
11）はじめに、世界の動向
複合材料の研究開発の歴史をたどってみると、ゴ

ム、プラスチックス、金属、セラミックスのように

使用温度が高くなるように発達してきた。この歴史

の中で複合材料の研究開発の将来について材料特性

という観点を中心に記述する。今までに、複合材料

特性としては力学的性質を中心に研究が行われてい

た。これは、軽くて強い材料が、我々の日常生活で

利用される航空機や乗り物などに要求され、それら

の特性を満たす材料であったことによる。図１は代

表的な金属材料、セラミックス材料、高分子材料お

よび複合材料の比強度と比剛性の関係をプロットし

たものである。複合材料では両者を兼ね備えた特性

を持つことができる唯一の材料であるといっても差

し支えない。

複合材料の中で最も多く利用されている高分子系

複合材料であるFRP（繊維強化プラスチックス）の

繊維自体の特性はほぼ最高性能に達していると推定

される。図２に炭素繊維の引張強度と引張弾性率の

関係を示す。引張強度が 7,000 MPa以上の高強度炭

素繊維、引張弾性率が 900 GPa以上の高剛性炭素繊

維が存在している。しかし、実際に材料を使う立場

において、実用的に応用範囲が広がる傾向とは逆に、

ノウハウに頼らざるを得ない環境にもなっている。

特に、界面の剥離や異種材料との接着構造及びその

信頼性確保、表面での衝撃損傷や水分などの耐環境

性の保障など、一見解決されているように考えられ

ている問題が依然として残されている。

金属系複合材料も大きな比弾性率を持ち、マトリッ

クスに用いる金属材料の使用温度範囲を高くできる可

能性を求めて多くの研究が行われたが、応用分野を見

出すことが難しく、研究開発は積極的に行われていな

い。金属系複合材料は、低熱膨張率が金属材料固有で

は得られない材料として現在も残っている。セラミッ

クス系複合材料では粒子分散やウイスカー分散のもの

が破壊靱性にして 10 MPa m1/2 以上を達成できなかっ

た。連続繊維を織物状にしたものを利用したセラミッ

クス系複合材料では強度の向上を目指したものではな

く、大きな破壊抵抗を持つ高温材料としての位置づけ

で研究開発が行われている。
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図１　各種材料における比剛性と比強度の関係 図２　炭素繊維の引張強度と引張弾性率の関係
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いずれの複合材料系も、その強化機構や機能発現

