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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
強化繊維と樹脂硬化物とからなる繊維強化複合材料層と、ポリエーテルポリウレタン、ポ
リアミドポリウレタン、及び、ポリエステルポリウレタンからなる群より選ばれる熱可塑
性エラストマーに属する共重合体である制振樹脂層とを含む積層体であって、該制振樹脂
層の２５℃における動的剛性率が０．１～４０ＭＰａであり、かつ損失係数（ｔａｎδ）
が０．０４～１０である、積層体。
【請求項２】
請求項１に記載の積層体を用いてなる管状体。
【請求項３】
請求項２に記載の管状体を用いてなるゴルフクラブシャフト。
【請求項４】
請求項２に記載の管状体を用いてなる釣竿。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、繊維強化複合材料層を含みながら制振性に優れた積層体、およびこれを用いて
なる管状体に関する。さらにはかかる管状体を用いて得られるゴルフクラブシャフトおよ
び釣竿に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
ガラス繊維や炭素繊維などの強化繊維で強化した繊維強化複合材料は、軽量で剛性が高く
、また強度も優れているので、スポーツ用品、自動車産業、航空機産業、建材などにおい
て幅広く使用されている。例えば、テニスラケットにおいては重量当たりの面積を大きく
できることから、またゴルフクラブシャフトにおいては軽量でありかつシャフトの剛性設
計自由度が大きく、ゴルファーのレベルに合わせたしなり具合の設計ができるため、この
ような繊維強化複合材料が好んで用いられている。また、以前から軽量高剛性のメリット
が大きい航空機構造材料や人工衛星やロケットの構造部材としても使用されている。
【０００３】
最近では用途展開が拡がるにつれ、剛性・強度といった特性だけでなく、振動減衰性を高
めた材料が求められている。例えば、テニスラケットやゴルフクラブにおいては、打球時
の感触、フィーリングを良好なものとするために制振性が求められ、ロケットの構造部材
においてはより高強度で、また打ち上げ時の電子機器の共振破壊を抑えるために制振性が
求められている。壁、屋根等の建材においても、主に防音の観点から振動制御は重要な課
題であり、また耐震構造を得るためにも制振性は欠かせない観点である。さらに、近年、
風力エネルギーの利用のため、繊維強化複合材料の風車ブレードへの適用が増えているが
、振動による騒音がしばしば問題となっており、そうした用途においても制振性が求めら
れている。
【０００４】
繊維強化複合材料の制振性を改良する技術としては、エポキシ樹脂にポリエチレングリコ
ールや液状ゴム等の可とう性付与剤を充填した制振フィルム層を、繊維強化複合材料層の
層間に挿入する手法（例えば、特許文献１参照。）や、エチレン・不飽和カルボン酸・不
飽和エステル共重合体またはそのアイオノマーを、繊維強化複合材料層の層間に挿入する
いわゆるインターリーフ材として用い、繊維強化複合材料積層板の振動制御を行う手法（
例えば、特許文献２参照。）が知られており、これら手法によれば制振性を改良する一定
の認められるものの、材料の軽量化などのためには、その性能は十分ではなかった。
【０００５】
さらに、特にゴルフクラブシャフトのフィーリング制御を目的として、繊維強化複合材料
製のゴルフシャフトの内部における特定の層間に、１０℃における損失係数（ｔａｎδ）
が１．０以上である制振樹脂層を設ける手法が知られている（例えば、特許文献３参照。
）。しかし、かかる手法によっても制振性は充分でなく、ゴルファーが実感できるだけの
制振性を付与することは困難であった。
【０００６】
【特許文献１】
特開平０５－５８３９５号公報
【０００７】
【特許文献２】
特開平１１－３４２３０号公報
【０００８】
【特許文献３】
特開２００２－２５３７１４号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、かかる従来技術の持つ課題を解決し、優れた強度特性、耐熱性を有しな
がら、制振特性にも優れた積層体を提供せんとするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
