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(57)【要約】
【課題】高いガスバリア性、特に水素ガスバリア性を有する炭素繊維強化複合材料を提供
すること。
【解決手段】シート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる炭素繊維強化プリ
プレグであって、プリプレグの内部に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向
し且つ緻密に積層したガスバリア層を有するガスバリア性の炭素繊維強化プリプレグ、及
びそれから得られる炭素繊維強化プラスチック。かかるプリプレグは、例えば、シート状
の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる炭素繊維強化プリプレグの積層体の少な
くとも一つの層間に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層
したガスバリア性のフィルム状物を配置し、その後、この積層体を加熱及び／又は加圧す
ることによって得られる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
シート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる炭素繊維強化プリプレグであっ
て、該プリプレグの内部に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密
に積層したガスバリア層を有することを特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プリプレ
グ。
【請求項２】
ガスバリア層が、粘土鉱物に対して３〜３０質量％の有機添加物を含むことを特徴とする
請求項１記載のガスバリア性の炭素繊維強化プリプレグ。
【請求項３】
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シート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる炭素繊維強化プリプレグの積層
体の少なくとも一つの層間に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻
密に積層したガスバリア性のフィルム状物を配置し、その後、該積層体を加熱及び／又は
加圧することを特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プリプレグの製造方法。
【請求項４】
ガスバリア性のフィルム状物が、粘土鉱物に対して３〜３０質量％の有機添加物を含むこ
とを特徴とする請求項３記載のガスバリア性の炭素繊維強化プリプレグの製造方法。
【請求項５】
シート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる炭素繊維強化プリプレグの表面
に、粘土鉱物の分散液を塗布又は含浸させ、該プリプレグの表面に、板状の結晶構造を持
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つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア層を形成させ、その後、該
ガスバリア層を形成されたプリプレグを加熱及び／又は加圧するか、あるいは更に、該ガ
スバリア層の表面にマトリックス樹脂層又は前記炭素繊維強化プリプレグを配置した積層
体とした後、該積層体を加熱及び／又は加圧することを特徴とするガスバリア性の炭素繊
維強化プリプレグの製造方法。
【請求項６】
粘土鉱物の分散液が、粘土鉱物に対して３〜３０質量％の有機添加物を含むことを特徴と
する請求項５記載のガスバリア性の炭素繊維強化プリプレグの製造方法。
【請求項７】
炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる繊維強化プラスチックであって、その内部
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に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア層
を有することを特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プラスチック。
【請求項８】
ガスバリア層が、粘土鉱物に対して３〜３０質量％の有機添加物を含むことを特徴とする
請求項７記載のガスバリア性の炭素繊維強化プラスチック。
【請求項９】
成形型に敷設された炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる炭素繊維強化プリプレ
グの積層体の少なくとも一つの層間に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向
し且つ緻密に積層したガスバリア性のフィルム状物を配置し、その後、成形型を型締めし
、加熱及び／又は加圧して成形することを特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プラス
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チックの製造方法。
【請求項１０】
ガスバリア性のフィルム状物が、粘土鉱物に対して３〜３０質量％の有機添加物を含むこ
とを特徴とする請求項９記載のガスバリア性の炭素繊維強化プラスチックの製造方法。
【請求項１１】
成形型に敷設されたシート状の炭素繊維強化材の積層体の少なくとも一つの層間に、板状
の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア性のフィル
ム状物を配置し、その後、樹脂トランスファー成形法又は樹脂フィルムインフュージョン
成形法で成形することを特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プラスチックの製造方法
。
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【請求項１２】
ガスバリア性のフィルム状物が、粘土鉱物に対して３〜３０質量％の有機添加物を含むこ
とを特徴とする請求項１１記載のガスバリア性の炭素繊維強化プラスチックの製造方法。
【請求項１３】
フィラメントワインディング成形法において、マンドレルに炭素繊維強化材とマトリック
ス樹脂とからなる複合材を巻回・積層するに際し、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一
方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア性のフィルム状物を、巻回途中の層中に配置
し、その後、マトリックス樹脂を加熱硬化させることを特徴とするガスバリア性の炭素繊
維強化プラスチックの製造方法。
【請求項１４】

