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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
［Ａ］炭素繊維、［Ｂ］熱硬化性樹脂、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性
の粒子を含み、［Ａ］からなる層の表面に［Ｃ］および［Ｄ］が配されたプリプレグであ
って、［［Ｃ］の配合量（重量部）］／［［Ｄ］の配合量（重量部）］で表される重量比
が１～１０００、かつ、［Ｃ］および［Ｄ］の総量が前記プリプレグに対して１～２０重
量％であり、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性の粒子はいずれも、その９
０～１００重量％が、前記プリプレグの両表面から厚さ方向の２０％の深さの範囲内に局
在しているプリプレグ。
【請求項２】
前記［Ｃ］および［Ｄ］はいずれも、その９０～１００重量％が、前記プリプレグの片側
表面から厚さ方向の２０％の深さの範囲内に局在している、請求項１に記載のプリプレグ
。
【請求項３】
前記［Ｃ］および［Ｄ］はいずれも、その９０～１００重量％が、前記プリプレグの上面
と下面から２０％の深さの範囲内に局在している、請求項１に記載のプリプレグ。
【請求項４】
前記［Ｃ］がポリアミド粒子である、請求項１～３のいずれかに記載のプリプレグ。
【請求項５】
前記［Ｂ］に溶解する熱可塑性樹脂を含む、請求項１～４のいずれかに記載のプリプレグ
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。
【請求項６】
前記［Ｂ］に溶解する熱可塑性樹脂がポリエーテルスルホンである、請求項５に記載のプ
リプレグ。
【請求項７】
前記［Ｂ］としてグリシジルアミン型エポキシ樹脂、グリシジルエーテル型エポキシ樹脂
の少なくとも１種を含む、請求項１～６のいずれかに記載のプリプレグ。
【請求項８】
前記グリシジルアミン型エポキシ樹脂は、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン、
トリグリシジル－ｐ－アミノフェノールの少なくとも１種である、請求項７に記載のプリ
プレグ。
【請求項９】
前記グリシジルエーテル型エポキシ樹脂は、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェ
ノールＦ型エポキシ樹脂の少なくとも１種である、請求項７に記載のプリプレグ。
【請求項１０】
前記［Ｂ］の硬化剤としてジアミノジフェニルスルホンを含む、請求項７～９のいずれか
に記載のプリプレグ。
【請求項１１】
前記［Ｄ］導電性の粒子が、体積固有抵抗が１０～１０－９Ωｃｍである、請求項１～１
０のいずれかに記載のプリプレグ。
【請求項１２】
炭素繊維が、２６０～４００ＧＰａの引張弾性率を有する、請求項１～１１のいずれかに
記載のプリプレグ。
【請求項１３】
請求項１～１２のいずれかに記載のプリプレグから得られる、炭素繊維強化複合材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、優れた耐衝撃性と導電性とを兼ね備えたプリプレグおよび炭素繊維強化複合
材料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　炭素繊維強化複合材料は、強度、剛性および導電性等に優れていることから有用であり
、航空機構造部材、風車の羽根、自動車外板およびＩＣトレイやノートパソコンの筐体（
ハウジング）などのコンピュータ用途等に広く展開され、その需要は年々増加しつつある
。
【０００３】
　炭素繊維強化複合材料は、一般に、強化繊維である炭素繊維とマトリックス樹脂を必須
の構成要素とするプリプレグを成形してなる不均一材料であり、そのため強化繊維の配列
方向の物性とそれ以外の方向の物性に大きな差が存在する。例えば、落錘衝撃に対する抵
抗性で示される耐衝撃性は、層間の板端剥離強度等で定量される層間剥離強度によって支
配されるため、強化繊維の強度を向上させるのみでは、抜本的な改良に結びつかないこと
が知られている。特に、熱硬化性樹脂をマトリックス樹脂とする炭素繊維強化複合材料は
、マトリックス樹脂の低い靭性を反映し、強化繊維の配列方向以外からの応力に対し、破
壊され易い性質を持っている。そのため、強化繊維の配列方向以外からの応力に対応する
ことができる複合材料物性を改良することを目的として、種々の技術が提案されている。
【０００４】
　その中の一つとして、プリプレグの表面領域に樹脂粒子を分散させた樹脂層を設けたプ
リプレグが提案されている。例えば、ナイロン等の熱可塑性樹脂からなる粒子をプリプレ
グの表面領域に分散させた樹脂層を設けたプリプレグを用いて、耐熱性の良好な高靭性複
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合材料を与える技術が提案されている（特許文献１参照）。また、それとは別に、ポリス
ルフォンオリゴマー添加により靭性が改良されたマトリックス樹脂と熱硬化性樹脂からな
る粒子との組み合わせによって、複合材料に高度の靭性を発現させる技術が提案されてい
る（特許文献２参照）。ところが、このような技術は、炭素繊維強化複合材料に高度な耐
衝撃性を与える一方で層間に絶縁層となる樹脂層を生じることになる。そのため、炭素繊
維強化複合材料の特徴の一つである導電性のうち、厚み方向の導電性が著しく低下すると
いう欠点があり、炭素繊維強化複合材料において優れた耐衝撃性と導電性を両立すること
は困難であった。
【０００５】
　また、層間の導電性を向上させる方法として、炭素繊維強化複合材料のマトリックス樹
脂に金属粒子を配合する方法（特許文献３参照。）や、カーボン粒子を配合する方法（特
許文献４参照。）が考えられるが、これらの文献においては、高度な耐衝撃性と導電性と
の両立についてなんら触れられていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５，０２８，４７８号明細書
【特許文献２】特開平３－２６７５０号公報
【特許文献３】特開平６－３４４５１９号公報
【特許文献４】特開平８－３４８６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで本発明の目的は、優れた耐衝撃性と厚み方向の導電性とを兼ね備えたプリプレグ
および炭素繊維強化複合材料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のプリプレグは、上記目的を達成するために次の構成を有する。すなわち、［Ａ
］炭素繊維、［Ｂ］熱硬化性樹脂、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性の粒
子を含み、［Ａ］からなる層の表面に［Ｃ］および［Ｄ］が配されたプリプレグであって
、［［Ｃ］の配合量（重量部）］／［［Ｄ］の配合量（重量部）］で表される重量比が１
～１０００、かつ、［Ｃ］および［Ｄ］の総量が前記プリプレグに対して１～２０重量％
であり、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性の粒子はいずれも、その９０～
１００重量％が、前記プリプレグの両表面から厚さ方向の２０％の深さの範囲内に局在し
ているプリプレグである。
【０００９】
　また、本発明の炭素繊維強化複合材料は、上記プリプレグから得られるものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、優れた耐衝撃性と導電性とを兼ね備えた炭素繊維強化複合材料を製造
できるプリプレグを得ることができる。従来技術では、耐衝撃性が高いと導電性が低く、
また、導電性が高いものは耐衝撃性に劣る炭素繊維強化複合材料を得るプリプレグしか得
られなかったが、本発明により耐衝撃性と導電性とを同時に満たす炭素繊維強化複合材料
を製造できるプリプレグを提供することが可能になった。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】代表的なプリプレグの断面図の一例である。
【図２】［［Ｃ］の配合量（重量部）］／［［Ｄ］の配合量（重量部）］で示される重量
比に対する衝撃後圧縮強度と体積固有抵抗の関係を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】



(4) JP 5013008 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【００１２】
　本発明者らは、炭素繊維、熱硬化性樹脂からなる炭素繊維強化複合材料の厚み方向の導
電性メカニズムを鋭意検討した結果、積層層間部に高度な耐衝撃性を与える一方で層間に
絶縁層となる樹脂層が生じることとなる熱可塑性樹脂の粒子に加えて、さらに導電性の粒
子をある特定の重量比で配置し、または、積層層間部に熱可塑性樹脂の核が導電性物質で
被覆されてなる導電性の粒子を配置することにより、驚くべきことに炭素繊維含有率を減
らすことなく、優れた耐衝撃性と導電性とを高度に兼ね備えた炭素繊維強化複合材料を得
られることを見出し、かかる炭素繊維強化複合材料を得られるプリプレグを想到したもの
である。
【００１３】
　プリプレグとは、強化繊維にマトリックス樹脂を含浸した成形中間基材であり、本発明
においては、強化繊維として炭素繊維が用いられ、マトリックス樹脂として熱硬化性樹脂
が用いられる。かかるプリプレグにおいては、熱硬化性樹脂は未硬化の状態にあり、プリ
プレグを積層、硬化することで炭素繊維強化複合材料が得られる。もちろん、プリプレグ
単層を硬化させても炭素繊維強化複合材料が得られる。複数枚のプリプレグを積層、硬化
させてなる炭素繊維強化複合材料は、プリプレグの表面部が、炭素繊維強化複合材料の積
層層間部となり、プリプレグの内部が、炭素繊維強化複合材料の積層層内部となる。
【００１４】
　本発明のプリプレグは、［Ａ］炭素繊維、［Ｂ］熱硬化性樹脂、［Ｃ］熱可塑性樹脂の
粒子、および［Ｄ］導電性の粒子を含み、［Ａ］からなる層の表面に［Ｃ］および［Ｄ］
が配されたプリプレグであって、［［Ｃ］の配合量（重量部）］／［［Ｄ］の配合量（重
量部）］で表される重量比が１～１０００、かつ、［Ｃ］および［Ｄ］の総量が前記プリ
プレグに対して１～２０重量％であり、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性
