向上のメカニズムを示す実験データである.複合材に使用した

MWCNTとゴムは油田で実用化したものと同一である.

5.2.1高温補強のメカニズム

試料は3元系フッ素ゴムに平均直径80nm級のCNTを充てんした複合

材である.図(a)は0%から26wt% cNTを充てんした複合材の貯蔵弾性

率E'と温度の関係である. CNTの充てん率が9wt%以下の場合,高温に

なると, E'は急速に下落しており(高温軟化現象),ゴムの使用限界を示

している.一方9wt%以上の場合, 400℃まで剛性を保っており,高温軟

化現象は発生しない.すなわち開発品である高濃度cNT複合材は400 ℃

まで使用可能であることを証明している.その理由は,図(C)に示す様に,

低濃度複合材の場合,補強されない空白空間が弱点となり,高温下にお

いて外部応力を受けると,高温軟化現象の発生とともに複合材全体のE'

は急落してしまう.即ち, CNT複合材は立体セル構造を構築しており,

cNT構造体が複合材全体を支えることで,高温まで高剛性を維持できる.

図(d)では各温度での充てん量と剛性E'も関係を示しており, 9wt%を境

に補強効果の程度が分かれていることを証明している.

5.2.2補強効果:各要素の内訳

E' -　E'ゴム+ E'界面+　E'cNT　　式5･1

複合材の剛性(貯蔵弾性率)E'は式5.1の関係であることを推測できる.

ゴムの剛性,界面の剛性とCNTの剛性の和に分けられる.図(d)に示す

様に, 200-300℃の場合, Hは最も小さく,しかも温度に依存しない.

これはゴムの高温軟化により, E'｡ムとE'界面の成分が僅少であり, E'cNT

が支配的になるからである.この時のE'はE'cNTとほぼ等しい.一万,

loo℃, 50℃になると,低温になるほどフッ素ゴムのゴE'ゴムとE'界面の

効果が大きくなり,式5.1で示したHは大きくなる.
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第5章　複合材の補強理論
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図5.3　　CNT/フッ素ゴム複合材の高温性能向上のメカニズム

I Experimental data showing effect ofMWNT concentration on the mechanical

properties ofa MWNT-FKM composite:

For the selected FKM and MWNT combination, We have fわund a critical

concentration of about　9　wt%, and it marks a point beyond which the

reinforcing effect is substantially higher. The plots in (a) and (d) are measured

by DMA (dynamic mechanical analysis) in a nitrogen gas atmosphere･ The

DMA equipment was SII DMS6100 with testing parameters or3 ℃/min什om

-100 to 400 ℃　at 1 Hz･ The photos shown in (b) and (C) are TEM

ltransmission electron microscopy) images from a JEM-1200EX (JEOL,

Japan) operated at 100 kV and equipped with a slow-scan CCD camera (Gatan

;UsclOOO, Gatan lnc.) as a detector. The thickness of the samples was 130 nm;

≡they were ultramicrometered using a diamond knife at -100 ℃ with a Lica

Ultracut UCT. These ultrathin sections were transferred onto a Cu mesh grid

!with a polyvlnyl formal substrate.　　　　　　　C叩yl･ight‥ MRB･机::･諭Ul
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第5章　複合材の補強理論

5.3　CNT複合材補強理論

研究として,式5.1を定性的な説明ではなく,今後の開発のためにも,

定量的な解明が必要である.本研究は平均直径80nm級と10nmの二種

類MWCNTを用いて, CNT複合材の機械物性強化理論を検討した.比較

に従来から使っているカーボンブラックも検討した.

5.3.1実験

>　母材とフィラー

母材として3元系フッ素ゴム(ter-polymer,FKM)を用いた.高補強性フ

ィラーとして知られる粒径の小さいHAFカーボンブラック(HAF-CB,

平均粒径28nm)を用いMWCNTと比較した. MWCNTはCCVD法にて

作成した直径の異なる二種類(平均外径80nmと15mm)を用いた.母

材と平均直径80nm級MWCNTは油田用に実用化した物及び図5.3に使

った物と同一である.生成したMWCNTは有機不純物を除去するため窒

素雰囲気･1100 ℃にて2時間熱処理した.

>　複合材料作成

6インチオープンロールにロール間隙1mmで所定量のFKMを巻きつ

かせる.ロール回転速度は22rpmと20rpmで,速度比1.1でせん弾力

を加えた.その後,所定量のMWCNTを徐々に加え,混合(添加)が終了

したら,一旦,ロールから取り出す.次にロールの間隙を0.1mmに設

定し,一旦取り出した混練物を5回薄通ししてMWCNT凝集塊を解繊し

た.以上の混練中のロール温度上昇を防ぐために冷却水で常に15-

20 ℃に保った.さらにロール間隙1mmで混練物をロールに巻きつけて

架橋剤としてトリアリルイソシアヌレート(TAIC)と2, 5-ジメチルー2, 5-

ジ(tert-プチルベルオキシ) -キサンの40%品を各3phr,受酸剤として

酸化亜鉛を3phr加えた.ここで,せん弾力が発生しないように前後の

ロール回転速度を20rpmに設定し,このまま徐々にロール間隙を1mmま

で広げて,最後に厚さ1.1mmのシートに圧延した.この作業によりフ

ィラーは配向しにくくなる.このシートを170℃で7分プレス成形して

1mm厚の架橋試料とし,200 ℃の高温槽中で24時間ポストキュアした.
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第5章　複合材の補強理論

>　測定

MWCNT　の特性として,走査型電子顕微鏡(scanning Electron

Microscope,SEM)観察による平均直径測定,窒素比表面積,ラマンスペ

クトル(Ramanspectroscopy)によるβ/G比を求めた.また, Ⅹ線光電子

分光(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)分析で酸素と炭素の割合を

求め酸化の程度とした.また, MWCNTの形態は, FE-SEM (日本電子製

JSM-7400F)を用いて観察した.