10

ガスバリア性のフィルム状物が、粘土鉱物に対して３〜３０質量％の有機添加物を含むこ
とを特徴とする請求項１３記載のガスバリア性の炭素繊維強化プラスチックの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明はガスバリア性能を有する、特に、水素ガスバリア性に優れた炭素繊維強化プリプ
レグ及び炭素繊維強化プラスチック、並びにそれらの製造方法又は成形方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）は、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミ
ド樹脂等の熱硬化性樹脂や、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリスルホン
、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルケトン等の熱可塑性樹脂のマトリックス
樹脂と、炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維等の繊維強化材とからなる複合材料である
。これらの複合材料は、例えば、繊維強化材にマトリックス樹脂が含浸された中間製品で
あるプリプレグから、加熱・加圧といった成形・加工工程を経て成形される。特に、炭素
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繊維を繊維強化材として用いた複合材料は、軽く、高強度等の優れた機械的特性を有する
ので、近年、航空機、自動車等の部材として多く用いられるようになって来ている。
【０００３】
ところで、炭化水素燃料に替えてクリーンな燃料である水素を利用する時代、いわゆる水
素エネルギー社会が到来しつつある状況下では、取り扱いの容易さを考えて、水素の貯蔵
容器の軽量化が一層求められると予想される。そして、そのためには、従来から用いられ
てきたステンレスやアルミニウム等の金属材料よりも比強度に優れた、炭素繊維強化プラ
スチックを用いることが有効であると考えられる。しかしながら、有機系のプラスチック
は一般的にガスバリア性が低く、特に水素ガスは容易に通してしまうという性質があるた
め、従来の方法で製作される炭素繊維強化プラスチックも、そのまま水素用の容器として
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使用することは殆ど不可能である。
【０００４】
従って、炭素繊維強化プラスチックを利用する場合には、何らかの方法でガスバリア性、
特に水素ガスバリア性を付与することが必要となる。従来、炭素繊維強化プラスチックを
、例えば、水素タンク用の構造材料として使用する場合、アルミニウム板をライナーとし
て、あるいはアルミ箔の接着等により水素ガスバリア性を付与することが多く試みられて
きた。しかし、これらの方法では、熱膨張率の差によって接着面が剥離する等の問題があ
り実用化が阻まれている。かかる方法とは別に、水素タンクの表面を有機系のフィルムで
覆うことも試みられているが、この方法による場合は、ある程度水素透過率は下がるもの
の、実用化に耐えられる十分な水素ガスバリア性は、必ずしも得られていないのが現状で
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ある（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００５−１２６６５１号公報
【０００５】
一方、最近、粘土鉱物で出来た耐熱性のガスバリア材料が開発されている（特許文献２参
照）。これは、層状の結晶構造を持つ珪酸塩等の粘土鉱物の、一方向に高配向、且つ、緻
密な層を、少量の有機系バインダによって結合させ、単独で耐熱性と高いガスバリア性を
有する柔軟なフィルム等に加工したものである。これまでＦＲＰのガスバリア性能の向上
には、フィラーとしての層状の珪酸塩（粘土）を添加物の形で用いることが行われてきた
。そして、ある程度その効果は認められたものの、プラスチック自体の成形性が悪くなる
ため添加量には限界があった。特許文献１の技術は、従来フィラーとして少量添加した粘
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土を主材料とした膜にすると、飛躍的に耐熱性とガスバリア性が向上することを見出した
画期的な技術であると考えられる。
【特許文献２】特開２００６−１８８６４５号公報
【０００６】
本発明者らは、前記技術と炭素繊維強化プラスチックの技術を有機的に結合することによ
って、従来得られなかった高いガスバリア性、特に水素ガスバリア性を有する複合材料を
開発することを目的として、鋭意検討の結果本発明に至ったものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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本発明の課題は、高いガスバリア性、特に水素ガスバリア性を有する炭素繊維強化複合材
料を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の請求項１に記載された発明は、シート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂と
からなる炭素繊維強化プリプレグであって、該プリプレグの内部に、板状の結晶構造を持
つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア層を有することを特徴とす
るガスバリア性の炭素繊維強化プリプレグである。
【０００９】
本発明において炭素繊維強化プリプレグとは、炭素繊維強化材に樹脂を含浸させ、流動性
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や粘着性を調節して取り扱い性を良くしたシート状の成形中間体を意味する。
【００１０】
