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(57)【要約】
　【課題】表面に摘み皺の少ない炭素繊維ウェブを用い
た場合に力学特性及び品質に優れる繊維強化熱可塑性プ
ラスチック及びその製造方法を提供することを目的とす
る。
　【解決手段】強化繊維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸さ
せてなる繊維強化熱可塑性プラスチックにおいて、
前記強化繊維ウェブは、少なくとも強化繊維束（ａ）と
強化繊維束（ｂ）とからなり、前記強化繊維束（ａ）は
繊維長５～１５ｍｍ、前記強化繊維束（ｂ）は繊維長５
ｍｍ未満であり、前記強化繊維束（ａ）と強化繊維束（
ｂ）の強化繊維の繊維径が同一の繊維径を有するととも
に、前記強化繊維束（ａ）を３０～９９重量％、前記強
化繊維束（ｂ）を１～７０重量％を含んでなることを特
徴とする繊維強化熱可塑性プラスチック。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
強化繊維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸させてなる繊維強化熱可塑性プラスチックにおいて
、
前記強化繊維ウェブは、少なくとも強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）とからなり、前
記強化繊維束（ａ）は繊維長５～１５ｍｍ、前記強化繊維束（ｂ）は繊維長５ｍｍ未満で
あり、前記強化繊維束（ａ）を３０～９０重量％、前記強化繊維束（ｂ）を１０～７０重
量％を含んでなることを特徴とする繊維強化熱可塑性プラスチック。
【請求項２】
前記強化繊維ウェブは、強化繊維束（ａ）の強化繊維本数が２０～７０％、強化繊維束（
ｂ）の強化繊維本数が３０～８０％であることを特徴とする、請求項１に記載の繊維強化
熱可塑性プラスチック。
【請求項３】
強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の少なくとも一方の束が、異なる２種類以上の繊維
長が組み合わされてなることを特徴とする、請求項１または２に記載の繊維強化熱可塑性
プラスチック。
【請求項４】
強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）のいずれもが、１種類の繊維長からなることを特徴
とする、請求項１または２に記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
【請求項５】
前記強化繊維束の強化繊維の繊維径が同一である、請求項１～４のいずれかに記載の繊維
強化熱可塑性プラスチック。
【請求項６】
前記強化繊維束の強化繊維の繊維径が６μｍ以上である、請求項１～５のいずれかに記載
の繊維強化熱可塑性プラスチック。
【請求項７】
前記強化繊維ウェブの目付が１０～５００ｇ／ｍ２である、請求項１～６のいずれかに記
載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
【請求項８】
前記繊維強化熱可塑性プラスチックの目付が１００～５０００ｇ／ｍ２である、請求項１
～７のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
【請求項９】
前記強化繊維ウェブが５～９０重量％であり、熱可塑性樹脂が１０～９５重量％ある、請
求項１～８のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
【請求項１０】
前記強化繊維束（ａ）および／または強化繊維束（ｂ）が、炭素繊維束、ガラス繊維束、
バサルト繊維束及びアラミド繊維束より選ばれる少なくとも１種以上の強化繊維束である
、請求項１～９のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
【請求項１１】
請求項１～１０のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックを用いる、電気・電子
機器部品、土木・建築用部品、自動車・二輪車用の構造部品又は航空機用部品。
【請求項１２】
（I）強化繊維束を混合する工程、（II）強化繊維ウェブを抄造する工程、（III）強化繊
維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸させる工程により繊維強化熱可塑性プラスチックを製造す
る繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法において、
前記強化繊維ウェブは、少なくとも強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）とからなり、前
記強化繊維束（ａ）は繊維長５～１５ｍｍ、前記強化繊維束（ｂ）は繊維長５ｍｍ未満で
あり、前記強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の強化繊維の繊維径が同一の繊維径を有
するとともに、前記強化繊維束（ａ）を３０～９０重量％、前記強化繊維束（ｂ）を１０
～７０重量％を含んでなることを特徴とする繊維強化熱可塑性プラスチック。
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【請求項１３】
前記強化繊維ウェブは、強化繊維束（ａ）の強化繊維本数が２０～７０％、強化繊維束（
ｂ）の強化繊維本数が３０～８０％であることを特徴とする、請求項１２に記載の繊維強