の粒子はいずれも、その９０～１００重量％が、前記プリプレグの両表面から厚さ方向の
２０％の深さの範囲内に局在しているプリプレグである。
【００１５】
　本発明においては、プリプレグやそれから得られる炭素繊維強化複合材料は、［Ａ］炭
素繊維、［Ｂ］熱硬化性樹脂、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および、［Ｄ］導電性の粒子
を含む。［Ｃ］と［Ｄ］を、いずれも粒子形態とする方が、いずれか一方が繊維形態、ま
たは、両方が繊維形態の場合に比較して、熱硬化性樹脂の流動特性が良好であり炭素繊維
への含浸性が優れる。また、熱可塑性樹脂の粒子および導電性の粒子を組み合わせて用い
ることにより、炭素繊維強化複合材料への落錘衝撃（または局所的な衝撃）時、局所的な
衝撃により生じる層間剥離が低減されるため、かかる衝撃後の炭素繊維強化複合材料に応
力がかかった場合において応力集中による破壊の起点となる前記局所的な衝撃に起因して
生じた層間剥離部分が少ないことや、導電性粒子が積層層内の炭素繊維との接触確率が高
く、導電パスを形成し易いことから、高い耐衝撃性と導電性とを発現する炭素繊維強化複
合材料が得られる。
【００１６】
　本発明は、積層層間部の［Ｄ］熱可塑性樹脂の粒子による優れた靭性の効果で、炭素繊
維強化複合材料への落錘衝撃時、層間剥離強度が高く、耐衝撃性がより高いという点で優
れている。
【００１７】
　本発明で用いられる［Ａ］炭素繊維は、より高い導電性を発現することから、少なくと
も２６０ＧＰａの引張弾性率を有する炭素繊維であることが好ましいが、耐衝撃性との両
立の点からは、高くとも４４０ＧＰａの引張弾性率を有する炭素繊維であることが好まし
い。かかる観点から、引張弾性率が２８０～４００ＧＰａの範囲が導電性と耐衝撃性とを
高い次元で両立可能なことから特に好ましい。
【００１８】
　また、耐衝撃性の観点からは耐衝撃性に優れ、高い剛性および機械強度を有する複合材
料が得られることから、引張強度が４ ．４～６．５ＧＰａであり、引張伸度が１ ．７～
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２．３％の高強度高伸度炭素繊維であることが好ましい。従って、高い導電性および耐衝
撃性を両立する点から、引張弾性率が少なくとも２８０ＧＰａであり、引張強度が少なく
とも４ ．４ＧＰａであり 、引張伸度が少なくとも１ ．７％であるという特性を兼ね備
えた炭素繊維が最も適している。引張弾性率、引張強度および引張伸度は、ＪＩＳ Ｒ７
６０１－１９８６に記載されるストランド引張試験により測定することができる。
【００１９】
　本発明で用いられる［Ｂ］熱硬化性樹脂は、熱により架橋反応が進行して、少なくとも
部分的に三次元架橋構造を形成する樹脂であれば特に限定されない。かかる熱硬化性樹脂
としては、例えば、不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、エポキシ樹脂、ベン
ゾオキサジン樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂およびポリイミド樹脂等が
挙げられ、これらの変性体および２種類以上ブレンドした樹脂なども用いることができる
。また、これらの熱硬化性樹脂は、加熱により自己硬化するものであっても良いし、硬化
剤や硬化促進剤などを配合するものであっても良い。
【００２０】
　これらの熱硬化性樹脂の中でも、耐熱性、力学特性および炭素繊維との接着性のバラン
スに優れているエポキシ樹脂が好ましく用いられる。特に、アミン類、フェノール類、炭
素－炭素二重結合を有する化合物を前駆体とするエポキシ樹脂が好ましく用いられる。具
体的には、アミン類を前駆体とするグリシジルアミン型エポキシ樹脂として、テトラグリ
シジルジアミノジフェニルメタン、トリグリシジル－ｐ－アミノフェノールおよびトリグ
リシジルアミノクレゾールの各種異性体が挙げられる。テトラグリシジルジアミノジフェ
ニルメタンは、耐熱性に優れているため航空機構造材としての複合材料用樹脂として好ま
しい。
【００２１】
　また、熱硬化性樹脂として、フェノールを前駆体とするグリシジルエーテル型エポキシ
樹脂も好ましく用いられる。このようなエポキシ樹脂として、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、ビスフェノールＳ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およびレゾルシノー
ル型エポキシ樹脂が挙げられる。
【００２２】
　液状のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂およびレゾ
ルシノール型エポキシ樹脂は、低粘度であるために、他のエポキシ樹脂と組み合わせて使
うことが好ましい。
【００２３】
　また、室温（２５℃程度）で固形のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂は、室温（２５℃
程度）で液状のビスフェノールＡ型エポキシ樹脂に比較し、硬化樹脂において、架橋密度
の低い構造を与えるため、その硬化樹脂は耐熱性については、より低いものとなるが、靭
性については、より高いものとなるため、グリシジルアミン型エポキシ樹脂や液状のビス
フェノールＡ型エポキシ樹脂やビスフェノールＦ型エポキシ樹脂と組み合わせて好ましく
用いられる。
【００２４】
　ナフタレン骨格を有するエポキシ樹脂は、低吸水率かつ高耐熱性の硬化樹脂を与える。
また、ビフェニル型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、フェノールア
ラルキル型エポキシ樹脂およびジフェニルフルオレン型エポキシ樹脂も、低吸水率の硬化
樹脂を与えるため好適に用いられる。
【００２５】
　ウレタン変性エポキシ樹脂およびイソシアネート変性エポキシ樹脂は、破壊靱性と伸度
の高い硬化樹脂を与えるため好適に用いられる。
【００２６】
　これらエポキシ樹脂は、単独で用いてもよいし適宜配合して用いてもよい。少なくとも
２官能のエポキシ樹脂および３官能以上のエポキシ樹脂を配合して用いると、樹脂の流動
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性と硬化後の耐熱性を兼ね備えるものとすることができるので好ましい。特に、グリシジ
ルアミン型エポキシとグリシジルエーテル型エポキシの組み合わせは、耐熱性および耐水
性とプロセス性の両立を可能にする。また、少なくとも室温で液状のエポキシ樹脂と室温
で固形状のエポキシ樹脂とを配合することは、プリプレグのタック性とドレープ性を適切
なものとするために有効である。
【００２７】
　フェノールノボラック型エポキシ樹脂やクレゾールノボラック型エポキシ樹脂は、耐熱
性が高く吸水率が小さいため、耐熱耐水性の高い硬化樹脂を与える。これらのフェノール
ノボラック型エポキシ樹脂やクレゾールノボラック型エポキシ樹脂を用いることによって
、耐熱耐水性を高めつつプリプレグのタック性とドレープ性を調節することができる。
【００２８】
　エポキシ樹脂の硬化剤としては、エポキシ基と反応し得る活性基を有する化合物であれ
ばこれを用いることができる。硬化剤としては、アミノ基、酸無水物基およびアジド基を
有する化合物が適している。硬化剤としては、より具体的には、例えば、ジシアンジアミ
ド、ジアミノジフェニルメタンやジアミノジフェニルスルホンの各種異性体、アミノ安息
香酸エステル類、各種酸無水物、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂
、ポリフェノール化合物、イミダゾール誘導体、脂肪族アミン、テトラメチルグアニジン
、チオ尿素付加アミン、メチルヘキサヒドロフタル酸無水物のようなカルボン酸無水物、
カルボン酸ヒドラジド、カルボン酸アミド、ポリメルカプタンおよび三フッ化ホウ素エチ
ルアミン錯体のようなルイス酸錯体などが挙げられる。これらの硬化剤は、単独で使用し
ても併用してもよい。
【００２９】
　芳香族ジアミンを硬化剤として用いることにより、耐熱性の良好な硬化樹脂が得られる
。特に、ジアミノジフェニルスルホンの各種異性体は、耐熱性の良好な硬化樹脂を得るた
め最も適している。芳香族ジアミンを硬化剤の添加量は、化学量論的に当量となるように
添加することが好ましいが、場合によって、例えば、当量比０．７～０．８附近を用いる
ことにより高弾性率の硬化樹脂が得られる。
【００３０】
　また、ジシアンジアミドと尿素化合物、例えば、３，４－ジクロロフェニル－１，１－
ジメチルウレアとの組合せ、あるいはイミダゾール類を硬化剤として用いることにより、
比較的低温で硬化しながら高い耐熱耐水性が得られる。酸無水物を用いて硬化することは
、アミン化合物硬化に比べ吸水率の低い硬化樹脂を与える。その他、これらの硬化剤を潜
在化したもの、例えば、マイクロカプセル化したものを用いることにより、プリプレグの
保存安定性が良くなり、特にタック性やドレープ性が室温放置しても変化しにくい。
【００３１】
　また、これらエポキシ樹脂と硬化剤、あるいはそれらの一部を予備反応させた物を組成
物中に配合することもできる。この方法は、粘度調節や保存安定性向上に有効である場合
がある。
【００３２】
　上記熱硬化性樹脂に、熱可塑性樹脂を溶解して用いることも好適である。このような熱
可塑性樹脂としては、一般に、主鎖に、炭素－炭素結合、アミド結合、イミド結合、エス
テル結合、エーテル結合、カーボネート結合、ウレタン結合、チオエーテル結合、スルホ
ン結合およびカルボニル結合から選ばれた結合を有する熱可塑性樹脂であることが好まし
いが、部分的に架橋構造を有していても差し支えない。また、結晶性を有していても非晶
性であってもよい。特に、ポリアミド、ポリカーボナート、ポリアセタール、ポリフェニ
レンオキシド、ポリフェニレンスルフィド、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド
イミド、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、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエ
ーテルケトン、ポリアラミド、ポリエーテルニトリルおよびポリベンズイミダゾールから
なる群から選ばれた少なくとも１種の樹脂が、熱硬化性樹脂に溶解していることが好適で
