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１）はじめに
最近、携帯電話や各種電子機器から発生す
る電磁波による航空機や鉄道の運行障害、医
療機器の誤動作、健康障害に対する危惧など
が大きな社会問題となっている。たとえば、
現在の医療機器の６割は至近距離での携帯電
話により誤動作すると言われており、その解
決のため、多くの電磁波遮蔽・吸収材が提案・
実用化されている。しかし、現在使用されて
いる電磁波遮蔽材は、ほとんどが電磁波の反
射を主とするシールド材であるため、電磁波
問題の根本的な解決にはならず、反射型でな
く吸収型の高性能電磁波吸収材の開発が強く
求められている。
高度情報化社会が進展し、ITS（高度道路
道路交通システム）など新しい通信システム
の構築、
無線 LAN、
各種マルチメディア機器、
パソコン等の高速化に伴い、電磁波の使用周
波数領域は従来の MHz 領域から GHz 領域に
移行し、GHz 帯域の高周波（マイクロ波）帯
域の電磁波を使用する機器が次々に開発され
ている。最近、これらの機器から発生する、
あるいは外部からの飛来するマイクロ波領域
の電磁波問題の解決が急務となっている。こ
のようなマイクロ波領域では、これまで低周
波領域で使用されるフェライト系材料では、
もはや十分対応できず、新しい概念に基づく
電磁波吸収材の開発が必要である。
1990 年、バラダン教授により高分子のキラ
ル構造は電磁波吸収をもたらすことが示唆さ
れ、導電性ヘリカル／キラル構造ポリマーを
ベースとした電磁波吸収材が提案された（１，
２）。しかし、キラルポリマーの大きさ(コイ
ル径)は nm オーダーであるため、これよりは
るかに波長の長い GHz 領域の電磁波に対して
は十分対応できず、吸収性能も著しく低いと
いう問題点がある。
炭素繊維は、先進複合材料の強化材や機能
性材料としてきわめて重要であり、工業的に
PAN 系、ピッチ系のほか、気相成長炭素繊維
（VGCF）が製造されているが、その繊維形態
はすべて直線状である。一方、1953 年の Nature
に世界で始めてロープ状に巻いた異常形態の
VGCF の成長が紹介され、その成長メカニズ

ムに大きな関心が示された。その後多くの研
究者によりヘリカル／らせん状の VGCF の合
成が試みられたが、その再現性はほとんどな
く、また材料としての価値や工業的応用への
関心も全く払われなかった。
我々は、1990 年に３D－ヘリカル／らせん
構造を持つ VGCF の一種であるカーボンマイ
クロコイル(以下“CMC”と略す)を高収量で
再現性良く合成する技術の開発に成功した
（３）。DNA やたんぱく質は、３D－ヘリカ
ル／らせん構造を持ち、この構造が生命体の
存在に対して根源的かつ究極の機能を発現し
ている。したがって、これらと同様の 3D-ヘリ
カル／らせん構造を持つ CMC は、新規かつ高
度の機能を持つ革新的新素材とし、幅広い応
用が期待できる。
CMC は、ヘリカル／キラル構造ポリマーよ
りはるかに大きなコイル径やコイル長さを持
ち、しかも典型的なキラル構造をしているの
で、従来のアキラル構造の材料とは全く異な
る新規のメカニズムに基づく電磁波吸収が可
能である。すなわち、ＣＭＣは、DNA と類似
の二重らせん構造をしており、大きさ(コイル
径)はミクロンオーダーで、しかも純粋な炭素
質である。したがって、これに電磁波が照射
された場合、ファラデーの法則に従い効率よ
く誘導起電力、したがって誘導電流が発生し、
電磁波をジュール熱として消費するので、理
想的な電磁波吸収材であると考えられる。
本節では、電磁波吸収材の現状について概
観した後、新規電磁波吸収材としての応用が
期待されている、特異的３D-ヘリカル/らせん
構造を持つカーボンマイクロコイル（CMC）
の GHz 領域での電磁波吸収特性について紹介
する。なお、1999 年までの CMC の電磁波吸
収特性については、参考資料を参照されたい
(4-8)。本節では、それ以降の最新の研究成果
について紹介する。