請求項３に記載された発明は、シート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる
炭素繊維強化プリプレグの積層体の少なくとも一つの層間に、板状の結晶構造を持つ粘土
鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア性のフィルム状物を配置し、その
後、該積層体を加熱及び／又は加圧することを特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プ
リプレグの製造方法である。
【００１１】
請求項５に記載された発明は、シート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる
炭素繊維強化プリプレグの表面に、粘土鉱物の分散液を塗布又は含浸させ、該プリプレグ
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の表面に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバ
リア層を形成させ、その後、該ガスバリア層を形成されたプリプレグを加熱及び／又は加
圧するか、あるいは更に、該ガスバリア層の表面にマトリックス樹脂層又は前記炭素繊維
強化プリプレグを配置した積層体とした後、該積層体を加熱及び／又は加圧することを特
徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プリプレグの製造方法である。
【００１２】
請求項７に記載された発明は、炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる繊維強化プ
ラスチックであって、その内部に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且
つ緻密に積層したガスバリア層を有することを特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プ
ラスチックである。
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【００１３】
本発明において炭素繊維強化プラスチックとは、炭素繊維強化材とマトリックス樹脂を用
いて、各種の成形方法で成形加工して得られた成形品（完成品又は部品）を意味する。
【００１４】
請求項９に記載された発明は、成形型に敷設された炭素繊維強化材とマトリックス樹脂と
からなる炭素繊維強化プリプレグの積層体の少なくとも一つの層間に、板状の結晶構造を
持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア性のフィルム状物を配置
し、その後、成形型を型締めし、加熱及び／又は加圧して成形することを特徴とするガス
バリア性の炭素繊維強化プラスチックの製造方法である。
【００１５】
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請求項１１に記載された発明は、成形型に敷設されたシート状の炭素繊維強化材の積層体
の少なくとも一つの層間に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密
に積層したガスバリア性のフィルム状物を配置し、その後、樹脂トランスファー成形法又
は樹脂フィルムインフュージョン成形法で成形することを特徴とするガスバリア性の炭素
繊維強化プラスチックの製造方法である。
【００１６】
請求項１３に記載された発明は、フィラメントワインディング成形法において、マンドレ
ルに炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる複合材を巻回・積層するに際し、板状
の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア性のフィル
ム状物を、巻回途中の層中に配置し、その後、マトリックス樹脂を加熱硬化させることを
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特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プラスチックの製造方法である。
【００１７】
前記いずれの発明の場合にも、粘土鉱物と共に、粘土鉱物に対して３〜３０質量％、好ま
しくは４〜２０質量％の有機添加物を、バインダーとして用いるのが好ましい。有機添加
物としては特に限定されるものではないが、マトリックス樹脂と同一又は同種の成分を含
むものが好適に用いられる。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によると、従来得られなかった高いガスバリア性、特に水素ガスバリア性を有する
炭素繊維強化複合材料（中間材料を含む）が得られる。そして、かかる複後材料は、ステ
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ンレスやアルミニウム等の金属材料に代わって軽量化を図ろうとする、例えば、水素タン
クあるいは水素貯蔵設備等の容器材料に利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
本発明における「板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層した
ガスバリア層又はフィルム状物」は、特許文献２に開示されているが、その製法と特性に
ついて以下に説明する。
【００２０】
本発明のガスバリア層又はガスバリア性のフィルム状物は、主体が粘土層からなり、その
基本構成は、層厚約１ｎｍ、粒子径約１μｍ、アスペクト比約３００程度の天然又は合成
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の膨潤性粘土、あるいは膨潤性粘土を有機化処理した有機化粘土が約７０質量％以上と、
分子の大きさ数ｎｍ以下の天然又は合成の低分子・高分子の有機添加物が約３０質量％以
