
炭素繊維強化複合材料の成形技術及び成形体の力学特性 

                                   中村英夫 

１．はじめに 

  炭素繊維は鋼に比べ軽く、強く、固い。比重は 1/4、比強度は 10 倍、比弾性率は 7 倍

である。炭素繊維と樹脂が混合された複合材料からの成形体も同様な特徴を持ち、主とし

て構造材に使われている。 

  スポーツ用途、航空機 2 次構造材への用途開発が 1970 年代初に開始され、1990 年代

にはボーイング 777 の１次構造材に使用されるに至った。 

  2000 年代に入り環境保護の機運が高まり軽量化による CO2 排出低減を目的に航空機

に加え自動車の各種部位への用途展開が図られている。最近では炭素繊維の卓越した性

能（強度、弾性、電磁シールド性）が重要視される土木建築材、電子情報機器、産業機械

への適用も進んでいる。 

  炭素繊維強化複合成形体は高性能な大量破壊兵器、通常兵器の開発にも結び付く可能

性があり当然のことながら原材料を含め外為法により特定の仕様のものはリスト規制さ

れている。 

  本年（2021 年）1 月 27 日に施行された政省令等改正で炭素繊維の規制が一部緩和され

た。 

 貨物等省令第 4 条二号ロ（一）で規定される仕様の炭素繊維を強化材とした成形品のう

ち、25mm 以下に切断又は粉砕された炭素繊維が使用されたものは規制対象外となった。

長さが 25mm 以下の炭素繊維を使用した成形体の力学特性は負荷のかかる用途利用には

十分でないためと予想できる。 

同省令第 4 条十五号ロ、ホで 25mm 以下に切断又は粉砕された炭素繊維、これを使用

したプリプレグ、プリフォームは既に対象外となっている。 

25mm 前後で特性がどのように変わるのかについて興味を持ち、繊維長と特性を取り

扱った記事、文献をインターネットで探した。今回の調査では定量的で明確な答えは残念

ながら見つけられなかったが、炭素繊維、これを用いた複合材料に関する多数の知見を得

ることができた。これらを纏め、繊維長に着目して炭素繊維強化複合材料の成形技術、成

形体の力学特性を眺めてみた。 

２．炭素繊維  

２．１短繊維、長繊維 

  ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典での説明を纏めた。 

 短繊維（staple fiber） 

 綿や羊毛のように短い繊維のこと。綿は数センチ，羊毛もせいぜい 10cm ぐらいの長さ

で，そのままでは糸にならないため，よりをかけて紡績する必要がある。短繊維を糸にし

たものを紡績糸 (スパン糸) と呼んでいる。化学繊維の場合，長短は自由にできるが，普

通 2.5～3.8cm 以下のものを短繊維とする。 
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長繊維 

  絹のように細長く連続したきわめて長い繊維のこと。通常，フィラメントと呼んでいる。 

1 匹の蚕が変態の過程でつくる繭からとれる生糸の長さは 1000m 以上にも及ぶ。生糸

は代表的な長繊維と言える。化学繊維の場合は長短自由な長さの繊維をつくることが

できるので，レイヨン，ナイロン，ポリエステルなどあらゆる化学繊維に長繊維，短繊

維がある。長繊維はよりをかけないか，またはわずかなよりをかけることによって，紡

績の方法によらず糸にできる。これをフィラメント糸と呼び，紡績糸と区別する。 

２．２ 炭素繊維の 1 次形態と成形法、用途  

  炭素繊維は中間材となる 1 次加工品にされた後、炭素繊維強化複合材料（CFRP）に更

に加工される。図１は 1 次形態と対応する成形法、用途を纏めたものである。１） 

  図１ 1 次加工品形態と主な成形法、用途 

  

   図のように４つの形態がある。“チョップド”の繊維長さは 3～25mm とされている。 

 これの成形法はコンパウンドと記載されているが量産性の記載内容から主に射出成形と

思われる。本文献では炭素繊維の成形法に関しての纏めもある。（表１） 

   表１炭素繊維の主な成形方法 

  

  不連続繊維を使う射出成形は量産面で有利であるが成形体の物性面で不利であり、高

い苛重を負担する構造部材としての適用は難しいことが分かる。 
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３．炭素繊維強化プラスチックスと成形法 

 表２は特許庁の H２８年度 特許出願技術動向調査報告書（概要）２）の中に「炭素繊維

強化プラスチックスの成形法」として掲載されたものである。 

三菱化学テクノリサーチで纏められた本表は、他の 2～３の資料にも引用されている。 

 力学特性は表１同様に◎、〇、△、×で表現され又各々の基準が記載されてないのが残念

である。表中の樹脂、繊維欄で炭素繊維強化プラスチックの内容が分かる。又繊維の形態、

成形法、力学特性、成形時間の現状の姿がこの表で理解できる。 

  表２ 炭素繊維強化プラスチックスの成形法 

   

   繊維長に着目して表１を見ると以下のことが分かる。 

 （１）SMC（Sheet Molding Compound）成形を含むプレス成型、射出成形のみが 

チョップド糸を使用している。短繊維を使用する成形法は熱硬化性樹脂、 

熱可塑性樹脂とも成形時間が短い特徴がある。 

 （２）25mm 以下の繊維を使用する場合の力学特性は×の部類に入ると予想できる。 

    この表からは 25mm は×と×～△の境界であると言える。 

 （３）力学特性の良いものをいかに短時間で成形するかが大きな技術課題である。 

４．シートモールディングコンパウンド（SMC） 

 図２に一般的な SMC の製造装置を示した。３） 

   図２ SMC 製造装置 

    