透過型電子顕微鏡(Transmission Electron Microscopy: TEM)観察は,

日本電子(秩)製JEM-2200FSを用いて,加速電圧200kVで行った.試料

はライカ社製ウルトラカットUCTを用い-loo℃,ダイアモンドナイフ

を使用して,約90nm厚の超薄切片を作製した.

引張試験は, JIS K 6251に準拠して, 3号ダンベルで打ち抜いた試料

を500mm/minの速度で伸張し,切断伸びEBなど引張特性を測定した.

引張り貯蔵弾性率E',動的粘弾性測定装置(SII製DMS6100)を用いて,

-100-350℃,昇温速度3℃/min, 1Hz,窒素雰囲気中,引張りモードで

測定した.

無架橋試料のプロトンのスピン-スピン緩和時間(T2n)と成分の分率

を,パルス法核磁気共鳴(NMR)装置(共鳴周波数25MHz, JEOL製JMN

MU25)を用いて150℃で測定した.減衰曲線はハーンエコ一法(パル

ス系列90oxITl180ox)によって得た.また, T2nの変化は架橋により大き

く影響を受けるため,フィラーの影響を知るためには無架橋試料が適し

ている.無架橋試料は架橋材を加えていないほかは,架橋試料と同様の

工程で作製を行った.

5.3.2結果と考察

5.3.2.1貯蔵弾性率E'の温度特性

図5.4にa, bの二種類のMWCNT原料のSEM像を示し,また,これ

らの特性を表5.1に示した.いずれもMWCNTが凝集した粉体であり,

平均直径80nm級の太いMWCNT-aは直線性が高くラマンスペクトルに
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第5章　複合材の補強理論

よるβ/G比が低いことから結晶性が高いと推定される.一方,同様の黒

色粉体であり,平均直径10nm級の細いMWCNT-bは折れ曲りが多く,

刀/G比が非常に大きいことから結晶性が低く欠陥も多いと推定される.

数10kg単位,さらに,トン単位で製造することの出来るMWCNTは,

原料,触媒や製造条件によって多少の相違はあるが,これらの二種類の

タイプに分けることが出来る.

Diameter N2　　　　　Raman XPS

nm級　　m2/g 〟/Gratio 0 (atm%)

MWCNT-a　　　　80　　　　　　25　　　　　　0.1 1　　　　2.1

MWCNT-b lO　　　　　　260　　　　　1.7　　　　　　3.6

表5.1使用した2種類MWCNTの特性(characterizationorMWCNTs.)

図5.4　使用した二種類のMWCNT原料のSEM像

SEM micrographs for raw materials ofMWCNT-a and -b
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第5章　複合材の補強理論

高温･高圧の過酷環境下のシール性能では,微小変位時の剛性が大き

いほど耐圧性に優れることが分かっている12).剛性の尺度としては硬度

や一般にモジュラスと呼んでいる引張試験による低伸張時の応力が広く

用いられるが,厳密には弾性率が最も理にかなっている.特に,粘弾性

体である高分子では動的粘弾性測定により得られる貯蔵弾性率E',損失

正接tan∂などは重要な特性であり,ここではE'を用いて低温から高温

まで測定した結果を考察する.セルレーションについてここは省略する.

ここではシール耐圧性の目安となる貯蔵弾性率E'の温度特性につい

て示す.まず,図5.5に比較試料として作成したHAF-CB/FKM複合系の

E'の温度特性を示した.本複合材料は,高補強フィラー複合系としてタ

イヤを初め各種のシーラントなどに広く用いられているものである.

0℃以下の低温域はガラス状態の分子運動凍結領域でE'は非常に高く,

ガラス転移(Tg)領域で急激に低下してゴム状態となる･ 0℃以上のゴ

ム弾性を示すこの領域で,シール性やクッション性,防振性,摺動性な

どが発現することで実用に供されている.フィラー無配合(owt%)のFKM

単体では, 0 ℃以上で温度上昇につれてE'はやや増大するが, 200℃を

越える付近からわずかに低下し始め300℃を越える付近で試料が切断し,

測定不能となった.しかしながら, HAF-CBを5wt%充てんしただけで

300 ℃の高温でも測定中の切断は見られなくなった. Tg以下の低温域で

はHAF-CBによるE'の顕著な差は見られないが,0 ℃以上のゴム弾性域

では充てん率の増加によってE'は全温度域に渡って補強効果が顕著に

現れた.しかし, 25wt%では大きくE'が増大するが, 200 ℃付近から

E'の低下(不連続的な変化)が見られた.これはHAF-CB結合強度が高温

になったことで軟化したと思われる.この軟化は高温時のシール能力の

低下および長時間使用時の劣化を示し, HAF-CB複合材の使用温度が

200　℃までであることを示唆している.
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_ 100　　　　　　　0　　　　　　　100　　　　　　200　　　　　　300　　　　　　100

TrltV■1ⅥnuY (℃ )

図5.5　CB/FKM系の剛性E'の温度特性

Temperature dependences of E 'for HAF-CB/FKM composites

図5.6に太いMWCNT-a/FKM複合系のE●の温度特性を示した.低温域

も含めて全温度域で,MWCNTによるE'の増大効果が顕著に現れている.