２）電磁波吸収材の種類
電磁波障害を防止するには、外部からの電
磁波を反射する反射型（シールド材）と電磁
波を吸収材内部で吸収してしまう吸収型（吸
収材）とがある（図-1）。吸収型では、一般に

表－1 マイクロ波のバンド名と使用例

図－１ 電磁波の反射と吸収

金属板で裏打ちされた吸収材内部で吸収ある
いは反射が繰り返されて、最終的に電磁波エ
ネルギーが、誘電損失あるいは誘導起電力・
誘導電流発生などにより熱エネルギーとして
消費される。マイクロ波（3-110 GHz）は, 表
-1 に示したように種々のバンド領域に対して
幅広い応用がなされている。特に、将来 ITS(高
度道路交通システム)に対しては、40-75 GHz
の V バンドが幅広く使用されると予想されて
いる。高速道路での電磁波による電子回路の
誤作動は致命的な結果を招くことが予想され、
表－2 電磁波吸収体の用途と具体例

その解決のため 100%信頼性のある電磁波吸
収材とそのシステムの開発は極めて重要であ
る。表－２及び３に、用途別及び構造・材料
別電磁波吸収材を示す。現在はほとんどの場
合フェライト系を中心とした材料が幅広く使
用されている、そのカバーできる範囲はせい
ぜい２０GHz までである。また、フェライト
の密度が高くまた添加量も多いので、製品の
重量も非常に重いと言う欠点がある。

表－３ 電磁波吸収体の種類

３）カーボンマイクロコイル（CMC）電
磁波吸収特性
3.1) CMC の合成とそのモルフォロジー
CMC は、微量の硫黄系不純物を添加したア
セチレンを、金属触媒存在下、700-800℃で熱
分解すことにより得られる。カーボンマイク
ロコイルは一般にコイル径が 1-10μm, コイ
ルギャップはほとんどゼロ、コイル長さは
0.2-10mm で、DNA と同様の二重らせん構造を
している。合成条件により、一定のコイル径

している。合成条件により、
一定のコイル径とコイルピ
ッチで巻いた規則性コイル、
これが不規則に変化した不
規則性コイル、コイル径が
10μm 以上の大径コイルあ
るいは一本のファイバーが
巻いた一重コイルなど、さ
まざまな形態のコイルが得
られる。ＣＭＣは通常、図２および３に示すように、
一定のコイル径とコイルピ
ッチで非常に緻密に規則的
に巻いており、コイルギャ
ップはゼロでコイル中心部
は空洞となっている。ただし、コイルを構成
しているカーボンファイバーの中心部には、
ナノチューブに見られるような空洞は全く存
在しない。コイルの巻き方向は、右手巻き（R）
と左手巻き（L）とがあり、その数は合成条件
によらずほぼ一定である。図-4 では、さまざ
まなコイル径とコイルピッチを持つ不規則な
カーボンコイルが観察され、一本のコイルの
中でもこれらが複雑に変化している。

図－２ 代表的な規則性カーボンコイル
（コイル径：約 4μｍ）
図－４ 不規則性カーボンコイル
（コイル径：５～10μｍ）

図－３ 短く破断した規則性カーボンコイル

図-５は、一般的な二重コイルに混じって成長
した一重コイルである。このコイルは基本的
には二重コイルであるが、２本のコイルが緻
密に癒着して成長したため、見かけ上一重コ
イルのように見える。100GHz 以上の高い周波
数のマイクロ波に対する吸収材としては、コ
イル径がより小さなナノコイルが必要と考え
られる。マイクロコイルに混じって時々、コ
イル径が数百 nm のナノコイル（コイル径：約
200nm）の成長も観察される（図-6）。触媒系