機構を理解することは比較的容易であり、現状では

生じた現象の90％以上は過去の知識を駆使すれば理

解できる現状にある。さらに、巨視的な力学機能設

計及び非力学機能設計に関しても既存の材料及び複

合化指針の延長では新たな材料技術を構築するとい

う側面からの期待は薄い。

22）国内外の動向
ここでは、近年の重要な複合化技術について要点

を述べる。

① 複合材料の概念：

既存の複合材料研究分野は各論の領域に入り、新

たな複合材料の概念が近年著しく報告されるように

なった。特に、顕著なことは「複合材料」の持つ意

味が従来からある材料の枠をはるかに超えて、ナノ

オーダーの複合化や組織制御に用いられるようにな

ったことである。国内においては、学会の縦割り構

造による弊害のために統一コンセプトは得られてい

ないようである。

② 金属系複合材料：

金属系複合材料は転位論の限界を打破できる強化

機構として30年ほど前に大きな注目を集めた。その

後、新しいセラミックス系繊維やウイスカーが国内

で開発されるにつれ、これらの新素材の利用が試み

られたが特殊な用途以外に素材として広く利用され

るにはいたらなかった。この問題は、複合材料とし

て金属材料を上回る大きなメリットが見当たらなか

ったことによる。金属系複合材料の分野では、新た

な材料の探索は難しい段階である。低熱膨張や高剛

性材料などの特殊な分野での研究が必要である。

③ 高分子系複合材料：

図３にFRPの代表的な強化繊維として用いられる炭

素繊維の需要量（予測を含む）を示す。（a）は国別の

需要量を示し、（b）は産業別需要量を示す。炭素繊維

は1960年代後半から宇宙開発競争を背景として登場

し、この分野においては我が国が圧倒的に高いシェア

を占めている。

高比弾性、高比強度を持つFRPでは使用分野が拡大

の一途にあり、航空機へのFRPの適用比率も増大して

いる。一方、企業が実用材料の安全安心を確保するた

めに必要としている検査技術の確立や最適な製造過程

の研究などは大学・研究機関の研究対象とはなってい

ない。FRPのインテリジェントマテリアル化・スマー

ト技術の研究も多いが、基本のコンセプトは出来上が

っている。古くて新しい問題として常に研究を維持し

ている欧米タイプの研究は極めて少ない。大多数の研

究者が同じ方向を向いているというのも古典的高分子

系複合材料の国内研究の特徴である。

ナノ複合材料も高分子の世界では活発に研究が行

われている。自己組織化、ナノ組織化が数多く研究さ

れているが「物質」レベルの研究にとどまっている。

④ セラミックス系複合材料：

粒子やウイスカーを分散させたものは研究開発が
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図３　炭素繊維の需要量

（b）産業別需要量（a）国別需要量



一段落している。繊維を利用したものはセラミック

スでは得られない高破壊抵抗が得られるので実用化

が進みつつある。新たなコンセプトの表面複合材料

や耐環境コーティングなど複合材料の実用化に応じ

た新たな問題への対応が遅れている。欧米に大きく

差をつけられる可能性もある。

論文データベース（SCI Expanded）により、1985

年以降現在までに出版されている全ての論文を対象

として、ナノと複合材料の両者のキーワードが含ま

れている論文を検索し、各年毎に発表された論文件

数を国別に整理したものを図４に示す。論文総数は

1993年以降増え始め、2000年以降から急激に上昇し

ている。我が国から発信された論文の割合は約14％

で米国、中国についでその存在感を示している。特

に2004年には中国は米国を抜いて発表件数が急激に

伸びているのは注目すべきである。また、韓国はフ

ランス、ドイツについで件数が多い。図５は2004年

に発表された総論文数の内訳を高分子系、金属系、

セラミックス系などに分類して示したものである。

６割強が高分子系ナノ複合材料に関するものであ

り、力学特性向上のみならず光学特性、導電特性、

熱放射性、減衰特性などの多機能性を発現すことか

らその注目度が高い。

33）NIMSの現状・NIMSの研究
複合材料グループではナノ複合材料の研究に取り

組んでいる。ナノ粒子分散高分子及びセラミックス

系複合材料の研究を始めた。これらの複合材料では

単なるナノサイズへのダウンサイジングではなく、

複合効果を用いてナノ特異効果を得る材料を探索し

ている。ナノ効果として、弾性率、熱膨張率、電気

伝導率、熱伝導率などの特性が、従来の巨視的な複

合効果の範囲を超えた特性を得ることができるかを

調べるとともに、光や電磁波との相互作用、変形や

破壊現象などでは新たな予期できないナノ特有の複

合効果が得られるかを調べている。また、ナノ効果

を利用するために、ナノ複合材料を利用したハイブ

リッド化を行うためにバイオミメティックスの手法

を用いてマルチスケール化することも開始した。

これらの特性は、高分子、金属、セラミックス系

といった材料の種類の枠にとらわれずに実施してい

る。また、ナノ材料技術に対応した計測評価技術の

開発にも着手している。ナノ複合材料の概念がここ

数年のうちに急速に拡大し、異種分子構造が存在す

る高分子材料でも複合材料という言葉が用いられる

ようになった。グループでもこのコンセプトを積極

的に取り入れ、従来から行われている複合材料の研

究開発には大きく注目される研究はないが、ナノ複

合材料の分野では新たな機能の発現や既存の複合化

技術では得られなかった特性が得られている。例え

ば、クレイやシリカなどのナノ粒子を高分子材料に

複合化することにより、複合材料の弾性率が高分子

単体の1.5～３倍になることが報告されている。また、

最近では、極めて特異な力学特性と低密度を持つカ

ーボンナノチューブを分散させた複合材料の開発も

盛んである。しかし、この優れた特性を十分に生か
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図４　ナノ複合材料に関する論文件数の推移 図５　2004年に発表されたナノ複合材料に関する論文の内訳