化熱可塑性プラスチックの製造方法。
【請求項１４】
強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の少なくとも一方の束が、異なる２種類以上の繊維
長が組み合わされてなることを特徴とする、請求項１２または１３に記載の繊維強化熱可
塑性プラスチックの製造方法。
【請求項１５】
強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）のいずれもが、１種類の繊維長からなることを特徴
とする、請求項１２または１３に記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
【請求項１６】
前記強化繊維束の繊維径が同一である、請求項１２～１５のいずれかに記載の繊維強化熱
可塑性プラスチックの製造方法。
【請求項１７】
前記強化繊維束の繊維径が６μｍ以上である、請求項１２～１６のいずれかに記載の繊維
強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
【請求項１８】
前記強化繊維ウェブの目付が１０～５００ｇ／ｍ２である、請求項１２
～１７のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
【請求項１９】
前記繊維強化熱可塑性プラスチックの目付が１００～５０００ｇ／ｍ２である、請求項１
２～１８のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
【請求項２０】
前記強化繊維ウェブが５～９０重量％であり、熱可塑性樹脂が１０～９５重量％ある、請
求項１２～１９のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
【請求項２１】
前記強化繊維束（ａ）および／または強化繊維束（ｂ）が、炭素繊維束、ガラス繊維束、
バサルト繊維束及びアラミド繊維束より選ばれる少なくとも１種以上の強化繊維束である
、請求項１２～２０のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、繊維強化熱可塑性プラスチックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭素繊維、ガラス繊維などの強化繊維と熱可塑性樹脂からなる繊維強化熱可塑性プラス
チックは、比強度、比剛性に優れているため、電気・電子用途、土木・建築用途、自動車
用途、航空機用途等に広く用いられている。特に不連続繊維強化基材を熱可塑性樹脂で強
化した不連続繊維強化熱可塑性プラスチックは、短い成型時間で複雑形状を成型できる材
料であり、なかでもプレス成形用の繊維強化熱可塑性プラスチックは射出成形材料に比べ
繊維長が長いため、軽量効果が高く、近年注目が集まっている。このプレス成形用基材の
製造方法として、強化繊維ウェブと熱可塑性樹脂シートを積層し加熱、加圧することで、
強化繊維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸する方法がある。
【０００３】
　このような繊維強化熱可塑性プラスチックおよびその製造方法について種々の検討がな
されてきた。
【０００４】
　特許文献１（国際公開第２００７／０９７４３６号公報）には、繊維強化熱可塑性樹脂
成形体として、単繊維状の炭素繊維の重量平均繊維長が１～１５ｍｍの範囲であることが
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記載されている。しかしながら、特許文献１の方法のように単一長さの繊維長をもつ強化
繊維を用いる強化繊維ウェブは製造時に基材表面に人の指で摘まれたような摘み皺が多く
発生し、品質の良好な繊維強化熱可塑性プラスチックが得られない。
【０００５】
　特許文献２（特開平９―３２４３９０号公報）には、太さの異なる２種類以上の炭素短
繊維であって、最も細い炭素短繊維と最も太い炭素短繊維の太さの比が限定された炭素短
繊維が、実質的に２次元ランダムな方向に分散させて有機物で結着してなる炭素繊維紙と
して用いられることが記載されている。しかしながら、特許文献２の方法は細繊維を用い
るので繊維の分散性が悪化するため、抄紙基材表面に摘み皺が発生し、熱可塑性樹脂を含
浸した際に品質が悪化する。
【０００６】
　特許文献３（国際公開第２００１／０５６１０３号公報）には、バインダーとしての有
機高分子化合物と炭素繊維とからなり、平均直径５μｍ未満かつ平均繊維長が３～１０ｍ
ｍの細繊維と含む炭素繊維紙が、電極基材などに好適に用いられる旨が記載されている。
しかしながら、特許文献３の方法で得られる基材は、高い力学特性や易加工性が必要とさ
れる成形品に適用することが前提ではなく、この記載を成形に使用することは難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２００７／０９７３４６号公報
【特許文献２】特開平９―３２４３９０号公報
【特許文献３】国際公開第２００１／０５６１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、表面に摘み皺の少ない強化繊維ウェブを用いた力学特性及び品質に優
れる繊維強化熱可塑性プラスチック及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記発明を達成するために本発明は、以下の（１）～（２１）を提供する。
（１）強化繊維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸させてなる繊維強化熱可塑性プラスチックに
