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ABSTRACT: Polymer nanocomposites are 

potential materials for three dimensional (3d) 

printing of functional components. For effective 3d 

printing, besides ensuring high conductivity of the 

nanocomposites, their flow characteristics need 

careful adjustment. To satisfy the contradictory 

requirements, multiwalled carbon nanotubes 

(MWCNT) were chosen. As the dispersion of 

the MWCNT is believed to strongly influence the 

properties of the nanocomposites, we compared 

nanocomposites prepared using melt mixing and 

solution casting. Our findings suggest that for 

MWCNT/ABS polymer nanocomposites, simple 

melt mixing can yield conductivities that are 

similar to that obtained by solution casting and 

close to the highest values reported in the 

literature. 

 

1．緒言 

 3Dプリンタは製品にする前の試作品を短時

間かつ低コストで作製できるという点で，近年

では医療分野や食品分野での利用，研究が進め

られている。特に電気・デバイス分野では電気

回路やセンサーなどの3D印刷の研究が進めら

れており，これによってものづくりの幅が広が

ると期待されている1)。回路やセンサーの印刷

には樹脂に導電性フィラーを多量に分散させ

る必要があるが，フィラメントの溶融粘度が増

加し，3D印刷が困難になることが報告されてい

る2)。そのため現在，回路やセンサーの印刷に

は専用の３Dプリンタが使用されている。 

 本研究では，機能的部品や機器を3D印刷する

ために必要な導電率を持ち，一般的な3D印刷可

能な流動性を持つフィラメントの開発を最終

目標としている。これら2つの目標を達成する

ため多層カーボンナノチューブを用いてサン

プルを作製した。コンポジットの分散状態がサ

ンプルの物性値に大きく影響してくるため，溶

融混練法と溶媒キャスト法の2種類の作製方法

を用いてサンプルの作製を行った。そののち導

電率と線形レオロジーによりフィラーの分散

の評価を行った。 

 

2．実験 

 2-1 試料 

試料は市販のアクリロニトリル-ブタジエ

ン-スチレン共重合体(ABS)フィラメント(Bei

jing Tiertime Technology, P.R.社製)と多層カ

ーボンナノチューブ(MWCNT)(NC7000, 

Nanocyl SA社製)を用いた。ABSに対する 

MWCNTの添加量を変化させて実験を行った。 

 2-2 サンプル作製 

サンプル作製の前にABSを 80 ℃の真空オ

ーブンにいれ12時間乾燥させた。MWCNTの

添加量を 0, 0.113, 0.227, 0.341, 0.456, 1.36,

2.27, 3.41, 4.54 vol%で作製した。 

 2-2-1 溶媒キャスト法 

 はじめにMWCNTをクロロホルム(和光化

学製)20mlに超音波ホモジナイザー（Digital  

Sonifier Model450,Branson社製）を用いて出

力 400 W, 周波数 20 kHz, 振幅 47 μmで 

10 分間撹拌させた。その後ジクロロメタン

(和光化学製)/ABS溶液(1.5 wt%)をMWCNT

分散液(8.4x10-3~3.4x10-2 wt%)中に注ぎ，上記

と同じ条件で超音波撹拌を行った。その後ド

ラフト内で 12 時間放置した後，120 ℃の真

空オーブンで 3 時間乾燥させた。 

 2-2-2 溶融混練法 

 MWCNTとABSは内部二軸混練機(ラボプ

ラストミル, 東洋精機製作所製)を用いて  

200 ℃で混練した。はじめ 10 rpmで 3 分

間 ABSを溶融させたのちMWCNTを加え  

50 rpmで 10 分間混練した。 

 2-3 導電性評価 

デジタルマルチメーター（Keithley 2110,  



Tektronix社製）を用いて抵抗率を4探針法で

測定し計算にて導電率の算出をした。 

2-4 線形レオロジー測定 

 回転型レオメーター(MCR301, Anton Paar

社製)を用いた。測定条件は 200 ℃，ひずみ

 1 %, 測定範囲は ω = 100 ～ 0.01 rad/s 

で行った。 

 

3.結果及び考察 

 図1に導電率測定の結果を示す。本来ABS単

体の導電率はおおよそ10-16 S/cmの導電率であ

る。しかしMWCNT 0.113 vol%の添加で1010

倍まで導電率の急な上昇がみられた。これは 

ABS内にフィラーが分散し導電パスが形成さ

れたことを示す。またサンプルの作製方法に関

わらずほぼ同じような導電率を持つことがわ

かった。これよりフィラーの分散の程度は同様

と考えられる。また導電率の低添加量での増加

はパーコレション閾値が低いためだと考えら

れる。他の文献と比較すると今回の結果に近い

閾値を示していることがわかる3)。 

 図2に線形レオロジーの測定結果を示す。グ

ラフの白抜きのプロットが溶媒キャストサン

プル(SC)、塗りつぶしのグラフが溶融混練サン

プル(MM)の結果である。ABS単体では一般的

な線状高分子の挙動を示す一方，フィラー添加

とともに特に低周波数領域において周波数依

存性が小さくなることがわかる。またΦ = 1.3

6 vol%ではG’の周波数依存性がほとんどなく

なった。この結果からも作製方法による違いが

見られないためフィラーの分散状態は同様で

あり，導電率測定と同じ結果となった。 

 

４． 結論 

 溶媒キャスト法と溶融混練法の2つの作製方

法を用いてサンプルを作製した。導電率測定に

おいて，それぞれフィラーの添加量が0.1 vol%

ほどで急激な導電率の上昇がみられた。またレ

オロジー測定ではフィラーの添加に伴い貯蔵

弾性率がグラフの上側にシフトし弾性的な振

る舞いをすることがわかった。 
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Fig.2 Variation of G’ with ω at 200℃ for several 

Φ :melt mixing (solid symbols) and solvent 

casting (hollow symbols). The data for neat ABS 

is also shown. 

Fig.1 Variation of σ with Φ: comparison of  

nanocomposites prepared by melt mixing (MM;

■) and solution casting (SC 400 W;●) 


