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一般論文 炭素繊維および炭素繊維強化樹脂への水熱反応の適用

佐伯 孝*.t・藤江幸一村・大門裕之***

摘要

炭素繊維は比重が鉄の 1/4. アルミニウムの 2/3と軽量で，鉄を上回る高剛性，高強度

な材料である。さらに，高い熱伝導率のため不燃性を有し，熱膨張率が低いという特徴も

有している。これらの特徴から，炭素繊維を強化材に用いた炭素繊維強化樹脂が航空宇宙

分野や建築土木分野，自動車分野など様々な分野で用いられるようになっている。炭素繊

維強化樹脂は使用量が増加しており，それに伴い廃棄量の増加が予測されることから適切

な再生利用方法の開発が重要となっている。本報告では，炭素繊維と炭素繊維強化樹脂に

対し水熱反応を適用することで，水熱反応による炭素繊維への影響と炭素繊維強化樹脂か

らの炭素繊維の回収について検討を行った。検討の結果，炭素繊維の表面に塗布されてい

るサイジング剤を炭素繊維の強度低下および表面の欠損等を発生させることなく除去可

能であることを明らかとした。また， 400"C前後の水熱反応によって炭素繊維強化樹脂に

用いられているエポキシ樹脂を分解することで炭素繊維を分離・回収可能であることも明

らかとした。以上の結果より，水熱反応を炭素繊維および炭素繊維強化樹脂に適用するこ

とにより，炭素繊維表面の洗浄と炭素繊維強化樹脂からの炭素繊維の回収が可能で、あるこ

とを示した。

キーワード:水熱反応，炭素繊維強化樹脂，炭素繊維，エポキシ樹脂，サイジング剤

1 .はじめに

炭素繊維強化プラスチック (CFRP) は，軽量か

っ高強度であり，耐熱性や耐食性にも優れているこ

とから，ゴルフシャフトや釣りざお，テニスラケッ

トといったスポーツ・レジャー分野において利用さ

れてきた。最近では，躯体の軽量化により燃費が

向上することでライフサイクルにおける環境負荷

削減につながるとして，航空宇宙分野1)や自動車分

野2.3)などへの実用化が進んでいる。更に，高耐食

性を活かして建築・土木分野4)への検討も行われて

いる。 CFRPは，強化材として炭素繊維を，マト

リクス樹脂として主にエポキシ樹脂から構成され

ている。炭素繊維は，出発原料の違いによりポリア

クリロニトリルを原料とする PAN系とコールター

ルや石油ピッチを原料とするピッチ系に分類され，

2013年11月12日受付， 2013年12月2日受理
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P必4系は強度が高く，ピッチ系は弾性率が大きい

という異なった特徴がある。現在では， PAN系炭

素繊維が主流となっており，多岐にわたる分野に

おいて利用が拡大しており， 2011年の世界需要は

37，000トン5)に拡大したと推定され，今後も年率

15%以上の成長が見込まれている。需要の拡大に伴

いリサイクルが困難な材料である CFRPのリサイ

クル技術の確立が急務となっている。

CFRPのリサイクル技術は，熱分解法6-8)や化学

的溶解法9.10) 超臨界流体法ωなどが検討されており，

熱分解法においては年間処理能力 700トンのパイ

ロットスケールでの検討12)が行われている。 PAN

系炭素繊維は， 1kg製造するために約 290MJl2)もの

多くのエネルギーが消費されているため，再使用可

能な状態で回収することが望ましい。しかし熱分解

法では，炭素繊維が熱で劣化するため再利用可能な

**横浜国立大学，干 240-8501神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1
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性状の炭素繊維を回収することは困難である。一