おいて、
前記強化繊維ウェブは、少なくとも強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）とからなり、前
記強化繊維束（ａ）は繊維長５～１５ｍｍ、前記強化繊維束（ｂ）は繊維長５ｍｍ未満で
あり、前記強化繊維束（ａ）を３０～９０重量％、前記強化繊維束（ｂ）を１０～７０重
量％を含んでなることを特徴とする繊維強化熱可塑性プラスチック。
（２）前記強化繊維ウェブは、強化繊維束（ａ）の強化繊維本数が２０～７０％、強化繊
維束（ｂ）の強化繊維本数が３０～８０％であることを特徴とする、（１）に記載の繊維
強化熱可塑性プラスチック。
（３）強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の少なくとも一方の束が、異なる２種類以上
の繊維長が組み合わされてなることを特徴とする、（１）または（２）に記載の繊維強化
熱可塑性プラスチック。
（４）強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）のいずれもが、１種類の繊維長からなること
を特徴とする、（１）または（２）に記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
（５）前記強化繊維束の強化繊維の繊維径が同一である、（１）～（４）のいずれかに記
載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
（６）前記強化繊維束の強化繊維の繊維径が６μｍ以上である、（１）～（５）のいずれ
かに記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
（７）前記強化繊維ウェブの目付が１０～５００ｇ／ｍ２である、（１）～（６）のいず
れかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
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（８）前記繊維強化熱可塑性プラスチックの目付が１００～５０００ｇ／ｍ２である、（
１）～（７）のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
（９）前記強化繊維ウェブが５～９０重量％であり、熱可塑性樹脂が１０～９５重量％あ
る、（１）～（８）のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
（１０）前記強化繊維束（ａ）および／または強化繊維束（ｂ）が、炭素繊維束、ガラス
繊維束、バサルト繊維束及びアラミド繊維束より選ばれる少なくとも１種以上の強化繊維
束である、（１）～（９）のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチック。
（１１）（１）～（１０）のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックを用いる、
電気・電子機器部品、土木・建築用部品、自動車・二輪車用の構造部品又は航空機用部品
。
（１２）（I）強化繊維束を混合する工程、（II）強化繊維ウェブを抄造する工程、（III
）強化繊維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸させる工程により繊維強化熱可塑性プラスチック
を製造する繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法において、
前記強化繊維ウェブは、少なくとも強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）とからなり、前
記強化繊維束（ａ）は繊維長５～１５ｍｍ、前記強化繊維束（ｂ）は繊維長５ｍｍ未満で
あり、前記強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の強化繊維の繊維径が同一の繊維径を有
するとともに、前記強化繊維束（ａ）を３０～９０重量％、前記強化繊維束（ｂ）を１０
～７０重量％を含んでなることを特徴とする繊維強化熱可塑性プラスチック。
（１３）前記強化繊維ウェブは、強化繊維束（ａ）の強化繊維本数が２０～７０％、強化
繊維束（ｂ）の強化繊維本数が３０～８０％であることを特徴とする、（１２）に記載の
繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
（１４）強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の少なくとも一方の束が、異なる２種類以
上の繊維長が組み合わされてなることを特徴とする、（１２）または（１３）に記載の繊
維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
（１５）強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）のいずれもが、１種類の繊維長からなるこ
とを特徴とする、（１２）または（１３）に記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造
方法。
（１６）前記強化繊維束の繊維径が同一である、（１２）～（１５）のいずれかに記載の
繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
（１７）前記強化繊維束の繊維径が６μｍ以上である、（１２）～（１６）のいずれかに
