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 to develop the technique for recycling high-intensity carbon fibers from carbon-fiber-reinforced ther-
moplastic (CFRtP) using nylon, silica colloid was synthesized via a sol-gel reaction. adsorption of the 
silica colloids on the carbon fibers by electrodeposition enhanced the interfacial properties of CFRtP, 
which in turn, improves its mechanical properties. the CFRtP with homogeneous strength was fabri-
cated because the carbon fibers were equally spaced in the CFRtP due to the silica particles on the carbon 
fibers acting as spacers. When carbon fibers were recycled from the CFRtP via heating in air, silica col-
loids deposited on the carbon fibers helped prevent the deterioration of tensile strength of the fibers by the 
oxygen gas in the air and heating.
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To develop the technique for recycling high-intensity carbon fibers from carbon-fiber-

reinforced thermoplastic (CFRTP) using nylon, silica colloid was synthesized via a sol-gel 
reaction. Adsorption of the silica colloids on the carbon fibers by electrodeposition enhanced 
the interfacial properties of CFRTP, which in turn, improves its mechanical properties. The 
CFRTP with homogeneous strength was fabricated because the carbon fibers were equally 
spaced in the CFRTP due to the silica particles on the carbon fibers acting as spacers. When 
carbon fibers were recycled from the CFRTP via heating in air, silica colloids deposited on the 
carbon fibers helped prevent the deterioration of tensile strength of the fibers by the oxygen gas 
in the air and heating. 

 
１．緒 言  

軽量・高剛性材料である炭素繊維強化プラスチック(CFRP)は，乗用車をはじめとした輸送機械の構成部材金属材料の

代用として利用する研究が進められている．熱硬化性樹脂を用いているので，その廃棄物の再利用は困難であり，埋め

立てられるのが現状である．このような背景から成形加工性にすぐれた熱可塑性樹脂を用いたCFRTPを開発する動向にあ

る．一般に複合材料の力学物性は材料間の界面接着性に強く依存する．本研究では炭素繊維と熱可塑性樹脂の界面物性

を改善し，CFRTPの力学物性の向上を図る． 

また，CFRTPのリサイクルを行うために，CFRTPを熱することで樹脂のみを分解し炭素繊維を回収する方法について検

討する．この熱分解法の問題点としてリサイクルした炭素繊維の熱履歴による強度低下があげられる．炭素繊維の力学

物性は複合材料の力学物性に大きく影響するので，強度を維持したリサイクル炭素繊維を回収することが重要である．

本研究では耐熱性を有するシリカコロイドにより炭素繊維を表面修飾し，熱分解法によるCFRTPからリサイクルした炭素

繊維の強度低下を防ぐことを検討した． 

 

２．実 験  

シリカコロイドをゾル-ゲル法により調製した．オルトケイ酸テトラ

エチル(信越化学)とジエトキシジメチルシラン(信越化学)，溶媒とし

てエタノール(富士フイルム和光純薬(株))，触媒としてアンモニア水

(28%)(ナカライテスク)を用いた．平均粒子径45.2 nm，エタノール溶

媒中でのゼータ電位-58.2 mVの単分散シリカコロイドを調製した．本

コロイドを利用して炭素繊維に電着操作1-2を行うために，電気伝導性

を有する炭素繊維を正極側に接続し，負極側には白金棒を取り付け

た．図1に示すように炭素繊維表面をシリカコロイドで修飾することが

できた．この炭素繊維束とナイロン樹脂をホットプレス機によって加

熱・加圧しCFRTPを成型した． 

このCFRTPの樹脂含浸率を評価するために，CFRTPの断面をミクロト

 
図１． シリカコロイドで表面修飾した炭素繊維 
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ームで切り出し，電子顕微鏡観察を行った．さらにCFRTPの力学物性を

評価するために三点曲げ試験1-2を行った． 

熱分解法によりCFRTPからナイロン樹脂を除去して，リサイクル炭素

繊維を回収する．電気炉に空気を1 L/minで流入させ，500 ℃で30分間

CFRTPを加熱し，リサイクル炭素繊維を回収した．リサイクル後の炭素繊

維を電子顕微鏡で観察し（図2），その引張強度を測定するために単繊維

引張試験1-2を行った．リサイクル炭素繊維表面にシリカ粒子が残存して

おり，成型及びリサイクル時にシリカ粒子が機能することを確認した． 

 

３．結果と考察  

図3はCFRTPの断面図である．本図より，シリカコロイドで表面修飾し

た炭素繊維を用いたCFRTPはナイロン樹脂が十分に含浸していることが

分かった．CFRTP内での空隙の占める体積割合は，表面修飾操作により

8.7%から1.1%まで減少させることに成功した．これは加熱加圧操作時に

シリカコロイドが炭素繊維間に隙間を維持する働きをし，ナイロン樹脂

が繊維束内部にまで浸透しやすくなったためと考えられる．CFRTPの三

点曲げ試験の結果，425 MPaから583 MPaにまで向上した．これも炭素繊

維束へのナイロン樹脂含浸性の改善によるものと考えられる． 

 最後に，リサイクル炭素繊維の引張強度について評価したところ，シ

リカコロイドで表面修飾することにより2.62 GPaから3.78 GPaにまで向

上した（図4）．本熱分解法は空気中で行っているため，酸素と炭素表面

に存在する含酸素官能基と反応することで炭素繊維が劣化することが

考えられる．このことを考察するために，炭素繊維のみに様々な雰囲気

下での熱分解操作を施し，得られた炭素繊維の引張強度を測定した．ア

ルゴンガスあるいは窒素ガス雰囲気下で熱処理をおこなったところ，炭

素繊維の引張強度には熱劣化を観察することはできなかった．一方，空

気中での熱処理は引張強度が元来の4.21 GPaから3.43 GPaにまで低下し

た．これは空気中の酸素と炭素繊維表面の含酸素官能基が反応し欠陥が

生じたためであると考えられる．炭素繊維をシリカコロイドで表面修飾

すると，この影響を抑制し炭素繊維の引張強度を3.84 GPaにすることに

成功した． 

 

４．結 言  

ゾル-ゲル法で調製した単分散シリカナノコロイドを利用した電着操

作による炭素繊維表面修飾技術は，炭素繊維束へのナイロン樹脂含浸性

を向上させることができる．その結果，CFRTPの曲げ応力について改善す

ることに成功した．さらに熱分解法によりCFRTPから炭素繊維を回収す

る操作では，リサイクル炭素繊維の引張強度を維持する効果があること

が分かった．今後，更に本CFRTPの力学物性を向上させ，自動車用構成部

材として適用可能な材料に発展させることを検討する． 
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図２． リサイクル後の炭素繊維 

図３． CFRTP の断面図:(a)未修飾炭素繊維；(b)表

面修飾炭素繊維（未修飾炭素繊維使用時には

空隙と炭素繊維周りに亀裂が観察される．） 

 

図４． 空気中で CFRTP を熱分解して得られたリサイ

クル炭素繊維の引張強度（印加電圧は電着操

作時のものを表す.） 
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