MWCNT-aは充てん量が10wt%にて, HAF-CBを25wt%充てん時の30

-40MPaの2倍近い50-60MPaのE'が得られている.しかし,5wt%,

10wt%では200-250 ℃付近でHAF-CB系でも見られたFの低下現象が

認められた.一方,充てん量25wt%ではゴム弾性域でのE'がカーボン

ブラック系では到達不可能な150MPaの高剛性が得られ, 200 ℃以上の

高温でのE'の不連続な低下も認められなかった.

図5.7に細いMWCNT-b/FKM複合系のElの温度特性を示した.

MWCNT-a複合系よりElはさらに増大し,充てん量5wt%, 10wt%でも

高温での低下は殆ど見られなくなった.充てん量25wt%複合体では,

200 ℃を超える高温領域でも300MPaを越える非常に高い弾性率を示し,

さらに300 ℃を越える高温域でもE'が非常に安定している.
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第5章　複合材の補強理論

5.3.2.2　高温での剛性E'と伸張性EBの強化機構に関する考察

Elは剛性の尺度であり, E'が高ければ高いほどシール材では耐圧性が

高いことを示している.ただし,一般に,材料は剛性を高めると柔軟性

を失うことが知られており,剛性と柔軟性のバランスをとることが重要

な材料設計の第一指針となる,使用目標とする260 ℃における剛性E'

の増大率を強化度(E'C/E'm),複合材の剛性E'Cが本来母材の剛性E'm

に比べ何倍強化したかを強化度とし,これに対して,伸張性の尺度とし

て25 ℃での引張試験で求めた切断伸び(Elongation,EB)両者の関係を

図5.8に示した. HAF-CB系では25wt%E'C/E'm-6.1しか増大しないに

もかかわらずEBは150%以下に減少して伸張性が大きく低下している

ことが分かる.一方, MWCNT系のEBの減少は緩やかで, HAF-CB系

に比べ,同じオーダーのEBで, MWCNT-a系とMWCNT-b系の強化度

(E'C/E'm)が36と70となり,補強効果がHAF-CB系よりそれぞれ5

倍, 10倍も向上した.伸張性のEBについて, HAFICB系の補強構造は

cB球体の結合であり,伸長時には球体結合に応力が集中し, CB球体の

結合破壊で切断伸びに繋がる.一方, MWCNT系の補強構造は複数本の

MWCNTで構成した多角形セル構造は多角形特有の柔軟性があり,弾性

を有する. MWCNTの変形能力にあわせ,応力集中が発生せず,立体構

造全体を弾性変形しながら反力を発生し, HAトCB系に比べ,高伸長時

まで結合破壊が生じず,しかも構造全体で大きい反力を発揮できるため,

剛性と伸張性を両立していると思われる.

図5.9に強化度(E'C/E'm)とフィラー充てん率の関係を示した.図5.9(a)

は25 ℃,図5.9(b)は260 ℃におけるデータである.広い温度範囲で,

MWCNTがHAトCBより大きい強化度が得られること,また,体積充て

ん率0.15を越える付近から弾性率が非常に増大していることが分かる.

これが,既報6),12)で示した高温での耐圧性の飛躍的な向上の主因と思わ

れる.さらに,MWCNTが細いほど大きな補強効果が得られているのは,

MWCNTの充てん本数が大きく増加するためと思われる.
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ここで,このような従来法では得られなかった革新的強化のメカニズ

ムを考察する. FKMなどゴムの強化,補強のメカニズム解明は20世紀

中ごろまで物理学の興味の強い対象であり,フィラーを充てんしないゴ

ム類の弾性理論については,ほぼ解明されていると言って良い.しかし,

特に,フィラー複合系の強化機構については多くの挑戦的研究にもかか

わらず,現在でも未解決の問題を残したままの状態として,工業的革新

の妨げとなっていると考えられる.

(㌔)a>.NIL!鏑3

150

100

350

300

0　　　0　　　爪V

trJ　　　〇　　一rJ

2　　　2　　　1

Fc/-E'mat 260oC

図5.8　強化度(E'C/E'",)*と切断伸び(Elongation,EB)の関係

Relationships between elongation at break (EB) and reinforcing factor of

storage modulus (E'(JE'm) at 260 0C for FKM matrix composites

*強化度の説明:

強化度(E.C/Elm):複合材と母材のE-の比,フィラー補強よる剛性F向上

の倍数(効果)の指標である.
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図5.9　強化度(E'｡/Elm)とフィラー充てん率の関

Relationships between reinforcing factor of storage modulus (E'C /E'm) at

260 0C and volume fraction or fillers for FKM matrix composites
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5.3.2.3　従来の複合理論1 :粒子系補強モデル