記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
（１８）前記強化繊維ウェブの目付が１０～５００ｇ／ｍ２である、（１２）～（１７）
のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
（１９）前記繊維強化熱可塑性プラスチックの目付が１００～５０００ｇ／ｍ２である、
（１２）～（１８）のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法。
（２０）前記強化繊維ウェブが５～９０重量％であり、熱可塑性樹脂が１０～９５重量％
ある、（１２）～（１９）のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法
。
（２１）前記強化繊維束（ａ）および／または強化繊維束（ｂ）が、炭素繊維束、ガラス
繊維束、バサルト繊維束及びアラミド繊維束より選ばれる少なくとも１種以上の強化繊維
束である、（１２）～（２０）のいずれかに記載の繊維強化熱可塑性プラスチックの製造
方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、表面に摘み皺の少ない強化繊維ウェブを用いた力学特性及び品質に優
れる繊維強化熱可塑性プラスチック及びその製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】繊維強化プラスチックの概略平面図である。
【図２】摘み皺を表す拡大図である。
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【図３】抄紙装置を表す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の繊維強化熱可塑性樹脂プラスチックは、少なくとも強化繊維束（ａ）と強化繊
維束（ｂ）とを含む強化繊維ウェブを用いた繊維強化熱可塑性プラスチックおよびその製
造方法である。
【００１３】
　強化繊維束とは強化繊維の単繊維から構成される繊維束を意味する。強化繊維としては
、炭素繊維、金属繊維、有機繊維、無機繊維が例示される。炭素繊維としては、ＰＡＮ系
炭素繊維、ピッチ系炭素繊維、セルロース系炭素繊維、気相成長系炭素繊維、これらの黒
鉛化繊維などが例示される。ＰＡＮ系炭素繊維は、ポリアクリロニトリル繊維を原料とす
る炭素繊維である。ピッチ系炭素繊維は石油タールや石油ピッチを原料とする炭素繊維で
ある。セルロース系炭素繊維はビスコースレーヨンや酢酸セルロースなどを原料とする炭
素繊維である。気相成長系炭素繊維は炭化水素などを原料とする炭素繊維である。このう
ち、強度と弾性率のバランスに優れる点で、ＰＡＮ系炭素繊維が好ましい。金属繊維とし
ては例えば、アルミニウム、黄銅、ステンレスなどの金属からなる繊維が挙げられる。有
機繊維としては、アラミド、ＰＢＯ、ポリフェニレンスルフィド、ポリエステル、アクリ
ル、ナイロン、ポリエチレンなどの有機材料からなる繊維が挙げられる。無機繊維として
は、ガラス、バサルト、シリコンカーバイト、シリコンナイトライドなどの無機材料から
なる繊維が挙げられる。なかでも、本発明においては、強化繊維束（ａ）および／または
強化繊維束（ｂ）が、炭素繊維束、ガラス繊維束、バサルト繊維束及びアラミド繊維束よ
り選ばれる少なくとも１種以上の強化繊維束であることが好ましい。ガラス繊維としては
ガラス（電気用）、Ｃガラス（耐食用）、Ｓガラス、Ｔガラス（高強度、高弾性率）等が
例示されるがこのいずれを用いても良い。アラミド繊維としては強度や弾性率に優れたパ
ラ系アラミド繊維と難燃性、長期耐熱性に優れるメタ系アラミド繊維とが例示される。パ
ラ系アラミド繊維としては、例えば、ポリパラフェニレンテレフタルアミド繊維、コポリ
パラフェニレン－３，４’－オキシジフェニレンテレフタルアミド繊維等が挙げられ、メ
タ系アラミド繊維としては、ポリメタフェニレンイソフタルアミド繊維などが挙げられる
。このうちでメタ系アラミド繊維に比べて弾性率の高いパラ系アラミド繊維が好ましい。
バサルト繊維は鉱物である玄武岩を繊維化した物で、耐熱性の非常に高い繊維である。一
般に鉄の化合物であるＦeOまたはＦｅＯ２を９～２５％、チタンの化合物であるＴｉＯ又
はＴｉＯ２を１～６％含有する。溶融状態でこれらの成分を増量することも可能である。
これらの強化繊維表面には、カップリング剤等の表面改質剤や集束剤が塗布されていても
よく、樹脂によってこれらの成分を変える事が好ましい。これらの強化繊維束は、繊維強
化プラスチックとした際に、強化繊維としての補強効果や軽量化の効果に優れている。ま
た、これらの繊維を組み合わせることで複合的な効果が期待でき、例えば炭素繊維とガラ
ス繊維を組み合わせる事で炭素繊維による高い補強効果及び安価なガラス繊維によるコス
トの低減が可能である。力学特性生産性に優れた繊維強化熱可塑プラスチックを得ること
も可能である。さらに好ましくは、強化繊維束（ａ）が炭素繊維束であり、またさらに好
ましくは、強化繊維束（ａ）および強化繊維束（ｂ）がともに炭素繊維束であると、軽量
かつ高強度な繊維強化熱可塑性プラスチックが得られるものである。
【００１４】
　強化繊維束を構成する強化繊維は１種類であってもよいし、２種類以上であってもよい
。強化繊維束は、不連続な強化繊維束が好ましく、チョップド繊維がより好ましい。また
、強化繊維束を構成する単繊維の本数には、特に制限はないが、生産性の観点からは１２
，０００本以上が好ましく、４８，０００本以上がさらに好ましい。単繊維の本数の上限
については特に制限はないが、分散性や取り扱い性とのバランスも考慮して、３００，０
