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研究成果の概要（和文）：　水を媒体とした創製工程，in situ培養などプロセスを含めて環境に調和しつつ，ナノダ
イヤモンド，グラフェンオキサイド・ナノ粒子，さらに無機2次元ナノシートなどのポスト・カーボンナノチューブ素
材を駆使することで，環境調和型ナノ複合材料の創製を目的とした。
　その結果，従来のナノ材料における課題，すなわち，充てん材の凝集，試料の黒化，脆化を克服し，なおかつ等方性
高分子複合材料として最高の弾性率，強度を有する材料の創製，ダイヤモンドに匹敵する低熱膨張性材料など，卓越し
た機能・性能を発現する環境調和型ナノ複合材料の創製に成功した。

研究成果の概要（英文）：　In order to overcome the limited usages of carbon nanotubes, because of their 
tendency to form agglomerates in matrices, we here employed nanodiamond (ND), graphene oxide, layered 
silicates and ceramics nanoparticles for the reinforcement as post-carbon nanotube materials. They 
possess the desirable characteristics of aqueous solution processability attributed to the polar 
functional groups on the surface, which enable environmentally friendly processing of eco&nano 
composites. Through this project, we succeeded to report the excellent mechanical and thermal properties 
of polymer nanocomposites by the incorporation of these reinforcement.
　For example, with loading ND of 0.01 wt% to cellulose nanofiber matrix, the isotropic elastic modulus 
increased up to 24 GPa, the thermal expansion coefficient reached to 1.4 X 10-6 K-1. It was found these 
post carbon nanotube materials will be able to compete as nanofillers against conventional carbon-based 
nanofillers for polymer composites.

研究分野： 高分子物性
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１．研究開始当初の背景 
フラーレンの発見を契機にナノ炭素材料

が注目される中，カーボンナノチューブ
(CNT)の極めて優れた特性を利用すべく，材
料への展開に関して研究・開発が精力的に推
し進められた。しかしながら，発見以来既に
20 年を経過した今日においても実用化され
た例は限られており，CNT は価格の問題と共
に，形状に基づく発がん性の疑いがどうして
も拭いきれないでいる。  
さて，グラファイト自身の人類の利用は有

史以前から 5000 年以上の歴史がある。しか
しながら，2010 年度ノーベル物理学賞が授与
されたように，世界の注目はグラフェン
（Ｇ；グラファイトの個々の単層）に移って
いる。  
図 1 には，キーワード検索による該当論文
数を示した。これまで CNT が圧倒的であっ
たものが，2010 年にはＧあるいはグラフェン
オキサイド(GO)に関する論文が爆発的に増
加している。 

図 1 キーワード検索（Web of Science）に
よるナノ炭素材料充てん高分子複合材料に
関する論文数（2012 年：研究開始時） 
 
ところが，最近の G,GO を利用した高分子

系 複 合 材 料 に 関 す る 総 説 (Macro., 
43,6515(2010)においても，文献欄に日本人の
名前がなく，本邦における，複合材料，およ
び高分子分野でのグラフェン利用は非常に
希である。したがって，世界の潮流を考える
上でも，G/GO を含め，ポストＣＮＴとして，
各種ナノ素材の利用は喫緊の重要課題であ
る。このことはまた，第 4 期 科学技術基本
計画(H23.8 閣議決定)において「エネルギー利
用の高効率化及びスマート化」の中で「ナノ
材料等の技術に関する研究開発」に謳われて
いることに合致し，国際的競争力を逸早く確
保する上でも，本邦において火急に取り組ま
なければならない課題である。 
このような背景のもと，本課題においては

ポスト・カーボンナノチューブ素材を利用し
た従来法とはパラダイムを全く異にする機
能を有するナノ複合材料の製造手法の確立
を目指した。 

 
２．研究の目的 
プロセスを含めて環境に調和しつつ，多彩

な機能発現を目的として，ポスト・カーボン
ナノチューブ素材として，ナノダイヤモンド
(ND)，グラフェン/グラフェンオキサイド・ナ
ノ粒子，無機単層二次元ナノシートなど各種
ナノ素材と，配列したエコ＆ナノ繊維などを
組み合わせることで，環境調和型ナノ複合材
料を創製する。これらナノ粒子の多彩な機能
を併せ持ち，従来法とはパラダイムを全く異
にする機能を有するナノ複合材料の製造手法
を確立することを目的とした。 

