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(57)【要約】
【課題】ナノカーボン材料であるカーボンナノホーンな
らびにカーボンナノチューブに注目し、その特徴を生か
し、金属酸化物の短所を是正し、新たな機能を添加した
材料の開発を目指して研究を行うことで、カーボンナノ
ホーンやカーボンナノチューブの特徴と、金属酸化物の
特徴を組み合わせ、それらが最大限に生かされたナノ複
合材料およびナノ複合材料の製造方法を提供する。
【解決手段】カーボンナノホーンまたは、カーボンナノ
ホーンとカーボンナノチューブとの混合物から成るナノ
カーボン充填剤を、０．１重量％から８０重量％の範囲
で含み、結晶性または非晶質の金属酸化物母体を、９９
．９重量％から２０重量％の範囲で含む。ナノカーボン
充填剤と金属酸化物母体とを混合する混合工程、その混
合物を成形体にする成形工程、その成形体を高温下およ
び必要に応じて高圧下で焼結する焼結工程により製造さ
れる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ナノカーボン充填剤と金属酸化物母体とを含むことを特徴とするナノ複合材料。
【請求項２】
前記ナノカーボン充填剤がカーボンナノホーンであることを特徴とする請求項１記載の
ナノ複合材料。
【請求項３】
前記ナノカーボン充填剤がカーボンナノホーンとカーボンナノチューブとの混合物であ
ることを特徴とする請求項１記載のナノ複合材料。
【請求項４】
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前記金属酸化物母体が結晶性であり、アルミニウム、シリコン、マグネシウム、チタン
、ジルコニウム、イットリウムおよびセリウムの酸化物からなる群より選択される少なく
とも１種からなることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のナノ複合材料
。
【請求項５】
前記金属酸化物母体が結晶性であり、アルミニウム、シリコンおよびマグネシウムの酸
化物からなる群より選択される少なくとも１種からなることを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか１項に記載のナノ複合材料。
【請求項６】
前記金属酸化物母体が結晶性であり、ジルコニウム、イットリウムおよびセリウムの酸
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化物からなる群より選択される１種以上からなることを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載のナノ複合材料。
【請求項７】
前記金属酸化物母体が結晶性であり、アルミニウムの酸化物であることを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１項に記載のナノ複合材料。
【請求項８】
前記金属酸化物母体が非晶質であり、アルミニウム、シリコン、マグネシウム、ボロン
、カルシウム、バリウム、リチウム、ナトリウムおよびカリウムの酸化物からなる群より
選択される少なくとも１種からなることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記
載のナノ複合材料。
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【請求項９】
前記ナノカーボン充填剤を０．１重量％から８０重量％の範囲で含み、前記金属酸化物
母体を９９．９重量％から２０重量％の範囲で含むことを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか１項に記載のナノ複合材料。
【請求項１０】
前記ナノカーボン充填剤を０．３重量％から６０重量％の範囲で含み、前記金属酸化物
母体を９９．７重量％から４０重量％の範囲で含むことを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか１項に記載のナノ複合材料。
【請求項１１】
ナノカーボン充填剤と金属酸化物母体とを混合する混合工程と、
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その混合物を成形体にする成形工程と、
前記成形体を高温下および必要に応じて高圧下で焼結する焼結工程とを
含むことを特徴とするナノ複合材料の製造方法。
【請求項１２】
前記混合工程において、混合溶媒に界面活性剤を含む水を使用することを特徴とする請
求項１１記載のナノ複合材料の製造方法。
【請求項１３】
