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１．はじめに 

今日，化石燃料の大量使用や森林伐採による森林の減少は, 大気中に CO2等の温室効果ガス排

出量の増加をもたらし深刻な地球温暖化を招いている。軽量ゆえに比強度に優れるガラス繊維強

化プラスチック(Glass fiber-reinforced plastics, 以下 GFRP と略記) や CFRP(Carbon fiber-reinforced 

plastics, 以下 CFRP と略記) は様々な分野で使用されているが, 一方で廃棄やリサイクルが困難

な問題を抱えている。このような環境問題を解決する方策として, GFRP や CFRP の代替材とし

て強化材に天然繊維を用いた, リサイクル可能なグリーンコンポジット(Green composites, 以下

GC と略記) が注目されている。欧米でも GC の研究は進んでおり, Carbon/Flax Hybrid Automotive 

Roof (Composite Evolution 社製) などで見られる亜麻繊維とエポキシ樹脂を用いた研究はその代

表例である。一方 , エポキシ樹脂を使用するプリプレグは低温で保存するのが一般的であるが, 

常温で保存することができれば, 冷凍庫等の大型な設備を必要とせず，輸送エネルギーや電力の

削減による環境負荷低減が期待できる。そればかりではなく，従来エポキシ樹脂を用いた複合材

料の作製方法に関して革命的な見直しがなされ，製造装置についても安価でしかも効率的なもの

が今後開発されるであろう。 

そこで本研究では, 常温保持型熱硬化性樹脂の作製を行い, 引張特性を調査するとともに, そ

の樹脂を用いた GC の作製についても検討を行った。  

 

２.概要 

２１世紀の最優先課題は化石燃料の消費を極限に抑える技術の構築である。本研究では，既存

の冷凍保存型に代る常温保持型天然繊維プリプレグとその母材となる新規エポキシ樹脂組成物を

開発する。さらに自動車用内装材等への展開を目指し，天然繊維を用いた複合材料開発のための

技術構築を図る。 

 

３.研究成果および今後の課題 

3.1 実験方法 

3.1.1 供試材料 

樹脂の母材としてエポキシ樹脂 jER828 (三菱化学製, 以下 jER828 と略記)，硬化剤としてサン

エイド SI-100 (三新化学工業㈱製, 以下 SI-100 と略記)，可塑性付与型脂環式エポキシ剤としてエ

ポリードPB3600 (㈱ダイセル製, 以下

エポリードと略記) を使用した。また

強化材には亜麻テープ(FLAXTAPE200，

LINEO 社製), 竹繊維(島根県産), パ

ーム繊維(マレーシア産)を使用した。  

Fig.1 に予備焼成樹脂の貯蔵安定性

のグラフを示す。本樹脂が長期的に保

存可能であることが理解される．本研

究では，この SI-100 を用いて作製した

樹脂のエポリードの添加量による強度

特性の変化を調査する。  

 

 

Fig.1 Storage stability of prebaked resin 

 



3.1.2 樹脂試験片と引張試験 

 エポリードを母材全体の 5, 10, 15, 20%となるように混合し, 恒温乾燥機内 50℃で加熱し, 粘

度を下げ, 攪拌機で攪拌した。その後, jER828(エポリード混合後):SI-100=100:2 の割合で硬化剤

を添加し, 攪拌機で攪拌後, 真空乾燥機で 50℃で脱気するまで 10 分間真空状態を保持した。 そ

の混合物を 100mm×15mm×2mm の型に充填し, プレキュアとして 80[℃]で 2 時間, ポストキュア

として 120℃で 1 時間, 恒温乾燥機を用いて加熱処理を行った。その後冷却して取り出し, 成型・

研磨して試験片とした。試験片形状は，長さを 100mm, 幅を 7.38~11.92mm, 厚さを 1.16~1.98mm, 

ゲージ長さを 50mm とした。作製した試験片をインストロン型引張圧縮試験機(㈱島津製作所製オ

ートグラフ, IS5000)を用いて, 引張速度 1.0mm/min で引張試験を行い, 破断までの荷重およびひ

ずみを測定した。 

 

3.1.3 GC の成形方法 

(a) FLAXTAPE200  エポリードを母材全体の 5%になるように混合し, 3.1.2 と同様に加熱前段

階までの樹脂を作製する。 この時, 強化材投入による硬化状況の変化を考慮し, SI-100 の添加量

を 2~4%の間で調整した。 その後, 試験片型に切り抜いた FLAXTAPE200 を入れ, その上から作

製した樹脂を投入する。 そのまま 5分保持し, 試験片形状に切り抜いたテフロン板を置き, テフ

ロンシートを被せ加圧し, 5 分保持して FLAXTAPE200 に樹脂を含浸させる。その後, 横に漏れ

て減った樹脂を補填し再度 5 分保持しプレキュアとして 80℃で 2 時間, ポストキュアとして

120℃で 1 時間, アフターキュアを行う場合は 150℃で 2 時間, 恒温乾燥機を用いて加熱処理を行

った。  

(b) パーム繊維および竹繊維  エポリードを母材全体の 5%になるように混合し, 3.1.2 と同様に

加熱前段階までの樹脂を作製する。このとき, 強化材投入による硬化状況の変化を考慮し, SI-100

の添加量を 2~4%の間で調整した。その後 10%となるようにパーム繊維, もしくは竹繊維を入れ攪

拌機を用いてよく攪拌する。 さらに, 真空乾燥機を用いて 50℃で脱気するまで真空を保持し続け

た。得られた混合物を 100mm×15mm×2mm の型に充填し, プレキュアとして 80℃で 2 時間, ポ

ストキュアとして 120℃で 1 時間, アフターキュアを行う場合は 150℃で 2 時間, 恒温乾燥機を用

いて加熱処理を行った。  

 