方，流体として水やメタノールを用いた超臨界流体

法において，表面に付着物のない炭素繊維を回収可

能であることが報告10.13)されている。岡島らは，超

臨界水を用いることで CFRP中の樹脂を水+メタ

ノール可溶分に分解することが可能であることを

報告している。さらに上回らは，水を用いた超臨界

流体法において回収した炭素繊維の引張強度に 12

~ 17%の低下が見られることを報告している。し

かし超臨界水を用いた処理条件が回収した炭素繊

維の再利用の際に重要となる表面性状に与える影

響についての検討は行われていない。

CFRPの利用分野拡大に伴い，マトリックス樹

脂の種類も拡大している。従来. CFRPに用いら

れるマトリックス樹脂はエポキシ樹脂等の熱硬化

性樹脂であったが，現在ではナイロンやポリプロピ

レン等の熱可塑性樹脂14)も利用されている。炭素繊

維の表面にはサイジング剤が塗布されており，サイ

ジング剤は炭素繊維の収束性の向上とエポキシ樹

脂等の熱硬化性樹脂との接着性を高めている。この

ため，マトリックス樹脂として熱可塑性樹脂を用い

る場合，炭素繊維表面のサイジング剤の除去が必要

となる。さらに，熱硬化性樹脂利用時においても炭

素繊維表面のサイジング剤は樹脂・炭素繊維界面接

着性に影響を与えることが報告15)されていることか

ら，サイジング剤除去技術の開発も重要である。現

在，サイジング剤の除去はメチルエチルケトン等の

有機溶媒による洗浄16)が行われており環境負荷の大

きな工程である。繊維表面に塗布されたサイジング

剤の環境負荷の少ない除去技術についての研究は

これまでほとんど行われていない。

そこで本研究では. CFRPと炭素繊維に対する

水熱反応によって得られた炭素繊維の強度や表面

元素濃度への影響の検討とともに再使用時におけ

る樹脂との接着性の指標となる表面の濡れ性につ

いて検討と水熱反応による炭素繊維表面のサイジ

ング剤の除去について検討を行った。

2.研究方法

2.1 試料

本研究に用いた炭素繊維は，標準弾性品

(TR50S-12L.エポキシ系サイジング剤塗布，三菱

レーヨン株式会社製)と中高弾性品 (HR40S-12L.

水溶性サイジング剤塗布，三菱レーヨン株式会社

製)の 2種類の PAN系炭素繊維とした。各炭素繊

維について，サイジング剤による影響を検討するた

め，サイジング剤の塗布された炭素繊維と塗布され

ていない炭素繊維を用いた。標準弾性品のサイジン

グ剤が塗布されたものを CFa1. サイジング剤なし

のものを CFa2とした。中高弾性品のサイジング剤

が塗布されたものを CFb1. サイジング剤なしのも

のを CFb2とした。炭素繊維は 10cm程度の長さに

なるように切断し，試料とした。

本研究に用いた CFRPは. PAN系炭素繊維とマ

トリクス樹脂としてピスフェノールA型エポキシ

樹脂(以下，エポキシ樹脂)からなる CFRPとした。

炭素繊維は繊維束のものを用い，エポキシ樹脂を含

浸させることで CFRPとされているものを試料と

した。 CFRPは，外形 10mmの棒状のものを必要

な重量に合わせて切断し，試料とした。 CFRP中

のエポキシ樹脂は，全体重量の約 20%であり，図

1に本研究で用いたエポキシ樹脂の構造を示す。ま

た，樹脂のみの分解挙動を検討するために. CFRP 

中に用いられているエポキシ樹脂(エピコート

828/メタフェニレンジアミン=100/14.5 (重量部)• 

ピスフェノールA含有率・ 57.3%) を試料とした。

板状(厚さ 2mm. 幅0.5~ 1 cm. 長さ 3~ 7 cm) 

に成型されたものを切断することで重量調整を行

い試料とした。

各種検討に使用する水は，超純水 (MILLIPORE

社製. Milli-Q LABO.脱気なし)を使用した。

2.2 実験装置および方法

水熱反応に用いた反応容器は，材質がハステロイ

(Ni-Fe-Mo合金)で内容積が 66cm3のものを用い

た。反応容器の加熱には，溶融塩恒温槽(耐圧ガラ

ス工業社製• TSC-006型)を用い，溶融塩の組成

は KN03 (45%). NaN03 (55%)で. 150
0

Cから

450"Cの温度範囲で使用可能である。実験装置の詳

細は，筆者らの前報の論文にて報告17)している。

反応圧力は，反応容器内に投入した試料と超純水

の量で調整を行っているため，反応容器に反応圧力

(5.1 ~ 35MPa) を考慮した量の試料と超純水を仕

込んだ。試料と水の重量比は，炭素繊維を用いた検

討では，試料 lに対し水 74とし. CFRPと樹脂を

用いた検討では試料 lに対し水 10と25した。試料

と水を投入後密閉し，あらかじめ設定温度 (250~ 

450"C )に加熱した溶融塩恒温槽へ反応容器を浸潰

し，反応を開始した。反応容器内の温度を熱電対に

to世 tuo-4184
図1 エポキシ樹脂(ビスフェノールAタイプ)の基

本構造
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より測定した結果，約 8分で各設定温度に到達した。

