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●高放熱高分子材料の必要性

　近年、電子部品の発熱量の増大などで、放熱とい

う問題が非常に脚光を浴びてきています。そのため

に本来は金属やセラミックが使われるのですが、成

形性に優れる高分子材料、つまりプラスチックの必

要性が叫ばれ、ノート型パソコンから始まったトレ

ンドは、携帯電話、LED、最近ではSICの基板な

どへの期待が高くなっています。

●マイクロプロセッサの単位あたりの消費電力の

　急増

　昔は発熱需要があまり大きくなかったので、放熱

という問題には風を送っていればよいという感じだ

ったのですが、Pentiumが2、3、4となってくると

ホットプレートより熱くなって、要するにパワーデ

バイス自体の温度がどんどん上がっていくというこ

とになっていきました。そのために放熱性が要求さ

れて、最初はノート型パソコンに利用され、その後

に熱くて持てない携帯電話ということで携帯電話で

も利用されるようになり、さらに開発が進むように

なりました。

●LED製品での発熱・放熱問題

　関西では照明器具メーカーが非常に多いために

LED照明が爆発的に進んでいますが、LEDの特徴

は赤外線が出ないということです。白熱電球や蛍光

ランプに比べてエネルギー効率が非常に良いのです

が、赤外放射がないので、ほとんど熱伝導で周りに

伝わってしまうのが問題です。改善されてきている

ものの、LED寿命 4万時間というのはあくまでも

チップだけの場合ということです。現実にはそこま

で達しなく、よく故障の原因になるのは封止樹脂、

ボンディングワイヤー、特に蛍光体が多く、熱くな

って色が黄色から他の色に変わってしまうことが発

生しています。4万時間と言いながら1カ月で電球

が切れてしまうということがあったわけです。寿命

を長くするためにも、最近は放熱という問題が指摘

されています。

●LED製品研究開発への放熱関連技術

　これはLED製品のデータですが、放熱に対応す

るものとしてヒートシンクのようなものもあるので

すが、その間に放熱ゴムシートとか放熱プラスチッ

ク材料、基板材料、放熱塗料などによって寿命を延

ばそうと皆さん頑張っています。特にエネルギー密

度が高いシーリングライトの場合、先にあるアクリ

ル板が溶けるくらい熱くなるということで、それを

いかに抑えるかということが1つの課題となってい

ます。

●さらに広がる需要

　最近では、燃料電池のコージェネレーションだけ

でなく、ハイブリッドエンジン関連にも注目が集ま

っています。これはインバーターが電車並みの発熱

量があるということからで、ハイブリッドエンジン

の自動車にはすごい数のモーターがあり、インバー

ターが数多くなるため、それに対応するためにも導

入していきたいということです。
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●放熱研究・技術の範囲

　私共は研究の立場になるわけですが、研究として

は高分子だけでは熱伝導性があまり高くないので、

フィラーを入れることで高分子材料とフィラー技術、

それらをハイブリッド化する技術、その3つが必要

になります。私共としてはこの（a）高分子材料技

術や（b）フィラー技術も開発しているのですが、（c）

ハイブリッド化技術を開発しつつ、さらに（d）材

料評価技術、（e）製品評価技術の開発を通じて製品

化というものを支えていこうとしています。実際の

メーカー自身に材料を持っていったとしても、合致

するようなデータがなければ採用しないわけで、そ

うしたことを踏まえた形で研究に取り組んでいます。

●高分子自身の熱伝導率

　高分子の熱伝導にはもともとフォノン伝導と電子

伝導があるのですが、通常、高分子は電気が流れな

いのでフォノン伝導、つまり格子の伝導、縦波によ

って伝わるのです。しかし、セラミックと違って分

子鎖間量が弱く、結晶性が低く、熱伝導率が高くな

って、セラミックでこの辺りだとして金属でこの辺