すなわち、本発明の積層体は、強化繊維と樹脂硬化物とからなる繊維強化複合材料層と、
ポリエーテルポリウレタン、ポリアミドポリウレタン、及び、ポリエステルポリウレタン
からなる群より選ばれる熱可塑性エラストマーに属する共重合体である制振樹脂層とを含



(3) JP 4218416 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

み、該制振樹脂層の２５℃における動的剛性率が０．１～４０ＭＰａであり、かつ損失係
数（ｔａｎδ）が０．０４～１０である、積層体である。
【００１１】
また、かかる積層体を用いて得られる管状体であり、さらにはかかる管状体を用いてなる
ゴルフクラブシャフト及び釣竿である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の要するところは、複数の繊維強化複合材料層からなる繊維強化複合材料積層体に
おいて、その制振性を高めるために、特定の動的粘弾性を示す樹脂層（以下、制振樹脂層
と呼ぶ）を繊維強化複合材料層の間に挟む積層体とすることにある。そして、望ましい制
振性能を付与するためには、単純にｔａｎδ値が高い材料を選択して用いるよりも、動的
剛性率とｔａｎδ値の双方が特定の範囲にある制振樹脂層を繊維強化複合材料層にて挟ん
だ積層体構成にすることで、極めて顕著な効果が得られることを本発明者らは見出したの
である。
【００１３】
本発明の積層体を製造する方法は特に限定されないが、強化繊維に未硬化の熱硬化性樹脂
を含浸したシート状のプリプレグを用いる方法で好適に製造できる。かかる方法において
は、後述する特定の動的粘弾性を有する樹脂フィルムを、複数のシート状プリプレグの間
に挟んで積層した後、熱及び圧力を付与しながら熱硬化性樹脂を硬化せしめる方法で積層
体を得ることができる。
【００１４】
熱及び圧力を付与する方法としては、プレス成形法、オートクレーブ成形法、バッギング
成形法、ラッピングテープ法、内圧成形法等が使用され、特にスポーツ用品の成形には、
ラッピングテープ法、内圧成形法が好ましく使用できる。
【００１５】
ラッピングテープ法は、マンドレル等の芯金にプリプレグを捲回して、繊維強化複合材料
製の管状体を成形する方法であり、ゴルフクラブシャフト、釣り竿等の管状体を作製する
際に好適な方法である。より具体的には、マンドレルにプリプレグを捲回し、プリプレグ
の固定及び圧力付与のため、プリプレグの外側に熱可塑性樹脂フィルムからなるラッピン
グテープを捲回し、オーブン中で樹脂を加熱硬化させた後、芯金を抜き去って管状体を得
る方法である。
【００１６】
また、内圧成形法は、熱可塑性樹脂製のチューブ等の内圧付与体にプリプレグを捲回した
プリフォームを金型中にセットし、次いで内圧付与体に高圧の気体を導入して圧力を付与
すると同時に金型を加熱せしめ、成形する方法である。本方法は、ゴルフクラブシャフト
、バット、テニスやバトミントン等のラケットの如き複雑な形状物を成形する際に特に好
ましく使用できる。
【００１７】
本発明の積層体は、プリプレグを経由しない方法によっても得ることができる。
【００１８】
かかる方法としては、例えば、本発明のエポキシ樹脂組成物を直接強化繊維に含浸させた
後加熱硬化する方法、即ち、ハンド・レイアップ法、フィラメント・ワインディング法、
プルトルージョン法、レジン・インジェクション・モールディング法、レジン・トランス
ファー・モールディング法等が使用できる。
【００１９】
本発明において用いることができる強化繊維としては、ガラス繊維、炭素繊維、アルミナ
繊維、ボロン繊維、炭化珪素繊維、チタン酸カリ繊維、ステンレス繊維のような無機繊維
、アラミド繊維、超高分子量ポリエチレン繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維、ポ
リビニルアルコール繊維、ＰＢＯ繊維のような有機繊維などを例示することができ、これ
らを単独または２種以上を組み合わせて用いることができる。なかでも、材料の比強度、
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比剛性などを高めるため、ガラス繊維や炭素繊維の使用が好ましい。このような強化繊維