００本程度もあれば生産性と分散性、取り扱い性を良好に保つことができる。
【００１５】
　強化繊維束（ａ）としては、上述した強化繊維のうち１または２種類以上を適宜選択し
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て用い得る。強化繊維束（ｂ）は、前記強化繊維束（ａ）と繊維長の異なる強化繊維束を
１または２種類以上適宜選択して用い得る。同一の繊維長をもつ強化繊維束のみを用いた
場合には、本発明の目的を達成することができない。
【００１６】
　繊維束の長さとは、繊維束を構成する繊維の長さを意味し、繊維束を調製するときに繊
維を所定の長さにカットすることにより調整可能である。
【００１７】
　強化繊維束（ａ）の繊維長は５～１５ｍｍであり、さらには６～１５ｍｍであることが
好ましい。強化繊維束（ｂ）の繊維長は５ｍｍ未満であり、４ｍｍ以下であることが好ま
しい。強化繊維束の長さの下限は、通常は０．１ｍｍ以上である。強化繊維（ａ）束もし
くは強化繊維束（ｂ）を単独で用いた場合、強化繊維長が５ｍｍ未満になると強化繊維の
補強効果が低いことや、抄紙工程中で基材が裂けるといった取り扱い性で問題があり、一
方で５０ｍｍを超えると単繊維が分散しにくくなり、強化繊維ウェブを作製した場合に摘
み皺ができやすくなる。これらのような強化繊維により作製した強化繊維ウェブ場合には
得られる繊維強化熱可塑性プラスチックの力学特性や品質が低下する。強化繊維束（ａ）
と強化繊維束（ｂ）を混合し、強化繊維ウェブを用いると強化繊維束（ａ）によって強化
繊維がもつ補強効果を発現できるとともに、強化繊維束（ｂ）によって強化繊維を抄紙す
る際の繊維束の分散性向上効果が発現し、これらを混合した結果として品質が良好で力学
特性に優れた繊維強化熱可塑性プラスチックが実現できるのである。
【００１８】
　強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の繊維径は同一であることが好ましい。繊維径が
異なる場合、分散性が悪化し強化繊維ウェブの表面に摘み皺ができやすくなる。また、繊
維径はともに６μｍ以上が好ましく、６～２５μｍであることがより好ましく、６～１０
μｍであることがさらに好ましい。強化繊維束の繊維径が６μｍ未満であると、抄紙した
際の繊維分散性が悪化し、強化繊維ウェブに摘み皺が多数発生するため、品質に優れた繊
維強化熱可塑性プラスチックを得ることが難しい。２５μｍより繊維径が太くなると、強
化繊維が密に配置されず、強化繊維ウェブの取り扱い性が悪化する。
【００１９】
　強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の配合比は、重量比で強化繊維束（ａ）：強化繊
維束（ｂ）＝３０：７０～９０：１０であることが重要である。５０：５０～７０：３０
であることがより好ましい。強化繊維束（ａ）が３０重量％未満では強化繊維の補強効果
が小さくなり、強化繊維束（ａ）が９０重量％以上では強化繊維の分散性が悪化する。上
記範囲内とすることにより、分散状態の優れた強化繊維ウェブを得ることができ、品質が
良好で力学特性に優れた繊維強化熱可塑性プラスチックが実現できるのである。
【００２０】
　強化繊維ウェブは５～１５ｍｍの強化繊維の単繊維本数が２０～７０％、かつ５ｍｍ未
満の強化繊維本数が３０～８０％であることが好ましい。５～１５ｍｍの強化繊維数が２
０％未満では強化繊維の補強効果が小さくなり７０％以上では強化繊維の分散性が悪化す
る。
【００２１】
　このような比率で強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）を配合することにより、強化繊
維束（ａ）の有する補強効果と、強化繊維束（ｂ）の均一分散性が両立して発現できるも
のである。
【００２２】
　熱可塑性樹脂としては、ポリプロピレン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリ
フェニレンサルファイド、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、芳香族ポ
リアミド、芳香族ポリエステル、芳香族ポリカーボネート、ポリエーテルイミド、ポリア
リーレンオキシド、熱可塑性ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリブチレンテレフタレー
ト、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリアミド（ナイロン）、アクリロニ
トリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）樹脂なる群から選ばれた1種もしくは2種以上の
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樹脂等があげられる。また、樹脂中には難燃性や導電性を付与するため添加剤が含まれて
いても良い。
【００２３】
　強化繊維ウェブの目付は、１０～５００ｇ／ｍ２であることが好ましく、５０～３００
ｇ／ｍ２であることがより好ましい。１０ｇ／ｍ２未満であると基材の破れなどの取り扱
い性に不具合を生じるおそれがあり、５００ｇ／ｍ２を超えると、湿式法では基材の乾燥
に長時間かかることや、乾式法ではウェブが厚くなる場合があり、その後のプロセスで取
り扱い性が難しくなる場合がある。
【００２４】
　次に、本発明に係る繊維強化熱可塑性プラスチックの製造方法について、図を用いて説
明する。
【００２５】