コ

じった形のツイスト状コイルの２種類がある
が、ほとんどが図-8(b)のようなツイスト状コ
イルである。

図－５ シングルコイル

図－８ 図-7 の拡大写真

図－６ 大きなコイルピッチのカーボンコイ
ル（コイル径:1.2μｍ）と緻密にまいたカー
ボンナノコイル（コイル径:120nm）

が、ほとんどが図-8(b)のようなツイスト状コ
イルである。

3.2) 微細構造及び電磁気的特性
CMC はほとんど非晶質で、非常に弾力性に
富んでおり、形状及びコイル径を制御するこ
とにより 10-15 倍伸縮することが可能である。
図-9 に as-grown コイルの TEM 像を示す。短距
離秩序はあるがグラファイト層の積層はせい
ぜい 10 層、Lc は約 5nm である。密度は、
1.8-1.85g/cm3，比表面積はかなり大きく約

図－７ カーボンナノコイル（コイル径:
400nm）
及び合成条件を制御することにより、ナノコ
イルのみを多量に得ることが出来る。図-７、
８に代表的なナノコイルとその拡大写真を示
す。ほとんどのナノコイルは一重コイルであ
る。ナノコイルには通常のマイクロコイルと
同様のスプリング状コイルとファイバーがね

図－９ カーボンコイルのＴＥＭ像

100m2/g である。図-10 に CMC のバルク（粉末）
電気抵抗値を示す。電気抵抗値はバルク密度
（かさ密度）に依存し、10-0.1 Ωcm である。
また、単コイルでは、0.01-0.001Ωcm である。
高温(～3000℃)で熱処理すると、コイル形態
はほとんど変化せずにグラファイト化してグ
ラファイトコイルが得られる。その際、コイ
ル形態は全く変化しないが、多少もろくなる
傾向が観察される。グラファイト化したコイ
ルでは、著しい磁気抵抗を示す(9)。
（◇）VGCF(2)
（◆）VGCF(1)
（○）as-grown カーボンコイル（＞１ｍｍ）
（●）as-grown カーボンコイル（＜１ｍｍ
(△)グラファイトコイル（＞１ｍｍ）
(▲) グラファイトコイル（＜１ｍｍ）

図－11

自由空間法による電磁波吸収率測定
装置

を求めた。
|S11|=20long10√S112+S11i2 [dB]------- ①
導波管法の場合は、主として、外径７mm、
内径3mm のドーナツ状円筒形に成型して測定
した。

4.2）プローブ法によるＣＭＣの電磁波吸
収率
図－10 カーボンコイルのバルク電気抵抗値

４）電磁波吸収率の測定
４.1) 測定法
電磁波吸収率の測定法として、種々の方法が
使用されている。ここでは所定量の CMC を、
エポキシ、ウレタン、あるいはシリコーン樹
脂中に分散・成型した後、プローブ法（アド
バンテスト、RF ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｰｻﾞｰ、U4342）, 自
由空間法（JFCC, HVS）および導波管法を用い
て測定した。電磁波吸収率は、電磁波の反射
損失(dB)で示した。ただし、プローブ法では、
反射成分が測定できないため、反射成分及び
吸収成分を含めた透過損失（dB）で示した。
図-11 に、自由空間法による電磁波吸収率測定
に用いた装置の概略図を示す。測定用サンプ
ルは、厚さ１mm の Al 板（150x150 mm2）上
にＣＭＣ／マトリックスを成型して測定に用
いた。サンプルは左右のアンテナ中央部にセ
ットし、サンプルからはね返った反射電磁波
を左のアンテナで受け取り、複素誘電率(S112,
S11i2)を求め、①式から反射減衰率（吸収率）

図-12 に、as-grown カーボンコイルおよびその
表面に熱分解炭素膜（Py-C）をコーテイング
したコイルのプローブ法によるＭHz 領域の透
過損失を示す。As-grown カーボンコイルは、
MHz 領域の電磁波をほとんど吸収しないが、
表面に Py-C 膜をコーテイングすると、
400-900
MHz 領域で 90%以上の電磁波を吸収する。

図-12 ＣＭＣ表面に熱分解炭素薄膜をコー
テイングしたサンプル
（実線）
および as-grown
CMC（破線）の電磁波透過損失。添加量：20
wt% , マトリックス：エポキシ樹脂