3.2 試験結果および考察 

3.2.1 樹脂の引張特性 

 Table1 に樹脂引張試験の結果を示す。これから，エポリードがない場合には，破断ひずみが低

くなるが，これを導入することにより，引張強度を落とさずに破断ひずみが 4.5～6.4％の範囲で

発することが確認できる。エポリードの導入によりヤング率がわずかに低下するが，GC を始め，

複合材料の母材に必要な靱性が十分に得られていると判断される。GC 作製に関してヤング率をな

るべく高い水準で保持するため, 次の GC 作製段階ではエポリード含有率 5%の樹脂を用いるこ 

とが適当であると考える。なお，FT-IR によってこれらのエポキシ基の残量による反応率を求めた

結果，47～57%の範囲にあることを確認した。 

 

3.2.2 GC(FLAXTAPE200)の成形性評価 

 作製した GC を Fig.2 に示す。気泡の発現

等は研磨により除去できるレベルに抑えら

れたが, アフターキュアを行っても, 硬化

が十分に進まなかった。これは FLAX 

TAPE200 に用いられているサイジング剤に

より, 硬化剤の成分に影響を与えてしまっ

たことが原因と考えられる。そこで三点曲 

 

Table 1 Tensile test result of the present resin 

 

Epolead 

content 

[%] 

Tensile 

strength 

[MPa] 

Young's 

modulus 

[GPa] 

Fracture 

strain 

[%] 

0 59.6 1.86 3.23 

5 80.7 1.84 4.49 

10 59.6 1.81 4.91 

15 71.5 1.70 4.84 

20 83.4 1.66 6.40 



Fig.2 FLAXTAPE200-based GC 

 

げによるたわみ量を指標として樹脂硬化の度合いを判定した。これは一定の荷重を与えたのち，

除荷することにより，その塑性変形量を測定するものである。たわみの測定にはハイトゲージを

用いた。結果を Table 2 に示す。SI-100 の添加量を増加させることで曲げのたわみ量, 塑性変形量

は減少したが, SI-100 を 4%添加した GC でも試験片表面には未反応の樹脂成分が残留しており, 

硬化が十分に進まなかった。今後，加熱処理条件の見直しが必要である。 

 

3.2.2 GC(パーム繊維および竹繊維)の成形性評価 

 パーム繊維，竹繊維でそれぞれ SI-100 添加量を 2, 4%, アフターキュアとして 150℃および 2

時間の有無の条件で計 8 種類の試験片を作製した。作製した試験片の外観を Fig.3 に示す。外観か

ら判断すると首尾よく成形している様相ではあるが，実際は，パーム繊維を用いた GC について

は全ての条件で硬化が十分進まず, 竹繊維においてもSI-100を 4[%]添加してアフターキュアを行

った試験片以外は, 硬化が十分ではなかった。この原因として, 天然繊維が親水性，樹脂が疎水

性であり，それぞれ相反する特性のために生じたことが挙げられる。同様にエポキシ基の残量に

よる反応率を求めた結果，パーム繊維 GC，竹繊維 GC でそれぞれ 34.5%および 21.8%であった。 

 

(a) Palm                      (b) Bamboo 

Fig.3 GC reinforced by palm or bamboo fibers 

 

今後，得られた GC の引張試験を進めるとともに，最適な加熱処理条件を確立することが当面の課

題となる。 

 

４．おわりに 

常温保持型エポキシ樹脂組成物を複合材料の母材として使用するためには，越えなくてはならないハ

ードルが多々あり，そのハードルの幾つかをクリアーした。今後，成形性の改善などさらなる問題点を解消

し，常温保持型天然繊維プリプレグの開発を進めていく所存である。  

 

５．本研究の今後の計画 

研究がまだ進展の途中なので，上述のように，十分な反応率を示すエポキシ樹脂の加熱処理条件をま

ず確立する。また，エポリード添加量を増やして試験片を作製し, 機械的特性を調査する予定である。

さらにシランカップリング剤によって親水性である繊維に疎水性を持たせ, SI-100 を母材に効率よく

作用させることも検討する。最終的に天然繊維プリプレグの完成を目指す。 

 

Table 2 Three-point bending measurement 

 
 Deflection 

 [mm] 
Plastic deflection 

[mm] 

SI-100 3% 

FLAXTAPE200 
5.14 4.29 

SI-100 4% 

FLAXTAPE200 
1.22 1.13 
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