　本発明の製造方法においては、上記強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）とを用いて強
化繊維ウェブを得、この強化繊維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸させて繊維強化熱可塑性プ
ラスチックを得るものである。
【００２６】
　抄造は、湿式法、或いは乾式法のいずれかによることができる。湿式法とは強化繊維束
を水中で分散させ抄造する方法であり、乾式法とは強化繊維束を空気中で分散させ抄造す
る方法である。　湿式法による場合、強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）の分散を水中
で行い得られるスラリーを抄造して強化繊維ウェブを得ることができる。
【００２７】
　強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）を分散させる水（分散液）は、通常の水道水のほ
か、蒸留水、精製水等の水を使用することができる。水には必要に応じて界面活性剤を混
合し得る。界面活性剤は、陽イオン型、陰イオン型、非イオン型、両性の各種に分類され
るが、このうち非イオン性界面活性剤が好ましく用いられ、中でもポリオキシエチレンラ
ウリルエーテルがより好ましく用いられる。界面活性剤を水に混合する場合の界面活性剤
の濃度は、通常は０．０００１質量％以上０．１質量％以下、好ましくは０．０００５質
量％以上０．０５質量％以下である。水（分散液）に対する強化繊維束（ａ）と強化繊維
束（ｂ）の添加量は、水（分散液）１ｌに対する量として、通常０．１ｇ以上１０ｇ以下
、好ましくは０．３ｇ以上５ｇ以下の範囲で調整し得る。前記範囲とすることにより、強
化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）が水（分散液）に効率よく分散し、均一に分散したス
ラリーを短時間で得ることができる。水（分散液）に対し強化繊維束（ａ）と強化繊維束
（ｂ）を分散させる際には、必要に応じて撹拌を行う。
【００２８】
　スラリーとは固体粒子が分散している懸濁液をいい、本発明においては水系スラリーで
あることが好ましい。　スラリーにおける固形分濃度（スラリー中の強化繊維束（ａ）お
よび強化繊維束（ｂ）の質量含有量）は、０．０１質量％以上１質量％以下であることが
好ましく、０．０３質量％以上０．５質量％以下であることがより好ましい。上記範囲で
あることにより抄造を効率よく行うことができる。スラリーの抄造は、上記スラリーから
水を吸引して行うことができる。
【００２９】
　スラリーの抄造は、いわゆる抄紙法に倣って行うことができる。一例を挙げて説明する
と、底部に抄紙面を有し水を底部から吸引できる槽に、スラリーを流し込み水を吸引して
行うことができる。乾式法による場合、強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）を気相中で
分散させて強化繊維ウェブを得ることができる。すなわち、強化繊維束（ｂ）を気相中で
分散させて、分散後の強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）を堆積させて、強化繊維ウェ
ブを得ることができる。
【００３０】
　気相中での分散は、強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）を非接触式で開繊し開繊した
強化繊維束を堆積させて行う方法（非接触式法）、強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）
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に空気流を当てて開繊し、開繊した強化繊維束を堆積させて行う方法（空気流を用いる方
法）、強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）を接触式で開繊し、開繊した強化繊維束を堆
積させて行う方法（接触式法）の３種類がある。なかでも、非接触式法は、強化繊維束（
ａ）と強化繊維束（ｂ）に固体や開繊装置を接触させることなく開繊させる方法である。
例えば、空気や不活性ガスなどの気体を強化繊維束に吹き付ける方法、なかでもコスト面
で有利な空気を加圧して吹き付ける方法が好ましく挙げられる。
【００３１】
　空気流を用いる方法において、強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）に対し空気流を当
てる条件は特に限定されない。一例を挙げると、加圧空気（通常０．１ＭＰａ以上１０Ｍ
Ｐａ以下、好ましくは０．５ＭＰａ以上５ＭＰａ以下の圧力がかかるような空気流）を強
化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）が開繊するまで当てる。空気流を用いる方法において
、使用し得る装置は特に限定されないが、空気管を備え、空気吸引が可能であり、繊維束
を収容し得る容器を例示し得る。かかる容器を用いることにより、繊維束の開繊と堆積を
一つの容器内で行うことができる。
【００３２】
　接触式法とは、強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）に固体や開繊装置を物理的に接触
させて開繊させる方法である。接触式法としては、カーディング、ニードルパンチ、ロー
ラー開繊が例示されるが、このうちカーディング、ニードルパンチによることが好ましく
、カーディングによることがより好ましい。接触式法の実施条件は特に限定されず、繊維