溶融塩恒温槽へ浸漬した時点を反応開始とし所定

時間(15~ 120分)の経過後，反応容器を取り出

し水槽内で冷却することによって，反応を停止さ

せた。冷却完了後，反応容器内より未反応の CFRP

や炭素繊維等の固相と液相を回収し，反応管内部に

付着している付着物はテトラヒドロフラン (THF)

を用い全量回収した。

2.3 分析

反応後の炭素繊維の分析は，反応後の炭素繊

維を超純水で、洗浄し単繊維強度試験， ESCA測

定，動的接触角測定を行った。単繊維強度試験

は， ]IS R7606に準拠して行った。回収した炭素

繊維を解束し単繊維を取り出し炭素繊維 l本

について引張試験を行い，その平均強度を求めた。

ESCA ì~IJ 定は， ESCALAB220氏L (VG社製 ) を

用い，X線源はAl-MONOkα200W，レンズモー

ドは LargeAreaXL，Pass Energyは 100eV(survey)， 

20eV (narrow)の条件で測定を行った。動的接触

角測定は，パ、ノコン制御のマイクロ天秤 (C32，カー

ン社製)を用い，炭素繊維 l本に水を接触させた際

の接触力から接触角を算出する Wilhelmy法にて炭

素繊維と水の接触角の測定を行った。

反応後に回収した CFRPの分析は，未反応の

CFRPをTHFで洗浄した後，超純水で洗j争し，

SEM観察を行った。 SEM観察は， ]SM5300 (日

本電子株式会社製)を用い，加速電圧はlOkVの条

件で観察を行った。

反応後の樹脂分解物の分析は，反応後の水可溶分

およびTHF可溶分について， GC/MS (HEWLETT 

PACKARD社製，HP5973， GC品目D)により定

性分析を行った。分離カラムには HP-5MS(596 

Phenyl Methyl Siloxane 30m-long X 250 um-i.d. X 

0.25 um-df!を用いた。測定時のオーブンの昇温プ

ログラムは 150'tを 5分保持後， 300'tまで 1分間

に10'tの速度で昇温した。その後， 300'tで 10分

間保持した。

3.結果と考察

3.1 炭素繊維に対する水熱反応の適用

水熱反応による CFの強度への影響を評価する

ために， まず，サイジング剤が塗布された CFを

対象に反応前後における各 CFの単繊維強度試験

を行った。反応前と水熱反応後(反応条件 450't， 

35MPa， 60分，液固比 74)のCFの引張強度を図 2

に示す。()内の nの値は強度の計測を行ったサン

プル数を示している。図中の各棒グラフは引張強

度の平均値を，縦線は最大値と最小値を示してい

る。標準弾性品である CFa1は反応前後で強度が約

1596低下しており，中高弾性品である CFb1はほと

んど強度が低下していないことがわかる。CFa1の

強度低下の結果は，既存の報告13)と同程度の値であ

る。反応前後において，単繊維の引張強度の値のば

らつきが大きくなっている原因として，反応後の炭

素繊維は繊維が反応前よりも申告まった状態で回収

されるため，引張強度測定時の解束時に測定対象炭

素繊維に掛かる負荷が増えたためと考えられる。反

応後の炭素繊維強度は約 15%低下するが，中高弾

性品の公称引張強度は 4，410MPaと同程度であり，

回収した炭素繊維の強度は十分に再使用に耐える

強度を有していることがわかる。

次に，水熱反応による炭素繊維の表面元素濃度へ

の影響についてサイジング剤が塗布された炭素繊

維と塗布されていない炭素繊維の両方を用いて検

討した。反応条件は，反応時間 60分 1夜回比 74で

行った。各反応温度における表面元素濃度の変化を

図3に示す。Y軸上に反応前の各炭素繊維の濃度を

示した。縦軸は炭素繊維表面における各元素と炭素

の比を示している。酸素濃度変化は，表面に塗布さ

れているサイジング斉IJの炭素 ー酸素結合に由来して

いることから， 表面のサイジング剤等の付着量の指

標となる。窒素濃度変化は，炭素繊維内部の窒素濃

度が高いことからサイジング剤の除去による表面