■一一粒子(Particle)

/　母材(Matrix)

図5.10　粒子よる補強のイメージ(lmageofreinforcedbyparticlefiller)

図5.10は粒子で補強した複合材のイメージである.この様な粒子系複

合補強理論は深堀美英二1'と東郷敬一郎ココ'などが良く纏めたように,最初

のものは, 100年前に液体中に球状剛体粒子を分散したときに起こる粘

度変化についてのEinsteinの式(式5.2)である.

q- qo(1+KEVJ･)- 770(1+2.5VJ)　　　　式5･2

ここで, V/は粒子の体積率で,粒子が球状のときKL-2.5となる.こ

の式は非常に希薄懸濁系においてのみ成立する.より高濃度では,粒子

同士が相互作用を持つようになり互いに反転する付加的な撹乱を生じ,

vr2に比例する2次効果を引き起こすと考えたもので, Guth-Goldが提出

した式5.3であるコ3)

q- qo(1+2･5Vf+14･lVf2)　　　　　　式5･3

ここで,ポアソン比が0.5である液体とゴムに関しては,液体の粘度q

とゴムのせん断弾性率Gが同じ概念となり,両者の関係は

11/qo -　G/Go

が成立するとしてよいとの考えると,

G - Go (l+2.5Vf+14.1Vf2)

となり,さらに,フィラーの形状効果を導入し,

式5.4

式5.5
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G - Go (1+0.67fVf+1.62f2vf2)　　式5.6

ここで, I-L/D (アスペクト比-フィラーの長さ/外径)で, f>>1の

場合に成り立つ.この式5.5はGuth-Goldの式,式5.6はGuthが充てん

剤の形状効果を導入した式で,両式が広くゴムの強化機構の議論に用い

られている24).式5.6はせん断弾性率Gで表されているが,Guth,Frogley

も示しているように引張弾性率Eで,同様に以下の式5.7に表すことが

できる,

E - Eo (1+0.67fVf+1.62f2vf2)　　式5.7

粒子系補強モデルまとめ:

粒子系補強は充てん濃度と粒子形状から次の三種類分けられる:

1.低濃度球体粒子で補強する場合

Einsteinの式5.2に適合する.

2.高濃度球体粒子で補強する場合

Guth-Goldが式5.3と式5.5に,粒子の相互作用の効果vr2を導入し,

高濃度充てんまで適合するようになった.

3.非球体粒子で補強する場合

更に, Guthらが式5.6と式5.7に,粒子形状効果′の導入し,非球体

粒子まで適合範囲を広げた.
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5.3.2.4　実測値よる粒子系補強の検証

ここでは,後述するHalpinの式との比較のために,カーボンブラック

複合系も引張弾性率E'を測定した.図5.11に実測値と式5.7による計算

値の比較を示した.剛性体球,即ち,∫-1としたとき,実測値と計算値

は全く一致せず, I-7で,特に, 260 ℃のE'C/E'mは低濃度から体積分

率0.25の高濃度の広範囲で計算値と実測値がよく一致した.通常カーボ

ンブラックは粒子単体で存在することは無く,凝集して連鎖構造を取っ

ているので,この連鎖構造が′-7程度であることを示すと考えられる.

カーボンブラックのような剛性球体充てん補強系の場合, Guthの式5.6

と式5.7は実測値とよく一致するため,広く用いられている.

□HjW-CB(25cc) 

+HAF-CB(260oq 

----Guth-Gold(f-7) 

-----LGtIth-Gold(r-I) 

0　　　　　　0.05　　　　　0.1　　　　　0.15　　　　　0.2　　　　　0.25　　　　　0.3

Volume血･aclion of fillers

図5.ll CB/FKM系の実測値よるGuth-Gold式の検証結果

Relationships between reinforcing factor of storage modulus (E ''JE 'm)

at 260 0C and volume fraction ofMWCNTs for FKM matrix composites, to

verify Guth-Gold equation.
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5.3.2.5　従来の複合理論2:繊維系補強モデル

>　繊維方向の補強理論: Halpin-Tsaiの式

しかし,粒子ではなく,図2.3と図5.12に示した規則に配合した細長

繊維による繊維方向補強の場合,式5.7までの補強理論では無理が生じ,

実測値と合わなくなる.ポリマーの様な低弾性率母材に相対的高弾性率

短繊維で補強する場合, Halpin-Tsaiの式(式5.8と式5.9)が成立すること

がよく知られているヱ5)･二一日

Ec=Em
1+ fxVf

1-ftlF
式5.8

ここで, i-2(L/D)-2f , X-(E//Em-1)/(Ef/Em+i)である.

i-2fを代入すると

Ec-Em
1 + 2fxVf

1-2fVf
式5.9

ここで, Ec,E/とEmはそれぞれ複合材,繊維単体と母材(マトリック

ス)の弾性率である.

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

●　　●　　●　　　●　　●　　●　　●

繊維(Fiber)

母材(Matrix)

図5.12　規則配合連続繊維よる補強のイメージ

Image oHiber reinfわrced composite by pararel fiber
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>　　ランダム配合した繊維の補強理論: Nielsenの式

但し, Halpin-Tsai式は図5.13に示した様なランダム分布した繊維で

補強した複合材にあまり一致しないので,Nielsenヱ7一･三六'はHalpin-Tsai式を

修正を加えて, X≒1で近似して式5.10を得た.