前記混合工程において、混合溶媒にアルコール類およびアセトンから選ばれる１種以上
を使用することを特徴とする請求項１１記載のナノ複合材料の製造方法。
【請求項１４】
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前記混合工程において、アルコール類およびアセトンから選ばれる１種以上と水との混
合溶媒を使用することを特徴とする請求項１１記載のナノ複合材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ナノカーボン材料からなる充填材と金属酸化物母体とからなるナノ複合材料
およびナノ複合材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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ナノカーボン材料として注目を集めているものに、カーボンナノホーンとカーボンナノ
チューブとがある。このうちカーボンナノチューブの発見は古く、１９７０年代までさか
のぼる（例えば、非特許文献１参照）。カーボンナノチューブは、電気伝導性、電界放出
、電磁波吸収、高強度、可撓性、高弾性、耐熱性、化学的安定、水素吸蔵等の数多くの特
徴を有している。そのため、これまでに広い分野で応用に関する研究開発がなされている
。この開発されている材料の中で、複合材料に関しては、製造が容易であり、マトリック
スとなる材料の性能の向上、新規な性能の付加などの効果が比較的容易に判断できる。特
に、高分子との複合材料については数多くの先行文献もあり、早くから製品として販売さ
れている。セラミックスや金属との複合材料に関しても多くの先行文献が存在しているが
、製品としての販売はほとんどない。
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【０００３】
カーボンナノホーンの発見は比較的最近である（例えば、非特許文献２参照）。カーボ
ンナノホーンの構造は、短い単層カーボンナノチューブが表面から棘のように生成した直
径約１００ｎｍ球状で、ウニのような形をしている。カーボンナノホーンの電気的、機械
的、化学的、物理的性質は、カーボンナノチューブとほとんど同じである。カーボンナノ
チューブは繊維状で異方性があるが、カーボンナノホーンは球状であるため異方性は全く
ない。カーボンナノチューブは、相互にファンデルワールス力で結合して凝集する傾向が
強く、これを解膠して分散することが困難で、これを複合化するためにはかなりの技術開
発が必要になる。カーボンナノホーンは、凝集の程度が小さく、分散することが比較的容
易である。しかし、これまでのところ、応用に関する研究開発は限られている。複合材料
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に関しては、高分子との複合材料についての先行文献が存在するのみである（例えば、特
許文献１〜３参照）。
【０００４】
金属酸化物は、化合物ごとに特性が異なり、特徴的な使い方ができる。その特徴の一例
を示すと、強度が大きく、高温においてもそれを維持し、耐食性に優れ、硬く耐摩耗性に
優れるなどである。多くの金属酸化物は絶縁性である。これらの特徴を生かし、切削工具
、軸受け、研削工具、エンジン部品、ノズル、生体材料、抵抗体、コンデンサー等の数多
くの工業製品が作られ販売されている。また、金属酸化物は脆性材料であり、室温におい
てクラックの進展を塑性変形によってとめることはできないため、破壊しやすいという欠
点を持っている。金属酸化物の特徴である脆性や絶縁性により、製品の利用範囲が限定さ
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れることも多い。金属酸化物にカーボンナノホーンやカーボナノチューブの特徴を付加で
きれば、これまでに使用できなかった分野での使用が可能になり、材料としての利用価値
を格段に上げることが可能になる。
【０００５】
本発明者等は、ナノカーボン材料であるカーボンナノホーンならびにカーボンナノチュ
ーブに注目し、その特徴を生かし、金属酸化物材料の短所の是正や、新たな機能を添加し
た材料の開発を目指して研究を行ってきた。本発明者等は、カーボンナノホーンやカーボ
ンナノチューブの特徴と、金属酸化物の特徴とを組み合わせ、それらが最大限に生かされ
た複合材料の開発を成し遂げることができ、本発明を完成することができた。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】A. Oberlin, M. Endo, T.Koyama,
rough benzene decomposition