り、ダイヤモンドが2,000 ～ 2,500 W/（m･k）辺り

ですが、高分子では0.1～ 0.3くらいであり、1,000

分の1～100分の1の値しかありません。そのため

に断熱材として使っていたのですが、プラスチック

というのは成形加工性がピカイチですので、それを

生かしてセラミックや金属が利用されている所に進

出しているというわけです。

●高分子自身の高熱伝導率

　PMMAの熱伝導率（予測値と測定値）について、

最初に日本では東大の和田先生が1970年くらいに

研究されました。理論値と予測値が合うことを示し

ています。分子鎖間の振動による結晶性が低いとい

った問題はあるのですが、逆に言うと分子鎖方向の

熱伝導率は大きい。電子伝導の場合は電子を担体と

して伝えるわけですが、通常の場合は電気が流れな

いというのであまり実用的ではないと言えます。

●高分子自身の高熱伝導化（繊維）

　高分子自身の熱伝導化で、繊維の場合、いちばん

よく知られているのは高延伸ポリエチレンでは

10W/（m･k）くらい。高延伸すると 20W/（m･k）

となるくらいで、熱伝導率が高くなる。しかし繊維

の垂直方向は低くなるというのが特徴です。要する

に繊維方向は炭素－炭素でできているので非常に

高くなる。そうした形でポリマーを使うと、熱伝導

率が非常に高くなり、PBO繊維では 37W/（m･k）

くらいあると言われています。

●液晶性エポキシ樹脂による高熱伝導化

　繊維では高くなるものの、成形品では難しいが液

晶性エポキシ樹脂による高熱伝導化が行われていて、

0.8 ～ 1W/（m･k）の熱伝導率を示すものがあると

言われています。異論はありますが、ともかく配向

性の高い方向に向かっての熱伝導性がいちばん大き

い。しかし、配向角度が少しでもずれると熱伝導率

が落ちるという問題点があるとも言われています。
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●複合化による高熱伝導化の必要性

　液晶性高分子も高価ですし、制約条件が多い中で

実際上はどうするのか。成形性からはこの方法が早

いということで、実際には複合化で高熱伝導化を行

っているのがほとんどです。絶縁系では1～ 3W/

（m･k）が一般的で、導電系で5W/（m･k）くらい

です。入れるものは絶縁系ではシリカ、アルミナ、

酸化マグネシウム、窒化ホウ素、窒化アルミ、導電

系では銅、アルミよりはグラファイトなどのカーボ

ン系が多い。実際に使われているもので多いのは、

アルミナ、マグネシウム、シリカですので、実際上

では4W/（m･k）くらいまでのものが使われている

状況です。

●熱伝導性複合高分子材料の設計

　熱伝導率の影響因子について私共も研究を始めて

30年近くなりますが、研究の初期の頃は熱伝導率

への影響因子は4つ。①連続媒体と分散粒子の熱伝

導率、②複合高分子材料中に占める分散粒子の容

積率、③分散粒子の形状と大きさの効果、④近接

粒子間の温度分布の影響、この4つで熱伝導率が決

まるということでした。最近では、⑤分散粒子の

分散状態、⑥連続媒体と分散粒子の界面抵抗、⑦

分散粒子の配向度、⑧分散粒子の接触熱抵抗、な

どが重要だということが分かってきました。

●種々の工夫と熱伝導率の影響因子への効果

　そのために行われている種々の工夫について説明

します。1つとして高分子の熱伝導率とフィラーの

熱伝導率を大きくすれば上がる。これは当然のこと

なのですが、普通は液晶性エポキシ樹脂の利用や高

熱伝導性の充填材の使用などが行われます。それ以

外に形状では、粒度分布の工夫やファイバー状の充

填材の使用などが行われます。分散状態としては連

続体形成量の増大への工夫、ファイバー状の使用と

配向化の研究を行っています。そして私共がいつも

強調しているのは充填材同士がぴったりと引っ付く

ことが重要であり、完全な連続相にする工夫です。

このようなことで種々の工夫が現在なされています。

その現状について今から説明したいと思います。

●＜工夫a＞樹脂の高熱伝導化

　普通の樹脂の熱伝導率は0.2W/（m･k）くらいで

　