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ある。
【００３３】
　これらの熱可塑性樹脂は、市販のポリマーを用いてもよく、また市販のポリマーより分
子量の低い、いわゆるオリゴマーを用いても良い。オリゴマーとしては、熱硬化性樹脂と
反応し得る官能基を末端または分子鎖中に有するオリゴマーが好ましい。
【００３４】
　熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを用いた場合は、それらを単独で用いた場合より良好な
結果を与える。熱硬化性樹脂の脆さを熱可塑性樹脂の強靱さでカバーし、かつ熱可塑性樹
脂の成形困難性を熱硬化性樹脂でカバーし、バランスのとれたベース樹脂となる。熱硬化
性樹脂と熱可塑性樹脂と使用割合（重量部）は、バランスの点で好ましくは１００：２～
１００：５０の範囲であり、より好ましくは１００：５～１００：３５の範囲である。
【００３５】
　また、上記熱硬化性樹脂に、炭素繊維同士の接触確率を高め炭素繊維強化複合材料の導
電性を向上させる目的で、導電性フィラーを混合して用いることも好適である。このよう
な導電性フィラーとしては、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、気相成長法炭素
繊維（ＶＧＣＦ）、フラーレン、金属ナノ粒子などが挙げられ、単独で使用しても併用し
てもよい。なかでも安価で効果の高いカーボンブラックが好ましく用いられ、かかるカー
ボンブラックとしては、例えば、ファーネスブラック、アセチレンブラック、サーマルブ
ラック、チャンネルブラック、ケッチェンブラックなどを使用することができ、これらを
２種類以上ブレンドしたカーボンブラックも好適に用いられる。ここでいう、導電性フィ
ラーとは、［Ｄ］導電性の粒子の平均径よりも小さい平均径（通常０．１倍以下）を有す
る導電性の粒子のことである。
【００３６】
　本発明では、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子を必須成分として用いているため、優れた耐衝
撃性を実現することができる。本発明で用いられる［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子の素材とし
ては、熱硬化性樹脂に溶解して用いる熱可塑性樹脂として先に例示した各種の熱可塑性樹
脂と同様のものを用いることができる。なかでも、優れた靭性のため耐衝撃性を大きく向
上できる、ポリアミドは最も好ましい。ポリアミドの中でも、ナイロン１２、ナイロン１
１やナイロン６／１２共重合体は、［Ｂ］熱硬化性樹脂との接着強度が特に良好であるこ
とから、落錘衝撃時の炭素繊維強化複合材料の層間剥離強度が高く、耐衝撃性の向上効果
が高いため好ましい。
【００３７】
　［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子の形状としては、球状でも非球状でも多孔質でも針状でもウ
イスカー状でも、またはフレーク状でもよいが、球状の方が、熱硬化性樹脂の流動特性を
低下させないため炭素繊維への含浸性が優れることや、炭素繊維強化複合材料への落錘衝
撃（または局所的な衝撃）時、局所的な衝撃により生じる層間剥離がより低減されるため
、かかる衝撃後の炭素繊維強化複合材料に応力がかかった場合において応力集中による破
壊の起点となる前記局所的な衝撃に起因して生じた層間剥離部分がより少ないことから、
高い耐衝撃性を発現する炭素繊維強化複合材料が得られることから好ましい。
【００３８】
　［Ｄ］導電性の粒子は、電気的に良好な導体として振る舞う粒子であれば良く、導体の
みからなるものに限定されない。好ましくは体積固有抵抗が１０～１０－９Ωｃｍであり
、より好ましくは１～１０－９Ωｃｍであり、さらに好ましくは１０－１～１０－９Ωｃ
ｍである粒子である。体積固有抵抗が高すぎると、炭素繊維強化複合材料において十分な
導電性が得られない場合がある。導電性の粒子は、例えば、金属粒子、ポリアセチレン粒
子、ポリアニリン粒子、ポリピロール粒子、ポリチオフェン粒子、ポリイソチアナフテン
粒子、ポリエチレンジオキシチオフェン粒子等の導電性ポリマー粒子、カーボン粒子の他
、無機材料の核が導電性物質で被覆されてなる粒子、有機材料の核が導電性物質で被覆さ
れてなる粒子を使用することができる。これらの中でも、高い導電性および安定性を示す
ことから、カーボン粒子、無機材料の核が導電性物質で被覆されてなる粒子、有機材料の
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核が導電性物質で被覆されてなる粒子が特に好ましく用いられる。
【００３９】
　特に、有機材料として熱可塑性樹脂を用い、熱可塑性樹脂の核が導電性物質で被覆され
てなる粒子を採用すれば、得られる炭素繊維強化複合材料においてさらに優れた耐衝撃性
を実現出来るため好ましい。
【００４０】
　ここでいう、体積固有抵抗とは、サンプルを４探針電極を有する円筒型セルにセットし
、試料に６０ＭＰａの圧力を加えた状態で試料の厚さと抵抗値を測定し、その値から算出
した体積固有抵抗とする。
【００４１】
　本発明において、［Ｄ］導電性の粒子として、無機材料の核が導電性物質で被覆された
粒子、または有機材料の核が導電性物質で被覆された粒子が用いられる場合、核である無
機材料や有機材料と導電性物質からなる導電性層とから構成され、必要に応じてその核と
導電性層の間に後述するような接着層を設けてもよい。
【００４２】
　本発明において、［Ｄ］導電性の粒子として、無機材料の核が導電性物質で被覆された
粒子が用いられる場合、核として用いる無機材料としては、無機酸化物、無機有機複合物
、および炭素などを挙げることができる。
【００４３】
　無機酸化物としては、例えば、シリカ、アルミナ、ジルコニア、チタニア、シリカ・ア
ルミナ、シリカ・ジルコニア等、単一の無機酸化物、および２種以上の複合無機酸化物が
挙げられる。
【００４４】
　無機有機複合物としては、例えば、金属アルコキシドおよび／または金属アルキルアル
コキシドを加水分解して得られるポリオルガノシロキサン等が挙げられる。
【００４５】
　また、炭素としては、結晶質炭素、非晶質炭素が好ましく用いられる。非晶質炭素とし
ては、例えば、“ベルパール”（登録商標）Ｃ－６００、Ｃ－８００、Ｃ－２０００（鐘
紡（株）製）、“ＮＩＣＡＢＥＡＤＳ”（登録商標）ＩＣＢ、ＰＣ、ＭＣ（日本カーボン
（株）製）などが具体的に挙げられる。
【００４６】
　本発明において、［Ｄ］導電性の粒子として、有機材料の核が導電性物質で被覆された
粒子が用いられる場合、核として用いる有機材料としては、不飽和ポリエステル樹脂、ビ
ニルエステル樹脂、エポキシ樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、
メラミン樹脂およびポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂、ポリアミド樹脂、フェノール樹脂
、アミノ樹脂、アクリル樹脂、エチレン－酢酸ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、尿素樹脂
、メラミン樹脂、アルキド樹脂、ポリイミド樹脂、ウレタン樹脂、および、ジビニルベン
ゼン樹脂等の熱可塑性樹脂等が挙げられる。また、ここで挙げた材料を２種類以上複合し
て用いても良い。なかでも、優れた耐熱性を有するアクリル樹脂やジビニルベンゼン樹脂
、および優れた耐衝撃性を有するポリアミド樹脂が好ましく用いられる。
【００４７】
　本発明において、［Ｄ］導電性の粒子として、無機材料の核が導電性物質で被覆された
粒子、または有機材料の核が導電性物質で被覆された粒子が用いられる場合、導電性層を
構成する導電性物質としては、電気的に良好な導体として振る舞う物質であれば良く、導
体のみからなるものに限定されない。好ましくは体積固有抵抗が１０～１０－９Ωｃｍで
あり、より好ましくは１～１０－９Ωｃｍであり、さらに好ましくは１０－１～１０－９

Ωｃｍである物質である。体積固有抵抗が高すぎると、炭素繊維強化複合材料において十
分な導電性が得られない場合がある。例えば、炭素、または、金属が挙げられ、かかる導
電性層は炭素や金属の連続した膜状であっても良いし、繊維状または粒子状の導電性物質
が集合したものであっても良い。
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【００４８】
　導電性物質として、炭素を用いる場合、チャネルブラック、サーマルブラック、ファー
ネスブラック、ケッチェンブラックなどのカーボンブラック、中空カーボンファイバー等
が好ましく用いられる。なかでも、中空カーボンファイバーが好ましく用いられ、その外
形は、好ましくは０．１～１０００ｎｍであり、より好ましくは１～１００ｎｍのもので
ある。中空カーボンファイバーの外径が小さすぎても、大きすぎても、そのような中空カ
ーボンファイバーを製造することが困難であることが多い。
【００４９】
　上記の中空カーボンファイバーは、表面にグラファイト層を形成したものでもよい。そ
の際、構成するグラファイト層の総数は、好ましくは１～１００層であり、より好ましく
は１～１０層であり、さらに好ましくは、１～４層であり、特に好ましいものは、１～２
層のものである。
【００５０】
　導電性物質として、金属を用いる場合、何れの金属でも良いが、好ましくは標準電極電
位が－２．０～２．０Ｖであり、より好ましくは－１．８～１．８Ｖである。標準電極電
位が低すぎても、不安定であり安全上好ましくない場合があり、高すぎても加工性、生産
性が低下する場合がある。ここで、標準電極電位とは、金属をその金属イオンを含む溶液
中に浸した際の電極電位と、標準水素電極（１気圧で水素ガスと接触している１規定のＨ
Ｃｌ溶液に浸した白金よりなる電極）電位との差で表される。例えばＴｉ：－１．７４Ｖ
、Ｎｉ：－０．２６Ｖ、Ｃｕ：０．３４Ｖ、Ａｇ：０．８０Ｖ、Ａｕ：１．５２Ｖである
。
【００５１】
　上記金属を用いる場合、メッキして使用される金属であることが好ましい。好ましい金
属としては、炭素繊維との電位差による金属の腐蝕を防止できることから、白金、金、銀
、銅、錫、ニッケル、チタン、コバルト、亜鉛、鉄、クロム、アルミニウム等が用いられ
、これらの中でも、体積固有抵抗が１０～１０－９Ωｃｍという高い導電性および安定性
を示すことから、白金、金、銀、銅、錫、ニッケル、またはチタンが特に好ましく用いら