下の構成からなる。ここで有機化処理とは、シリル化処理あるいは有機イオン交換処理を
意味し、本発明においては、かくして得られたものも粘土鉱物に含むものとする。
【００２１】
この粘土層は、層状結晶を、同じ向きに配向させて重ねて緻密に積層することで作製され
る。得られた粘土層は、粘土層の膜厚が３〜１００μｍであり、ガスバリア性能は、粘土
層の厚さ３０μｍで酸素透過度０．１ｃｃ／ｍ２／２４ｈｒ／ａｔｍ未満、水素透過度０
．１ｃｃ／ｍ２／２４ｈｒ／ａｔｍ未満であり、面積は１００×４０ｃｍ以上に大面積化
することが可能であり、粘土層に対して、垂直方向の直流電気抵抗は１メガΩ以上である
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。
【００２２】
粘土としては、天然、あるいは合成物、好ましくは、天然スメクタイト及び合成スメクタ
イトの何れか、あるいは有機化粘土又はそれらの混合物を用い、これを、溶媒に加え、希
薄で均一な分散液を調製する。粘土として、雲母、バーミキュライト、モンモリロナイト
、鉄モンモリロナイト、バイデライト、サポナイト、ヘクトライト、スチーブンサイト及
びノントロナイトからなる群のうちの一種以上を用いることができる。粘土分散液の濃度
は、好適には０．５〜１５質量％、より好ましくは、１〜１０質量％である。
【００２３】
次に、固体状又は液体状の有機添加物を、粘土分散液に加え、均一な分散液を調製する。
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有機添加物としては、粘着粘土膜のフレキシビリティー、あるいは機械的強度を向上させ
る、粘土と均一に混合するものであれば、特に限定されないが、例えば、エチレングリコ
ール、グリセリン等の低分子化合物、デキストリン、澱粉、ゼラチン、寒天、小麦粉、グ
ルテン等の天然物、後述のマトリックス樹脂として用いられる熱硬化性や熱可塑性樹脂を
用いることができる。特に、アルキド樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、フッ素樹
脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、フェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹
脂、ポリイミド樹脂、ポリビニル樹脂、シリコン樹脂が好ましい。有機添加物の添加の割
合は、粘土鉱物に対して３〜３０質量％、好ましくは４〜２０質量％である。粘土分散液
と有機添加物を混合する順序は、溶剤に粘土を加えた後に有機添加物を加えることも可能
であり、その逆も可能である。また、粘土分散液と有機添加物溶液を別々に作製しておき
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、両者を混合することも可能である。
【００２４】
粘土層の作製方法としては、例えば、分散液である液体を基材の上でゆっくりと蒸発させ
、膜状に成形する。乾燥は、例えば、強制送風式オーブン中で３０〜１００℃の温度条件
下、好ましくは３０〜５０℃の温度条件下で、１０分間〜半日間程度、好ましくは１０分
間〜５時間、乾燥して粘土層が得られる。
【００２５】
次に、粘土層をフィルム状物として得る場合には、前記のごとくして得られた粘土層を基
材から剥離する。かくして自立膜として用いることのできるフィルム状物が得られる。
【００２６】
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本発明において、シート状の炭素繊維強化材とは、炭素繊維の織編物、多軸織物、ストラ
ンドの一方向配列シート状物等の平面状の形態のものを意味する。チョップトストランド
を用いて作成された炭素繊維ペーパーであっても良い。なお、多軸織物とは、一般に、一
方向に引き揃えた繊維強化材の束をシート状にして角度を変えて積層したもの（多軸織物
基材）を、ナイロン糸、ポリエステル糸、ガラス繊維糸等のステッチ糸で、この積層体を
厚さ方向に貫通して、積層体の表面と裏面の間を表面方向に沿って往復しステッチした織
物をいう。
【００２７】
本発明において用いられるマトリックス樹脂のうち熱硬化性のマトリックス樹脂は、特に
限定されないが、具体例として、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹
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脂、ビニルエステル樹脂、シアン酸エステル樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、フェノキ
シ樹脂、アルキド樹脂、ウレタン樹脂、マレイミド樹脂とシアン酸エステル樹脂の予備重
合樹脂、ビスマレイミド樹脂、アセチレン末端を有するポリイミド樹脂及びポリイソイミ
ド樹脂、ナジック酸末端を有するポリイミド樹脂等を挙げることができる。これらは１種
又は２種以上の混合物として用いることもできる。中でも、耐熱性、弾性率、耐薬品性に
優れたエポキシ樹脂やビニルエステル樹脂が、特に好ましい。これらの熱硬化性樹脂には
、硬化剤、硬化促進剤以外に、通常用いられる着色剤や各種添加剤等が含まれていてもよ
い。
【００２８】
また、本発明において用いられるマトリックス樹脂のうち熱可塑性樹脂としては、例えば
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、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、ポリフェニレンサルファイド、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、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレン、アクリロニトリルブタジエンスチ
レン、ポリ乳酸なる群から選ばれた１種若しくは２種以上の樹脂が挙げられる。また、用