すと120W/（m･k）のフィラーを使ったところで、

60容量％入れても5W/（m･k）くらいにしかなりま

せん。ところが高分子を使うと 60 容量％で 8W/

（m･k）くらいになります。また40容量％くらい高

分子の量が多い場合でも60容量％と同じくらいの

熱伝導率が得られる場合がある。したがって高分

子が 60 容量％では成形性が非常に悪いですから、

成形性に優れる40容量％で同じ熱伝導率が得られ

るということで、いろんな研究がされました。

●＜工夫b＞成形性に優れる高熱伝導性炭素系材

　料

　フィラーとしていちばん進んでいる導電性材料は

炭素系で、銅やアルミを使っていることはあまりな

いです。炭素系で多いのはカーボンファイバーやグ

ラファイトなどが使われています。特徴的なのは

PAN形のカーボンファイバーでなく、ピッチ形が

使われています。熱伝導率が高くなる要素として、

このフィラー自身は弾性率が高くなるものが、熱伝

導率が高くなると理解していただきたいと思います。

強度が高くても上がらないが、弾性率が重要な要素

で相関性が高いと言われています。

●＜工夫c＞セラミック粒子の熱伝導率の低下の

　抑制

　さきほどセラミックの熱伝導率のことに触れまし

たが、実際に粉によってだいぶ性質が変わります。

窒化アルミでは0.1％や 1％だけ酸素を余分に含む

だけで、半分くらいの熱伝導率になります。セラミ

ックの場合は格子欠陥というのが非常に重要で、不

純物の酸素というのが問題になります。通常、板で

作る時はこれを抜くためにイットリウムなどを入れ
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るのですが、フィラーでもらった時はイットリウム

が入っていませんので、酸素が非常に残った形で使

われる場合が多いわけです。

●フィラーの進歩

　先ほど触れたシリカ、アルミナということでも粒

度分布を工夫したり、平板状や線状のものもありま

すし、酸化マグネシウムは表面処理を行っているし、

窒化ホウ素に至ってはナノチューブまである。そう

いった形で非常に熱伝導性が大きくなる。窒化アル

ミは初期に出したものはアルミナと実際の伝導率が

変わらないようなものを混ぜたのですが、今は高熱

伝導化しています。酸化亜鉛あたりも実際によく使

われています。高分子とともに、フィラーについて

もこのように進歩しているのが現状であります。

●複合高分子材料の高熱伝導化の手法

　次に複合効果、複合体としての工夫について話し

ます。今まではフィラーとの問題だけだったのです

が、形状や配向が界面状態でどのような影響を受け

るかということであります。方法的には、1つは大

きい粒子、小さい粒子を混ぜるわけですが、パッキ

ング性を上げて、私共でも85容量％程度セラミッ

クを高分子に入れることができます。例えばアルミ

ナやシリカでつくると、これはもうプラスチックで

はないです。音からしても完全にセラミックになり

ます。また、ファイバー状、平板状の粒子を用いて、

かつBN粒子かグラファイト粒子を電場、磁場、せ

ん断によって並べる。もう1つは分散方法の工夫。

要するに導電性が早く発現しやすくなる濃度である、

パーコレーション濃度を小さくすることが行われて

います。

●＜工夫d＞充填材の粒度分布の工夫

　混ぜるのがいちばん楽なのが大粒子と小粒子。10：

1のものを8：2で混ぜるとパッキング性が上がって、

空隙率が15％、すなわち空気層が15％まで圧縮で

きるので、85％くらいまで充填します。石英粉な

どでも熱伝導率が2.4W/（m･k）くらいになります。

●＜工夫e＞ファイバー状の充填材の使用

　もう1つはファイバーを使う。私共もファイバー

の向きなどを工夫してやっています。これはヘルマ

ンズ係数ですが、それが0となる配向性がないとい

うものと横にべたっと寝ているものをつくりました

が、電気伝導率を比べるとあまり差はない。パーコ

レーションは多少ランダムの方が、ファイバーが横

に寝てしまっているものより低濃度で発現するが、

ファイバー長さの影響を強く受ける。ところがラン

ダム配向では当然ファイバーの長さが長くなるほど

熱伝導率は大きいですが、横に寝てしまっている場

合は全然変化がない。すなわち熱伝導率の方がなか

なか大きくしにくい。電気の方が通りやすくしやす

いというのが実感したところです。

●＜工夫 f＞ファイバー状の充填材の使用と配向

　化

　同じようにこれは日立化成工業のデータですが、
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フィラーの黒鉛シートの熱伝導率は40～90W/（m･k）