4.3) 導波管法によるＣＭＣの電磁波吸収
率
岩永ら(10)は、種々のコイル長さのカーボン

コイル及び種々の温度で熱処理したカーボン
コイルをシリコーン樹脂中に分散させ、導波
管法で 14GHz までの電磁波吸収率を測定し
た。参考試料としてグラファイト粉末及び直
線状炭素繊維に対する値も求めた。結果を図
-13 に示す。グラファイト粉末及び直線状の市
販炭素繊維はほとんど電磁波を吸収しないが、
CMC は約 2.8GHz および 13GHz 付近で-20dB
以上の強い吸収を示すことがわかる。また、
電磁波吸収率はコイル長さが長くなるほど高
くなる。一方、コイルを熱処理すると吸収率
は減少することがわかる。この吸収率の減少
は、熱処理によりコイルが脆くなり樹脂中へ
の分散過程で短く破断したためと考えられる。

吸収率を測定した。結果を図-14 に示す。図中
の曲線は、試料の厚みと誘電率の実測値をも
とに算出した理論値を示す。コイル長さが
0.5~1.0 ｍｍの試料では、ほぼ理論値通り、

図-14 導波管法によるカーボンコイルの電
磁波吸収率。マトリックス：シリコン樹脂。
（◆）と（----）：CMC（コイル長：0.5～1.0
ｍｍ）に対する実測値と理論値、（◇）と
（
）：CMC(0.3～0.5ｍｍ)に対する実測
値と理論値。
9.9 GHz において約 34dB, 9.2~10.4GHz におい
て、20dB 以上の吸収を示す。一方、コイル長
さが 0.3~0.5 mm の試料では、電磁波をほとん
ど吸収しないことがわかる。試料の電磁波吸
収率の異方性及びサンプルの表面と裏面の影
響を検討した結果、大きな異方性があり、ま
たサンプルの表面と裏面では、吸収ピークが
若干異なることがわかった。

4.4) 自由空間法によるＣＭＣの電磁波吸
収率

図－13 導波管法によるカーボンコイルの電
磁波吸収率。マトリックス：シリコーン樹脂

杉浦ら(12)は、ＣＭＣ／ポリウレタン／フェ
ライト薄膜多層膜構造を持つサンプルの自由
空間法による電磁波吸収率を測定した。結果
を図-15 に示す６)。
コイル長さが短いＣＭＣ
（90
μm 以下）の場合、9.75GHz で強い吸収を示
すが、-20dB 以上の吸収を示す帯域幅は 1.41
GHz と非常に狭い。一方、コイルが長くなる
ほど吸収帯域は広がり、1mm 以上の長いＣＭ

橋本(11)らは、コイル長さが 0.3~0.5 mm およ
び 0.5~1.0 ｍｍのコイルをシリコーン樹脂中
の分散させ、複
素誘電率を測
表-4 Al/CMC/フェライト多層吸収体の特性
定し、その結果
から 10GHz 用
電磁波吸収体
を設計・製作し、
反射電力法を
用いて電磁波

Ｃでは 8～11GHz の広い範囲にわたって-20dB
以上の吸収を示す(表-4, 図-16)。電磁波吸収材
の吸収性能の総合評価指数(e)は、②式

図-15 Al/ＣＭＣ/フェライト多層吸収体の
電磁波吸収率。
（
）グラファイト粉末、（
）CMC
（コイル長さ：＜90μｍ）、（-----）CMC
（300～500μｍ）、（
）CMC(0.5～1
ｍｍ)、（
）CMC（＞1ｍｍ）

で示される。
e=ΔＦλ／fodW---------②
ここで、ΔＦは-20dB 以上の周波数帯域、λは
波長、fo は周波数、d は吸収体の厚さ、W は吸
収体の重さ(g/cm3)である。計算結果を表-5 に
示す。市販の薄膜多層吸収体では、電磁波吸
収の総合評価指数は一般に e=4.6～5.5 である
が、ＣＭＣを用いた吸収体では e=7.45 であり、
非常に優れていることがわかる。

図-17 種々の炭素材料の電磁波吸収率
添加量：3wt%, マトリックス：ウレタン、サ
ンプル厚さ：3.5~4.6mm

図－16 Al/カーボンコイル/フェライト多層
吸収体の-20dB 以上の吸収帯域。コイル
長：CMC-1:<90μｍ、CMC-2:300-500μｍ,
CMC-3: 0.5=1 mm, CMC-4: >1 mm
表-5