束が開繊する条件を適宜定めることができる。
【００３３】
　本発明においては、抄造後、得られる強化繊維ウェブを引き取る工程を有してもよい。
強化繊維ウェブの引き取りは、ロールに巻き取って行うことができる。引取速度は１０ｍ
／分以上であることが好ましい。引取速度の上限は通常は、１００ｍ／分以下である。
【００３４】
　強化繊維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸させる方法としては、樹脂を加熱溶融して、繊維
強化材に含浸させる方法（溶融含浸法）、粉末状の樹脂を流動床法や懸濁法によって繊維
強化材に塗布・融着させる方法（パウダー法）、樹脂を溶液化し、繊維強化材に含浸後溶
媒を除去する方法（溶液含浸法）等いずれの方法を用いても良いが、溶融含浸法を用いる
ことが好ましい。また、強化繊維ウェブに熱可塑性樹脂を含浸させる際、強化繊維ウェブ
は積層させてもよい。
【００３５】
　繊維強化熱可塑性プラスチックの目付は、１００～５０００ｇ／ｍ２であることが好ま
しく、２００～５０００ｇ／ｍ２であることがより好ましい。１００ｇ／ｍ２未満である
と工程中で基材が裂けるなどの取り扱い性に不具合を生じるおそれがあり、５０００ｇ／
ｍ２を超えると、繊維強化熱可塑性プラスチックの厚みが大きくなり巻き取りやカットが
困難になり製造が困難である。
【００３６】
　強化繊維ウェブは５～９０重量％であり、熱可塑性樹脂が１０～９５重量％あることが
好ましく、強化繊維ウェブは２０～８０重量％であり、熱可塑性樹脂が２０～８０重量％
であることがより好ましい。炭素強化繊維ウェブが５重量％未満であると強化繊維の効果
が得られず、８０重量％を超えると、熱可塑性樹脂の含浸が困難になる場合がある。
【実施例】
【００３７】
　以下実施例によって、本発明の繊維強化成形用基材について具体的に説明するが、下記
の実施例は本発明を制限するものではない。
【００３８】
　［摘み皺個数の評価］
　抄造により得られた抄紙基材の任意の部位より、６００ｍｍ×６００ｍｍの正方形状に
抄紙基材を切り出し、目視観察にて抄紙基材表面に発生した摘み皺の数を測定した。測定
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した摘み皺の数が０個を◎、摘み皺の数が１個以下を○、摘み皺の数が５個以下を△、摘
み皺の数が６個以上を×として評価した。
【００３９】
　［繊維強化プラスチックの目付評価］
　抄紙基材に熱可塑性樹脂を含浸して得られた繊維強化成形用基材の任意の部位により、
１００ｍｍ×１００ｍｍの正方形状に基材を切り出し、その重量を測定した。測定した基
材の目付が理論上の目付量に対して±５％を外れる点が一個以下で◎、１～３個で○、３
～５個で△、５個以上で×として評価した。
【００４０】
　［繊維強化プラスチックの力学特性評価］
　強化繊維ウェブとポリプロピレン樹脂フィルムを１５０ｍｍ×１５０ｍｍに切り出して
積層し、この積層物を温度２００℃、圧力３０ＭＰａで５分間プレス成形し、繊維強化プ
ラスチックを得た。この繊維強化プラスチックを複数枚積層し、温度２００℃、圧力３０
ＭＰａで１０分間プレス成形し圧力を保持したまま５０℃まで冷却、厚み１．３ｍｍの繊
維強化プラスチック成形品を得た。得られた成形品を用いて、ＩＳＯ１７８法（１９９３
）に従い、曲げ強度をｎ＝１０で評価した。なお、曲げ強度の評価結果は実施例１を１０
０として相対値で記載した。
【００４１】
　［ＰＡＮ系炭素繊維］
　アクリロニトリル（ＡＮ）９９．４モル％とメタクリル酸０．６モル％からなる共重合
体を用いて、乾湿式紡糸方法により単繊維デニール１ｄ、フィラメント数１２，０００の
アクリル系繊維束を得た。得られたアクリル系繊維束を２４０～２８０℃の温度の空気中
で、延伸比１．０５で加熱し、耐炎化繊維に転換し、次いで窒素雰囲気中３００～９００
℃の温度領域での昇温速度を２００℃／分とし１０％の延伸を行った後、１，３００℃の
温度まで昇温し焼成した。この炭素繊維束に硫酸を電解質とした水溶液で、炭素繊維１ｇ
あたり３クーロンの電解表面処理を行い、さらに浸漬法によりサイジング剤を付与し、１
２０℃の温度の加熱空気中で乾燥し、カートリッジカッターでカットし、ＰＡＮ系炭素繊
維束（Ａ１）を得た。
　総フィラメント数：１２，０００本
　単繊維直径：７μｍ
　単位長さ当たりの質量：０．８ｇ／ｍ
　比重：１．８ｇ／ｃｍ３
　引張強度（注１）：４．２ＧＰａ
　引張弾性率（注２）：２３０ＧＰａ
　サイジング種類：ポリオキシエチレンオレイルエーテル
　サイジング付着量（注３）：１．５質量％
　カット長：６．４ｍｍ
（注１）引張強度、（注２）引張弾性率の測定条件：
　これらは、ＪＩＳ－Ｒ－７６０１（１９９９）「樹脂含浸ストランド試験法」に記載さ
れた手法により求めた。ただし、測定する強化繊維の樹脂含浸ストランドは、“ＢＡＫＥ
ＬＩＴＥ”（登録商標）ＥＲＬ４２２１（１００重量部）／３フッ化ホウ素モノエチルア
ミン（３重量部）／アセトン（４重量部）を、強化繊維に含浸させ、１３０℃、３０分で
硬化させて形成した。また、ストランドの測定本数は、６本とし、各測定結果の平均値を
、その強化繊維の引張強度、引張弾性率とした。
（注３）サイジング剤の付着量の測定条件：
　試料として、サイジング剤が付着している強化繊維約５ｇを採取し、耐熱性の容器に投
入した。次のこの容器を１２０℃で３時間乾燥した。吸湿しないようにデシケーター中で
注意しながら室温まで冷却後、秤量した重量をＷ１（ｇ）とした。続いて、容器ごと、窒
素雰囲気中で、４５０℃で１５分間加熱後、同様にデシケーター中で吸湿しないように注