 
３．研究の方法 
 ND, GO はいずれも水分散体として供され
る。そこで水溶性高分子であるポリビニルア
ルコール(PVA)とを，水を利用した環境調和
プロセスで複合化を行った。乾燥して得られ
た複合材料について構造，物性を評価した。 
 
４．研究成果 
 図 2 には，PVA，PVA/ND ナノ複合材料の
UV-vis スペクトルおよび写真を示した。 

図 2 PVA，PVA/ND ナノ複合材料の UV-vis
スペクトルおよび写真 
 
一般にナノカーボン素材を添加すると複合
材料は黒化し，可視光透明性を失う。それに
対して，ND との複合材料では PVA 本来の光
透明性をさほど失うことなく複合化できた。 
 図 3 には，複合材料の弾性率（実測値と
Halpin-Thai 式に基づく計算値）と ND 充てん
率の関係を示した。これまで CNT を PVA に
充てんしたナノ複合材料では，CNT の凝集あ
るいは PVA と CNT 間での相互作用が不十分
だったことが原因となり，期待される力学物
性の上昇は得られなかった。一方，PVA/ND
ナノ複合材料では図 3 で示したように，わず
か１wt%までの ND の充てんで，計算値を上
回る高い弾性率が得られた。具体的には，PVA
と比較して，ND を 1wt%充てんしたナノ複
合材料の実測弾性率は 2.5 倍（9.7GPa）にま
で上昇した。われわれの知る限り，従来のナ
ノ炭素材料を充てん材として用いた PVA ナ 



 
図 3 PVA/ND ナノ複合材料の弾性率の実測
値および Halpin-Tsai 式より算出した計算値 
 
ノ複合材料において，充てん材わずか 1wt%
の添加でこれほど大きな弾性率の増加が報
告された例はない。 
その原因として，一つには， PVA 中にナ

ノ次元で分散した ND が結晶核剤となり，
PVA の結晶化度ひいては弾性率が増加した
ことが挙げられる。また，ND 表面に存在す
る含酸素極性官能基により，PVA と ND 間で
は水素結合が形成され，強い相互作用が働い
たと考えられる。その様相を模式的にスキー
ム 1 に示した。 

 
スキーム 1 PVA/ND ナノ複合材料内にお

ける相互作用の模式図 
 
さらに，動的粘弾性測定から，ND が PVA

の分子鎖運動を抑制することが明らかにな
った。これら要因の相乗効果により，PVA/ND
ナノ複合材料では理論計算を上回る優れた
力学的補強性が発現したと考えられる。 
 板状ナノ粒子である GO を充てんした場合
にも高い力学物性発現する。 
 図 4 には，PVA，PVA/GO ナノ複合材料の
応力－ひずみ曲線を示した。ナノ複合材料で
は強度，弾性率は増加するものの破断ひずみ
が減少し，材料の強靱性（破壊に要するエネ 

 
図 4 PVA，PVA/GO ナノ複合材料の応力

－ひずみ曲線 
 

ルギー，応力－ひずみ曲線とひずみ軸で囲ま
れる面積に相当）が著しく低下することが問
題となっている。一方，GO を 0.1wt%充てん
した PVA/GO ナノ複合材料は，弾性率および
強度の増加に加え，PVA の破断ひずみを保持
していた。その結果，強靱性は 43J/g から 57J/g
へと増加した。したがって，極少量の GO 充
てんによる補強が強靱性にも有効であるこ
とが明らかとなった。 
 PVA は水溶性高分子であるため，高湿度下
での吸湿による物性低下が課題となってい
る。そこで，PVA/GO ナノ複合材料中への水
の見掛けの拡散係数を測定したところ，図 5
の結果を得た。 

図 5 PVA，PVA/ND ナノ複合材料への見
掛けの水の拡散係数（30℃） 

 
1wt%の GO を充てんしたナノ複合材料の

拡散係数は民生用ラップの素材として用い
られるポリ塩化ビニリデンのそれに漸近し
た。すなわち，GO を充てんすることにより，
水に対する非常に優れたバリア性が発現す
ることを見出した。 
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図 6 （Ａ）延伸前後における GO/PVA ナ 

ノ複合体中でのクラックの発生モデル，(B)
延伸後における GO/PVA ナノ複合体（GO 充
てん率 1 wt%）の断面の走査電子顕微鏡像お
よび二次元高速フーリエ変換像 

 
次に，GO の配列による力学特性への効果

を調べるため，GO/PVA ナノ複合体に配向処
理を施した。GO/PVA ナノ複合体を 160 ˚C に
て一軸延伸することにより，試料を作製した。
なお，延伸倍率は３倍とした。 
図 6 には，延伸前後での複合材料の断面の