Al/CMC/フェライト多層吸収体の総
合評価指数

図-18 CMC の添加量と電磁波吸収率
ＣＭＣの長さ：90-150μｍ、サンプル厚さ：
4.1~5.4mm（但し、2wt%のサンプルでは 2.8nmm）
図-17 に、ポリウレタンをマトリックスとし、
これに種々の炭素材料を 3wt%添加したサン
プルの 12-100GHz の広帯域マイクロ波の電磁
波吸収率を示す。サンプルの厚さは、
3.5-4.5mm である。CMC は種々の長さのコイ
ルが混合したものを使用した。炭素粉末はほ
とんど電磁波吸収を示さない。また直線状の
気相成長炭素繊維（VGCF、長さ：数百μｍ）
は、23GHz 付近でのみ-15dB 以上の吸収を示
す。一方、 CMC は, 30, 55, 79, および 101GH
ｚ付近で-15dB 以上の吸収を示している。 図
-18 に、CMC を種々の割合で添加したサンプ

ルの電磁波吸収を示す。CMC は 90-150μｍの
長さのも のを使用し 、サンプル の膜厚は
4.3~5.4 mm(但し、3％のサンプルでは、2.8.mm)
である。添加量が非常に低い（0.1-0.5 wt%）
場合、あるいは高い（5-10wt%）場合にはほと
んど電磁波の吸収を示さないが、添加量が
1~1.5%のサンプルでは 32, 56, 77, および
98GHz 付近で-15dB 以上の強い吸収を示すこ
とがわかる。将来 ITS に利用されると考えら
れている V バンド領域内の 77GHz 付近での、

図-19

77GHz での電磁波吸収率と添加量
との関係

種々の添加量のサンプルの電磁波吸収率を図
-19 に示す。
図-20 に、添加量を 3wt%とした場合の、種々
のコイル長さのコイルについての電磁波吸収
率を示す。32GHz 付近の吸収から、コイルの
長さは長いほど吸収率は高いことことがわか
る。図-18 からわかるように 3wt%の添加量は
多すぎる。最適の添加量（1-1.5wt%）ではさ
らに高い吸収率を示すものと考えられる。
電磁波吸収用サンプルを同じ条件で作製し
ても、吸収性能にかなりのばらつきが出る場
合が観察された。例えば、図-21 は、ＣＭＣを
1.5wt%添加したサンプルについて、
3 回同じ条
件でサンプル作成して電磁波吸収率を測定し
た結果である。吸収帯域及び吸収率にかなり
のばらつきが観察される。これは、CMC のマ
トリックス（ポリウレタン）に対する濡れ性
が悪く、マトリックス中へ均一分散させるこ
とが困難であるため、サンプルによってＣＭ
Ｃの分散性にかなりのばらつきがあるためと
考えられる。従って、これを改善することに
より、電磁波吸収率および再現性の向上が期

図-20 CMC のコイル長さと電磁波吸収率
ＣＭＣの添加量：3wt%, サンプル厚さ 3.8-4.8mm(但
し、90~150μｍのサンプルでは 2.9mm)

図-21 as-grown CMC の電磁波吸収率の再現性
CMC 添加量：1.5 wt%、3 回の繰り返し実験結果.

待できる。ＣＭＣ表面を部分酸化することに
より酸素含有官能基が生成され、濡れ性が改
善できる。そこで、ＣＭＣを空気中、650℃で
部分酸化したサンプルについて、電磁波吸収
率及びその再現性を検討した。図-22 に空気中
30 分間空気酸化したＣＭＣを 1.5ｗt％添加し
た 3 点のサンプルの電磁波吸収率を示す。

吸収帯域及び吸収能ともかなり高い再現性が
観察される。図-23 に、空気酸化を 60 分間行
ったＣＭＣについて、電磁波吸収率のＣＭＣ
添加量依存性を示す。空気酸化をしていない
as-grownＣＭＣの場合と同様に、1wt%の添加
量が最も優れた電磁波吸収率を示し、2wt%以
上では急激に吸収能が低下することがわかる。