は、通常、連続繊維を一方向に配列させたシート状や、連続繊維を織ったクロス状や繊維
方向がランダムなマット状で使用される。
【００２０】
本発明の管状体はゴルフクラブ用シャフト、釣竿ロッドなどのスポーツ用品に好適に用い
られるが、その軽量化を実現し、好適なフィーリングを得るためには、強化繊維としては
その目的とする用途の設計に合わせてストランド引張弾性率の適切な炭素繊維を選択する
と良い。
【００２１】
強度が重視される場合は、ストランド引張弾性率が２００～２９０ＧＰａである炭素繊維
を適用することが好ましい。このような標準弾性率領域から中弾性率領域の炭素繊維を用
いたプリプレグは、高弾性率領域の炭素繊維を用いたプリプレグに比べて、炭素繊維のス
トランド引張強度、圧縮強度が高いため、複合材料管状体の曲げ強度が高い。その上、上
記の関係式を満たすことにより、さらに、ねじり強さが向上する。従って、例えばハード
ヒッター向けゴルフクラブ用シャフト、ジギング用釣竿ロッド、磯竿ロッドなどに好適に
用いられる。また、撓りと強度が要求される竿の穂先等に好適である。
【００２２】
強度と軽量化のバランスが必要とされる場合は、ストランド引張弾性率が２３０～３５０
ＧＰａである炭素繊維を適用することが好ましい。このような中弾性率領域の炭素繊維を
用いたプリプレグは、適度な曲げ強度と剛性を発現し、かつ上記式を満たすことによりね
じり強さも向上するのでさらに軽量化を図ることができる。従って例えばウッドタイプの
ゴルフクラブ用シャフト、ルアー用釣竿ロッドなどに好適に用いられる。
【００２３】
軽量化を特に必要とする場合、ストランド引張弾性率が３２０ＧＰａ～８００ＧＰａの炭
素繊維を用いることが好ましい。このような中弾性率から高弾性率領域の炭素繊維を用い
たプリプレグは、材料を少量使用しただけで充分な剛性を発現することができる。そのた
め軽量化を必要とする、長尺ゴルフクラブ用シャフト、女性用・高齢者向けゴルフクラブ
用シャフト、鮎竿用ロッドなどに好適に用いられる。
【００２４】
本発明の積層体における繊維強化複合材料層に用いる樹脂硬化物としては、例えば、エポ
キシ樹脂、ビニルエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート樹脂、フ
ェノール樹脂、マレイミド樹脂、シアネート樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、ジシクロペン
タジエン樹脂などの硬化物を挙げることができるが、特に接着性や機械特性に優れるエポ
キシ樹脂の使用が好ましい。　本発明に用いるエポキシ樹脂としては、分子中にエポキシ
基を有するものであれば特に限定されず、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビ
スフェノールＦ型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボ
ラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡＤ型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂
、ナフタレン型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、グリシジルエステル系樹脂、グリシ
ジルアミン系エポキシ樹脂、複素環式エポキシ樹脂、ジアリールスルホン型エポキシ樹脂
、ヒドロキノン型エポキシ樹脂及びそれらの変性物等が挙げられ、これらを単独または複
数組み合わせて用いることができる。
【００２５】
本発明の繊維強化複合材料層にエポキシ樹脂を用いる場合、エポキシ樹脂の硬化剤を組み
合わせて用いることが好ましい。本発明に用いる硬化剤としては、特に限定されないが、
アミン系硬化剤、酸無水物系硬化剤、フェノール系硬化剤を好ましく用いることができる
。
【００２６】
アミン系硬化剤としては、例えば、４，４’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ジ
アミノジフェニルスルホン、３，３’－ジアミノジフェニルスルホン、ｍ－フェニレンジ
アミン、ｍ－キシリレンジアミンのような芳香族アミン、ジエチレントリアミン、トリエ