途によっては、一部熱硬化性樹脂と混合して用いることもできる。中でも、耐熱性、弾性
率、耐薬品性に優れたポリアミド樹脂やアクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）
樹脂が、特に好ましい。これらの熱可塑性樹脂には、通常用いられる着色剤や各種添加剤
等が含まれていても良い。
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【００２９】
本発明のプリプレグの製造法は特に限定されないが、公知の方法、例えば、シート状の炭
素繊維強化材に、溶融した熱可塑性樹脂を含浸させる方法（溶融含浸法）、パウダー化し
た熱可塑性樹脂を流動床法や懸濁法によって塗布・融着させる方法、熱可塑性樹の溶液を
繊維強化材に含浸させた後、溶媒を除去する方法を採用することができる。好ましいのは
、溶融含浸法であり、中でも、フィルム状の樹脂と繊維強化材を重ね合わせて供給し、連
続的にベルトの間で加熱・加圧して樹脂を溶融すると共に強化繊維に含浸させる方法であ
る。これらの熱可塑性樹脂は、プリプレグ中の樹脂含量として１０〜９０質量％、より好
ましくは２０〜６０質量％の範囲で用いられる。
【００３０】
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本発明のガスバリア性の炭素繊維強化プリプレグは、好ましくは、下記の方法で製造され
る。
【００３１】
第１の方法は、前記のようにして得られたシート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂
とからなる炭素繊維強化プリプレグを用い、その積層体の少なくとも一つの層間に、これ
も前記のようにして得られた、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻
密に積層したガスバリア性のフィルム状物を配置し、その後、この積層体を加熱及び／又
は加圧する方法である。
【００３２】
加熱及び／又は加圧の方法・手段としては、例えば、この積層体をスチールベルトで挟み
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、スチールベルトごと熱ロール間に通すことによって加熱・加圧して、あるいは間欠プレ
スすることによって、マトリックス樹脂を軟化あるいは溶融させて積層体を一体化する方
法がある。あるいは、ベルトプレスにより、積層体の加熱冷却を連続して行う方法、また
、積層体を遠赤外線ヒータによって予熱した後、コールドプレスする方法、又は、加熱冷
却プレスを用いるバッチ方式などがある。加熱温度はマトリックス樹脂の軟化点あるいは
溶融点以上、加圧は０．１〜１０ＭＰａ程度が好ましい。
【００３３】
第２の方法は、シート状の炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる炭素繊維強化プ
リプレグの表面に、粘土鉱物の分散液を塗布又は含浸させ、このプリプレグの表面に、板
状の結晶構造を持つ珪酸塩を主成分とする粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層し
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たガスバリア層を形成させ、その後、このガスバリア層を形成されたプリプレグを加熱及
び／又は加圧するか、あるいは更に、このガスバリア層の表面にマトリックス樹脂層又は
炭素繊維強化プリプレグを配置した積層体とした後、この積層体を加熱及び／又は加圧す
る方法である。かかる方法においては、プレプレグ中の樹脂成分が完全には固化していな
い状態で、その表面に粘土鉱物の分散液を塗布又は含浸させ、ガスバリア層を形成させる
のが好ましい。例えば、マトリックス樹脂の溶液を繊維強化材に含浸させる方法の場合に
は、溶媒が完全に除去される前で樹脂が流動性を保持している間に、繊維強化材表面に粘
土鉱物の分散液を塗布又は含浸させると、プリプレグとガスバリア層の接着がより強固な
ものが得られる。
【００３４】
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本発明のもう一つの態様は、炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる繊維強化プラ
スチックであって、その内部に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ
緻密に積層したガスバリア層を有することを特徴とするガスバリア性の炭素繊維強化プラ
スチック、即ち、成形品（部品も含む）である。かかる成形品を成形するには以下のよう
な方法が好ましい。
【００３５】
例えば、かかる炭素繊維強化プラスチック成形品（部品も含む）は、前記のような方法で
得られた本発明のシート状の炭素繊維強化プリプレグを、成形型に１枚あるいは複数枚積
層・配置し、その後、成形型を型締めし、加熱及び／又は加圧して得られる。具体的には
、金型プレス法、オートクレーブ法、加熱・冷間プレス法等で成形して炭素繊維強化プラ
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スチックの成形品が得られる。この際、成形品中の繊維体積分率（Ｖｆ）、樹脂含量、あ
るいはガスバリア性能を調整するために、必要に応じて、繊維強化材、樹脂、あるいは粘
土鉱物からなるガスバリア性のフィルム状物を追加積層することもできる。成形品中の樹
脂の含有率は、通常、１０〜９０質量％、好ましくは３０〜７０質量％が適当である。
【００３６】
本発明のシート状の炭素繊維強化プリプレグの積層状態は、目的とする成形品の構造上の
要求に基づいて、適宜設定することができる。例えば、成形品がタンクのような薄肉円筒
の場合、大きな応力は円周方向に発生する。この場合、プリプレグの繊維方向は、この応
力に耐荷できるように円周方向を主とする。また、成形品内部の主たる応力方向を定める
ことができない、あるいはほぼ均一である場合には、例えば、プリプレグの積層方向を０