E,a〝d - 0･2Epa,a + 0･8Ep,vp

Era,a = E,n

Ep,ep = Em

1+2ル/

1-y/

1+0･SVf

1-tlf

式5.10

ここで, E,･`,nd,El,〟川とEl"･(,pはランダム方向,繊維と平行又は垂直方向

の剛性率である.

図5.13　ランダム分布繊維よる補強のイメージ

Image oHiber reinfわrced composite by random distribution
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5.3.2.6　実測値よる繊維系補強理論の検証

図5.14にMWCNT複合系, 260 ℃におけるHalpin-Tsai(式5.9)の式

およびとNielsen(式5.10)の式と実測値の比較を行った. Nielsenの式と

同じくX≒1で近似して,実験データを合う様にfを探し,最適値を設定

した.太いMWCNT-a (平均直径≒80nm級)は充てん率0.11程度まで

はHalpin-TsaiとNielsen両式ともよく一致するが,それ以上の高濃度で

は実測値がはるかに高くなることが分かる.細いMWCNT-b(平均直径

≒10nm級)の場合, Halpin-Tsai式は微量の充てん率0.04までしか一致し

ないが, Nielsen式は太いMWCNT-aと同じく,充てん率0.11程度まで

は一致する.両ケースとも高濃度では実測値が計算値よりはるかに高く

なることが分かる.図5.14(a)のMWCNT-aの場合,図5.4(a)のSEM像で

分かるように,太いMWCNT-aは相対的に硬く,真直ぐに近いので,ア

スペクト比′の効果を反映しているHalpin-TsaiとNielsen両式とも充て

ん率0.11程度までは一致する.一方, Fig.14(b)のMWCNT-bの場合,図

5.4(b)で分かるように,柔らかく曲がっているので,アスペクト比′では

表せず, Halpin-Tsai式では説明できない.これに対して, Nielsen式は平

行,垂直とランダムで考量するので,充てん率0.11程度まで対応できた.

但し,充てん率が0.11以上になると,本研究の既報36)の3DITEM写真

で確認した様に, CNTが連続立体構造体となり, CNT間の相互影響で

Nielsenも対応できなくなった.
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図5.14　MWCNT/FKM系の実測値よるNielsen式とHalpin-Tsai式の検証

Relationships between reinforcing factor of storage modulus (E'C /Elm) at

l

:260 0C and volume什action ofMWCNTs for FKM matrix composites, to verify
l

the Nielsen equation and Halpin-Tsai equationン
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5.3.2.7　CNT複合材の異方性の確認

図5.15に25 ℃におけるE'の測定方向の影響を示した. FtL)は試料作

成時のシート圧延方向に測定した値であり, F(T)は圧延方向と垂直方向

の測定値である.この縦横比(E'(L)/E'(Tl)はフィラーの配向度が高いほ

ど大きな値となる.図5.15からHAF-CBが殆ど1付近の値で配向してい

ないことを示し,これは粒子状フィラーであるHAF-CBであるから容易

に理解できる.一方,繊維状フィラーであるMWCNT-bも同様にほとん

ど配向していないことが分かる.これは,試料作成時にできるだけラン

ダム配向を取るよう試料を作成したこと,また, MWCNT-b原料には屈

曲が多いため元々配向しにくいためと思われる.このデータからも

Halpin-TsaiとNielsen両式は,図5.14(a)に違いがなく,図5.14(b)には違

いがあることを説明している.

1

8　　　′0　　　4　　　'一0000

uosNlt!fLL).gJ(1).凹

+九nVCNT_b 

｢凸｢HAF_CB 

0　　　0.05　　　0.1　　　0.15　　　0.2　　　0.25　　　0.3

Fi]Ier content Volume fraction)

図5.15　CNT複合材の異方性確認:圧延方向と垂直方向のEの比率

Relationships E'(i)/ E'(T) at 25 ℃ and filler content for FKM matrix

composites, to confirm the anisomipy (random distribution ofCNT)
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5.3.2.8　実験値を用いて従来複合理論の検証と考察

図5.14に示したように,低濃度においてNielsen式のランダム配向試

料の計算値が実測値に一致するのは,アスペクト比′をそれぞれ

MWCNT-a: 160, b:250に設定した場合である. ′の大小は,加わる引

張応力を繊維が負担する能力の尺度であるので,屈曲部の間の直線部分

長さ(Ld)が重要と思われ,実質的なfは直線部分の直径(Dd)との比Ld/Dd

と考えられる. MWCNT原料のSEM像50視野から250カ所のLd/Ddを

求めた平均値は, MWCNT-a: 9.9, MWCNT-b: 2.2であった.これらの

結果は実質上の′は, 160, 250の設定値より極めて小さいことを示唆し

ている.以上の結果は,高剛性短繊維用のHalpin-Tsaiのみならず, FRP

など用に修正したNielsenも,相対的低剛性(=弾性体),非直線のCNT

補強材に対して,低濃度でも,さらに高濃度ではいっそう一致しないこ

とを示している. Frogley29)はシングルウォールカーボンナノチューブ

(SWNT) /シリコーンゴム複合系において, 4wt%以下の極低濃度での

複合効果を調べて,実測値はHalpin-Tsai式との一致のためには,ランダ

ム配向の場合′が700という高い値を設定しなければ一致せず, Guthの

式との一致がよいことを示した.しかし,この場合も′は120と言う高

い値を設定している.先に示したとおり,繊維状フィラー系でGuth理論

との適合性を評価すること,また, ′を120と言う高い値に設定する必

要性にも疑問があるが,直径が極めて小さいSWNT特有の現象かもしれ

ない.