れる。なお、これら金属は単独で用いられても良いし、これら金属を主成分とする合金と
して用いられても良い。
【００５２】
　上記の金属を用いて金属メッキを施す方法としては、湿式メッキと乾式メッキが好まし
く用いられる。湿式メッキとしては、無電解メッキ、置換メッキおよび電気メッキ等の方
法を採用することができるが、なかでも不導体にもメッキを施すことが可能であることか
ら、無電解メッキによる方法が好ましく用いられる。乾式メッキとしては、真空蒸着、プ
ラズマＣＶＤ（ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、光ＣＶＤ、イ
オンプレーティング、スパッタリング等の方法を採用することができるが、低温において
も優れた密着性が得られることからスパッタリングによる方法が好ましく用いられる。
【００５３】
　また、金属メッキは、単一の金属の被膜であっても複数の金属からなる複数層の被膜で
あってもよい。金属メッキをする場合は、最表面を金、ニッケル、銅、またはチタンから
なる層とするメッキ被膜が形成されてなることが好ましい。最表面を上記の金属とするこ
とにより、接続抵抗値の低減化や表面の安定化を図ることができる。例えば、金層を形成
する際は、無電解ニッケルメッキによりニッケル層を形成し、その後、置換金メッキによ
り金層を形成する方法が好ましく用いられる。
【００５４】
　また、導電性層を構成する導電性物質として金属微粒子を用いることも好ましい。この
場合、金属微粒子として使用される金属は、炭素繊維との電位差による腐食を防ぐことか
ら、白金、金、銀、銅、錫、ニッケル、チタン、コバルト、亜鉛、鉄、クロム、アルミニ
ウム、またはこれらを主成分とする合金、若しくは酸化錫、酸化インジウム、酸化インジ
ウム・錫（ＩＴＯ）等が好ましく用いられる。これらの中でも、高い導電性および安定性
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を示すことから、白金、金、銀、銅、錫、ニッケル、チタンまたはこれらを主成分とする
合金が特に好ましく用いられる。なお、ここで、微粒子とは、［Ｄ］導電性の粒子の平均
径よりも小さい（通常、０．１倍以下であることを言う）平均径を有する粒子のことをい
う。
【００５５】
　上記の金属微粒子で核を被覆する方法として、メカノケミカルボンディング方法が好ま
しく用いられる。メカノケミカルボンディングとは、複数の異なる素材粒子を、機械的エ
ネルギーを加えて、メカノケミカル的に分子レベルで結合させ、その界面で強固なナノ結
合を創成し、複合微粒子を創出する方法であり、本発明では、無機材料や有機材料の核に
金属微粒子を結合させ、かかる核を金属微粒子で被覆する。
【００５６】
　無機材料や有機材料（熱可塑性樹脂を含む）の核に金属微粒子を被覆する場合、この金
属微粒子の粒径は、好ましくは核の平均粒径の１／１０００～１／１０倍であり、より好
ましくは１／５００～１／１００倍のものである。粒径があまりに小さい金属微粒子を製
造することは困難な場合があり、逆に金属微粒子の粒径が大きすぎると被覆ムラが発生す
る場合がある。
【００５７】
　本発明において、［Ｄ］導電性の粒子として、無機材料の核が導電性物質で被覆された
粒子、または有機材料の核が導電性物質で被覆された粒子が用いられる場合、核と導電性
層の間に接着剤層は存在してもしなくとも良いが、核と導電性層が剥離しやすい場合は存
在させても良い。この場合の接着剤層の主成分としては、酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂
、酢酸ビニル－アクリル樹脂、酢酸ビニル－塩化ビニル樹脂、エチレン－酢酸ビニル樹脂
、エチレン-酢酸ビニル樹脂、エチレン－アクリル樹脂、ポリアミド、ポリビニルアセタ
ール、ポリビニルアルコール、ポリエステル、ポリウレタン、ユリア樹脂、メラミン樹脂
、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド、天然ゴム、クロロ
プレンゴム、ニトリルゴム、ウレタンゴム、ＳＢＲ、再生ゴム、ブチルゴム、水性ビニル
ウレタン、α－オレフィン、シアノアクリレート、変成アクリル樹脂、エポキシ樹脂、エ
ポキシ－フェノール、ブチラール－フェノール、ニトリル－フェノールなどが好ましく、
中でも酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、酢酸ビニル－アクリル樹脂、酢酸ビニル－塩化ビ
ニル樹脂、エチレン－酢酸ビニル樹脂、エチレン－酢酸ビニル樹脂、エチレン－アクリル
樹脂およびエポキシ樹脂等が挙げられる。
【００５８】
　本発明において、［Ｄ］導電性の粒子として、無機材料の核が導電性物質で被覆された
粒子、または有機材料の核が導電性物質で被覆された粒子が用いられる場合、導電性物質
で被覆されてなる導電性の粒子としては、［核の体積］／［導電性層の体積］で表される
体積比が、好ましくは０．１～５００、より好ましくは１～３００、さらに好ましくは５
～１００であるものを用いるのが良い。かかる体積比が０．１に満たないと得られる炭素
繊維強化複合材料の重量が増加するだけでなく、樹脂調合中に均一に分散できない場合が
あり、逆に５００を超えると得られる炭素繊維強化複合材料において十分な導電性が得ら
れない場合がある。
【００５９】
　本発明で用いられる［Ｄ］導電性の粒子の比重は大きくとも３．２であることが好まし
い。導電性の粒子の比重が３．２を超えると得られる炭素繊維強化複合材料の重量が増加
するだけでなく、樹脂調合中に均一に分散できない場合がある。かかる観点から、導電性
の粒子の比重は、好ましくは、０．８～２．２である。導電性の粒子の比重が０．８に満
たないと、樹脂調合中に均一に分散できない場合がある。
【００６０】
　［Ｄ］導電性の粒子の形状は、球状でも非球状でも多孔質でも針状でもウイスカー状で
も、またはフレーク状でもよいが、球状の方が、熱硬化性樹脂の流動特性を低下させない
ため炭素繊維への含浸性が優れる。また、炭素繊維強化複合材料への落錘衝撃（または局
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所的な衝撃）時、局所的な衝撃により生じる層間剥離がより低減されるため、かかる衝撃
後の炭素繊維強化複合材料に応力がかかった場合において応力集中による破壊の起点とな
る前記局所的な衝撃に起因して生じた層間剥離部分がより少なくなることや、積層層内の
炭素繊維との接触確率が高く、導電パスを形成し易いことから、高い耐衝撃性と導電性と
を発現する炭素繊維強化複合材料が得られる点で好ましい。
【００６１】
　本発明においては、［熱可塑性樹脂の粒子の配合量（重量部）］／［導電性の粒子の配
合量（重量部）］で表される重量比を１～１０００、好ましくは１０～５００、より好ま
しくは１０～１００とする。かかる重量比が１よりも小さくなると、得られる炭素繊維強
化複合材料において十分な耐衝撃性を得ることができず、かかる重量比が１０００よりも
大きくなると、得られる炭素繊維強化複合材料において十分な導電性が得られなくなるた
めである。
【００６２】
　本発明においては、［Ｄ］導電性の粒子の平均径（平均粒径）が［Ｃ］熱可塑性樹脂の
粒子の平均径（平均粒径）と同じかもしくは大きく、その平均径は大きくとも１５０μｍ
が好ましい。［Ｄ］導電性の粒子の平均径が［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子の平均径よりも小
さい場合、絶縁性である［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子に［Ｄ］導電性の粒子が層間に埋もれ
てしまい、層内の炭素繊維と［Ｄ］導電性の粒子との導電パスが形成されにくく、十分な
導電性向上効果をもたらさないことがある。
【００６３】
　また、本発明においては、［Ｃ］熱可塑性樹脂粒子、および［Ｄ］導電性粒子の平均径
は、大きくとも１５０μｍであることが好ましい。かかる平均径が１５０μｍを超えると
、強化繊維の配列を乱したり、後述するように粒子層がプリプレグの表面付近部分に形成
するようにした場合、得られる複合材料の層間を必要以上に厚くするため、複合材料に形
成されたとき、その物性を低下させる場合がある。平均径は、好ましくは１～１５０μｍ
であり、さらに好ましくは３～６０μｍであり、特に好ましくは５～３０μｍである。か
かる平均径が小さすぎると、強化繊維の繊維間に粒子が潜り込み、プリプレグ積層体の層
間部分に局在化せず、粒子の存在効果が十分に得られず、耐衝撃性が低くなる場合がある
。
【００６４】
　ここで、平均径の測定法を、以下に説明する。
【００６５】
　粒子の平均径（平均粒径）については、例えば、走査型電子顕微鏡などの顕微鏡にて粒
子を１０００倍以上に拡大し写真撮影し、無作為に粒子を選び、その粒子の外接する円の
直径を粒径とし、その粒径の平均値（ｎ＝５０）として求めることができる。また、導電
性物質で被覆されてなる導電性粒子の［核の体積］／［導電性層の体積］で表される体積
比を求める際は、まず導電性粒子の核の平均粒径を前記手法にて測定する、あるいは導電
性粒子の平均径（平均粒径）を前記手法にて測定する。その後、導電性物質で被覆されて
なる導電性粒子の断面を走査型顕微鏡にて１万倍に拡大し写真撮影し、導電性層の厚さを
測定（ｎ＝１０）し、その平均値を計算する。かかる測定は、上記無作為に選んだ導電性
粒子（ｎ＝５０）について実施する。導電性粒子の核の平均粒径と導電性層の厚さの平均
値の２倍を足し合わせることで導電性粒子の平均径（平均粒径）とする、あるいは導電性
粒子の平均径（平均粒径）と導電性層の厚さの平均値の２倍を引くことで導電性粒子の核
の平均径（平均粒径）とする。そして、導電性粒子の核の平均径（平均粒径）と導電性粒
子の平均径（平均粒径）を用いて、［核の体積］／［導電性層の体積］で表される体積比
を計算することができる。
【００６６】
　本発明によるプリプレグは、その炭素繊維重量分率が好ましくは４０～９０％であり、
より好ましくは５０～８０％である。炭素繊維重量分率が低すぎると、得られる複合材料
の重量が過大となり、比強度および比弾性率に優れる繊維強化複合材料の利点が損なわれ
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ることがあり、また、炭素繊維重量分率が高すぎると、樹脂の含浸不良が生じ、得られる
複合材料がボイドの多いものとなり易く、その力学特性が大きく低下することがある。
【００６７】