Filamentous growth of carbon th

, J. Cryst.Growth, 1976, 32, p.335‑349

【非特許文献２】Iijima, M. Yudasaka, R. Yamada,S. Bandow, K. Suenaga, F. Kokai a
nd K. Takahashi,

Nano‑aggregates ofsingle‑walled graphitic carbon nano‑horns

, Chem. Phys. Lett., 1999, 309,p.165‑170
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５−２９８７６７号公報
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【特許文献２】特開２００８−１０６１０５号公報
【特許文献３】特開２０１０−１８９６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、カーボンナノホーンやカーボンナノチューブの特徴と、金属酸化物の特徴と
を組み合わせ、それらが最大限に生かされたナノ複合材料およびナノ複合材料の製造方法
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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本発明において使用する充填材であるナノカーボン材料は、カーボンナノホーンならび
にカーボンナノチューブである。これに対する母材としての金属酸化物は、アルミニウム
、シリコン、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、イットリウム、セリウム、ボロン、
カルシウム、バリウム、リチウム、ナトリウム、カリウムの元素からなるものである。こ
れら充填材と母材とから複合材料を製造するためには、次の工程を経る必要がある。すな
わち混合工程、成型工程、焼結工程であり、順を追ってこれらを説明する。
【００１０】
本発明によれば、ナノカーボン充填剤と金属酸化物母体とを含むことを特徴とするナノ
複合材料が得られる。
【００１１】
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また、本発明によれば、前記ナノカーボン充填剤がカーボンナノホーンであることを特
徴とするナノ複合材料が得られる。
【００１２】
また、本発明によれば、前記ナノカーボン充填剤がカーボンナノホーンとカーボンナノ
チューブとの混合物であることを特徴とするナノ複合材料が得られる。
【００１３】
また、本発明によれば、前記金属酸化物母体が結晶性であり、アルミニウム、シリコン
、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、イットリウムおよびセリウムの酸化物からなる
群より選択される少なくとも１種からなることを特徴とするナノ複合材料が得られる。
【００１４】
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また、本発明によれば、前記金属酸化物母体が結晶性であり、アルミニウム、シリコン
およびマグネシウムの酸化物からなる群より選択される少なくとも１種からなることを特
徴とするナノ複合材料が得られる。
【００１５】
また、本発明によれば、前記金属酸化物母体が結晶性であり、ジルコニウム、イットリ
ウムおよびセリウムの酸化物からなる群より選択される１種以上からなることを特徴とす
るナノ複合材料が得られる。
【００１６】
また、本発明によれば、前記金属酸化物母体が結晶性であり、アルミニウムの酸化物で
あることを特徴とするナノ複合材料が得られる。

50

(5)