本研究グループは既報でMWCNTとその周辺の界面相により細胞組織

の集合体のような連続立体構造が形成され,この新構造形成とともに物

性が激変することを示し,この現象をセルレーションと名付けて報告し

てきた6),12),18)120),30),賓藤理一郎教授が示すように31),カーボンナノチ

ューブは非常に優れた弾性的性質を有することが知られており,セルレ

ーションで形成された立体構造は極めて高い弾性的性質を有すると思わ

れる,弾性率は変形に対する抵抗性の尺度であるから,図5.14の高濃度

領域での計算値よりのアップ分は,この弾性構造体による成分と思われ
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る.この立体構造による弾性的抵抗力は一次元のアスペクト比の三乗

(f3)依存すると思われるが,詳細は不明である.

5.3.2.9　緩和時間測定よるエントロピーの確認

図5.16にパルス法NMRによるマトリックスFKM分子の網目鎖成分

のプロトンスピン-スピン緩和時間(T_'n)を示した.測定用試料は無架橋

試料を用いて, 150 ℃で測定した. HAF-CB複合系では低濃度から高濃

度までほとんど変化しなかった.一方, MWCNT-b複合系では0.1体積分

率付近まではHAトCBをあまり変わらないが,この濃度以上で大きく低

下し,この現象は図5.14に示した弾性率の増大に対応すると思われる.

このT2〝の低下はFKM分子の運動性の低下を示しており叫,つまり,

0.1を越える高濃度ではエントロピーは大きく低下し,マトリックスは

硬くなる15).東北大学wpl･西敏夫研究室の研究のAFMによるナノ力

学マッピングによれば,マトリックスの弾性率は3成分が観測され,

MWCNTの充てん率の増加とともにゴム相の弾性率が増大することが分

かっている:'コ'--1-i).この弾性率の増大は,図5.16のT2,.の低下に対応す

ると考えられる.このマトリックスの剛性向上とMWCNT構造体の剛性

の二つ効果で,複合材の剛性が大きく増大する可能性を示唆している.

1200

1000(33STl)3051)CWZL

0　　00　　0
やU　　丘V

0　　　　　　　0. 1　　　　　　0.2　　　　　　0.3

Fllle l･ぐOnte nt (VOlutte fI.llCtion)

図5.16　パルス法NMRよる緩和時間の測定結果(@150 ℃)

Spin-spin relaxation times at 150 0C of network chain (T2") by Pulsed

NMR fわr FKM matrix composites containing MWCNT-b and HAトCB

64



第5章　複合材の補強理論

5.3.2.10 CNT複合材用新補強理論の提案

従来の粒子系補強理論はカーボンブラック補強のゴムとよく一致し,

広く使われている.従来の繊維系補強理論は図5.12と図5.13で示した

様に,繊維は絡んでいないモデルであるので,本研究の様な,高濃度cNT

を充てんより,セル化したCNT連続立体構造に説明できない.

本研究はセルレーション現象にも適合できる新補強理論を対案したい.

新提案は従来の短繊維ランダム配合用補強理論のNeilsen式(式5.10)の

ベースに新たにaとbの二つ効果を導入し,式5.11を提案したい.

Ec 1 + 2fVf

aEm 1-Vf
+b 式5.ll

ここで, aとbは充てん率,アスペクト比′に依存する変数である. CNT

の絡み,連続構造による弾性率増加項a,及び母材のエントロピー低下

などによる弾性率増加項bを加え,新しい強化理論を提案したい.詳細

は現在研究中であるが,従来の研究の様な低充てん率の場合, a-1,b-0

で従来のNrilsen式と一致する.
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5.3.3 cNT複合材補強理論の結論

石油探査用MWCNT/FKMフッ素ゴム複合材料の動的粘弾性などを調

べ,特に,高温特性などについて以下のことが分かった.

①　cNT補強材の高温特性

従来の方法で,カーボンブラック(HAトCB)充てんよるフッ素ゴム

複合材料では弾性率は数10MPaの補強を上限とし,使用温度は200oC

までと考えられる.一方, MWCNT/FKM複合材料では300oC以上の高温

において100-300MPaの高い弾性率が得られ,特に,高充てん量では

高温でも安定し, MWCNT補強より使用温度の大幅向上の可能性を示し

た.

②　弾性率と柔軟性の両立

既存複合系に比べ, MWCNT補強よる複合系の柔軟性低下が小さく,

低温から高温まで広範囲での高強度と柔軟性を両立できるNovel材料の

開発が可能となり,シールと耐摩耗など-の応用に極めて重要な性能を

発見し,実験で証明した.