走査型電子顕微鏡(SEM)写真，フーリエ変換
像と複合材料の破壊の模式図を示した。図中，
白い線状のものが GO である。延伸前におけ
る GO の配列はランダムであった。一方，延
伸後は総じて試料表面に対して平行に配列
していた。二次元高速フーリエ変換を行った
ところ，延伸後ではシャープなピークを観察
したため（図 6B 中左下），延伸することによ
り GO が高配列したことを確認した。このよ
うな GO の配列はナノ複合体の力学特性に大
きな影響を与える。引張り試験の結果より，
GO 充てん率に対する弾性率および引張り強
度の増加率が高くなることを明らかにした。
さらに延伸前は GO 充てん率の増加にしたが
って破断ひずみは著しく低下したが，延伸後
は GO 充てんによる低下がほとんど見られな
かった。一般に，ナノ複合体中に応力をかけ
ると，応力集中により界面でクラックが生じ，
これが伝搬することにより破壊が生じる。GO
がランダムに配列している場合，応力方向に
対する界面が大きくなるため，応力集中が起
こりやすい。一方，延伸後は GO が応力方向
に対して平行に高配列したため応力集中が
減少し，クラックの発生が抑制されたと考え
られた。一軸延伸というシンプルな操作で配
向処理を施すことにより，高分子系ナノ複合
体における問題が改善されることを明らか
にした。 

 水溶性高分子をマトリックスとする系に
ついて述べてきたが，ND, GO と，汎用の非
水溶性高分子であるポリメタクリル酸メチ
ル(PMMA)との複合化についても検討を行っ
た。この際，PMMA は無乳化剤乳化重合でエ
マルションとして合成し，ND, GO 水分散液
との複合化を行うことで環境調和プロセス
の範疇にある。 
 さらに，マトリックスとして天然高分子で
あるセルロースを用い，ND, GO に加えて酸
化ジルコニウム，チタン酸バリウムとの複合
化にも取り組んだ。セルロースは一般には植
物により産生される。しかしながら，酢酸菌
により産生されるセルロースはバクテリア
セルロース(BC)と呼ばれ，一般にはナタデコ
コとして食用されるが，乾燥物は，力学的，
熱的に卓越した物性を発現することでも知
られている。BC は酢酸菌培養時に気/液界面
に産生されるため，培養液に上記ナノ粒子を
分散させた状態で in situ 培養を行うと，セル
ロースナノファイバー間にナノ粒子が絡め
捕られたハイドロゲルが得られた。圧搾乾燥
物の SEM 像を図７に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7 ND 存在下で in situ 培養して得られた
BC/ND 複合材料の SEM 像 
 

BC ナノファイバー間に ND が 5nm の一次
粒子として分散した複合材料が得られた。ND 
0.05 wt%分散下で得られた複合材料では弾性
率 24 GPa, 引張強度 380 MPa を示し，また，
線熱膨張係数も 1.4×10-6/K が得られた。これ
らの値は高分子をマトリックスとした等方
的な複合材料としては従来の値を凌駕して
おり，本研究で目的とした，卓越した性能を
有し，プロセスを含めた環境調和ナノ複合材
料の創製に成功した。 
 本研究として得られた成果は学術論文 19
編，学術報告 18 件，学術図書 5 編として国
内外で発表した。さらに取得特許１件を成果
として挙げることができる。これらには発表
から 3 年弱で既に 30 回以上引用された論文
が 3 報含まれ，また研究代表者は研究期間内
に国内外で 13 回の招待講演の機会を得た。
さらに，複合材料分野で世界最大の国際学会
(隔年開催) で, 2013 年カナダ・モントリオー
ルにて開催された The 19th International 

BC/ND composite 0.05wt% 

5μm 



Conference on Composite Materials (ICCM19，
参加者約 1600 人，発表件数約 1200 件（口頭
1000 件，ポスター200 件）において，最優秀
講演賞(Thai Award)や，接着分野でやはり最
大の国際会議（４年毎開催）である The 5th 
World Congress on Adhesion and Related 
Phenomena (WCARP-5)においても最優秀賞
の受賞に結実するなど，国際的にも高く評価
された。 
したがって，本課題において，当初目的で

ある，ポスト・カーボンナノチューブ素材を
利用した従来法とはパラダイムを全く異に
する機能を有するナノ複合材料の製造手法
の確立に成功した。今後とも自身を含め，同
分野での本邦の益々の活躍を祈念している。 
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