　本発明のプリプレグは、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性の粒子はいず
れもプリプレグの表面部分に局在しているものである。言い換えれば、前記［Ｃ］、およ
び［Ｄ］の粒子に富む層、すなわち、その断面を観察したときに、前記［Ｃ］、および［
Ｄ］の粒子が局在している状態が明瞭に確認しうる層（以下、層間形成層と記すことがあ
る。）が、プリプレグの表面部分に形成されているものといえる。これにより、プリプレ
グを積層してマトリックス樹脂を硬化させて炭素繊維強化複合材料とした場合に、炭素繊
維層の間に前記［Ｃ］、および［Ｄ］の粒子が局在した層間が形成され、それにより、炭
素繊維層間の靱性が高められると共に、層間形成層に含まれる前記［Ｄ］の粒子が炭素繊
維層間に導電パスを形成することが出来るので、得られる炭素繊維強化複合材料に高度の
耐衝撃性と導電性とが発現されるようになる。
【００６８】
　図１は本発明の代表的なプリプレグの断面図の一例である。図１を用いて、さらに具体
的に説明する。
【００６９】
　図１に示す本発明のプリプレグは、炭素繊維５と熱硬化性樹脂６から構成される２つの
炭素繊維層１との間に、熱硬化性樹脂６、熱可塑性樹脂の粒子３および導電性の粒子４を
含む層間形成層２を有している。層間形成層２の形成により、炭素繊維層間の靭性が高め
られると共に、層間形成層２に含まれる導電性の粒子４が炭素繊維層間に導電パスを形成
することが出来るので、得られる炭素繊維強化複合材料に高度の耐衝撃性と導電性とが発
現される。
【００７０】
　このような観点から、前記の層間形成層は、プリプレグの厚さ１００％に対して、プリ
プレグの少なくとも片側表面から２０％、好ましくは１０％の深さの範囲に存在している
。また、前記の層間形成層は、炭素繊維強化複合材料製造時の利便性向上の観点から、プ
リプレグの表裏両面に存在することが好ましい。
【００７１】
　前記［Ｃ］、および［Ｄ］の粒子は、それぞれの全量に対して９０～１００重量％、好
ましくは９５～１００重量％が、前記層間形成層に局在している。
【００７２】
　前記の層間形成層のプリプレグに対する厚さおよび、該層間形成層に含まれる前記［Ｃ
］、および［Ｄ］の粒子の存在率は、例えば、下記の方法で評価することができる。
【００７３】
　層間形成層のプリプレグに対する厚さは、複数枚積層したプリプレグを２枚の表面の平
滑なポリ四フッ化エチレン樹脂板の間に挟持して密着させ、７日間かけて徐々に硬化温度
まで温度を上昇させてゲル化、硬化させて板状のプリプレグ硬化物を作製する。この硬化
したプリプレグを用いてその断面を拡大して写真を撮る。この断面写真を用い、層間形成
層のプリプレグに対する厚さを測定する。具体的には、図１に示すような写真上で炭素繊
維層１との間の層間形成層２の任意に選んだ少なくとも１０カ所で測り、その平均を層間
形成層の厚さとする。
【００７４】
　層間形成層に含まれる前記［Ｃ］、および［Ｄ］の粒子の存在率は、プリプレグ単層を
２枚の表面の平滑なポリ四フッ化エチレン樹脂板の間に挟持して密着させ、７日間かけて
徐々に硬化温度まで温度を上昇させてゲル化、硬化させて板状のプリプレグ硬化物を作製
する。このプリプレグ硬化物の両面に、プリプレグ硬化物の表面から、厚さの２０％深さ
位置にプリプレグの表面と平行な線を２本引く。次に、プリプレグの表面と上記線との間
に存在する前記の粒子の合計面積と、プリプレグの厚みに渡って存在する粒子の合計面積
を求め、プリプレグの厚さ１００％に対して、プリプレグの表面から２０％の深さの範囲
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に存在する粒子の存在率を計算する。ここで、前記の粒子の合計面積は、断面写真から粒
子部分を刳り抜き、その重量から換算して求める。樹脂中に分散する粒子の写真撮影後の
判別が困難な場合は、粒子を染色する手段も採用できる。
【００７５】
　また、本発明において［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性の粒子の総量は
、プリプレグに対して２０重量％以下の範囲であることが好ましい。前記［Ｃ］、および
［Ｄ］の粒子の総量が、プリプレグに対して２０重量％を超えると、ベース樹脂との混合
が困難になる上、プリプレグのタックとドレープ性が低下することがある。すなわち、ベ
ース樹脂の特性を維持しつつ、耐衝撃性を付与するには、前記［Ｃ］、および［Ｄ］の粒
子の総量は、プリプレグに対して２０重量％以下とする、より好ましくは１５重量％以下
である。プリプレグのハンドリングを一層優れたものにするためには、１０重量％以下で
あることがさらに好ましい。前記［Ｃ］、および［Ｄ］の粒子の総量は、高い耐衝撃性と
導電性を得るために、プリプレグに対し１重量％以上とし、好ましくは２重量％以上であ
る。
【００７６】
　本発明において、［Ｄ］導電性の粒子の中には、［Ｂ］熱硬化性樹脂との接着性が低い
ものもあるが、これらに表面処理を施したものを用いれば、熱硬化性樹脂との強い接着を
実現することができ、耐衝撃性のさらなる向上が可能となる。かかる観点から、カップリ
ング処理、酸化処理、オゾン処理、プラズマ処理、コロナ処理、およびブラスト処理から
なる群から選ばれた少なくとも一種の処理を施したものを適用することが好ましい。なか
でも熱硬化性樹脂と化学結合、水素結合を形成しうるカップリング処理、酸化処理、プラ
ズマ処理による表面処理を施したものは、熱硬化性樹脂との強い接着が実現できることか
らより好ましく用いられる。
【００７７】
　また、上記表面処理に当たっては、表面処理時間の短縮や［Ｄ］導電性の粒子の分散を
助けるため、加熱および超音波を用いながら表面処理を行うことができる。加熱温度は、
高くとも２００℃、好ましくは３０～１２０℃がよい。すなわち温度が高すぎると臭気が
強くなり環境が悪化したり、運転コストが高くなったりする場合がある。
【００７８】
　カップリング処理に用いるカップリング剤としては、シラン系、チタン系、アルミニウ
ム系のものが用いられ、これらカップリング剤は、単独で使用しても併用してもよい。カ
ップリング剤が適当でないと、処理を施した粒子と熱硬化性樹脂との接着が不十分となる
ため、耐衝撃性が低下する場合がある。このような問題を避けるためには、用いる熱硬化
性樹脂と強い親和性をもつか、化学結合し、強い接着を実現できるカップリング剤を用い
るのが良い。熱硬化性樹脂との親和性を高めるためには、分子構造や極性が、用いる熱硬
化性樹脂の分子構造や極性と近い置換基をもつカップリング剤を選択するのが良い。
【００７９】
　さらに確実に接着性を高めるためには、マトリックス樹脂である熱硬化性樹脂と化学結
合を形成し得るカップリング剤を用いることが好ましい。不飽和ポリエステル樹脂、ジア
リルフタレート樹脂、マレイミド樹脂の如くラジカル重合を行う樹脂がマトリックス樹脂
である場合には、二重結合を有するビニル基、アリル基、アクリロイル基、メタクロイル
基、シクロヘキセニル基などの置換基を有するカップリング剤、エポキシ樹脂がマトリッ
クス樹脂である場合には、エポキシ基、フェノール性水酸基、カルボキシル基、メルカプ
ト基、アミノ基あるいは一置換アミノ基を有するカップリング剤、フェノール樹脂がマト
リックス樹脂である場合には、エポキシ基、フェノール性水酸基を有するカップリング剤
、ウレタン樹脂がマトリックス樹脂である場合には、水酸基、アミノ基あるいは一置換ア
ミノ基を有するカップリング剤、メラミン樹脂や尿素樹脂がマトリックス樹脂である場合
には、アミド基、ウレイド基、アミノ基あるいは一置換アミノ基を有するカップリング剤
、マレイミド樹脂がマトリックス樹脂である場合には、２重結合を有するカップリング剤
の他にアミノ基あるいは一置換アミノ基を有するカップリング剤、シアネート樹脂がマト



(14) JP 5013008 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

リックス樹脂である場合には、カルボキシル基、エポキシ基、水酸基、アミノ基あるいは
一置換アミノ基を有するカップリング剤を好ましく用いることができる。
【００８０】
　カップリング処理としては、シランカップリング処理が各種官能基を有するカップリン
グ剤を入手しやすいため好ましい。シランカップリング剤の具体例としては、アミノシラ
ンは３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、
３－（２－アミノエチル）アミノプロピルトリメトキシシラン、３－( フェニルアミノ) 
プロピルトリメトキシシラン、３－（２－アミノエチル）アミノプロピルメチルジメトキ
シシラン等であり、エポキシシランは３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３
－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジメトキ
シシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ－メ
タクリルオキシプロピルトリメトキシシラン等であり、ビニルシランはビニルトリクロル
シラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス（２－メ
トキシエトキシ）シラン、ビニルトリアセトキシシラン等を挙げることができる。特に分
子内にエポキシ基、アミノ基あるいは一置換アミノ基を有するシランカップリング剤は、
広範囲な樹脂に適用可能で、反応性も高いため、特に好ましく用いられる。
【００８１】
　本発明において、［Ｄ］導電性の粒子（以下、被処理物と記すこともある）にカップリ
ング処理する場合、粒子１００重量部に対して、カップリング剤を、好ましくは０．０１
～３０重量部、より好ましくは０．１～１０重量部配合するのが良い。カップリング剤の
配合量が少なすぎると熱硬化性樹脂との接着性が十分発揮しない場合があり、逆に多すぎ
ると硬化物の機械物性が低下する場合がある。
【００８２】
　本発明において、被処理物にカップリング剤を付着させ直接熱処理して、カップリング
処理しても良いし、あらかじめ熱硬化性樹脂にカップリング剤、被処理物を加えておき、
プリプレグを硬化させる際の熱処理によって、カップリング処理しても良い。
【００８３】
　酸化処理としては、被処理物の表面を酸化することができれば特に制限はないが、薬液
酸化処理および電解酸化処理を用いることができる。なかでも、薬液酸化処理が好ましく
用いられる。
【００８４】