になるということです。また、BNシートの熱伝導

率は10～ 20W/（m･k）になるということが言われ

ています。

●＜工夫g＞充填材の連続体形成量の増大

　パーコレーションの増大ということで若い頃にい

ろいろやったのですが、いちばん良いのは粉体に混

ぜることです。ここに示したのは黒鉛とポリエチレ

ンによるものですが、粉体混合の方が熱伝導率は高

くなる。これは縦軸に電気伝導率、横軸に黒鉛の量

を示していますが、溶融混合より粉体混合の方が最

もパーコレーションが低濃度になって、熱伝導率も

大きくなります。パーコレーション連続体をつくる

ことで熱伝導率が大きくなることが分かりますが、

それでもそれほど大きな効果が得られるわけではあ

りません。

●＜工夫h＞充填材を連続相に（ハニカム構造形成）

　粉体混合をうまくしようということで、この図の

ように、下がフェノール樹脂、その外側にBNナノ

粒子をまぶしたような領域をつくり、より温度をか

けて成形すると、このように玉が中に入ったような

ハニカム構造を形成します。これはBNナノ粒子を

用いているのですが、このようにBN粒子がつらな

っているのが分かります。こういうことで熱伝導率

が高くなるわけです。何もしない場合はこの青色の

もので、BN量を入れていく間に熱伝導率はこのく

らいで、実際にハニカム構造にすると40％程度で

2.5倍くらいの熱伝導率を持つことができます。予

測式を使ってみても、すごく大きくなることが分か

ります。

●複合高分子材料の顕著な高熱伝導化の手法

　こうしたことで高くはなったのですが、まだまだ

という状況です。最近やられている方法としてはダ

ブルパーコレーション法と、私共がやっている低融

点合金を用いる方法、私共がやっていないものでは、

銀ナノ、銅ナノ粒子を使って融着するナノ粒子を使

う方法があります。これに関連して私共が最近企業

とやっていたのは、グラファイトの間にカーボンナ

ノチューブを入れることで、熱伝導率を上げるとい

う方法です。これは名工大の木下先生の資料ですが、

これはポリアミドとポリエチレンをブレンドし、ポ

リアミドの中に窒化アルミ粒子を集中させると熱伝

導率が高くなる。要するにハニカム構造がつくられ

ることによって熱伝導性の高いものになる。ポリエ

チレン側はこのような塊になるということで、これ

は先ほど触れたフェノール粒子にあたるのでしょう

が、熱伝導性がこの辺りでは 1.5W/（m ･k）が

2.3W/（m･k）になるということを実施しています。

●＜工夫 i＞充填材の接触面を増大し、完全な連続

　相に

　私共はずっとこのような、完全ミセルタイプとい

う予測式を考えていたのですが、現実的にはパーコ

レーションを起こしやすいものの方が熱伝導率は高

くなるとはいえ、あまり高くはならない。なぜかと

考えてみると、いろんなフィラーを添加すると接触

しているだけであって、連続相になっているわけで

はないため、共連続相にいかにもっていくかが重要

となります。共連続相にするために周囲に何かをつ

けたらよいということで、私共は低融点合金を付け

ることにしました。

●新規高熱伝導性複合PPSの開発と物性比較

　これはMaxell モデルですが、銅の中にPPSを入

れたものは、この表に示したような上がり方しかし

ない。この差というのは何なのか。要するに充填粒

子が連続相をいかにうまくつくるのかが最も重要な

ことなのです。その連結補助材として低融点合金を

使っています。そうすると結果的には10W/（m･k）

くらいの熱伝導性のものができ、通常の樹脂ですと

0.2W/（m･k）くらいのものが9W/（m･k）くらいに

なり、かつ低融点合金を使っているので高温では溶

融するためスパイラルフロー長は通常のものより逆
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に流れるようになります。電気抵抗も小さくなるの

