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多摩テクノプラザの複合素材開発セクターでは、撚糸技術など糸の形状を工夫することでこれまで困難であった金属繊維を編
成した編物（以下、金属編地）を開発しました。金属編地の耐熱性と伸縮性を活かし、高温下で大きな変位が連続的に加えら
れるポリテトラフルオロエチレン（以下、PTFE）製ダイアフラムへの利用を、株式会社永島パッキング製作所との共同研究に
より検討しました。PTFE 製ダイアフラムは高温下で使用することにより永久ひずみが生じるため、多くが使い捨てとなってい
ます。そこで複数回の使用ができる製品を目指し、金属編地を基材とした PTFE との複合材（以下、金属編地 /PTFE 複合材）
の開発、および特性評価を行いました。
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織物は繊維が経緯（たてよこ）に直線
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地を固定しました。これを容器内へ設置し、

度向上していることがわかりました（図 4）
。

います。一方で編物はループ状になった

しました。マルチフィラメント糸は線径
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いて透過像を確認し、金属編地が試料中間

次に 200℃にて上述の破裂試験治具を用

来は強化材として織物が多く用いられて
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い平編を選択しました。金属繊維の単線
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織物（平織、線径 0.1 mm、100 メッシュ）
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単体、およびガラス繊維フィラ―が 20wt％
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マルチフィラメント糸を用いた金属編地を複
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久ひずみを抑制できることがわかりました。
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フィラメント糸を準備しました（図 1 下）。

た。金属編地を基材とした PTFE との複
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図2
破裂試験結果

図3

成形品外観（左）および X 線透過像（右）

PTFE は高温下における破裂強度が小さく、弾性域内であっても連続使用によっ
て永久ひずみが生じます。静的に使用するガスケット（密閉シール）などは、耐
クリープ性などを目的としたフィラ―や織物との複合材が用いられますが、本研
究では編物の伸縮性に着目し、動的に使用するダイアフラムなどへの複合化を検
討しました。ダイアフラムはポンプ材料などに用いられますが、高温下での変形
を抑制することで性能低下を防ぐことができます。金属以外の繊維を使用したり、
編組織（編物の構造）を変化させることで、用途に応じて物性を制御できる可能
性があります。
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