　薬液酸化処理とは、酸性水溶液中で酸化処理する方法である。酸性水溶液としては、例
えば、硫酸、発煙硫酸、硝酸、発煙硝酸、塩酸、燐酸、炭酸、ホウ酸、シュウ酸、フッ酸
、蟻酸、酪酸、酢酸、ホウ硫酸、クロロ硫酸、クロロ酢酸、スルホサリチル酸、スルホ酢
酸、マレイン酸、無水クロム酸、次亜塩素酸、アクリル酸、スルホン酸、フルオロ硫酸、
トリフルオロメタン硫酸、トリフルオロメタンスルホン酸、硫酸アンモニウム、蟻酸アン
モニウム、リン酸二水素アンモニウム、シュウ酸アンモニウム、硫酸水素アンモニウム等
を含む水溶液を単独で使用しても併用してもよい。酸化処理することで、水酸基やカルボ
キシル基等の官能基を被処理物上に化学生成させ、かかる官能基がマトリックス樹脂と化
学結合および／あるいは水素結合することで強い接着が実現できる。なかでも、強酸性を
示す硫酸、硝酸、あるいはそれらの混酸が好ましく用いられる。
【００８５】
　酸性水溶液の濃度としては、好ましくは０．０１重量％以上、より好ましくは１０重量
％以上であり、さらに好ましくは５０重量％以上がよい。濃度が高いほど処理時間が短時
間となったり、被処理物の凝集をほぐす効果がある。酸性水溶液中に、オゾン、過酸化水
素、二酸化鉛等の酸化剤を加えれば、より酸化力が増し好ましい。
【００８６】
　オゾンによる表面処理は、一般に加熱器を有するチャンバー内にオゾンを導入し、被処
理物を加熱処理する方法が好ましく用いられる。この場合、前記の粒子の表面が活性化さ
れた表面へと改質し、マトリックス樹脂との表面濡れ性が大きく向上し、強い接着が実現
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できる。さらに、被処理物をオゾン雰囲気下に紫外線照射して光酸化処理する方法も好ま
しく用いられる。
【００８７】
　プラズマによる表面処理としては、チャンバー内に反応性ガスを導入し、減圧下でプラ
ズマ処理を施す方法が好ましく用いられる。反応性ガスとしては、ヘリウム、ネオン、ア
ルゴン、窒素、アンモニア、酸素、亜酸化窒素、一酸化窒素、二酸化窒素、一酸化炭素、
二酸化炭素、シアン化臭素、シアン化水素、水素、水蒸気、空気、亜硫酸ガス、硫化水素
等を単独で使用しても併用してもよい。被処理物にプラズマ処理を施すことで、活性化さ
れた表面に改質され、マトリックス樹脂との表面濡れ性が大きく向上し、強い接着が実現
できる。
【００８８】
　プラズマの放電周波数（交流）は、高周波、低周波、マイクロ波を用いることができ、
また直流を用いることもできる。処理装置としては、電極を真空装置内に設置する内部電
極方式と真空装置の外側に設置する外部電極方式があるが、本発明ではどちらの方式でも
使用することができる。電極の形状は、平板状、棒状、シリンダー状などを目的に応じて
組み合わせて使用することができるが、放電電極として金属棒の表面にガラスを被覆した
もの、アース電極として金属、例えばステンレス製の板あるいはドラム状のものを、好ま
しくは０．５～３０ｃｍ、さらに好ましくは２～１０ｃｍの電極間距離で用いると、放電
に斑がなく、均一な処理ができるので好ましい。電極は必要に応じて水などで冷却するの
が好ましい。
【００８９】
　コロナ処理による表面処理としては、例えば特公昭４８－５０４３号公報、特公昭４７
－５１９０５号公報、特開昭４７－２８０６７号公報、特開昭４９－８３７６７号公報、
特開昭５１－４１７７０号公報、特開昭５１－１３１５７６号公報等に開示された方法を
用いることができる。被処理物にコロナ処理を施すことで、活性化された表面に改質され
、マトリックス樹脂との表面濡れ性が大きく向上し、強い接着が実現できる。
【００９０】
　ブラスト処理による表面処理としては、湿式法と乾式法があり、水または圧縮空気流に
混入させた細粒状の投射材を［Ｄ］導電性の粒子の表面に吹付けることで行われる。これ
により、その表面に細かい凹凸を形成することで表面積が拡張され、マトリックス樹脂と
被処理物との接着力を増加させることができる。投射材の種類としては、例えば、ガラス
ビーズ、無水ケイ酸、アルミナ、ダイヤモンド、ベンガラ等が挙げられる。また、投射材
の粒径としては、１００～５０００μｍ程度で用いられることが多い。一般的には、投射
材の種類、粒径、投射材の噴射圧を目的に応じて設定する事で、最適な表面粗さに表面処
理することが可能である。
【００９１】
　本発明のプリプレグは、特開平１－２６６５１号公報、特開昭６３－１７０４２７号公
報または特開昭６３－１７０４２８号公報に開示されているような公知の方法を適用して
製造することができる。
【００９２】
　具体的には、以下の３通りの方法が例示できる。
【００９３】
　第一の方法は、［Ｂ］熱硬化性樹脂を離型紙などの上にコーティングした樹脂フィルム
を、シート状に引き揃えた［Ａ］炭素繊維の両面あるいは片面に当て圧力を加えることに
より、［Ｂ］熱硬化性樹脂を含浸させて一次プリプレグを作製し、下記（１）を［Ｂ］熱
硬化性樹脂に含んだ別の樹脂フィルムをその両側、または片面貼着する方法である。
（１）［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性の粒子。
【００９４】
　ここで、（１）を［Ｂ］熱硬化性樹脂に含んだ別の樹脂フィルムを貼着することに代え
て、（１）を前記一次プリプレグ上に散布または貼着することも可能である。
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【００９５】
　第二の方法は、第一の方法で作製した一次プリプレグに、［Ｂ］熱硬化性樹脂を離型紙
などの上にコーティングした別の樹脂フィルムの表面に前記（１）を散布または貼り付け
したものを前記一次プリプレグの両面または片面に貼着する方法である。
【００９６】
　第三の方法は、前記（１）を含んだ［Ｂ］熱硬化性樹脂を離型紙などの上にコーティン
グした樹脂フィルムを、シート状に引き揃えた［Ａ］炭素繊維の両面あるいは片面に当て
圧力を加えることにより、前記（１）を含んだ［Ｂ］熱硬化性樹脂を含浸させてプリプレ
グを作製する方法である。
【００９７】
　本発明の炭素繊維強化複合材料は、上述した本発明のプリプレグを積層し、加圧・加熱
して［Ｂ］熱硬化樹脂を硬化させて、製造することができる。ここで加圧・加熱を付与す
る方法には、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
プ法および内圧成形法等が採用され、特にオートクレーブ成形法が好ましく用いられる。
【００９８】
　本発明の炭素繊維強化複合材料は、強度、剛性、耐衝撃性および導電性等に優れている
ことから航空宇宙用途、一般産業用途等に広く用いられる。より具体的には、航空宇宙用
途では、主翼、尾翼およびフロアビーム等の航空機一次構造部材用途、フラップ、エルロ
ン、カウル、フェアリングおよび内装材等の航空機二次構造部材用途、ロケットモーター
ケースおよび人工衛星構造材用途等に好ましく用いられる。このような航空宇宙用途の中
でも、特に耐衝撃性および耐雷性が必要な航空機一次構造材用途、特に胴体スキン、主翼
スキン、および尾翼スキンにおいて、本発明による炭素繊維強化複合材料が特に好ましく
用いられる。また、一般産業用途では、自動車、船舶および鉄道車両等の移動体の構造材
、ドライブシャフト、板バネ、風車の羽根、圧力容器、フライホイール、製紙用ローラ、
屋根材、ケーブル、補強筋、ＩＣトレイやノートパソコンの筐体（ハウジング）などのコ
ンピュータ用途および補修補強材料等の土木・建築材料用途等に好ましく用いられる。こ
れらの中でも、自動車外板、船舶外板、鉄道外板、風車の羽根、および、ＩＣトレイやノ
ートパソコンの筐体（ハウジング）において、本発明による炭素繊維強化複合材料が特に
好ましく用いられる。
【実施例】
【００９９】
　以下、実施例により、本発明について、さらに具体的に説明する。各実施例のプリプレ
グを得るために、下記の原料を用いた。
【０１００】
　＜炭素繊維＞
・“トレカ(登録商標)”Ｔ８００Ｓ－２４Ｋ－１０Ｅ（繊維数２４，０００本、引張強度
５．９ＧＰａ、引張弾性率２９０ＧＰａ、引張伸度２．０％の炭素繊維、東レ（株）製）
・“トレカ(登録商標)”Ｔ７００Ｓ－２４Ｋ－５０Ｃ（繊維数２４，０００本、引張強度
４．９ＧＰａ、引張弾性率２３０ＧＰａ、引張伸度２．１％の炭素繊維、東レ（株）製）
。
【０１０１】
　＜熱硬化性樹脂＞
・ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、“エピコート(登録商標）”８２５（ジャパンエポ
キシレジン（株）製）
・テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン、ＥＬＭ４３４（住友化学（株）製）
・末端に水酸基を有するポリエーテルスルホン“スミカエクセル(登録商標）”ＰＥＳ５
００３Ｐ（住友化学（株）製）
・４，４’－ジアミノジフェニルスルホン（三井化学ファイン（株）製）。
【０１０２】
　＜熱可塑性樹脂粒子＞
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・ナイロン１２粒子ＳＰ－１０（東レ（株）製、形状：真球）
・下記の製造方法で得られたエポキシ変性ナイロン粒子Ａ
　透明ポリアミド（商品名“グリルアミド（登録商標）”－ＴＲ５５、エムザベルケ社製
）９０重量部、エポキシ樹脂（商品名“エピコート（登録商標）”８２８、油化シェル（
株）社製）７．５重量部および硬化剤（商品名“トーマイド（登録商標）”＃２９６、富
士化成工業（株）社製）２．５重量部を、クロロホルム３００重量部とメタノール１００
重量部の混合溶媒中に添加して均一溶液を得た。次に、得られた均一溶液を塗装用のスプ
レーガンを用いて霧状にして、良く撹拌して３０００重量部のｎ－ヘキサンの液面に向か
って吹き付けて溶質を析出させた。析出した固体を濾別し、ｎ－ヘキサンで良く洗浄した
後に、１００℃の温度で２４時間の真空乾燥を行い、真球状のエポキシ変性ナイロン粒子
Ａを得た。
【０１０３】
　エポキシ変性ナイロン粒子Ａをプレス成形し樹脂板としたのち、ＡＳＴＭ Ｄ ５０４５
－９６に基づき、コンパクトテンション法によるＧ１ｃ値を測定した所、４４２０Ｊ／ｍ
２であった。　
【０１０４】
　＜導電性粒子＞
　・ジビニルベンゼンポリマー粒子にニッケルをメッキし、さらにその上に金をメッキし
た粒子“ミクロパール（登録商標）”ＡＵ２１５（積水化学（株）製、形状：真球、比重
：１．８ｇ／ｃｍ３、導電性層の厚さ：１１０ｎｍ、［核の体積］／［導電性層の体積］
：２２．８）。
【０１０５】
