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アルケマ株式会社
新規マトリックス樹脂と新規フィラーにより今までにない新規炭素繊
維複合材

東京都 1

株式会社イノアックコーポレーション カーボンと発泡品の組合せにより軽量・低コストの実現 愛知県 2

川崎重工業株式会社 航空局認定　航空機用低コスト複合材料「KMS-6115」 岐阜県 3

三洋化成工業株式会社 炭素繊維用集束剤 京都府 4

株式会社CFCデザイン
熱伝導率の異方性の改善と低気孔率化を実現した新しいC/Cコン
ポジット(FS320)の開発

福井県 5

株式会社スギノマシン
ウォータージェット法を利用したバイオマスナノファイバー複合材料
の開発

富山県 6

セーレン株式会社／ＫＢセーレン株式会社 CFRTP用混繊糸 福井県 7

東レ株式会社 航空機構造用Ａ－ＶａＲＴＭ成形技術 東京都 8

トーヨーマテラン株式会社 回収炭素繊維を利用したセメント系複合材料開発 愛知県 9

日華化学株式会社 炭素繊維複合材料の電子線（EB)による迅速硬化・成型技術の開発 福井県 10

三井化学株式会社 CFRTP向けTPX®樹脂 東京都 11

理研ビタミン株式会社 炭素繊維強化熱可塑性樹脂の曲げ弾性率、曲げ強度の向上 東京都 12

LORD Corporation カーボンコンポジット部品被雷時の損傷防止用耐雷層 東京都 13

株式会社IHI 熱可塑CFRPプリフォーム自動積層機（形状切断積層機） 東京都 14

株式会社IHI 熱可塑プリプレグ自動積層による等方性基材の生産効率向上 東京都 15

あいち産業科学技術総合センター 編み物を基材としたCFRTPの製造技術 愛知県 16

石川県工業試験場 ラミネート法による熱可塑性CFRPスタンパブルシートの製造技術 石川県 17

一村産業株式会社 熱可塑性CFRPシートの開発及び用途展開 石川県 18

王子ホールディングス株式会社 熱プレス成形可能な不織布タイプの熱可塑性複合素材(CFRTP) 東京都 19

カジレーネ株式会社 高サイクル成形を実現する混繊糸（繊維状中間材料）の開発 石川県 20

北川精機株式会社 CFRTP連続繊維 積層シートの成形装置 広島県 21

岐阜県産業技術センター 熱可塑性ＣＦＲＰ積層板の立体成形技術 岐阜県 22

小松精練株式会社 新規な熱可塑性炭素繊維シート 石川県 23

サカイオーベックス株式会社
熱可塑性樹脂を含浸させた炭素繊維開繊糸プリプレグによる高強
度化・軽量化・成形時間短縮

福井県 24

国立研究開発法人産業技術総合研究所
中部センター

マイクロ波プロセスのCFRP成形への適用化 愛知県 25

サンコロナ小田株式会社 熱可塑性ランダムシート 石川県 26

サンワトレーディング株式会社
カーボンやガラスの織物に熱可塑性樹脂を完全に含浸させた連続
繊維熱可塑材料　CFRTP GFRTP

岐阜県 27

静岡県工業技術研究所
浜松工業技術支援センター

繊維を組み合わせた織物による繊維強化プラスチックの振動・剛性
特性の制御

静岡県 28

株式会社SHlNDO 開繊ノン・クリンプ・ファブリック（開繊NCF） 福井県 29

新日鉄住金マテリアルズ株式会社 炭素繊維シートを用いた鋼構造物，コンクリート構造物の補強工法 東京都 30

新日鉄住金マテリアルズ株式会社 熱可塑性炭素繊維メッシュ材 東京都 31

株式会社スギノマシン CFRP母材に使用される樹脂の効率的な撹拌脱泡 富山県 32

株式会社スギノマシン 湿式微粒化処理を利用した新素材の開発 富山県 33