JP 2013‑107807 A 2013.6.6

【００１７】
また、本発明によれば、前記金属酸化物母体が非晶質であり、アルミニウム、シリコン
、マグネシウム、ボロン、カルシウム、バリウム、リチウム、ナトリウムおよびカリウム
の酸化物からなる群より選択される少なくとも１種からなることを特徴とするナノ複合材
料が得られる。
【００１８】
また、本発明によれば、前記ナノカーボン充填剤を０．１重量％から８０重量％の範囲
で含み、前記金属酸化物母体を９９．９重量％から２０重量％の範囲で含むことを特徴と
するナノ複合材料が得られる。ナノカーボン充填剤が０．１重量％以下では、複合材料の
機械的性質の向上、電気伝導性の改善に対する寄与が小さく、その添加効果が明らかでな
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い。ナノカーボン充填剤が８０重量％以上になると、電気伝導度を上げる効果はその添加
量に対して非常に小さくなり、機械的性質の向上はほとんどなくなるか、下降状態になる
。
【００１９】
また、本発明によれば、前記ナノカーボン充填剤を０．３重量％から６０重量％の範囲
で含み、前記金属酸化物母体を９９．７重量％から４０重量％の範囲で含むことを特徴と
するナノ複合材料が得られる。ナノカーボン充填剤の量が０．３重量％より増えると、機
械的性能の向上が明白になり、電気伝導度の改善も明白になる。ナノカーボン材料の量が
６０重量％以上になると、機械的性能の改善の勾配が小さくなり、電気伝導度の向上に対
する添加量の寄与も、それまでの添加量に比べて小さくなる。
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【００２０】
また、本発明によれば、ナノカーボン充填剤と金属酸化物母体とを混合する混合工程と
、その混合物を成形体にする成形工程と、前記成形体を高温下および必要に応じて高圧下
で焼結する焼結工程とを含むことを特徴とするナノ複合材料の製造方法が得られる。
【００２１】
また、本発明によれば、前記混合工程において、混合溶媒に界面活性剤を含む水を使用
することを特徴とするナノ複合材料の製造方法が得られる。
【００２２】
また、本発明によれば、前記混合工程において、混合溶媒にアルコール類およびアセト
ンから選ばれる１種以上を使用することを特徴とするナノ複合材料の製造方法が得られる
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。
【００２３】
更に、本発明によれば、前記混合工程において、アルコール類およびアセトンから選ば
れる１種以上と水との混合溶媒を使用することを特徴とするナノ複合材料の製造方法が得
られる。
【発明の効果】
【００２４】
本発明において、ナノカーボン材料であるカーボンナノホーンならびにカーボンナノチ
ューブに注目し、その特徴を生かし、金属酸化物の短所を是正し、新たな機能を添加した
材料の開発を目指して研究を行うことで、カーボンナノホーンやカーボンナノチューブの
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特徴と、金属酸化物の特徴を組み合わせ、それらが最大限に生かされたナノ複合材料およ
びナノ複合材料の製造方法の提供を可能にしている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施例のナノ複合材料である、３重量％のカーボンナノホーンを含むア
ルミナ系複合材料の破断面の走査型電子顕微鏡写真である。
【図２】本発明の実施例のナノ複合材料である、２重量％のカーボンナノホーンと１重量
％の多層カーボンナノチューブとを含むアルミナ系複合材料の破断面の走査型電子顕微鏡
写真である。
【図３】本発明の実施例のナノ複合材料である、２重量％のカーボンナノホーンを含むホ
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ウ珪酸ガラス複合材料の破断面の走査型電子顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
充填材であるナノカーボン材料のカーボンナノホーンとカーボンナノチューブに関して
は一部これまでに説明したとおりで、カーボンナノホーンは球形であり、凝集力も弱いこ
とから金属酸化物との混合は容易である。カーボンナノホーンは、柔らかく、金属酸化物
中に分散すると破壊を誘発する歪を吸収できるので、複合材料の靭性を向上することがで
きる。カーボンナノチューブは、長さが１０μｍ以上あり、太さは２ｎｍから１００ｎｍ
と微細で、非常に凝集し易い。しかし、繊維状であるため金属酸化物中に分散すると、繊
維の橋架けや引き抜きにより、複合材料の強度と靭性とを大きくすることができる。ただ
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し、凝集しやすいので複合材料中では凝集体になって分散し、複合材料の強度を低下させ
る可能性がある。特に、カーボンナノチューブの量が多くなると凝集体になりやすい。
【００２７】
カーボンナノホーンとカーボンナノチューブとを混合すると、カーボンナノホーンがカ
ーボンナノチューブの凝集体の中に進入し、これをばらばらにする機能があることが分か
った。つまり、カーボンナノチューブのみを使用するよりは分散しやすく、複合材料の機
械的性能の向上が容易になる。さらに、複合材料の機械的性能へは、カーボンナノホーン
の歪みエネルギーの吸収効果と、カーボンナノチューブの橋架けと引き抜きの効果とが加
算されて作用することが分かった。この二つの混合割合は、カーボンナノホーンが１００
重量％から０．１重量％であり、カーボンナノチューブが０％重量から９９．９重量％で
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ある。カーボンナノホーンが０．１重量％以下になると、カーボンナノチューブの凝集す
る度合いを軽減する効果がなくなる。
【００２８】
母材である金属酸化物は、結晶性でアルミニウム、シリコン、マグネシウム、チタン、
ジルコニウム、イットリウム、セリウムの元素からなる酸化物を、単独で或いは１種以上
を混合して用いる。結晶質金属酸化物として、アルミニウム、シリカ、マグネシウムの酸
化物の組み合わせでは、ムライトやスピネルのような化合物を用いることもできる。結晶
質金属酸化物として、ジルコニア、イットリウム、セリアの酸化物からは、安定化ジルコ
ニアを用いることができる。金属酸化物である結晶性アルミニウム酸化物は、機械的、電
気的に優れた特性を有し、価格も低い優れた材料である。