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チレンテトラミン、イソホロンジアミン、ビス（アミノメチル）ノルボルナン、ビス（４
－アミノシクロヘキシル）メタン、ポリエチレンイミンのダイマー酸エステルのような脂
肪族アミン、テトラメチルグアニジン、ジシアンジアミド、アジピン酸ヒドラジドやナフ
タレンジカルボン酸ヒドラジドのような有機酸ジヒドラジド、あるいはこれらの活性水素
を有するアミンにエポキシ化合物、アクリロニトリル、フェノールとホルムアルデヒド、
チオ尿素などの化合物を反応させて得られる変性アミンが挙げられ、これらを単独あるい
は複数種配合して用いることができる。
【００２７】
酸無水物系硬化剤としては、１－ヘキサヒドロフタル酸無水物、テトラヒドロフタル酸無
水物、メチルヘキサヒドロフタル酸無水物、メチルナジック酸無水物のようなカルボン酸
無水物などが挙げられ、これらを単独あるいは複数種配合して用いることができる。
【００２８】
フェノール系硬化剤としては、ノボラック樹脂などのポリフェノール化合物、４，４’－
イソプロピリデンジフェノール、４，４’－スルホニルジフェノールなどのビスフェノー
ル化合物等が挙げられ、これらを単独あるいは複数種配合して用いることができる。
【００２９】
特に、フェノール系硬化剤として、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノー
ルＳ等のビスフェノール化合物や、これらビスフェノール化合物とビスフェノール化合物
のモノグリシジルエーテルとの反応生成物を用いると、得られる樹脂組成物の低温での硬
化性が良くなったり、得られる繊維強化複合材料の強度が向上する効果があり、好ましい
。
【００３０】
本発明に用いる硬化剤は、さらに、樹脂調合工程での安定性や室温での保存安定性、ある
いは強化繊維へ未硬化の熱硬化性樹脂を含浸する工程で受ける熱履歴に対する安定性など
のため、熱活性型の潜在性を有することが好ましい。
【００３１】
ここで熱活性型の潜在性とは、そのままでは活性の低い状態であるが、一定の熱履歴を受
けることにより相変化や化学変化などを起こして、活性の高い状態に変わるという性質を
意味する。なお、以下の記述においては潜在性という用語は熱活性型の潜在性を示すもの
とする。
【００３２】
本発明において潜在性をもたせるための方法として、粒子状の硬化剤をエポキシ樹脂に溶
解させずに分散させた状態で配合する方法が好ましく用いられる。これらは、一定の熱履
歴を受けることによりエポキシ樹脂に溶解して均一相となり、活性の高い状態になる。
【００３３】
粒子状の潜在性硬化剤は、融点が８０℃～３００℃であることが好ましく、１００℃～２
５０℃であることがより好ましい。融点が８０℃未満であると充分な潜在性が得られない
場合があり、３００℃を超えると硬化温度において充分な活性が得られない場合がある。
【００３４】
粒子状の潜在性硬化剤としては、ジシアンジアミド（融点：２０９℃）、サリチル酸ヒド
ラジド（融点：１５２℃）、アジピン酸ジヒドラジド（融点：１７７～１８３℃）、テレ
フタル酸ジヒドラジド（融点：１９４℃）、２，６－ナフトエ酸ジヒドラジド（融点：２
２４℃）、イソフタル酸ジヒドラジド（融点：１９４℃）、セバシン酸ジヒドラジド（融
点：１８６～１８８℃）、１，３－ビス（ヒドラジノカルボエチル）－５－イソプロピル
ヒダントイン（融点：１１８～１２４℃）、７，１１－オクタデカジエン－１，１８－ジ
カルボヒドラジド（融点：１６０℃）、エイコサン二酸ジヒドラジド（融点：１８０℃）
、４，４’－ジアミノジフェニルスルホン（融点：１７５℃）、３，３’－ジアミノジフ
ェニルスルホン（融点：１７０℃）、４，４’－ジアミノジフェニルメタン（融点：９２
℃）、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン（融点：１８９℃）、４
，４－ジヒドロキシベンゾフェノン（融点：２１６～２１８℃）、４，４’－イソプロピ
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リデンジフェノール（融点：１５８～１５９℃）、４，４’－（１，３－フェニレンジイ
ソプロピリデン）ビスフェノール（融点：１３５～１３９℃）、４，４’－（１，４－フ