ですが、強度や熱膨張率でも何の問題もありません。

●低融点金属の役割

　これを見ていただくと分かるのですが、PPSに銅

を入れたものではこの程度の熱伝導率で、銅、黒鉛

を入れてもこの程度だったのですが、少し低融点合

金を加えると一気に熱伝導率は大きくなりました。

これがその構造の電子顕微鏡写真です。この辺りが

黒鉛ですが、低融点合金が巻き付いていくのがよく

分かります。完全に粒子と粒子をつないで連続相を

つくっているということがわかります。

●銀ナノ粒子の低融点化の利用

　次に同じような考え方によるものですが、バルク

では高い融点（900℃融点）を持つ銀はナノ粒子で

は100～ 300℃で融着すると言われています。特に

銀ナノ粒子がエポキシ樹脂の硬化時の接合をすると

いうことで、うまく利用することにより銀/エポキ

シ樹脂系の熱伝導率は66W/（m･k）以上出ると言

われています。最近では銅ナノ粒子をこのように利

用した研究データが多く出ています。

●グラファイトをCNTで橋掛け

　もう1つは私共がスターライト工業（株）と共同

開発したものですが、グラファイトを入れたものだ

けですと充填量に対して50％とまずまず行くので

すが、カーボンナノチューブを少しだけ入れるだけ

で熱伝導率がものすごく上がる。これはグラファイ

トとグラファイトをカーボンナノチューブがつない

でいるわけです。このように粒子と粒子をいかにつ

なぐかが、高熱伝導化には欠かせないことだと思い

ます。

●報告されている高熱伝導性高分子材料

　導電系では10～ 100 W/（m･k）前後だといわれ

ています。100W/（m･k）までいくとプラスチック

なのか銀の塊なのか分からないような、そんなもの

がいろんなメーカーでつくられています。ユニチカ

が開発した流動性があるもので50W/（m･k）です

から、流れ性のあるものではそれくらいが限界か

と思っております。絶縁系では40～ 50W/（m･k）

くらいが最高です。パッキング性は高いので、熱伝

導性は高いとはいえ、成形性はあまり良くないよう

です。

●高分子の耐熱温度とコストの関係

　温度とコストの関係から見ると、主に使われてい

るのはこの辺りのオーダーです。放熱材料は何かと

いうと、耐熱性を上げるためによく使うものですか

ら、PPとかABSなど耐熱温度が低いものはあまり

適さない。そのために超配向のポリエチレン繊維は

熱伝導率が高いと言いましたが、100℃しか耐熱性

がないものはあまり使われないというのが現状です。

●相反機能の解消（他の物性との並立）

　熱伝導率は50～ 100 W/（m･k）くらいに上がる

ようになったので、易成形加工性と熱伝導性の並立

などは相反機能との解消が言われるようになってき

て、柔軟性と熱伝導性の並立や透明性と熱輻射性の

並立が行われています。ユニチカのデータによれば、

流れやすさが同じ熱伝導率であっても異なり、要す

るに柔軟剤をいかに選んでうまくやるかが重要なこ

との1つだと言えます。

●柔軟性と熱伝導性の並立

　いま問題になっているのが金属板と金属板の間の

界面をどうするかということで、接触熱抵抗をいか

に落とせるかが大事なことです。熱抵抗との兼ね合

いに関して、私共と一緒にやっているところではゴ

ムシートを使っております。

●透明性と熱輻射性の並立

　熱伝導の限界付近になってくると、輻射というも

のも重要になります。私共と一緒にやっているもの
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では、透明なのですが輻射率はほぼ1のものを作っ

て、実際上は基板の銅板の裏側なので、塗布無し・

塗布有りの差が見た目にはわかりませんが、その違

いで温度差10℃くらいのものが開発できています。

●超高充填量領域での測定方法による熱伝導率の

　違い（最近の話題）

　もう1つ、最近やっている研究を紹介します。こ

れはレーザーフラッシュ法と定常熱流計法について

表したデータですが、やはりこの辺りの充填量で値

が違っています。測定法は ISOで決められている

のがホットディスク法、交流ジュール加熱法（TWA

法）、定常熱流計法であります。レーザーフラッシ

ュ法は定常熱流計法より高くなる場合が多いです。

ここに問題点が残っていて、業界でも重要視されて

います。なぜかというと、実際に使われているのは

定常レベルの所で使われるのが多く、研究開発で測

定するデータはレーザーフラッシュ法が多いので、

本当はどうなのかについて現在、皆で考えていると

ころです。

●今後の方向性

　今後の方向性として、1つは基板の発熱に対応す

る放熱材の開発問題で、放熱プラスチックによるア

ルミのヒートシンクの代替は5,000億円市場だと言

われていますので、それに期待したいと思います。

あとは自動車関係も入れて、バランスに優れた放熱

材料が開発されることです。そして私共としては、

単に熱伝導率の高いものをつくればよいということ

ではなくて、放熱評価、放熱設計支援、モデル実験

などで、放熱評価システムを含めて、放熱プラスチ

ックを開発する企業支援をしっかりしたものにして

いきたいと思っています。