30

【００２９】
金属酸化物は、非晶質性でアルミニウム、シリコン、マグネシウム、ボロン、カルシウ
ム、バリウム、リチウム、ナトリウム、カリウムの酸化物の中から１種以上を組み合わせ
て用いることもできる。加熱により金属酸化物に変化する化合物も、原料に使用すること
ができる。この化合物としては、前記元素の水酸化物、炭酸塩、オキシナイトライド、オ
キシカーボナイトライドなどを、単独で或いは混合して使用できる。これらの化合物は、
熱分解により金属酸化物を生成する。この分解によって金属酸化物の結晶核が生成し、そ
れが初期の混合状態を形成するので、ナノカーボン材料とのナノ混合が達成できる。さら
に、これらの化合物は、金属酸化物より水と濡れやすい。この二つの観点から、これらの
化合物を用いることは、ナノカーボン材料との混合に際しては有利に働く。
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【００３０】
混合工程では、充填材と母材とを均一に混合する必要がる。この混合工程では、乾式混
合を用いることもできるが、効果的な方法は、溶媒を使ってスラリーをつくり混合する方
法である。スラリーに用いる溶媒は、水、有機溶媒およびこれらの混合溶媒である。ナノ
カーボン材料は、疎水性で水とのなじみは悪い。従って、水を溶媒に用いるときには、界
面活性剤の添加が必要になる。界面活性剤には、陰イオン性、非イオン性、陽イオン性、
両性界面活性剤の各種が存在するが、充填材の分散効果に関する大きな違いは無い。これ
らの界面活性剤を、水に対して、０．０１％から１０％の割合混合し、水系の混合溶媒を
作製する。これに充填材を入れて十分に混合し、スラリーを作る。同様に、母材を水系混
合溶媒にいれて混合し、スラリーを作る。この二つのスラリーを一つにまとめてから、各
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種スラリー混合機を使い混合する。この混合工程において、スラリーの粘度を大きくし成
型工程での成型をし易くするために、各種成型助剤を添加すると、次の成型工程を連続的
に行うことができる。
【００３１】
ナノカーボン充填材は、疎水性であり有機溶媒とのなじみは良いので、これは均一混合
に適した溶媒といえる。有機溶媒には、メタノール、エタノールなどのアルコール類およ
びアセトンを、単独或いは混合して使用できる。しかし、有機溶媒は、水系に比べて価格
が高く、蒸発し易く、可燃性で毒性を有するものもあり、製造現場で使用されることは少
ない。有機溶媒と水系の溶媒とを混合しても用いることもできる。
【００３２】