  下部フィルムに所定の厚みで熱硬化樹脂を塗布し、樹脂の上に切断された繊維を均一

に分散する。次に樹脂の塗布された上部フィルムが圧着され、更にラミネート加工される。 

 ラミネート加工されたフィルムは最終的に巻き取られる。SMC はプレス成形され実用に

供される。 

  三菱ケミカル株式会社は自動車用途に炭素繊維シートモールディングコンパウンド

（CF-SMC) 「STR120N131」を開発し、トヨタ自動車の新型プリウスプラグインハイブ

リッド車「プリウス PHV」のバックドアの⾻格、新型ラグジュアリークーペ「LC500」

「LC500h」のドアインナー及びラゲッジインナーに採用された。４）日産自動車にも別途

採用されている。この SMC は標準弾性率の炭素繊維を 1 インチ長（25mm）にカットし

たチョップド繊維を高靱性なビニルエステルをマトリックス樹脂に含浸させたものであ

る。 

  炭素繊維を強化材とした SMC 及び繊維強化複合体に関する三菱レイヨン株式会社（現 

三菱ケミカル株式会社）の一連の特許がある。5)  再表 2016-039326 では構成する炭素繊

維の長さは 5mm 以上、60mm 以下が好ましいとされている。5mm 以上で成形品は必要

な機械的特性を有することができる。又 60mm 以下とすることでプレス成型時に良好な

流動性を得ることができる。より好ましい繊維長は 25mm 以下との記載がある。 

  特開 2013-203773A では繊維長は 25mm 程度の一般的な SMC で用いられる長さで良

いとの記載がある。  

  炭素繊維ではないがガラス繊維/不飽和ポリエステル又はビニルエステル系 SMC の繊

維構成と成形体の特性を纏めたものがある。（表３）６） 

  表３ SMC 繊維の構成と成形品の性質 

   



  使用されているガラス繊維長が全て 25mm である点興味深い。SMC 製造、成形の 

 一連の工程で 25mm とする必然があるのかもしれない。 

５．炭素長繊維強化熱可塑性樹脂 

  繊維強化熱可塑性樹脂はポリプロピレン（PP）やエンプラを中心に強度や剛性を必要

とされる自動車部品に使用されている。繊維長を長くすることで更に耐衝撃性や剛性を

高めた射出成形可能な材料が長繊維強化樹脂である。７） 

  樹脂中に繊維を混入する方法は 2 種の方法がある。 

  （１）細かく切断した繊維（短繊維、長繊維）を均一に混合する 

  （２）方向性を持たせたまま連続繊維を樹脂に含浸する 

  炭素繊維の場合の多くは強度物性に有利な（２）が用いられる。８） 

  図３、４に長繊維強化樹脂ペレット（LFP）の製造法及びペレット概念図を示した。７）  

  LFP の場合はペレット長と繊維長が同じとなる。 

図３ 溶融含浸 LFP 製造法 

   

  図４ ペレット概念図 

    

 

   

 

 

 

 

 

          

  LFP からの成形物の機械強度に影響する要因として① 繊維長 ② 強化材界面接着強

度 ③ 繊維配向が挙げられている。７） 

溶融粘度の異なる PP を用い炭素繊維を 30%含む長さ 7mm の LFP を調製し、これら

を高せん断及び低せん断条件で射出成形したものの機械強度と繊維長との関係を調べた

報告がある。９） 

  高せん断条件での成形では、溶融粘度に関係なく成形物中の繊維長は 0.5mm 以下であ

った。引張強度は低粘度（高 MFR）樹脂になるほど高くなった。X 線 CT 画像解析から 

短繊維強化ペレット 通常長繊維強化ペレット 新長繊維強化ペレット 



 低粘度 PP の方が炭素繊維の配向度は高く、高配向が高引張強度となったと説明されてい

る。 

  低せん断条件での成形では、粘度が高くなるほど成形物中の繊維は長くなり３~４mm

となった。これに対応しシャルピー衝撃値は高せん断の場合の２~2.5 倍になっている。 

  市販長繊維強化熱可塑樹脂は繊維長 10mm 前後のものが多い。これを長繊維と呼ぶこ

とに疑問を感じ定義を調べてみた。以下に成書１０）の関連部分の要旨を記載した。 

  マトリックス（樹脂）中に繊維を入れる目的は、材料にかかる荷重を強い材料に持たせ

ることであり、この「荷重の移動」という概念は繊維の長さ全体にわたって起こる。 

 繊維とマトリックスが破壊することなく、マトリックスにかかった荷重が繊維に完全に  

 移るための繊維の長さを一般的に臨界繊維長という。複合体中の繊維の長さが臨界長よ

り短い場合を短繊維複合体と呼び、長い場合は長繊維複合体と呼ぶ。 

  臨界繊維長の概念が新たに出てきた。PP の臨界繊維長は室温で約 1mm、120℃では

2mm 以上である。７） 

６．まとめ 

  本調査で炭素繊維及び樹脂からの複合体の能力の高さを改めて認識した。将来 25mm

以下の繊維長を持つ繊維強化樹脂からでも高強度な成形体を与える成形技術が生まれて

ほしい。このためには配合技術、個々の成形法の地道な技術開発が重要となることは言う

までもない。まずは射出成形での力学特性の更なるレベルアップを期待したい。 

  Google、Microsoft Edge を検索エンジンとし、「炭素繊維」、「繊維長」、「繊維強化複合

材」、「繊維長 25mm 除外」、「成形法」、「力学特性」及びこれらの 2 つを AND で組み合

わせたものをキーワードとして検索した。 

  検索結果の件数が非常に多く、結果として膨大な資料から必要とものを一部だけピッ

クアップしたものとなった。又適切な検索キーワードを確定できず、系統的な調査ができ

なかったことをお断りしたい。 
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