の露出や，表面に亀裂や欠損等の発生により釜素濃

度が上昇するため，表面状態の指標となる。サイジ

ング剤が塗布されている標準弾性品である CFa1で

は，反応温度の増加と共に処理前に見られたサイジ

ング斉IJ由来の酸素濃度が徐々に減少し窒素濃度は

増加していることがわかる。350'tの条件ではサイ

ジング剤が残存してお り， 450'tの条件ではサイジ

ング剤が除去できていることが予想される。450't

の条件で得られた表面濃度は， 通常の炭素繊維の
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製造工程で行われている表面処理工程で得られる

炭素繊維の表面の酸素濃度 (0.08~ 0.19)，窒素濃

度 (0.03~ 0.08) 18)よりも低い値を示していること

から，炭素繊維表面からサイジング剤の除去だけで

なく，炭素繊維表面に炭化物の被膜が形成されてい

る可能性が考えられる。サイジング剤が塗布され

ている中高弾性品である CFb1では， 250't以上の

条件において酸素濃度が低下していることがわか

る。これは CFb1に塗布されていたサイジング剤は，

CFa1のサイジング剤と異なり水溶性であるためと

考えられる。 CFa1では窒素濃度が僅かに上昇して

おり， CFb1では窒素濃度に大きな変化が見られな

いことから，水熱反応による炭素繊維表面への欠損

等の発生は生じないことが分かる。炭素繊維表面へ

の欠損等の発生の有無については， SEMによる炭

素繊維の表面観察において併せて確認が必要であ

り， SEM観察の結果は後述する。

次に，サイジング剤が塗布されていない炭素繊維

表面への影響を把握するために，標準弾性品である

CFa2，中高弾性品である CFb2を用いて検討を行っ

た結果を図 4に示す。 CFa2， CFb2ともに，反応

温度の上昇に伴い炭素繊維表面の酸素濃度の上昇

が確認できる。酸素濃度は増加したが，窒素濃度に

はほとんど変化が見られないことから，水熱反応に

おいて炭素繊維表面に亀裂等の欠損は発生するこ

となく，表面に酸素が導入されていると推定され

る。炭素繊維表面の酸素濃度が上昇するとマトリッ

クス樹脂との接着性が向上するため，製品である

CFRPの物性向上が期待できる。しかし 450'tの

条件において得られた酸素濃度は，通常の表面処理

工程で得られる酸素濃度 (0.072~ 0.092) 18)と比較

して低い値を示していることから，水熱反応、を用い

て炭素繊維表面の改質を行い，マトリックス樹脂と

の接着性を向上させることが可能であるが，十分な

接着性向上の効果を得るためには本検討条件では

困難であることが分かつた。 CFa2を用いた表面元

素濃度への反応温度と反応時間の影響の結果を図5

に示す。 y軸上に反応前の炭素繊維の各濃度を示し

た。反応温度 400't， 60分の条件において酸素濃度

の上昇が見られ，それ以外の条件においては各濃度

に大きな変化は見られないことが分かった。反応温

度400'tにおいて酸素の導入効果が僅かではあるが

確認できる。しかし処理時間 60分で得られた酸

素濃度は通常工程の表面処理と比較するとかなり

少ない量であるため， 7](だ、けを用いた水熱反応では

酸素導入効果は十分ではないことが分かる。
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図3 炭素繊維表面元素濃度への反応条件の影響

(250
0

C : 5.1 ~ 6.5MPa， 350
0

C : 20 ~ 23MPa， 450
0

C : 35MPa， 60分，液固比:74) 
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0

C : 5.1 ~ 6.5MPa， 350
o

C: 20 ~ 23MPa， 450
0

C : 35MPa， 60分，液固比:74) 
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次に，サイジング剤の塗布を行っていない炭素繊