ェニレンジイソプロピリデン）ビスフェノール（融点：１９３～１９５℃）、４，４’－
スルホニルジフェノール（融点：２４５～２４７℃）、４，４’－ビフェノール（融点：
２８２～２８４℃）などが挙げられ、これらを単独あるいは複数種配合して用いることが
できる。
【００３５】
本発明に用いる硬化剤としては、硬化温度が１００～１５０℃の場合、ジシアンジアミド
と尿素誘導体を併用するのが、樹脂組成物が比較的低温で硬化するようになり、かつ、そ
の室温での保存安定性が優れるため好ましい。
【００３６】
さらに低い硬化温度で加熱硬化する必要がある場合は、アミンアダクト型の硬化剤である
味の素（株）製のアミキュア（登録商標）ＰＮ－２３、ＭＹ－２４、分子内に活性水素部
と触媒部位とをもつものとして富士化成工業（株）製のフジキュアー（登録商標）ＦＸＥ
－１０００、ＦＸＲ－１０３０、ＡＣＲ（株）製のＨ３６１５、Ｈ４０７０、Ｈ３２９３
、Ｈ３３６６、Ｈ３８４９、Ｈ３６７０、四国化成工業（株）製のキュアダクト（登録商
標）Ｐ－０５０５、キュアゾール（登録商標）２Ｅ４ＭＺ－ＣＭＳ、ＣＺ－ＣＮＳ、Ｃ１
１Ｚ－Ａ、マイクロカプセル型硬化剤である旭化成（株）製のノバキュア（登録商標）Ｈ
Ｘ３７２１、ＨＸ３７２２等が挙げられ、これらを単独又は複数組み合わせて用いること
が出来る。
【００３７】
本発明の繊維強化複合材料層に用いる熱硬化性樹脂には、加熱硬化時の樹脂流動性制御や
、シート状プリプレグとした場合に適度な粘着性を付与することなどを目的として、熱可
塑性樹脂を好適に含ませることができる。具体的には、例えばポリビニルホルマール、ポ
リビニルブチラール、ポリビニルピロリドン等がエポキシ樹脂と適度の相溶性を有し、粘
弾性制御に有効であり、硬化樹脂の力学特性を損なわず時に向上させるため好ましく用い
られる。また、エポキシ樹脂が有する高耐熱性、高弾性率を損わない為に、芳香族系のい
わゆるエンジニアリングプラスチックに属するものを添加剤として用いることも好ましい
。すなわち、芳香族ポリイミド骨格、芳香族ポリアミド骨格、芳香族ポリエーテル骨格、
芳香族ポリスルホン骨格、芳香族ポリケトン骨格、芳香族ポリエステル骨格、芳香族ポリ
カーボネート骨格を有する熱硬化性樹脂可溶の高耐熱性の熱可塑性樹脂が代表的であり、
具体例としてはポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリイミド、ポリエーテルイミド
、フェニルトリメチルインダン構造を有するポリイミドが挙げられる。
【００３８】
本発明の積層体の繊維強化複合材料層における強化繊維の比率は、強化繊維樹脂層１００
重量％中、１０～９０重量％が好ましく、３０～９０重量％がより好ましく、５０～９０
重量％の範囲がさらに好ましい。強化繊維の量が１０重量％未満であると強化繊維の剛性
が充分生かされないため好ましくなく、９０重量％を超えると材料中にボイド等の欠陥が
発生しやすくなるため好ましくない。
【００３９】
また、本発明の積層体の繊維強化複合材料層の1層の厚みは特に限定されないが、１０μ
ｍ～１ｍｍが好ましく、７０μｍ～７００μｍがより好ましく、７０μｍ～５００μｍの
範囲がさらに好ましい。１０μｍ未満であると積層作業性に劣るため好ましくなく、１ｍ
ｍを超えると強化繊維に未硬化の熱硬化性樹脂を含浸することが困難になる。
【００４０】
本発明の積層体における制振樹脂層は、測定温度２５℃、測定周波数１０Ｈｚにおける動
的剛性率が０．１～４０ＭＰａでありかつ損失係数（ｔａｎδ）が０．０４～１０である
樹脂からなることを特徴とする。従来、繊維強化複合材料の制振性を向上するには、エネ
ルギー散逸の観点から動的粘弾性評価におけるｔａｎδの高い材料を選択することが一般
的であったが、本発明者らが鋭意検討した結果、繊維強化複合材料積層体の制振性を高め
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るためには、単にｔａｎδ値が高い材料を制振樹脂層として用いるだけでなく、動的剛性
率とｔａｎδ値の双方が特定の範囲にある制振樹脂層を繊維強化複合材料層にて挟んだ積
層体構成にすることが有効であることを見出し、本発明を完成するに至ったのである。
【００４１】
かかる制振樹脂層の動的剛性率が４０Ｍａを超えると、十分なエネルギー吸収を担うこと