10

まず始めに、有機溶媒とナノカーボン充填材とを混合し、分散を十分行ってから、必要
に応じて界面活性剤を加えた水系の溶媒を添加して、十分混合する。アルコール類および
アセトンは水と混合するので、混合中に二つの溶媒が分離することは無い。混合が終了し
たら、８０℃から１００℃の範囲で１０分から５時間加熱し、有機溶媒を蒸発させると、
水系の溶媒からなるスラリーとすることができ、成型工程での有機溶媒の蒸発による粘度
の変化や、環境への影響を防ぐことができる。この方法は、疎水性のナノカーボン材料を
均一分散するのに有効な方法である。混合機には、遊星ボールミル混合機、ボールミル混
合機、Ｖ型混合機、Ｗ型混合機、ニーダー混合機、自転公転ミキサーなど、スラリーの粘
度等に合わせて選択使用すると均一混合が達成できる。混合時間は、１０分から１０時間
以内である。１０分以下では混合が十分に行なわれず、１０時間以上では混合に時間がか
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かりすぎ生産性が落ちる。
【００３３】
成型工程では、混合して得られたスラリーの粘度を、水の添加或いは蒸発により調節し
て、任意の形状に成型する。成型においては、プレス成型機、射出成型機、押出成型機、
ドクターブレードなどの成型機を用途に応じて使い分け、必要とされる形状に成型する。
成型工程で添加された界面活性剤や成型助剤を成型後に除く、脱脂工程を加える必要があ
る。この脱脂法の一つとして、加工された成型体を空気中で焼成する方法がある。焼成温
度として、ナノカーボン材料が燃焼しない５５０℃以下の温度で焼成を行うことで、次の
焼結課程で、有機化合物の分解で発生するガスによって成型体が割れるのを防ぐことがで
きる。
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【００３４】
成型体の無加圧焼結は、通常の雰囲気を制御できる焼結炉を用いて行なう。焼結の雰囲
気は、ナノカーボン材料が燃焼しない真空あるいは、窒素やアルゴンなどの非酸化性の雰
囲気にする必要がある。焼結温度は、結晶性の金属酸化物については、１０００℃から１
８００℃の範囲である。１０００℃以下では焼結が十分でなく、１８００℃以上では複合
材料のマトリックスの金属酸化物の結晶粒が大きくなりすぎるか、ナノカーボン材と金属
酸化物との反応により複合材料の強度が低下する。焼結時間は、０．２時間から５時間が
適当である。０．２時間より短いと焼結が十分行なわれない。５時間以上では、焼結が終
了しているので、これ以上に長く焼結を続けても緻密化に変化が無くなる。非晶質の金属
酸化物を原料にするときの焼結温度は、５００℃から１３００℃が適当である。５００℃
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以下では、焼結が十分完了しない。１３００℃以上では、原料が軟化し、成型体の形状が
変形する。焼結時間は、０．２時間から５時間が適当である。０．２時間より短いと焼結
が十分行なわれない。５時間以上では焼結が終了しているので、これ以上に長く焼結を続
けても変化が無くなる。
【００３５】
放電プラズマ焼結機やホットプレスを用いて、加圧しながら成型と焼結とを同時に行う
場合、スラリーを乾燥して混合粉体を作り、これを原料に用いる。この原料に界面活性剤
や成型助剤が含まれている場合には、脱脂工程であらかじめこれを除く必要がある。加圧
焼結の雰囲気は、真空あるいは、窒素ガスやアルゴンガスの非酸化性の雰囲気にする。母
材が結晶性の金属酸化物については、焼結温度の範囲は８００℃から１６００℃である。
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８００℃以下では焼結が十分に進行しない。１６００℃以上に焼結温度を上げることは、
既にこれ以下の温度で焼結が完了しているので、不必要である。焼結時間は、３分から１
２０分が適当である。３分より時間が短いと焼結が完了しない。１２０分以上に時間を長
くしても、焼結が既に完了しているので不必要である。母材が非晶質性の金属酸化物につ
いては、焼結温度の範囲は４００℃から１２００℃である。４００℃以下では焼結が十分
に進行しない。１２００℃以上に焼結温度を上げると、非晶質性金属酸化物が型材からは
み出してくる。焼結時間は、３分から１２０分が適当である。３分より時間が短いと焼結
が完了しない。１２０分以上に時間を長くしても、焼結が既に完了しているので不必要で
ある。
【００３６】