維を用いて水熱反応前後における動的接触角によ

る炭素繊維の濡れ性について評価を行った。炭素繊

維表面の濡れ性は CFRP製造時の樹脂との接着性

の指標となる。反応前後における接触角の変化を

図6に示す。 Y軸上に反応前の各炭素繊維の値を示

した。炭素繊維が水中へ侵入する際の前進接触角

ではサンプル聞での差はないが. CFa2の反応温度

450"Cにおいて炭素繊維が水中から引き出される際

の後退接触角が大幅に小さくなっている。炭素繊維

の表面酸素濃度が上昇していることから，炭素繊維

表面に水酸基が導入され，水との接触角が減少した

と考えられる。後退接触角の減少は，炭素繊維の濡

れ性が向上し樹脂との接着性が向上していること

を示している。三菱レーヨン株式会社において炭素

繊維の電解酸化処理(表面処理)を通常工程と同様

に行った標準弾性品 (CFa1)の後退接触角の値は

約 230であることから，水熱反応、において通常処理

と向程度の濡れ性向上が可能で、あることがわかる。

CFb2では，前進接触角，後退接触角とも超臨界水

処理により濡れ性に変化は見られなかった。これは

CFa2と異なり CFb2では表面の炭素構造が異なる

ため濡れ性の向上が困難で阿あったと考えられる。

0.08 

0.06 • 
ω 

• 
口 ロ

0.02 

• ‘ 

以上の検討の結果，水熱反応を炭素繊維に適用す

ることにより，水熱反応後に回収される炭素繊維

は，わずかではあるが強度が低下するものの，十分

な強度を保持しており，表面の欠損等の発生が起き

ないことを確認した。この結果より，水熱反応に

よって回収した炭素繊維は，十分にリサイクル可能

であることが分かる。更に，水熱反応によって炭素

繊維表面のサイジング剤の除去や炭素繊維の濡れ

性の向上が可能であることを確認しており，通常の

炭素繊維製造工程における各表面処理工程に水熱

反応で代替えが可能で、あることが分かつた。

3.2 CFRPに対する水熱反応の適用

水熱反応による CFRPから炭素繊維の回収につ

いて検討を行った。反応条件は，反応温度250"Cか

ら450"C.反応圧力 15.8MPaから 27.2MPa. 反応

時間 60分 i夜固比 10で行った。 250
0

Cでは樹脂が

ほとんど分解しておらず. CFRPの原型をとどめ

ており. 300"C以上の反応では，油分が付着した状

態の炭素繊維が回収された。反応温度 300"Cから

450
0

Cの各温度における生成物の重量分率を図 7に

示す。反応後に THFによって洗浄し得られる炭素

繊維の重量は CFRPの78%程度であり，反応温度

にはほとんど影響されていないことがわかる。この

4500C 
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• 
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図5 炭素繊維表面元素濃度への反応時間の影響

(試料:CFa2. 400"C : 31.0 ~ 35.0MPa， 450"C: 30.8 ~ 33.0MPa，液国比:74) 
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図6 炭素繊維表面の水接触角への反応温度の影響

(250"C : 5.7 ~ 6.0MPa， 450"C : 35MPa， 60分，液固比:74) 
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値は，試料として用いた CFRPが炭素繊維の重量