③　複合系の強化理論発展

Guth-Gold式(式5.6)からHalpin-Tsai式及びNeilsen式(式5.10)ま

での従来の繊維系強化理論は繊維が絡んでないモデルであるので,セル

レーション化した高濃度cNT補強系の説明に新しいモデルが必要にな

る.今後は式5.11に示したように,セルレーションにより形成された連

続構造による弾性項の追加,およびFKMのエントロピー低下によるマ

トリックスFKMの弾性率増大と言う二つの修正を加え,新しい強化理

論を提案したい.
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5.4　モデル計算による理論解明の可能性

本研究はセルレーションの理論解明と今後CNT複合材の最適設計開

発のため,中国北京の清華大学と共同研究を行っている.この節はその

途中結果である.

5.4.1分子間力学モデルによる理論解明

本共同研究は先ず真空状態で近接したCNT間の分子間力を計算し,

CNTを相対運動時必要なェネルギ-(Interfacial shear strengths,界面せん

断強さ)を計算した15).次にCNT/天然ゴム(NR)複合材の分子間力の計算

モデルを構築し, CNT/NR複合材の応カーひずみ挙動を計算した.本研

究で提供した2種類のMWCNT/NR複合材計13配合の実験データを用い

て,モデル計算を検証した結果は両方良く一致しており,モデルの正確

性は検証されたと考えられる:i-'l)

5.4.1.1 CNTを相対移動に必要なエネルギー

>　cNTの軸方向-平行移動に必要なエネルギー

図5.17はCNTを接触よる変形のイメージ像である. CNT充てん濃度

が高く成る程,この変形の影響が大きくなるので,本研究の様な高濃度

充てんにおいて重要であり,清華大学と共同で,分子力学(Molecular

Mechanics)手法を用いて,力学的な効果を計算解明を行った.

-,- i
図5.17　変形したCNTのイメージ像

lmage of deformed CNT
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第5章　複合材の補強理論

>　cNT間を相対回転

図5.19はCNTを相対回転した時の界面せん断強さの計算結果である.

ed9JSut6U巴lSJeaLJS一e!6etやlul

0

5　　　　3

0　　　1 0　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　9(

CrossAngle /o

図5.19　CNTを相対回転した時の界面せん断強さ

Interfacial shear strengths of different chiral CNTs with different

≡diameters as a function of cross angles c叩yl･ighl: NallOleehllLllogy･緑:L.tr吊-･ I-I

5.4.I.2　分子間力学モデル計算及び実験値による検証

>　湾曲しているCNT-の対応

図5.18と図5.19にも示したように,通常モデルを考える場合, cNTは

直線形状でしか対応させることができないが,実際のMWCNTは湾曲し

ている.　図5.20の左のTEM像は実際の評価用に作成した5wt%

MWCNTのイメージ図である.清華大学の研究グループは湾曲CNTを折

線で近似し,湾曲度Js｡-円弧長/円弦長,と言う変数を提唱し,この間題

に対応した.
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図5.20　湾曲しているCNT-の対応

yr　応カーひずみ計算モデル

5.4.1.1節の真空中のCNT間を相対移動に必要なェネルギ-の計算を

基礎にして, CNT/ゴムの応力-ひずみ計算モデルを構築した.前述(引

用番号を付記してください.)の様に,基本物性以外に,入力パラメータ

は4つ存在し,具体的にはCNTの長さ,直径,体積率,湾曲度Jspであ

る.また,湾曲度Js｡は実際に試作したの試料をTEM像により測定した

実測値を用いる.その他にFitting係数は使用していない.

>　検証用実験データの数

長さと直径の異なるMWCNTを2種類用いて,表5.2に示した組み合

わせで計13個の検証用試料を製作し,引張り試験を行った.充てん率0%

のデータは試料の基本特性測定用に使用するため,モデル計算検証用の

応カーひずみデータは合計12セットとした.

充填率/wt% ���1 �2�5 湯�16 �3r�

MWCNTl 疲���No.2 疲�2�No.4 疲�R�No.6 疲�r�

MWCNT2 儂o.8 疲���No.10 疲�ﾆﾂ�No.12 疲��2�

表5.2　検証用試料の充填率(concentrationsortest sample)
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>　検証結果

図5.21に検証結果を示す.上の図はMWCNTl,下の図はMWCNT2

のSSカーブの測定結果である.図形を連ねた太線は実際の引張り試験

結果であり,細い実線は力学モデルによる計算結果である.各ラインの

計算はひずみを

150%まで同じ湾曲

度Jspを使用してい

る･Jspは試料のTEM

像より測定した実測

値を入力した.

MWCNTl複合材試

料のTEM像は図3.3

から3.5まで示して

あり,MWCNT2複合

材のTEM像は図5.1

に示してある.

>　結果比較考察

1,3,5,9 wt%までは

2種のMWCNTとも

S-Sカーブの結果が

ほぼ一致している.

37wt%の場合, 75%

ひずみ(伸び)を超え

ると多少の違いが出

ている. 16wt%の

75%伸び以上では

伸びの増加とともに

乗離が発生してくる.

?.　　i･

(T:I()≡)茨り王S

'',=1'.

(tTtlLq)STSaJIS

tf･.>　享け｡ 1rI7).i l寸Po Jrrl.､ユ5(PJ l(rP. 1Wo ･ulT..