ができず、０．１ＭＰａに満たないと積層体の剛性や強度が不足してしまう場合がある。
【００４２】
また、制振樹脂層のｔａｎδ値が０．０４未満であると振動変形時にエネルギー散逸を起
こしえない。損失係数が１０を超えると積層体や強度、耐熱性が不足してしまう場合があ
る。
【００４３】
こうした観点から、該制振樹脂層の動的剛性率が０．１～３０ＭＰａである樹脂層を用い
ることがより好ましく、０．１～２０ＭＰａである樹脂層を用いることがより好ましい。
また、損失係数（ｔａｎδ）が０．０７～１０である樹脂層を用いることがより好ましく
、０．１～１０である樹脂層を用いることがさらに好ましい。
【００４４】
本発明における制振樹脂層の動的剛性率とｔａｎδは、制振樹脂層に用いる樹脂フィルム
のフィルムずりモードによる動的粘弾性測定によって得られる値である。このとき、測定
温度２５℃、測定周波数１０Ｈｚ、歪振幅１０μｍで測定するものとし、得られた貯蔵剛
性率Ｇ’を本発明の動的剛性率とする。
【００４５】
本発明は、特定粘弾性を有する制振樹脂層がそれを挟む繊維強化複合材料層と良好な接着
性を有することが、積層体の強度・靭性をはじめとする力学特性の維持・向上のため好ま
しいが、繊維強化複合材料層との接着性を良好なものとするために、ウレタン結合、アミ
ド結合、スルホン結合、エステル結合からなる群から選ばれた少なくとも１種の結合基を
主鎖中に有する樹脂を用いることが必要であり、ポリエーテルポリウレタン、ポリアミド
ポリウレタン、ポリエステルポリウレタンといった熱可塑性エラストマーに属する共重合
体を用いることは、動的粘弾性と熱硬化性樹脂との接着性、積層体の強度・靭性をバラン
ス良く両立するために必要である。
【００４６】
ここで、熱可塑性エラストマーに属する樹脂は、動的剛性率が０．１～数百ＭＰａ程度、
損失係数（ｔａｎδ）０．０１～数１０程度のものが一般に知られているが、このような
中から動的剛性率が０．１～４０ＭＰａであり、かつ損失係数が０．０４～１０のものを
特に選択することが重要である。動的剛性率は共重合成分として芳香族骨格を含まない柔
軟な成分を用いれば低く抑えられる傾向にあり、かつ損失係数が上記範囲にある熱可塑性
エラストマーの例としては、例えば、フィルムを作製する際に延伸処理を施さない熱可塑
性エラストマーフィルムが挙げられる。
【００４７】
熱可塑性エラストマーのなかでも、ポリエーテルポリオールとイソシアネート化合物から
得られる熱可塑性ポリエーテルポリウレタンは、動的剛性率が低いものが得やすいため好
適に用いられる。動的剛性率が０．１～４０ＭＰａの範囲にあり、かつ損失係数（ｔａｎ
δ）０．０４～１０のポリエーテルポリウレタンとしては、例えば、例えば日清紡製モビ
ロン（登録商標）などを挙げることができる。
【００４８】
本発明における制振樹脂層の厚みは、５～１５０μｍが好ましく、１０～１００μｍであ
るとより好ましく、２０～７０μｍであるとさらに好ましい。かかる制振樹脂層の厚みが
５μｍ未満であると制振効果が少なくなり、１５０μｍを超えると、積層体の強度特性を
損なうことがある。
【００４９】
本発明の積層体における層の数は任意であり、数枚～数十枚重ね合わせた繊維強化複合材
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料層の層間のいずれかに、前記特定の動的粘弾性特性を有する制振樹脂層を少なくとも１
層挟めば良い。制振樹脂層の積層数は特に限定しないが、その数が多いことは高い制振効
果を得やすく好ましい。その意味で、制振樹脂層は３層以上であることが好ましい。但し
、制振樹脂層の枚数は力学強度の観点から繊維強化複合材料層の数に比べて同数以下であ
ることが好ましい。
【００５０】
制振樹脂層を配置する場所は、繊維強化複合材料層に挟まれていれば任意であるが、積層
体や部材の厚み方向においてより中央面近くに配置する方が制振効果は高い傾向にあり、
好ましい。
【００５１】
制振樹脂層を挟む繊維強化複合材料層に含まれる繊維の配列は、用途に応じた剛性や強度
等の要求特性に応じて任意のものとすることができるが、制振樹脂層の両側ないしは片側
に、強化繊維が長手方向に一方向配列した繊維強化複合材料層が配置される積層構成を用
いると制振効果が高くなる傾向があり好ましい。
【００５２】