図-22 部分酸化処理ＣＭＣの電磁波吸収率の再現性
(1)。ＣＭＣの添加量：1.5 wt%, 酸化時間：30 分。
a,b,c は、3 回の繰り返し実験を示す。

図-23

部分酸化処理ＣＭＣの電磁波吸
収率。 酸化時間：6 0 分

図-24 Al/CMC/carbon(a)/carbon(b)/carbon(c) 多層サンプル
の電磁波吸収率経時変化。
CMC 添加量：各２wt%, コイル層厚さ: 初日 7.0mm; 240 日
後 5.8mm; 300 日後 5.8mm

図-24 に、
Al/CMC/carbon (a)/carbon (b)/carbon
(c)多層サンプル(吸収材の添加量は 1.5 wt%)に
ついて、サンプル作製後 300 日までの電磁波
吸収率の経時変化を示す。吸収帯域及び吸収
能には、最初かなりの経時変化が観察される
が、240 日後にはかなり一定となることがわか
る。

図-25

4.5) 吸収材の複合化・多層化
これまでの結果は主として単一（相）層に
対する値である。多くの場合、インピーダン
スをマッチングさせるため複合化・多層化す
ることにより、電磁波吸収性能は向上する(図
-25)。以下、吸収材の複合化・多層化について

インピーダンスのマッチングモデル（例）

図-26
単一層及び多層サンプルの電磁波吸収率
（多層サンプル）：Al/CMC/carbon(a)/carbon(b)carbon(c),
各成分の添加量：2wt%,全層厚さ：7mm
(単層サンプル)：上記を均一の混合

図-27 多層サンプルの電磁波吸収率
)
)
)
)

各成分の添加量：2wt%、全層厚さ：5.7~6.1mm
（ａ）Al/CMC/carbon(a)/carbon(b)carbon(c),
（ｂ）Al/CMC/VGCF/carbon(a)/carbon,
（ｃ）Al/VGCF/carbon(a)/carbon(b)/carbon(c)
（ｄ）Al/carbon(a)/carbon(b)/carbon(c)/urethane.

検討した。図-26 に、CMC に 3 種類の炭素粉
末を均一に混合した単一層サンプルと、裏打
ちの Al 板側から、Al/CMC/炭素(a)/炭素(b)/炭
素(c)の４層としたサンプルの電磁波吸収率を
示す。ここで、それぞれの添加量は 2wt%し、
全厚さは 6.1~7mm とした。単層の場合より多
層化した場合の方が、明らかに吸収帯域が広
がり吸収率も優れていることがわかる。図-27
に種々の炭素材料を 4 種類複合化・多層化し
た場合の電磁波吸収率を示す。ＣＭＣを最下
層に複合化・多層化した場合が優れた電磁波
吸収率を示すことがわかる。特に、90-100GHz
の広い帯域で-20dB 以上の優れた吸収を示す。

4.6) ＣＭＣ含有ビースの作製と電磁波
吸収率
ＣＭＣは粉末状であり、しかもその表面に
はかなりの超微粉炭素粉末が付着しているた
め、そのままでは取り扱いが大変不便である。
また実用上そのまま（粉末状）で使用するこ
とは極めて希で、ほとんどの場合樹脂などに
複合化させて使用する。従って、炭素繊維の
場合と同様に、予め樹脂中に分散・複合化さ
せ、シート状あるいはビーズ状プリフォーム
を作製することが便利である。そこで、メタ
クリル酸メチル（ＭＭＡ）の乳化重合法を用
いて、PＭＭＡマトリックス中にＣＭＣを複合
化させ、径が 0.01~2 mm の球形あるいは卵形
をしたＣＭＣ含有ビーズを作製した。ビーズ
の写真を図-28 に示す。このビーズを PET 製
の箱に充填し、自由空間法で電磁波吸収率を
測定した。図-29 にビーズ中へのＣＭＣ添加量
が 0~3wt%までのサンプルについて、75～105