　・ジビニルベンゼンポリマー粒子にニッケルをメッキし、さらにその上に金をメッキし
た
粒子“ミクロパール（登録商標）”ＡＵ２２５（積水化学（株）製、形状：真球、比重：
２．４ｇ／ｃｍ３、導電性層の厚さ：２００ｎｍ、［核の体積］／［導電性層の体積］：
２０．２）。
【０１０６】
　・ガラス状カーボン粒子“ベルパール（登録商標）”Ｃ－２０００（エア・ウォーター
（株）製、形状：真球、比重：１．５ｇ／ｃｍ３）。
【０１０７】
　・下記の製造方法で得られた導電性粒子Ｂ（形状：真球、比重：１．３ｇ／ｃｍ３）
　酢酸第１鉄（アルドリッチ社製）０．０１ｇと酢酸コバルト４水和物（ナカライテスク
社製）０．２１ｇとをエタノール（ナカライテスク社製）４０ｍＬに加え、超音波洗浄機
で１０分間懸濁した。この懸濁液に、結晶性チタノシリケート粉末（エヌイーケムキャッ
ト社製“チタノシリケート（登録商標）”）（ＴＳ－１）２．０ｇを加え、超音波洗浄機
で１０分間処理し、６０℃の恒温下でメタノールを除去することにより、ＴＳ－１の結晶
表面に上記酢酸金属塩を担持した固体触媒を得た。
【０１０８】
　内径３２ｍｍの石英管中央部の石英ボート上に、上記で調製した固体触媒１．０ｇをと
り、アルゴンガスを６００ｃｃ／分で供給した。石英管を電気炉中に設置して、中心温度
を８００℃の温度に加熱した（昇温時間３０分）。温度が８００℃になったところで、高
純度アセチレンガス（高圧ガス工業（株）製）を５ｃｃ／分で３０分間供給した後、アセ
チレンガスの供給をやめ、温度を室温まで冷却し、中空カーボンナノファイバーを含有す
る組成物を取り出した。得られた中空カーボンナノファイバーを含有する組成物０．４ｇ
を電気炉に入れ大気雰囲気で４００℃（昇温時間４０分）に加熱した。４００℃の温度で
６０分保持した後、室温まで冷却した。さらに、この中空カーボンナノファイバーを含有
する組成物を濃度２．５ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液２００ｍＬ中に投入後、８
０℃の温度に保持しながら５時間撹拌した。その後、孔径１０μｍのメンブレンフィルタ
ーで吸引濾過し、固液分離した。得られた固形物を蒸留水１Ｌで洗浄後、濃度５．１ｍｏ
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ｌ／Ｌの硫酸５０ｍＬ中に投入し、８０℃の温度に保持しながら２時間撹拌した。その後
、濾紙（東洋濾紙（株）製）、フィルターペーパー２号、１２５ｍｍを用いて固形物を分
離した。濾紙上の固形物を、蒸留水５００ｍＬで洗浄後、６０℃の温度で乾燥して中空カ
ーボンナノファイバーを回収率９０％で得た。
【０１０９】
　エタノール１００ｍｌ中に、上記で得られた中空カーボンファイバー５gおよび上記熱
可塑性樹脂粒子の項で得られたエポキシ変性ナイロン粒子Ａ２３ｇ入れ、１時間撹拌を行
ない懸濁液を得た。得られた懸濁液を、減圧下濃縮した。引き続き、アルゴン雰囲気下２
００℃の温度で加熱し、硬化させることにより、導電性粒子Ｂを２５gを得た。この導電
性粒子Ｂの断面を走査型電子顕微鏡にて観察したところ、導電性層が３００ｎｍの厚さで
被覆されていた。［核の体積］／［導電性層の体積］は７．０であった。
【０１１０】
　・下記の製造方法で得られた導電性粒子Ｃ
　スパッタリング装置ＣＦＳ－４ＥＳ－２３１（芝浦メカトロニクス（株）製）にエポキ
シ変成ナイロン粒子Ａを１０ｇ基板に乗せ、ターゲットが銅、ガス成分がアルゴン、ガス
圧が２．０×１０－１Ｐａ、基板の温度が８０℃、電力が５００Ｗの条件にて行い、導電
性層の厚さが、１１０ｎｍの導電性粒子Ｃを作製した。導電性粒子の形状は真球、比重は
、１．４ｇ／ｃｍ３、［核の体積］／［導電性層の体積］は１８．６であった。
【０１１１】
　・下記の製造方法で得られた導電性粒子Ｄ
　スパッタリング装置ＣＦＳ－４ＥＳ－２３１（芝浦メカトロニクス（株）製）にエポキ
シ変成ナイロン粒子Ａを１０ｇ基板に乗せ、ターゲットがチタン、ガス成分がアルゴン、
ガス圧が３．０×１０－１Ｐａ、基板の温度が８０℃、電力が５００Ｗの条件にて行い、
導電性層の厚さが、１３０ｎｍの導電性粒子Ｄを作製した。導電性粒子の形状は真球、比
重は、１．３ｇ／ｃｍ３、［核の体積］／［導電性層の体積］は１５．７であった。
【０１１２】
　・下記の製造方法で得られた導電性粒子Ｅ
　１０００ｍｌの無電解銅メッキ液ＭＫ－４３０（室町ケミカル（株）製）にエポキシ変
性ナイロン粒子Ａを１００ｇ添加し、次いで５０℃で４５分間メッキ処理を行い、導電性
粒子Ｅを作製した。導電性粒子Ｅの形状は真球、比重は１．４ｇ／ｃｍ３、導電性層の厚
さは１２０ｎｍ、［核の体積］／［導電性層の体積］は１７．０であった。
【０１１３】
　・下記の製造方法で得られた導電性粒子Ｆ
　１０００ｍｌの無電解ニッケルメッキ液ＮＬＴ－ＰＬＡ（日鉱メタルプレーティング（
株）製）にエポキシ変性ナイロン粒子Ａを１００ｇ添加し、次いで５０℃で６０分間メッ
キ処理を行い、導電性粒子Ｆを作製した。導電性粒子Ｆの形状は真球、比重は１．４ｇ／
ｃｍ３、導電性層の厚さは１８０ｎｍ、［核の体積］／［導電性層の体積］は１１．２で
あった。
【０１１４】
　・下記の製造方法で得られた導電性粒子Ｇ
　透明ポリアミド（商品名“グリルアミド（登録商標）”－ＴＲ５５、エムザベルケ社製
）６０重量部、エポキシ樹脂（商品名“エピコート（登録商標）”８２８、油化シェル（
株）社製）３０重量部および硬化剤（商品名“トーマイド（登録商標）”＃２９６、富士
化成工業（株）社製）１０重量部を、クロロホルム３００重量部とメタノール１００重量
部の混合溶媒中に添加して均一溶液を得た。次に、得られた均一溶液を塗装用のスプレー
ガンを用いて霧状にして、良く撹拌して３０００重量部のｎ－ヘキサンの液面に向かって
吹き付けて溶質を析出させた。析出した固体を濾別し、ｎ－ヘキサンで良く洗浄した後に
、１００℃の温度で２４時間の真空乾燥を行い、真球状のエポキシ変性ナイロン粒子Ｈを
得た。
【０１１５】
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　１０００ｍｌの無電解銅メッキ液ＭＫ－４３０（室町ケミカル（株）製）にエポキシ変
性ナイロン粒子Ｈを１００ｇ添加し、次いで５０℃で４５分間メッキ処理を行い、導電性
粒子Ｇを作製した。導電性粒子Ｇの形状は真球、比重は２．２ｇ／ｃｍ３、導電性層の厚
さは３２０ｎｍ、［核の体積］／［導電性層の体積］は６．２であった。
【０１１６】
　エポキシ変性ナイロン粒子Ｈをプレス成形し樹脂板としたのち、ＡＳＴＭ Ｄ ５０４５
－９６に基づき、コンパクトテンション法によるＧ１ｃ値を測定した所、１２１０Ｊ／ｍ
２であった。
【０１１７】
　・下記の製造方法で得られた“ミクロパール（登録商標）”ＡＵ２１５の表面処理品Ｉ
　“ミクロパール（登録商標）”ＡＵ２１５ １００重量部に、３－（フェニルアミノ）
プロピルトリメトキシシラン ２重量部をミキサーで攪拌しながら噴霧し、次いで１００
℃で１２時間熱処理し、“ミクロパール（登録商標）”ＡＵ２１５の表面処理品Ｉを得た
。
【０１１８】
　・下記の製造方法で得られた“ベルパール（登録商標）”Ｃ－２０００の表面処理品Ｊ
１５０ｍｌの９８重量％硫酸溶液および５０ｍｌの６０重量％硝酸溶液に“ベルパール（
登録商標）”Ｃ－２０００　１００ｇ添加し、次いで１２０℃で２０分間攪拌し、フィル
ターで分離した後、水で充分洗浄し、“ベルパール（登録商標）”Ｃ－２０００の表面処
理品Ｊを得た。
【０１１９】
　また、［Ｃ］熱可塑性樹脂の粒子、および［Ｄ］導電性の粒子の平均径、プリプレグの
厚さ２０％の深さの範囲に存在する前記［Ｃ］、および［Ｄ］の粒子の存在率、繊維強化
複合材料の衝撃後圧縮強度および導電性の測定は、次のような条件で行った。特に断りの
ない限り、温度２３℃、相対湿度５０％の環境で測定を行った。
【０１２０】
　（１）［Ｃ］、および［Ｄ］の粒子の平均径および導電性物質で被覆されてなる導電性
粒子の［核の体積］／［導電性層の体積］で表される体積比の測定
　粒子の平均粒径については、例えば、走査型電子顕微鏡などの顕微鏡にて粒子を１００
０倍以上に拡大し写真撮影し、無作為に粒子を選び、その粒子の外接する円の直径を粒径
とし、その粒径の平均値（ｎ＝５０）として求めた。また、導電性物質で被覆されてなる
導電性粒子の［核の体積］／［導電性層の体積］で表される体積比を求める際は、まず導
電性粒子の核の平均径（平均粒径）を前記手法にて測定し、その後、導電性物質で被覆さ
れてなる導電性粒子の断面を走査型顕微鏡にて１万倍に拡大し写真撮影し、導電性層の厚
さを測定（ｎ＝１０）し、その平均値を計算した。かかる測定は、上記無作為に選んだ導
電性粒子（ｎ＝５０）について実施した。導電性粒子の核の平均粒径と導電性層の厚さの
平均値の２倍を足し合わせることで導電性粒子の平均径（平均粒径）とした。そして、導
電性粒子の核の平均径（平均粒径）と導電性粒子の平均径（平均粒径）を用いて、［核の
体積］／［導電性層の体積］で表される体積比を計算した。なお、粒子が非球状の場合は
、核の外接球を仮定し、その上に上記方法にて測定した導電性層が被覆された球を仮定し
て計算した計算値を体積比に用いた。
【０１２１】
　熱可塑性樹脂粒子と導電性粒子の各粒子の平均粒径測定結果は、下記のとおりであった
。
【０１２２】
　＜熱可塑性樹脂粒子＞
・ナイロン１２粒子ＳＰ－１０（東レ（株）製）・・・１０．２μｍ
・エポキシ変性ナイロン粒子Ａ・・・１２．５μｍ。
【０１２３】
　＜導電性粒子＞
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・“ミクロパール”ＡＵ２１５・・・１５．５μｍ
・“ミクロパール”ＡＵ２２５・・・２５．０μｍ
・“ベルパール”Ｃ－２０００・・・１５．３μｍ
・導電性粒子Ｂ・・・１３．８μｍ
・導電性粒子Ｃ・・・１２．７μｍ
・導電性粒子Ｄ・・・１２．９μｍ
・導電性粒子Ｅ・・・１２．７μｍ
・導電性粒子Ｆ・・・１３．０μｍ
・導電性粒子Ｇ・・・１３．１μｍ
・“ミクロパール”ＡＵ２１５の表面処理品Ｉ・・・１５．５μｍ
・“ベルパール”Ｃ－２０００の表面処理品Ｊ・・・１５．３μｍ。
【０１２４】
　（２）プリプレグの厚さ２０％の深さの範囲に存在する［Ｃ］、および［Ｄ］の粒子の
存在率
　プリプレグを、２枚の表面の平滑なポリ四フッ化エチレン樹脂板間に挟持して密着させ
、７日間かけて徐々に１５０℃迄温度を上昇させてゲル化、硬化させて板状の樹脂硬化物
を作製した。硬化後、密着面と垂直な方向から切断し、その断面を研磨後、光学顕微鏡で