20

°／４５°／９０°／４５°／０°のようにし、強度や弾性係数が等方的な値を持つよう
にすれば良い。成形装置としては特に制限はなく、例えば、ホットプレス、オートクレー
ブを用いることができる。
【００３７】
あるいは、前記炭素繊維強化プラスチックの成形品は、中間素材としての本発明のガスバ
リア層を有するプリプレグを経ることなく、以下の様な方法で製造することもできる。
【００３８】
例えば、成形型に敷設された炭素繊維強化材とマトリックス樹脂とからなる炭素繊維強化
プリプレグの積層体の少なくとも一つの層間に、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方
向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア性のフィルム状物を配置し、その後、成形型を
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型締めし、加熱及び／又は加圧するとガスバリア性の炭素繊維強化プラスチックが得られ
る（請求項９の発明）。成形型の種類や加熱と加圧の手段は、何ら制限されず、例えば、
ホットプレス成形法、オートクレーブ成形法、真空バッグ成形法を用いることができる。
【００３９】
また、成形型に敷設されたシート状の炭素繊維強化材の積層体の少なくとも一つの層間に
、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア性の
フィルム状物を配置し、その後、樹脂トランスファー成形法又は樹脂フィルムインフュー
ジョン成形法で成形することによってガスバリア性の炭素繊維強化プラスチックが得られ
る（請求項１１の発明）。
【００４０】
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シート状に加工した繊維強化材を使用した繊維強化プラスチック成形品は、樹脂トランス
ファー成形法（ＲＴＭ法）又は樹脂フィルムインフュージョン成形法（ＲＦＩ法）を用い
て成形されるものがある。ＲＴＭ法においては、繊維強化材を型に敷設した後、型のキャ
ビティーに樹脂を注入して繊維強化材に樹脂を含浸させ、硬化させることにより繊維強化
プラスチック成形品を得る。一方、ＲＦＩ法においては、繊維強化材と共に樹脂フィルム
を型に敷設して、加熱することにより繊維強化材に樹脂を含浸させ、硬化させることによ
り成形品を得る。
【００４１】
また、フィラメントワインディング成形法において、マンドレルに炭素繊維強化材とマト
リックス樹脂とからなる複合材を巻回・積層するに際し、板状の結晶構造を持つ粘土鉱物