比が8096であることから，水熱反応後，THFを用

いて洗浄する ことで炭素繊維のみが回収可能で、あ

ることが分かる。この結果から， 300'Cから 450'C

の水熱反応で CFRP中の樹脂は分解され， THF 

に可溶な油分や水可溶分にな っていることが分か

る。300'Cと 450'Cで回収される炭素繊維の重量が，

350'C， 400'Cで得られる重量よりも若干重い傾向が

見られた。この理由としては， 300'Cでは CFRP中

の樹脂の分解が不十分であり ，THFに不溶な樹脂

が残存していると考えられる。また， 450'Cでは反

応温度が高温であるために樹脂が油分に分解され

る前に，熱分解反応によ って炭化し炭素繊維束の中

心部分に残存したと考えられる。これらは，炭素繊

維束中心部の炭素繊維表面を SEM観察することで

確認する必要がある。樹脂分解物の性状は，反応温

度の影響を顕著に受ける傾向が見られた。反応温度

が低い 300'Cでは分解物のほとんどが炭素繊維に付

着した状態であり THFに可溶な油分であるが，反

応温度の上昇と共に炭素繊維に付着 している油分

は減少する傾向が見られた。この傾向は，樹脂が分

解し生成した THFに可溶な油分が反応温度の上昇

とともに分解され水可溶分にな ったためと考えら

れる。THF可i容な油分の定性分析を行ったと ころ，

300'CではピスフェノールAが反応後の主生成物で

あった。350'C以上では，ピスフ ェノール Aに加え，

フェノール，イソプロピルフ ェノール，テトラメチ

ルベンゼンなどの単環フ ェノール類の生成を確認

した。

水熱反応後に回収した炭素繊維の SEM写真を図

8に示す。反応後に回収した炭素繊維は THFで洗

浄した後，超純水で、洗浄し乾燥した後に SEM観

察を行った。図の右に繊維束の外側を左に繊維束

の中心部の SEM写真を示した。350'Cでは，外側

の炭素繊維表面には未分解の樹脂分は確認できな

100 

nu 
n
y
 [ヌ
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時
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80 

70 
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図7 CFRP分解生成物の収率への反応条件の影響

いが，中心部の炭素繊維には表面が確認できない

ほどの樹脂が残存していることがわかる。400'Cで

は，外側の炭素繊維表面に何らかの付着物が確認で

き，中心部では清浄な表面が確認できる炭素繊維も

あるが樹脂の残存が確認できる。450'Cでは，外側

の炭素繊維は清浄な表面が確認できるが，中心部で

は樹脂の残存とともに樹脂分が除去された炭素繊

維の表面に微小な粒子状の物が多数残存している

ことが確認できる。微小な粒子状の付着物は，熱分

解によ って生じた樹脂由来の炭化物であると予想

される。各反応温度において回収された炭素繊維に

は表面には，亀裂等の発生は確認できない。このこ

とは，図4において水熱反応後の炭素繊維表面の窒

素濃度に変化がないことから炭素繊維表面に亀裂

等の発生が無いことをことの予測を裏付ける結果

である。繊維束の中心部における樹脂の残存を減少

させるため，反応温度 350'C， 400'C，圧力 30MPa，

60分， ìì~固比 25 の反応条件で検討を行っ た。 回収

した炭素繊維の SEM写真を図 9に示す。写真は，

繊維束の中心部の炭素繊維である。液固比がlOの

反応条件で回収された炭素繊維 (図8)に比べ液国

比が25の反応条件で回収された炭素繊維の方が樹

脂の残存が少ないことが分かる。 しかし 350'Cの

反応条件で回収された炭素繊維の表面に付着物が

確認でき， 400'Cでは付着物は確認できないが表面

の一部に斑模械が見られる ことから，樹脂がわずか

ではあるが残存していることが考えられる。この結

二司|
図8 水熱反応により回収した炭素繊維の繊維表面観察

(A: 350
o

C， B: 400
o

C， C: 450'C， ;夜固比 :10) 
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果から，樹脂が残存しない炭素繊維を回収するため

には，より大きな液固比での水熱反応、が必要である

ことが分かつた。

水熱反応によるエポキシ樹脂の分解挙動を検討す

るために，エポキシ樹脂単体を用いて検討を行った。

反応温度を 300tから 400t，反応時間 30分， il~固

比 50とした。反応後に回収された生成物の重量比

を図 10に示す。縦軸は反応、前のエポキシ樹脂重量

を10096とした。300tでは，ほとんどのエポキシ

樹脂が分解せずに残溢として回収された。330t以

上ではエポキシ樹脂の残存は確認できず，生成物は

水可能分または THF可溶な油分であった。330t

以下では，回収された残溢，生成物の重量は合わせ

ると投入したエポキシ樹脂の重量に近い値になるこ

とがわかる。 しかし 350t以上の条件では，回収

された生成物の重量は 6596前後で一定になってい

ることがわかる。図 lに示したエポキシ樹脂の組成

からエポキシ樹脂のエポキシ部とピスフェノールA

部の重量比がエポキシ部 33.596，ピスフェノール

A音r;66.596であり，エポキシ部が水熱反応により

分解しピスフェノールA部が残存していると考

えられる。この検討から， 330t以上の反応条件で

CFRPに用いられているエポキシ樹脂が分解され油

分となり， 400tにおいても 油分が水可溶分に分解

されないことが明らかとなった。

以上の検討の結果，岡島らの報告と同様に高温高

図9 水熱反応により回収した炭素』樹監の繊維表面観察
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図10工ポキシ樹脂分解生成物の収率への反応条件の