Slr.tin
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図5.21モデル計算値と実験値の比較

Comparison between experimental measurements and theoretical

predic110nS For MWNT/NR nanocomposiles under uniaxial tension

The symbols are experimental data and the lines are lheorelical

predictions. (a) Stress-strain relationship for MWNTl/NR

nanocomposiles. tb) Stress-strain relationship for MWNT2/NR･
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ン　考察

計算においては頁44の式5.1と同じく,ゴム,界面とCNTの三つ効

果の和になっている.モデルは数式計算であるので,三つの効果それぞ

れの値を比較できる.比較した結果は充てん率が増えるほどCNTの効果

の重みが増す傾向である.また, CNTの効果により, CNTが伸び方向に

あわせて回転するために使われるエネルギーが最も多いことも判明して

いる.

9wt%以下の低充てん率の場合,図3.3の3D-TEM像で示した様に,

cNTが回転する空間が存在し,CNT間の干渉が少なく,ゴム剛性はCNT

剛性より小さいので, CNTは真直ぐのままで回転でき, 150%伸びまで

計算モデルの仮定と一致するため, 150%伸びまで計算結果と実験結果

の差が殆どない.

高充てん率の場合(37wt%), CNTによる完全な3D立体構造ができ(図

3.5), CNTの剛性が支配的であり,伸びは多角形で形成したセル構造の

変形から得られ,立体構造が崩れるまでモデルの仮定は成り立つ.

一方,部分セルレーションの場合(16wt%),立体構造は部分的に構成

されているが,空白区間が多少残るため(図3.4),複合材が伸び始める時

のCNTは回転挙動が支配的となる(図5.22).伸びが大きくなるに連れ,

cNT同士が物理的に干渉して完全構造体となり,セル変形挙動が支配的

に変化する.計算値との比較に戻ると,湾曲度Jspは伸びゼロ時でTEM

像より実測した値を用いたため,  .

ゼロから75%伸びまでは,計算値　..stnbu.加

が実験値は近似する. 75%以上の
I  tonuoLJS

伸びになると, CNTセルの影響が　(Confburati｡n

大きくなり,結果的に実験値が計

算値より大きい結果になっている.

モデル解析の結果からも,セル

(a) straln I Z 0

二

≡

(a) stran t zL O.5

=~
E∃

(C) straln E a 1

くD

[≡≡≡]

二　　　　二

StrdchLng dlr仙drI
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図5.22　セル変形のイメージ

同上が複合材料の強度を支配していることを証明したので,今後,この

観点から,更に複合材の高性能,高機能化を目指したい.
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5.4.2FEMモデリングよる検討

本研究はFEMよるナノモデリング計算を試行したものであるが,結

果的には高充てん率の計算モデルにおいて厳密に近似することが難しく,

高てん率のセルレーション解明と材料開発に最適な計算結果を得るため

には更なる研究が必要であると考えている.

図5.23(a)は11Vo1%CNT複合材が1%伸びた時の応力分布であり,計

算によるシミュレーションが実現できた.図(b)は立体構造モデルであ

る.モデル図から判断できるように,実際の複合材はCNTが変形しなが

ら充てん率を増加させるが,本モデルにおいてはCNTを直線状として考

慮,計算している.そのため,物理的な空白空間を埋めながら3次元ネ

ットワークを構築するランダム配列による充てん率増加を考慮するモデ

ル作成が不可能である.

図5.23　FEMよるCNT複合材のモデリング計算(llVol%)

FEM model of ll Vo1% CNT composites
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5.5　今後の課題

本研究開発は実用化に成功したが,更なる発展的研究,効率の良い最

適設計開発を行うためには,理論解明が不可欠である.今後の課題とし

て,セルレーション仮説の証明を含む理論解明は必須である.

5.5.1 cNT用複合材強化理論

ランダム配列複合材用強度強化理論はNielsen氏よりFRPマイクロ複

合材まで対応できる様になっているが,高濃度配合と大アスペクト比の

cNTナノ複合材には実験結果と合わず,対応(説明)ができない.今後の

課題として,セルレーションによる連続立体構造の効果を反映するため

の修正項と母材のエントロピー低下による弾性率増大の項を加える必要

があると考える.今後はこの研究を継続し,複数のCNTを使用して,

cNT種類(size)と補強効果の臨界点(criticalpoint)を調査し, CNT種類と

臨界点の相関関係を調べる.更に,複数種のゴムにおける界面の効果も

解明し,定量的な関係解明より,設計計算および確認試験を実施して開

発効率を高めていく.

5.5.2分子力学よる計算解明

従来の研究では微小変形の弾性領域での計算が主流である.本研究で

は150%伸びまで解明することが可能で,大きな一歩を前進することが

できた.更にこの手法の将来性を確認するため,敢えて太いCNTと湾曲

度が大きいCNTを使用して(図3.3と5.1参照)比較検証を行うことで,

将来性を確認した.

今後はCNTと母材の種類を増すと共に,対応できる分子間結合(結合

ポテンシャルエネルギー)の種類を増やし,各項の内訳を割り出し, CNT

で形成したセル構造の理論的解明を実施予定である.

5.5.3FEMよるモデリング計算

能力の飛躍的向上と共に, FEM解析は有力な手段になっている.今後

はソフトの性能向上と計算手法の向上に注目し,ランダム配列ナノ複合

材-の適応性を検討して行く.
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