積層体の形状としては、平板であっても、湾曲していても良い。また、ゴルフクラブシャ
フトや釣竿のごとく円筒形状や長手方向にテーパーがあり断面径が変化するものであって
も良い。いずれの形状であっても制振樹脂層の効果は認められる。
【００５３】
本発明の積層体は、上記構成とすることにより、高剛性かつ金属材料よりも軽量で、振動
減衰性に優れるものとすることができる。
【００５４】
【実施例】
以下、本発明を実施例により説明する。
（１）材料
繊維強化複合材料層を構成する材料として、１３０℃で硬化可能なエポキシ樹脂を含浸し
た一方向シート状プリプレグである、トレカ（登録商標）プリプレグＰ３２５３Ｓ－１２
Ｒ (東レ（株）製、炭素繊維引張弾性率２３０ＧＰａ 繊維含有率７０重量％、繊維目付
１２５ｇ／ｍ2)を用いた。制振樹脂層を構成する材料として、表１に示す特性を有する以
下３種類の樹脂フィルムを用いた。
【００５５】
・熱可塑性ポリエーテルポリウレタン
：日清紡（株）製モビロン（登録商標）、Ｔｇ－５７℃
・エチレン系アイオノマー
：三井・デュポンケミカル（株）製、ポリエチレン／メタクリル酸／アクリルエステル共
重合体、亜鉛イオン化度７０％、Ｔｇ－７℃
・ポリアミド１２系共重合体
：ダイセル化学（株）製ダイアミド（登録商標）、Ｔｇ４１℃
（２）平板積層体の作製
前記一方向シート状プリプレグ（以下、プリプレグという）および樹脂フィルムを用いて
、以下の手順により平板状の積層体を作製した。
【００５６】
Ａ．プリプレグから、長さ２００ｍｍ、幅１５０ｍｍの長方形のシートを、炭素繊維の配
列方向がシート長手方向に対して０°、＋４５°、－４５°、９０°の角度をなすシート
をそれぞれ必要枚数切り出した。
【００５７】
Ｂ．切り出したシートと樹脂フィルムを所定の構成になるように積層し、積層したものの
両面に離形フィルムを貼り付け、更にその外側両面から長さ２００ｍｍ、幅１５０ｍｍの
アルミプレートで挟み、これをナイロンバグシートに包み真空下でパッキングした。
【００５８】
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Ｃ．プレス機で１ＭＰａの圧力を加えながら１３０℃で９０分間加熱処理して硬化させ、
取り出して室温まで冷却させて積層体を得た。積層体からダイアモンドカッターを用いて
長さ１８０ｍｍ、幅１０ｍｍの試験片を切り出した。
（３）管状体の作製
以下の手順により、内径１０ｍｍの管状体を作製した。なお、マンドレルとして、直径１
０ｍｍ、長さ１０００ｍｍのステンレス製丸棒を使用した。
【００５９】
Ａ．プリプレグから、大きさ、枚数、炭素繊維の配列方向が所定のものを必要枚数切り出
し、離型処理したマンドレルに、捲き回した。この際、樹脂フィルムをプリプレグに貼り
付けることで、樹脂フィルムを巻き込ませて樹脂フィルムが所定の層に配置されるように
した。
【００６０】
Ｂ．さらに、その上から、幅２０ｍｍ、厚さ３０μｍのポリプロピレン製ラッピングテー
プを、張力５０Ｎとしながら２．５ｍｍピッチ／回転で巻きつけて捲回物を覆い、硬化炉
中、１３０℃で９０分間、加熱成形した。
【００６１】
Ｃ．この後、マンドレルを抜き取り、ラッピングテープを除去して管状体を得た。得られ
た管状体の両端をダイヤモンドカッターで切り落とし、長さを７００ｍｍとした。
（４）減衰特性の測定
積層体および管状体の減衰特性は、中央加振式機械インピーダンス法により測定した。装
置はＣＦ－６４００ ４ｃｈインテリジェントＦＦＴアナライザーを用いた。
【００６２】
振動数を、試験片の共振周波数に合わせて、得られた信号から半値幅法により損失係数η
を測定した。試験片の形状は、平板積層体については長さ１８０ｍｍ、幅１０ｍｍ、管状
体は長さ７００ｍｍとした。
【００６３】
中央加振式機械インピーダンス法とは、試験片の中央部を導電型加振機で定常加振し、減
衰を測定する方法である。導電型加振機は定盤の上に固定し、その先端にインピーダンス
ヘッドを取り付け、試験片中央部をインピーダンスヘッドに瞬間接着剤で取り付ける。こ
のインピーダンスヘッドから試験片に加えられる加振力Ｆと加速度Ａを同時に検出し、得
られた信号をチャージアンプによって増幅し、ＦＦＴアナライザーによって周波数を検出
し、半値幅法により損失係数を求める。周波数応答関数(ＦＲＦ)の絶対値を用いて減衰を