影響

圧水を用いた回分式水熱反応を CFRPに適用する

ことで CFRP中のエポキシ樹脂は油状成分に分解

され，反応、後に有機溶媒で洗浄することで樹脂分解

物と炭素繊維を分離回収可能であることを確認した。

超臨界水は極性が極端に低くなる特徴を有している

ため，エポキシ樹脂が分解した油状成分は反応中に

は超臨界水中に溶解しているが反応終了の冷却時に

油状成分が炭素繊維に再付着していると考え られる。

付着物のない炭素繊維を回収するためには，エポキ

シ樹脂から生じる油状成分を水溶性の成分まで分解

する必要があるが，樹脂単体の分解挙動から樹脂を

水溶性成分に分解することは困難で、ある。そのため，

付着物のない炭素繊維の回収には，反応中に生成し

た油;犬成分を反応中に反応場から連続的に除去する

必要があることが明らかとなった。

4.おわ りに

炭素繊維および CFRPに水熱反応を適用した結

果，水熱反応による炭素繊維への影響では，引張強

度の低下は僅かであり，表面元素濃度の変化や炭素

繊維の SEM 観察から炭素繊維表面に亀裂等の欠損

が発生している可能性は極めて低いことが分かった。

このことから，水熱反応、において回収した炭素繊維

は十分に再使用可能であることを確認した。更に，

水熱反応、によ って，炭素繊維の表面に塗布されてい

るサイジング剤を，通常の炭素繊維製造工程の除去

工程と同程度に除去可能で、ある ことを確認した。通

常の製造工程におけるサイジング剤の除去には薬品

を用いた処理が行われており ，水熱反応、は水のみを

用いた処理であることからグリーンケミストリーの

観点から非常に重要な発見19)であった。更に，水熱

反応によって炭素繊維表面の酸素濃度を増加させる

ことが可能であり，炭素繊維表面の濡れ性の向上が

従来法と同等に可能却であることも確認した。

CFRPへの水熱反応の適用では，既存の報告と

同様に水熱反応によ って CFRPを炭素繊維とエポ

キシ樹脂分解物である油状成分に分離可能21.22)であ

ることを確認した。一方， エポキシ樹脂のピスフ ェ

ノールA部に由来した油状成分は， 400tの反応条

件においても水可溶分に分解されないことから，既

存の報告や本研究で用いた回分式反応装置では，付

着物のない炭素繊維の回収は困難であることを確認

した。この結果から，付着物のない炭素繊維の回収

には，反応中に生成した油状成分を反応中に反応場

から除去する必要がある。今後，連続的に高温の水

を通水可能な反応装置の製作を行い，水のみを用い

たCFRPから炭素繊維の回収を検討する予定とし

ている。
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Abstract 

Carbon fiber reinforced plastic (CFRP) is composed of carbon fiber (CF) and an 

epoxy resin matrix. CFRP is employed in the aerospace industry because of its high 

specific strength， rigidity， and low weight. The production of CFRP is increasing， and 

at present， used CFRP is incinerated or reclaimed. Therefore， an eco-friendly technique 

to recycle CFRP is necessary. Conventional recycling employs acid and alkali as organic 

solvents. In this study， we examined the recovery of CF from CFRP by hydrothermal 

reaction， which utilizes only water as a reaction solvent. During the hydrothermal reaction 

at 400 oC， we observed that it was possible to decompose the epo可 resinand recover the 

CF. Hydrothermal reaction had minimal influence on the tensile strength of CF， and the 

surface of CF was clean. Furthermore， this srudy confirmed that sizing agent of the surface 

of CF can be completely removed by hydrothermal reaction. 

Key Words: Hydrothermal reaction， carbon fiber reinforced plastic， carbon fiber， epo可

resm， slzmg agent 
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