50

(9)

JP 2009‑120627 A 2009.6.4

が、一方向に配向し且つ緻密に積層したガスバリア性のフィルム状物を、巻回途中の層中
に配置し、その後、マトリックス樹脂を加熱硬化させることによってガスバリア性の炭素
繊維強化プラスチックが得られる（請求項１３の発明）。
【００４２】
フィラメントワインディング成形法も公知の成形方法であり、回転しているマンドレルの
上に、マトリックス樹脂を含浸させた繊維強化材（フィラメント、ロービング、テープ状
物）を巻回して所定の肉厚にした後、硬化し脱型する成形方法である。フィラメントワイ
ンディング成形法でタンクやホースを成形することができる。
【実施例】
【００４３】
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（１）粘土膜Ｓの製造
粘土として、２ｇの天然モンモリロナイト（クニピアＰ、クニミネ工業株式会社製）を、
６０ｃｃの蒸留水に加え、プラスチック製密封容器に、テフロン（登録商標）製回転子と
共に入れ、激しく振とうし、均一な分散液を得た。次に、真空脱泡装置により、この粘土
分散液の脱気を行った。この分散液を、長さ約３０ｃｍ、幅２０ｃｍの真鍮製板の上に、
厚さ約２ｍｍで塗布し、これを水平に静置し、強制送風式オーブン中で６０℃の温度条件
下で３０分乾燥し、厚さ約４０μｍの粘土層を得、これを真鍮製板から剥離し、粘土自立
膜を得た。その後、送風定温恒温器中で、１１０℃で３０分熱処理して粘土膜を得た（粘
土膜Ｓ）。
【００４４】
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（２）粘土膜Ｈの製造
粘土として、２．７ｇの天然モンモリロナイト（クニピアＰ、クニミネ工業株式会社製）
と０．７２ｇの合成雲母（ソマシフＭＥ−１００、コープケミカル株式会社製）とを、１
００ｃｃの蒸留水に加え、プラスチック製密封容器に、テフロン（登録商標）回転子と共
に入れ、２５℃で２時間激しく振とうし、均一な分散液を得た。この分散液に、有機添加
物として、メチルビニルエーテル・無水マレイン酸共重合体（ダイセル化学工業株式会社
製）を０．１８ｇ加え、激しく振とうし、天然モンモリロナイト及びイプシロンカプロラ
クタムを含む均一な分散液を得た。これを徐々に乾燥させ、粘土ペーストを得た。
【００４５】
次に、真空脱泡装置により、この粘土ペーストの脱気を行った。そして、この粘土ペース
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トを、真鍮製トレイに塗布した。塗布には、ステンレス製地べらを用いた。スペーサーを
ガイドとして利用し、均一厚の粘土ペースト膜を成型した。ここでペーストの厚みを２ｍ
ｍとした。このトレイを強制送風式オーブン中において、６０℃の温度条件下で１時間乾
燥することにより、厚さ約４０μｍの均一な有機添加物複合粘土膜を得た。生成した粘土
膜をトレイから剥離して、自立した、フレキシビリティーに優れた粘土膜を得た（粘土膜
H）。
【００４６】
（３）本発明の炭素繊維強化プリプレグの製造
図１に示したように、炭素繊維強化プリプレグに上記で得られた粘土膜Ｓ又はＨを挟み込
んで積層し、ホットプレスにより高温硬化させて成形する方法を試みた。炭素繊維強化プ
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リプレグとしては、三菱レイヨン株式会社のＰＹＲＯＦＩＬ＃３８０（製品名）を用いた
（ＰＡＮ系の炭素繊維を用いた弾性率２４ｔｏｎのクロスに、ビスフェノールＡ型液状エ
ポキシ樹脂を主成分とした樹脂を含浸させた常温タイプのプリプレグ）。
【００４７】
このプリプレグを、１５０×１００ｍｍの大きさに切断したものを３枚積層し、その上に
同じ大きさの前記粘土膜Ｓ又はＨを1枚重ね、更に同じ大きさのプリプレグを３枚積層し
た。得られた積層体を、ホットプレス（ＵＳＡホットプレス、型番＃ＰＥ１６４５）で１