図-28 ＣＭＣ含有 PＭＭＡビーズ

図-29 ＣＭＣ含有 PＭＭＡビーズの電磁
波吸収率(1) 添加量の影響
ＣＭＣ添加量：（a）0 wt%, (b) 1 wt%, (c)
2 wt%, (d) 3 wt%.
GHz 帯域の電磁波吸収率を示す。ここでビー
ズの充填厚さは約 8mm とした。1wt%サンプ
ルでは、82, 93, 及び 104GHz で –30dB 以上の
優れた電磁波吸収を示す。
図-30 にＣＭＣ2wt%
サンプルの値を、また図-31 にＣＭＣ5~10wt%
及び他の材料に対する値を示す。これらの結
果は、以下のようにまとめられる。
①ビーズ層が厚くなるほど吸収率は向上する。
②他の材料では不可能な 100GHz 帯域のマイ
クロ波を効率よく吸収する。③共振特性があ
り、いくつもの特異的な吸収ピークが現れる。
④僅か 1wt%の CMC 含有量で、-35dB 以上の
優れた電磁波吸収率を示す。⑤CMC の重量比
が増加するごとに共振特性が低下するが、吸
収特性の広帯域化が図れる。⑥CMC のコイル
長を長くすることで、吸収特性の広帯域化と
高い吸収率が得られる。

図-30 ＣＭＣ含有 PＭＭＡビーズの電磁波吸
収率（2）コイル長さの影響。
コイル長さ：(a)150~300μｍ, (b) <90μｍ.

図-33 ＣＭＣによる電磁波の吸収(2)

図-31 種々の炭素材料含有 PＭＭＡビー
ズの電磁波吸収率。
ＣＭＣ含有ＭＭＡビーズの電磁波吸収率
（３）添加量の影響。（(a) 炭素粉末、(b)
フェライト、(c) ＣＭＣ（＜90μｍ,5wt%）,(e)
CMC＜90μｍ）,10 wt%

５）ＣＭＣによる電磁波吸収メカニズム
ＣＭＣによる電磁波吸収・遮蔽メカニズム
は、フェライトに代表される従来の電磁波吸
収・遮蔽材の誘電損失に基づくものとは根本
的に異なる。すなわち、ＣＭＣは、外部から
電磁波が照射され、変動電場や磁場に曝され
ると，１つ１つのコイルは電磁気的に小さな
コイル(ソレノイド)として作用し、ファラデー
の法則に従いコイル内に誘導起電力が発生し
電流が流れ、ジュール熱が発生する(図-32)。
さらに、電磁波は図-33 に示したように、コイ
ルにより直線偏波(水平、垂直)の他、円偏波(左
回転、右回転)を受け、さらに高導電性である
ので反射／散乱損失なども受けて急速に減衰
する。しかもコイルは３次元的にあらゆる方
向を向いているので、電磁波がどの方向から
照射されても効率よく吸収できるものと考え
られる。電磁波の波長は、１GHz で 30cm、

図-32 ＣＭＣによる電磁波吸収モデル(1)

図-34 ＣＭＣによる電磁波の吸収(3)
30GHz では 1cm である。一方、コイルの直径
は 1-10 μｍ、ピッチは、50-500nm である。
これは赤外線領域（0.8-1000μｍ）の大きさで
ある。すなわち、ＣＭＣは、これより２－３
桁大きな（長い）波長の電磁波を吸収するこ
とがわかる。これは、１本１本のコイルが独
立して吸収に関与するのではなく、バルク全
体として作用をするためと考えられる。導電
性コイルの形態や大きさと電磁波との相互作
用は十分には明らかにされていない。しかし、
物質が効率よく電磁波を吸収するためには、
キラル構造をとり、キラリテイーパラメーター
ができるだけ大きいことが必要と考えられる。
たとえば、キラル／コイル構造の場合、図-34
に示したように、コイル直径（Dc）とコイル
ピッチ（P）の比は、Ｐ＝３Dc のものが最も
優れた電磁波吸収特性を示すと考えられてい
る。これは現在のＣＭＣの値よりかなり大き
な値である。コイルには右手巻きと左手巻の
コイルがあり、その比はほぼ 1:1 である。電
磁波とコイルのキラリテイとの相関関係は明
らかではないが、右手巻きと左手巻きでは違
った相互作用が考えられる。したがって、コ
イルのキラリテイの制御は、今後の大きな課題
である。
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