測定する方法は，マスキャンセルの必要があるが，周波数応答関数(ＦＲＦ)虚数部を用い
て減衰を測定すればマスキャンセルの必要がなくなる。以下では，周波数応答関数(ＦＲ
Ｆ)の虚数部を用いて減衰を測定した。
【００６４】
ここで、半値幅法は周波数応答関数曲線の最大共振振幅の１／（２1/2)倍になるところ、
すなわち最大共振振幅から３ｄＢ低い位置でのバンド幅Δｆを共振周波数ｆｎで割ったも
のを損失係数ηとするものである。この損失係数ηは動的粘弾性試験で算出した損失正接
ｔａｎδと等しい値をとる。また、減衰比ζは損失係数ηを１／２倍したものである。損
失正接ｔａｎδや損失係数η、減衰比ζの値が大きいほど制振性に優れているといえる。
【００６５】
なお、以下実施例において、損失係数ηは平板積層体については一次共振点、管状体につ
いては二次共振点の値を用いて比較した。一次共振点とは試験片が中央部１カ所を節とし
て振動する振動モードで共振する振動数のことであり、二次共振点とは試験片中央部と両
端付近の３カ所を節として振動する振動モードで共振する振動数のことである。
（５）制振樹脂層の動的剛性率、損失係数（ｔａｎδ）の測定
制振樹脂層として用いる樹脂フィルムについて、粘弾性特性によって、動的剛性率とｔａ
ｎδの測定を行った。
【００６６】
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測定は、フィルムずりモード、測定温度２５℃、測定周波数１０Ｈｚ、歪振幅１０μｍで
測定した。なお、得られた貯蔵剛性率Ｇ’を本発明の動的剛性率とした。
（実施例１、比較例１）
実施例１では樹脂フィルムとして表１に示す特性を有する熱可塑性ポリエーテル型ポリウ
レタン（フィルム厚み：３０μｍ）を用い、比較例１は樹脂フィルムを用いず、前記した
手順により表１に示す３種の積層構成を有する積層体を作製し、その振動特性を測定した
。この時、樹脂フィルムは積層体両面からそれぞれ２層目と３層目の繊維強化複合材料層
の間と４層目と５層目の間に挟み、積層体中に制振樹脂層を４層設けた。なお、表１に示
す積層構成における角度は、積層体の長手方向に対して炭素繊維の配列方向がなす角度で
ある。
【００６７】
表１に示すように、熱可塑性ポリエーテル型ポリウレタンが特定範囲の動的剛性率および
ｔａｎδを有することにより、樹脂フィルムを用いない比較例１と比較して損失係数ηは
著しく大きい値となり、良好な制振性を示した。
（比較例２，３）
樹脂フィルムとして表１に示す特性を有するエチレン系アイオノマー（フィルム厚み：５
０μｍ）、ポリアミド１２系共重合体（フィルム厚み：３０μｍ）を用いて実施例１同様
に積層体の損失係数ηを測定した。これらの樹脂フィルムはｔａｎδは比較的大きいもの
の動的剛性率が４０ＭＰａを超えているために制振性の発現は小さく、実施例１と比較し
て制振性は劣るものであった。
（実施例２～６、比較例４、５）
表２に示す構成で、前記した手順により管状体を作製し、その振動特性を測定した。なお
、表２に示すＦｉｌｍとは、実施例１と同一種の熱可塑性ポリエーテル型ポリウレタン（
フィルム厚み：３０μｍまたは５０μｍ）であり、積層構成における角度は、管状体の長
手方向に対して炭素繊維の配列方向がなす角度である。
【００６８】
振動特性の結果、それぞれ、樹脂フィルムを用いない場合と比較して良好な制振性を示し
た。
【００６９】
【表１】
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【表２】

【００７１】
【発明の効果】
本発明によれば、特定の動的粘弾性を有するポリエーテルポリウレタン、ポリアミドポリ
ウレタン、及び、ポリエステルポリウレタンからなる群より選ばれる熱可塑性エラストマ
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ーに属する共重合体である制振樹脂層を、繊維強化複合材料層にて挟むことにより、該制
振樹脂層が、ウレタン結合、アミド結合、エステル結合からなる群から選ばれた少なくと
も１種の結合基を主鎖中に有するので、該制振樹脂層と繊維強化複合材料層の層間の接着
性が優れるとともに、制振性が優れた複合材料を得ることができる。
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