２００倍以上に拡大しプリプレグの上下面が視野内に納まるようにして写真撮影した。同
様な操作により、断面写真の横方向の５ヵ所でポリ四フッ化エチレン樹脂板間の間隔を測
定し、その平均値（ｎ＝１０）をプリプレグの厚さとした。
【０１２５】
　このプリプレグ硬化物の写真の両面側に、プリプレグ硬化物の表面から、厚さの２０％
深さ位置にプリプレグの表面と平行な線を２本引き、次に、プリプレグの表面と上記線と
の間に存在する前記の粒子の合計面積と、プリプレグの厚みに渡って存在する粒子の合計
面積を求め、プリプレグの厚さ１００％に対して、プリプレグの表面から２０％の深さの
範囲に存在する粒子の存在率を計算した。ここで、前記の粒子の合計面積は、断面写真か
ら粒子部分を刳り抜き、その重量から換算して求めた。樹脂中に分散する粒子の写真撮影
後の判別が困難な場合は、適宜、粒子を染色し写真撮影を行った。
【０１２６】
　（３）導電性の粒子の体積固有抵抗測定
　ダイアインスツルメンツ（株）製ＭＣＰ－ＰＤ５１型粉体抵抗測定システムを用いて、
４探針電極を有する円筒型セルにサンプルをセットし、試料に６０ＭＰａの圧力を加えた
状態で試料の厚さと抵抗値を測定し、その値から体積固有抵抗を計算した。
【０１２７】
　なお、導電性の粒子の体積固有抵抗測定結果は、下記のとおりであった。
【０１２８】
　＜導電性粒子＞
・“ミクロパール”ＡＵ２１５・・・１．４×１０－３Ωｃｍ
・“ミクロパール”ＡＵ２２５・・・１．６×１０－３Ωｃｍ
・“ベルパール”Ｃ－２０００・・・２．０×１０－２Ωｃｍ
・導電性粒子Ｂ・・・５．０×１０－２Ωｃｍ
・導電性粒子Ｃ・・・３．５×１０－２Ωｃｍ
・導電性粒子Ｄ・・・５．２×１０－２Ωｃｍ
・導電性粒子Ｅ・・・４．５×１０－４Ωｃｍ
・導電性粒子Ｆ・・・４．０×１０－２Ωｃｍ
・導電性粒子Ｇ・・・６．１×１０－４Ωｃｍ
・“ミクロパール”ＡＵ２１５表面処理品Ｉ・・・１．４×１０－３Ωｃｍ
・“ベルパール”Ｃ－２０００表面処理品Ｊ・・・２．０×１０－２Ωｃｍ。
【０１２９】
　（４）繊維強化複合材料の衝撃後圧縮強度測定
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　一方向プリプレグを、［＋４５°／０°／－４５°／９０°］３ｓ構成で、擬似等方的
に２４プライ積層し、オートクレーブにて、１８０℃の温度で２時間、０．５９ＭＰａの
圧力下、昇温速度１．５℃／分で成形して２５個の積層体を作製した。これらの各積層体
から、縦１５０ｍｍ×横１００ｍｍのサンプルを切り出し、ＳＡＣＭＡ　ＳＲＭ　２Ｒ－
９４に従い、サンプルの中心部に６．７Ｊ／ｍｍの落錘衝撃を与え、衝撃後圧縮強度を求
めた。
【０１３０】
　（５）繊維強化複合材料の導電性測定
　一方向プリプレグを、それぞれ［＋４５°／０°／－４５°／９０°］３ｓ構成で、擬
似等方的に２４プライ積層し、オートクレーブにて、１８０℃の温度で２時間、０．５９
ＭＰａの圧力下、昇温速度１．５℃／分で成形して２５個の積層体を作製した。これらの
各積層体から、縦５０ｍｍ×横５０ｍｍのサンプルを切り出し、両面に導電性ペースト“
ドータイト”（登録商標）Ｄ－５５０（藤倉化成（株）製）を塗布したサンプルを作製し
た。これらのサンプルを、アドバンテスト（株）製Ｒ６５８１デジタルマルチメーターを
用いて、四端子法で積層方向の抵抗を測定し、体積固有抵抗を求めた。
【０１３１】
　（実施例１）
　混練装置で、５０重量部の“エピコート（登録商標）”８２５と５０重量部のＥＬＭ４
３４に、１０重量部のＰＥＳ５００３Ｐを配合して溶解した後、１９．９８重量部のエポ
キシ変性ナイロン粒子Ａと０．０２重量部の“ミクロパール（登録商標）”ＡＵ２１５を
混練し、さらに硬化剤である４，４’－ジアミノジフェニルスルホンを４０重量部混練し
て、熱硬化性樹脂組成物を調製した。
【０１３２】
　調製した熱硬化性樹脂組成物を、ナイフコーターを用いて離型紙上に塗布して５２ｇ／
ｍ２の樹脂フィルムを、２枚作製した。次に、シート状に一方向に配列させた炭素繊維（
Ｔ８００Ｓ－２４Ｋ－１０Ｅ）に、上記で作製した樹脂フィルム２枚を炭素繊維の両面か
ら重ね、加熱加圧により樹脂を含浸させ、炭素繊維の目付が１９０ｇ／ｍ２で、マトリッ
クス樹脂の重量分率が３５．４％の一方向プリプレグを作製した。
【０１３３】
　作製した一方向プリプレグを用いて、プリプレグの厚み２０％の深さの範囲に存在する
粒子の存在率、繊維強化複合材料の衝撃後圧縮強度および導電性を測定した。得られた結
果を表１に示す。
【０１３４】
　（実施例２～２２、比較例１～７）
　炭素繊維、熱可塑性樹脂粒子または導電性粒子の種類や配合量を表１～４に示すように
変更した以外は、実施例１と同様にしてプリプレグを作製した。作製した一方向プリプレ
グを用いて、プリプレグの厚み２０％の深さの範囲に存在する粒子の存在率、繊維強化複
合材料の衝撃後圧縮強度および導電性を測定した。
【０１３５】
　（実施例２３）
　混練装置で、５０重量部の“エピコート（登録商標）”８２５と５０重量部のＥＬＭ４
３４に、１０重量部のＰＥＳ５００３Ｐを配合して溶解した後、さらに硬化剤である４，
４’－ジアミノジフェニルスルホンを４０重量部混練して、熱硬化性樹脂組成物を調製し
た。このマトリックス樹脂を一次樹脂とした。
【０１３６】
　混練装置で、５０重量部の“エピコート（登録商標）”８２５と５０重量部のＥＬＭ４
３４に、１０重量部のＰＥＳ５００３Ｐを配合して溶解した後、６２．５重量部のエポキ
シ変性ナイロン粒子Ａと１．３重量部の“ミクロパール（登録商標）”ＡＵ２１５を混練
し、さらに硬化剤である４，４’－ジアミノジフェニルスルホンを４０重量部混練して、
熱硬化性樹脂組成物を調製した。このマトリックス樹脂を二次樹脂とした。
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【０１３７】
　調製した一次樹脂を、ナイフコーターを用いて離型紙上に塗布して３１．５ｇ／ｍ２の
樹脂フィルムを、２枚作製した。次に、シート状に一方向に配列させた炭素繊維（Ｔ８０
０Ｓ－２４Ｋ－１０Ｅ）に、上記で作製した樹脂フィルム２枚を炭素繊維の両面から重ね
、加熱加圧により樹脂を含浸させ、炭素繊維の目付が１９０ｇ／ｍ２で、マトリックス樹
脂の重量分率が２４．９％の一次プリプレグを作製した。
【０１３８】
　次に、調製した二次樹脂を、ナイフコーターを用いた離型紙上に塗布して２０．５ｇ／
ｍ２の樹脂フィルムを、２枚作製した。この二次樹脂フィルムを向かい合わせにした間に
、さきほどの一次プリプレグを通し、一次プリプレグと同じように加熱加圧により樹脂を
含浸させ、二次プリプレグを作製した。このプリプレグは炭素繊維目付１９０ｇ／ｍ２、
マトリックス樹脂の重量分率が３５．４％の二次プリプレグを作製した。この二次プリプ
レグのマトリックス樹脂組成を表４に示す。
【０１３９】
　作製した二次プリプレグを用いて、プリプレグの厚み２０％の深さの範囲に存在する粒
子の存在率、繊維強化複合材料の衝撃後圧縮強度および導電性を測定した。得られた結果
を表４に示す。
【０１４０】
　得られた結果を表１～４にまとめて示す。
【０１４１】
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【表１】

【０１４２】
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【表２】

【０１４３】
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【表３】

【０１４４】



(26) JP 5013008 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【表４】

【０１４５】
　実施例１～６と比較例１～４との対比により、本発明の炭素繊維強化複合材料は、特異
的に高い衝撃後圧縮強度と低い体積固有抵抗を実現し、高度な耐衝撃性と導電性を両立し
ていることが分かる。また、これらの結果と本発明の特許の請求の範囲の関係を、図２に
纏めた。図２では、［熱可塑性樹脂粒子の配合量（重量部）］／［導電性粒子の配合量（
重量部）］で示される重量比を横軸にとり、「○」は左縦軸に示される衝撃後圧縮強度の
値を、また、「▲」は右縦軸に示される体積固有抵抗の値を表す。通常、［熱可塑性樹脂
粒子の配合量（重量部）］／［導電性粒子の配合量（重量部）］で示される重量比が大き
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いと、耐衝撃性は優れるが体積固有抵抗も大きくなり、また、［熱可塑性樹脂粒子の配合
量（重量部）］／［導電性粒子の配合量（重量部）］で示される重量比が小さいと、体積
固有抵抗は小さいものの、耐衝撃性に劣る。本発明において請求項１の範囲は、低い体積
固有抵抗と高い衝撃後圧縮強度を達成することができ、導電性と耐衝撃性が両立できる範
囲であることが分かる。
【０１４６】
　これらの結果は、実施例７～２３と比較例５～７との対比によっても同じことが言える
。さらに、実施例３と実施例７との比較により、引張弾性率が２９０ＧＰａの炭素繊維で
あるＴ８００Ｓ－２４Ｋ－１０Ｅを用いた実施例３の方が、引張弾性率が２３０ＧＰａの
炭素繊維であるＴ７００Ｓ－２４Ｋ－５０Ｃを用いた実施例７に比べ、優れていることが
分かる。また、実施例１４～２３に示すように、本発明では、様々な熱可塑性樹脂の粒子
と導電性の粒子との組み合わせを用いることができる。
【０１４７】
　実施例３、１４と比較して、実施例２０、２１に示すような導電性粒子の表面処理品は
、熱硬化性樹脂との強い接着を実現することができ、より高い衝撃後圧縮強度を達成して
いることが分かる。
【０１４８】
　二次プリプレグを用いた実施例２３では、実施例３と比較して２０％深さに存在する粒
子の存在率が高く、より高い導電性と耐衝撃性が得られることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
　本発明のプリプレグおよび炭素繊維強化複合材料は、優れた耐衝撃性と導電性とを兼ね
備えおり、航空機構造部材、風車の羽根、自動車外板およびＩＣトレイやノートパソコン
の筐体（ハウジング）などのコンピュータ用途等に広く展開でき、有用である。
【符号の説明】
【０１５０】
１：炭素繊維層（層内）
２：層間形成層（層間）
３：熱可塑性樹脂の粒子
４：導電性の粒子
５：炭素繊維
６：熱硬化性樹脂
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