されているとは言えずナノ複合化効果のメカニズム

についてはまだ明らかではない。

将来実用化が広がると考えられる高分子系及びセ

ラミックス系複合材料では、新たな人材の確保と研

究分野の拡大に努めている。現在は、組織化の第一

段階が終了し、今後は組織に所属する人員の能力を

最大に発揮した複合材料研究に本格的に取り組む予

定である。

44）今後の動向
複合材料の研究は大きな曲がり角に来ているとい

える。すなわち、従来から行われていた強化素材、

マトリックス、界面というパラメーターによる取り

扱いから、それぞれの素材自体及び界面での組織制

御や設計が必要になる。これは従来からの技術の延

長上では新たな展開が図れなくなることは明らかな

ことである。例えば、マトリックス自体や界面ナノ

構造制御、ナノオーダーの弾性率や熱膨張係数の差

を積極的に利用した複合材料の研究などを積極的に

行うことが必要である。このときに、単に、現在の

複合材料に対する複合化組織のダウンサイジングで

ないナノ相互作用を利用した材料研究が望まれる。

新しい材料を創造していくという研究とは別に、

複合材料の抱える問題点を古い問題と捉えずに解決し

ていくことが必要である。例えば、複合材料の品質・

信頼性保障や接着・接合部分の非破壊検査などは実用

化に際してノウハウで解決されている分野である。過

去に行われた研究と類似していても、近年のコンピュ

ーター技術と電子技術の進歩により、昔とは異なった

アプローチが可能となるはずである。以上のように、

複合材料研究の今後の方向としては、(a)ナノ材料技

術を積極的に利用した新たな複合効果の探索、(b)最

近の科学技術の進歩を積極的に利用した試験・計測技

術の開発などの古くて新しい重要な未解決の問題への

チャレンジが強く望まれる分野である。

今後の複合材料研究として ① 力学関連複合材料、

② 非力学関連複合材料、という側面から次のように

考えられる。

① 力学関連複合材料:

マトリックスの種類によらず、複合材料の大きな

特徴は材料中にミクロな破壊を累積できる点にあ

る。現在の複合材料では、ミクロ破壊のユニットと

して繊維破断、マトリックス破壊、界面の剥離など

が挙げられるが、これらは数十ミクロンメートルの

オーダーである。この寸法の破壊が累積することに

より、コンプライアンスの増加が生じるとともに、

材料自体の寸法変化が生じてしまう。最近の材料技

術ではナノメートルオーダーの組織制御が金属、セ

ラミックス、高分子材料で可能になっている。複合

材料の組織にもこのようなナノ組織制御を積極的に

利用することが課題であろう。複合材料を使用する

立場からは、材料の信頼性確保及び寿命予測等、ノ

ウハウで解決されていたものを科学技術の立場から

再検討することも不可欠である。

② 非力学関連複合材料:

繊維や粒子を複合化することにより、熱膨張係数

を効率良く向上させることができる現象は、すでに多

くの材料で実用的に利用されている。この技術では、

特に複合化ということを意識していないものも多い。

また、理論的考察に関しても、構造に不敏感な材料特

性を構成素材の体積率から実用上十分な精度で予測す

ることも可能になっている。電気伝導や熱伝導などで

は界面の効果があり、精度の良い予測は難しいが構成

素材の特性からおおよその性質を見積もることは可能

である。機能材料としては、今後使われる部材のダウ

ンサイジングが進むことが予測される。例えば、マイ

クロマシンやバイオ、デバイスなどの分野では、使用

される材料自体がミクロンメートルオーダーの寸法に

まで小さくなることが避けられない。しかし、従来の

複合材料は、ミクロンメートルオーダー組織による不

均一性や異方性が問題となり、今後、これらの分野で

は適用ができなくなる可能性がある。このような観点

からも、ナノメートルオーダーの複合化技術は大いに

期待されている。
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