10

焼結された複合材料の表面に黒鉛粉を被覆すると、製品への適用が促進される。ナノカ
ーボン材料と黒鉛粉との基本構造は、グラフェンで同じである。複合材料の表面に黒鉛粉
を塗布すると、黒鉛膜が形成される。この黒鉛膜は、複合材料の表面に露出しているナノ
カーボン材料とファンデルワールス力で結合されている。この結合力は強固で、布で擦っ
ても黒鉛膜が剥げ落ちることは無い。この黒鉛膜の厚さは、１μｍ〜１０μｍであり、十
分に摩擦力に耐える厚さであり、摩擦係数は０．１と、物質の中では一番小さい部類に属
している。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
以上、詳細に説明したように、本発明のナノカーボン充填材と金属酸化物母体とからな
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る複合材料は、従来から知られているこれらの金属酸化物の靭性を改善しており、かつ強
度も改善されている。さらに、耐摩耗性能が大きく改善された摩擦係数を示し、電気抵抗
は、ナノカーボン材料の添加量に対して小さくなっている。さらに、ナノカーボン材の特
徴である電磁波吸収にも優れている。この複合材料は、従来の金属酸化物が使われていた
分野で、さらにはナノカーボン材料の特性を利用した新分野での利用が可能である。生体
系材料では、人工関節、人工股関節、人工骨などへの適用がある。成型用部材では、ノズ
ル、シリンダー、金型などへの適用がある。粉砕機用部材では、ボール、内張り材、粉砕
機パーツへの適用がある。摺動部材では、メカニカルシール、軸受、フェルール、ボール
ベアリング、シャフトへなどの適用がある。切断用部材では、包丁、ナイフ、各種工業用
切断刃、切削バイトなどへの適用がある。防塵用材料では、ＩＣパッケージ、帯電防止ロ
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ール、誤作動防止材、静電記録用紙用部材などへの適用がある。電子・電気部品では、電
磁波吸収体、カプラー、変調機、電磁波スイッチ、アンテナ、マイクロセンサー、二次電
池、コンデンサー、抵抗体、ノイズ吸収体、発熱体、センサー、鍍金用セラミックスなど
への適用がある。燃料電池では、固体酸化物系の電解質であるジルコニアの代わりに使用
することができる。
【実施例１】
【００３８】
カーボンナノホーン０．６ｇ（２重量％）と、アルミナ粉（タイミクロン）２９．４ｇ
（９８重量％）とを、界面活性剤（エマール）０．３ｍｌを加えて蒸留水１０ｍｌにいれ
、１時間混合した。この中にポリエチレングリコール３ｇを加えて、スラリーを作った。
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これを射出成型により、直径３５ｍｍの円盤状に成型し、乾燥した。これを室温から４５
０℃まで５時間かけて昇温し、その温度に１時間保持して界面活性剤を分解し、空気中に
棄散させた。この円盤状の生成型体を雰囲気炉にいれ、窒素ガス中で１４５０度まで４時
間かけて昇温し、その温度に２時間保持して焼結し、複合材料を得た。この複合材料の曲
げ強度は６０ＭＰａであり、破壊靭性値は５．０ＭＰａ・ｍ１／２であった。
【実施例２】
【００３９】
カーボンナノホーン０．９ｇ（３重量％）、水酸化アルミニウム４４．０７ｇ（Ａｌ２
Ｏ３に換算２８．８１ｇ、９６重量％）、シリカゲル０．４６ｇ（ＳｉＯ２に換算０．２
９ｇ、１重量％）の３種類の原料を、２％の界面活性剤を含む４０ｍｌの蒸留水にいれ、
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２時間混合した。混合したスラリーを乾燥し、空気中において４８０℃まで５時間かけて
昇温し、その温度に１時間保持して、界面活性剤、水酸化アルミニウム、シリカゲルを分
解して、焼結用原料を作製した。この焼結用原料を、放電プラズマ焼結機にて、真空中に
おいて２０ＭＰａの加圧下で１５００℃まで３０分で昇温し、この温度に２０分間保持し
て複合材料を合成した。この複合材料の曲げ強度は５５０ＭＰａであり、破壊靭性値は４
．５ＭＰａ・ｍ１／２であった。この複合材料の破断面の走査型電子顕微鏡写真を、図１
に示す。図１に示すように、カーボンナノホーンは、アルミナの粒界に小さく分散されて
いることが分かる。
【実施例３】
【００４０】

10

カーボンナノホーン０．６ｇ（２重量％）、多層カーボンナノチューブ（１３００℃処
理）０．３ｇ（１重量％）、水酸化アルミニウム４４．０７ｇ（アルミナ換算２８．８１
ｇ、９６重量％）、シリカゲル０．４６ｇ（シリカ換算０．２９ｇ、１重量％）を、３％
の界面活性剤を含む４０ｍｌの蒸留水に入れ、３時間混合した。これによって得られたス
ラリーを乾燥した後、空気中において４８０℃まで５時間かけて昇温し、その温度に１時
間保持して界面活性剤、水酸化アルミニウム、シリカゲルを分解して焼結用原料粉を得た
。この原料粉から放電プラズマ焼結機を用いて、真空中において２０ＭＰａの加圧下で１
５００℃まで３０分かけて昇温し、この温度に３０分間保持して複合材料を作製した。こ
の複合材料の曲げ強度は６５ＭＰａであり、破壊靭性値は４．８ＭＰａ・ｍ１／２であっ
た。この複合材料の破断面の走査型電子顕微鏡写真を、図２に示す。図２に示すように、
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カーボンナノホーンは、アルミナ結晶の粒界に分散し、カーボンナノチューブは、アルミ
ナの粒内および粒界に分散している。
【実施例４】
【００４１】
カーボンナノホーン０．２５ｇ（０．５重量％）と、８モル％のＹ２Ｏ３を添加したＺ
ｒＯ２粉４９．７５ｇ（９９．５重量％）とを、界面活性剤２％とポリエチレングリコー
ル５ｇとを含む蒸留水３０ｍｌに入れてスラリーを作り、３時間これを混合した。混合ス
ラリーを成型して、生成型体を得た。この生成型体を空気中において４８０℃まで５時間
かけて昇温し、その温度に１時間保持して、界面活性剤とポリエチレングリコールとを分
解した。この生成型体を窒素ガス中において、室温から１５００℃まで３時間で昇温し、