意しながら室温まで冷却後、秤量した重量をＷ２（ｇ）とした。以上の処理を経て、強化
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繊維へのサイジング剤の付着量を次の式により求めた。
（式）付着量（質量％）＝１００×｛（Ｗ１－Ｗ２）／Ｗ２｝
　なお、測定は３回行い、その平均値を付着量として採用した。
【００４２】
　［分散媒体（Ｂ１）］
　水と水溶性高分子（住友精化（株）製、ＰＥＯ－８Ｚ（商品名））を混合し、濃度０．
２５質量％の分散媒体を得た。分散媒体のＢ型粘度計で測定される粘度は１０ｍＰａ・ｓ
であった。
【００４３】
　［メッシュ（Ｃ１）］
　抄紙基材の製造に使用するメッシュ１０として、プラスチックワイヤーメッシュ（日本
フィルコン（株）製、ＳＳ－４００（商品名））を使用した。
タイプ：２重織
メッシュの目開面積：０．０１ｍｍ２

メッシュの通気度：１５０ｃｍ３／ｃｍ２／ｓ
【００４４】
　［実施例１］
　強化繊維束（ａ）をカートリッジカッターで６．４ｍｍにカットし、チョップド炭素繊
維を得た。また、強化繊維束（ｂ）として炭素繊維束を３．２ｍｍにカットし、強化繊維
束を得た。
【００４５】
　製造には図３に示す装置１００を用いた。６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍの分散
槽６の底面には、強化繊維を分散した後、強化繊維を捕集するためメッシュ１０を配置し
た。さらに、メッシュ１０のたるみを防止するため、メッシュ１０の下部に、厚さ２０ｍ
ｍの多孔板の上にメッシュの金網が取り付けてあるメッシュ補強１４を配置した。
【００４６】
　分散槽６の側面のうち対向する側面に１５０ｍｍピッチで片側３個ずつ、計６個の流体
導入口１２を、流体導入口１２から導入された流体が分散槽６内で衝突するように、相対
する流体導入口１２それぞれの軸方向中心線がほぼ一直線となるような位置に配置した。
ここで流体導入口１２のノズル径は直径０．９ｍｍとした。分散槽６内に分散媒体５を１
６０リットル投入し、分散槽６内に繊維束を２０ｇ投入し、続いて流体導入口１２からエ
アーを流量６リットル／分で１分間導入し、分散媒体５中で強化繊維束７Ａを攪拌した後
、流体導入口１２からのエアー導入を止め、強化繊維束７Ａが強化繊維７Ｂの単位で分散
したスラリー８を調整した。流体導入口１２からのエアー導入を止めた直後に、分散媒体
除去バルブ１３を開き、スラリー８から分散媒体５を真空吸引（図示しない）により除去
し、目付が６０ｇ／ｍ２の炭素繊維からなる抄紙基材を得た。
【００４７】
　得られた抄紙基材を１００℃の温度で１時間乾燥した。１５０×１５０の抄紙基材とＰ
Ｐフィルムを積層し、２００℃のプレス熱盤内に投入し、３０ＭＰａで１０分間プレス成
形し、繊維強化熱可塑性樹脂プラスチックを得た。実施条件および得られた繊維強化熱可
塑性プラスチックの評価結果を、表１に示した。
【００４８】
　［実施例２］
　強化繊維束（ａ）の重量比を３０％、強化繊維束（ｂ）の重量比を７０％として分散槽
に投入した以外は実施例１と同様の方法で基材を得た。実施条件および得られた繊維強化
熱可塑性プラスチックの評価結果を、表１に示した。
【００４９】
　［実施例３］
　強化繊維束（ａ）の重量比を８０％、強化繊維束（ｂ）の重量比を２０％をとして分散
槽に投入した以外は実施例１と同様の方法で基材を得た。実施条件および得られた繊維強
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化熱可塑性プラスチックの評価結果を、表１に示した。
【００５０】
　［比較例１］
　６．４ｍｍの強化繊維束（ａ）のみで強化繊維ウェブを作製した。それ以外は実施例１
と同様の方法で基材を得た。実施条件および得られた繊維強化熱可塑性プラスチックの評
価結果を、表１に示した。
【００５１】
　［比較例２］
　３．２ｍｍの強化繊維束（ａ）のみで強化繊維ウェブを作製した。それ以外は実施例１
と同様の方法で基材を得た。実施条件および得られた繊維強化熱可塑性プラスチックの評
価結果を、表１に示した。
【００５２】
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【表１】

【００５３】
　表１から明らかなように、繊維長の異なる強化繊維束（ａ）と強化繊維束（ｂ）を混合
して抄造し、摘み皺のない強化繊維ウェブを用いることにより、品質、力学特性に優れた
繊維強化熱可塑性プラスチックを得ることができた。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明において得られる繊維強化熱可塑性プラスチックは、軽量で力学特性にすぐれて
おり、また繊維種により電磁波シールド性や高耐熱性等の性質も付随可能であることから
電気・電子機器部品、土木・建築用部品、自動車・二輪車用部品、航空機用部品等の各種
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用途に用いることができる。
【符号の説明】
【００５５】
　　１　　強化繊維束(a)
　　２　　強化繊維束(b)
　　３　　炭素繊維ウェブ
　　４　　摘み皺
　　５　　分散媒体
　　６　　分散槽
　　７Ａ　強化繊維束
　　７Ｂ　強化繊維
　　８　　スラリー
　　９　　抄紙槽
　１０　　メッシュ
　１１　　抄紙基材
　１２　　流体導入口
　１３　　分散媒体除去バルブ
　１４　　メッシュ補強
１００　抄紙基材の製造装置

【図１】

【図２】

【図３】
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