３０℃で９０分間、約９００ｋｇｆで加圧して試験用の成形体を得た（昇温速度３℃／分
）。
【００４８】
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（４）試験体の水素透過率の測定
前記で得られた、成形体から半径２９ｍｍの円盤を切り取った。そして、一方向の長さが
５５ｍｍになるように端部を切断して試験片を作成した。試験片の厚みは、ほぼ１．１〜
１．２ｍｍであった。かくして得られた試験片を、常温ガス透過試験装置を用いて水素ガ
スの透過率を測定した（試験体の面積が１５２１ｍｍ２、一次側圧力が９３〜２０９ｋＰ
ａ、二次側圧力が真空状態、温度が２３．８〜２４．６℃で測定）。
【００４９】
その結果、粘土膜Ｓを用いた場合の試験体の水素透過率は、０．００７８×１０−１６ｍ
ｏｌ・ｍ／ｍ２・ｓ・Ｐａ（試験体の厚さは１．１７６ｍｍ）、粘土膜Ｈを用いた場合の
試験体の水素透過率は、０．００３５×１０−１６ｍｏｌ・ｍ／ｍ２・ｓ・Ｐａ（試験体
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の厚さは１．１７４ｍｍ）であった。従って、本発明のガスバリア性の炭素繊維強化プリ
プレグは、以下に述べる比較例のものに比べて、水素透過率は２〜３桁下がり、極めて高
い水素ガスバリア性を有するものであることがわる。
【００５０】
（５）比較例（公知例）
代表的な複合材であるガラス繊維強化プラスチック及び炭素繊維強化プラスチックの水素
透過率は、凡そ０．５〜５×１０−１６ｍｏｌ・ｍ／ｍ２・ｓ・Ｐａ程度である。水素透
過率は大きく、即ち、水素ガスバリア性が殆どないために、このままでは水素タンクの構
造材料として使うことはできない。
【００５１】
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これまで炭素繊維強化プラスチックを水素タンク用の構造材料として使う場合、アルミニ
ウム板をライナーとして、あるいはアルミ箔の接着等により高い水素ガスバリア性を持た
せることが試みられてきた。具体的には、本発明者の実験では、ガラス繊維強化プラスチ
ックに２５μｍのアルミ箔を貼り付ける場合、水素透過率は０．０００２〜０．０１×１
０−１６ｍｏｌ・ｍ／ｍ２・ｓ・Ｐａ程度まで下がることが分かった。
【００５２】
しかし、炭素繊維強化プラスチック等への適用は、その熱膨張率の差によって接着面が剥
離するなど、実用化を阻んでいるのが実情である。このようにアルミニウム材料を使う試
みとは別に、水素タンクの表面を有機系のフィルムで覆うことも考えられている。この方
法によって水素透過率は下がるが、実用化に耐えられる十分な水素ガスバリア性は得られ
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ていない。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
水素ガスバリア性能を有する炭素繊維強化プラスチックの利用分野は、あらゆる産業分野
にわたっており、ステンレスやアルミニウム等の金属材料に代わって軽量化を図ろうとす
る、例えば、水素タンクあるいは水素貯蔵設備等の容器材料が対象になる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】炭素繊維強化プリプレグと粘土膜（ガスバリア性のフィルム状物）を積層し、ホ
ットプレスにより高温硬化させて成形する方法を示す図である。
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【符号の説明】
【００５５】
１

炭素繊維強化プリプレグ

２

粘土膜

３

成形型

４

ホットプレス
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【図１】
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