30

到達温度に２時間保持して複合材料を製造した。室温での８ｍｏｌ％ＺｒＯ２焼結体の電
気抵抗は１×１０１３Ω・ｃｍの絶縁体であるが、この複合材料の室温での電気抵抗は５
×１０５Ω・ｃｍであった。
【実施例５】
【００４２】
カーボンナノホーン０．４ｇ（２重量％）、および微細に粉砕したホウ珪酸ガラス１９
．６ｇ（９８重量％）を、界面活性剤５％とポリエチレングリコール２ｇとを含む１０ｍ
ｌの蒸留水に入れ、２時間混合した。混合して得られたスラリーを成型して、生成型体を
得た。これを空気中において４３０℃まで５時間かけて昇温し、その温度に１時間保持し
て、界面活性剤とポリエチレングリコールとを分解した。この生成型体を、雰囲気炉を用
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い窒素ガス中で、７３０℃まで３時間かけて昇温し、その温度に２０分間保持して複合材
料を得た。複合材料の破断面の走査型電子顕微鏡写真を、図３に示す。図３に示すように
、カーボンナノホーンがガラスの中に分散しているのが分かる。ホウ珪酸ガラスは絶縁体
であるが、この複合材料の電気抵抗は１０Ω・ｃｍであった。
【実施例６】
【００４３】
カーボンナノホーン１５ｇ（３０重量％）、カーボンナノチューブ１０ｇ（２０重量％
）、ムライト（３Ａｌ２Ｏ３．２ＳｉＯ２）粉２５ｇ（５０重量％）、ポリエチレングリ
コール５ｇからなる原料を、３％の界面活性剤を含む３５ｍｌの蒸留水に入れてスラリー
を作り、これを４時間混合した。混合後、このスラリーを成型して、生成型体を得た。こ
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の生成型体を乾燥し、空気中において４５０℃まで５時間で昇温し、界面活性剤とポリエ
チレングリコールとを分解し、焼結の準備をした。焼結は窒素ガス中で、室温から１４０
０℃まで６時間かけて昇温し、この温度に３時間保持して行ない、複合材料を得ることが
できた。この複合材料の曲げ強度は３５ＭＰａであり、破壊靭性値は４．２ＭＰ・ｍ１／
２

であった。

【実施例７】
【００４４】
カーボンナノホーン２．３５ｇ（４．７重量％）、カーボンナノチューブ０．１５ｇ（
０．３重量％）、Ａｌ（ＯＨ）３
０８重量％）、Ｍｇ（ＯＨ）２

５２．０６ｇ（Ａｌ２Ｏ３換算３４．０４ｇ、６８．
１９．４７ｇ（ＭｇＯ換算１３．４６ｇ、２６．９２重

量％）の４種類の原料を、界面活性剤３％を含む蒸留水７０ｍｌに入れてスラリーをつく
り、これを４時間混合した。混合後、スラリーを乾燥してから、空気中において室温から
４８０度まで５時間で昇温し、この温度に１時間保持して、水酸化物と界面活性剤とを分
解して焼結用粉体得た。この粉体を、放電プラズマ焼結機を用いて、真空中において２０
ＭＰａの加圧下で１５５０℃まで３０分間で昇温し、この温度に３０分保持して複合材料
を製造した。この複合材料のＸ線回折を測定した結果、マトリックスの金属酸化物がスピ
ネル（ＭｇＡｌ２Ｏ４）であることを確かめた。この複合材料の曲げ強度は５０ＭＰａで
あり、破壊靭性値は４．２ＭＰ・ｍ１／２であった。

【図１】
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【図２】

【図３】
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