セーレン株式会社／ＫＢセーレン株式会社 ハイブリッド（有機繊維配合CFRP）FRP 福井県 34

津田駒工業株式会社 炭素繊維複合材積層ライン 石川県 35

テックワン株式会社 長尺熱可塑性CFRPシート 石川県 36

東海精機株式会社 C-SMC専用製造機（当社名称：ＳＭＣ含浸機） 静岡県 37

東海精機株式会社 ＳＭＣシート自動計量裁断機 静岡県 38

東洋染工株式会社／八田経編株式会社 熱可塑性樹脂補強シート材 福井県 39

東洋炭素株式会社 C/Cコンポジット製網 大阪府 40
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東レプラスチック精工株式会社 熱可塑CFRP素材および2次加工技術 東京都 41

株式会社TOMI-TEX 炭素繊維立体織物の製造 福井県 42

福井県工業技術センター
福井県独自の炭素繊維複合材料技術(薄層チョップドテープ積層材
（ランダム材））

福井県 43

福井県工業技術センター 福井県独自の炭素繊維複合材料技術(薄層プリプレグシート） 福井県 44

フクビ化学工業株式会社 高強度！軽量化！連続成形炭素繊維複合材 福井県 45

北陸エステアール協同組合 炭素繊維を編んだ面状発熱体 富山県 46

丸八株式会社
熱可塑樹脂、熱硬化樹脂プリプレグシート及び先端複合材料の実
用化

福井県 47

三菱レイヨン株式会社
ピッチ系炭素繊維成形材料によるＣＦＲＰの低コスト化、量産化の実
現

東京都 48

株式会社ミツヤ 低コストの薄層熱可塑性樹脂炭素繊維セミプレグシート 福井県 49

川崎重工業株式会社 新世代鉄道車両台車＜efWING＞ 兵庫県 50

サイバネットシステム株式会社
統合CAE環境で実現するCFRP成形シミュレーション（射出、含浸、
プレス）

東京都 51

株式会社第一システムエンジニアリング
樹脂流動解析ソフトウェアMoldex3Dを使った圧縮成形シミュレー
ション

愛知県 52

株式会社第一システムエンジニアリング
樹脂流動解析ソフトウェアMoldex3Dを使った射出成形シミュレー
ション

愛知県 53

多摩川精機株式会社 旋回駆動安定台の軽量化 長野県 54

株式会社テクノソルバ 複合材設計に欠かせない強度評価を支援するソフトウェアを開発 神奈川県 55

株式会社アーク 熱可塑性CFRPのプレス成形に関するトータルサービス 大阪府 56

株式会社IHI スタンパブルシート成形（ハイサイクル成形）システム 東京都 57

株式会社IHI 熟可塑型成形システム 東京都 58

株式会社浅野研究所 高応答IRヒーターを用いた CFRTPシートの加熱 愛知県 59

株式会社アマダマシンツール
サーボプレスを活用したCFRP打ち抜き（～2.0㎜）による、切断面の
品質向上と成形時間短縮

神奈川県 60

株式会社イケックス工業 VaRTM成形金型 愛知県 61

石川県プレス工業協同組合 熱可塑性ＣＦＲＰ材のプレス成形技術 石川県 62

伊勢金型工業株式会社 炭素繊維複合熱可塑性樹脂（CFRTP）による軽量化 三重県 63

茨木工業株式会社（東明工業グループ） 連続繊維と不連続繊維を組合わせたハイブリット成形 大阪府 64

今井航空機器工業株式会社
ホットプレス法によりCFRP製三次元大型形状品の高精度、高効率
成形を可能とする、低熱歪み金型の開発

岐阜県 65

川崎油工株式会社 成形設備の成形速度領域拡大（高速化）と成形データロギング 兵庫県 66

岐阜県工業技術研究所 熱可塑性CFRPの立体成形技術 岐阜県 67

株式会社　栗本鐵工所 Ｃａｒｂｏｎ－ＬＦＴＤ システム 大阪府 68

株式会社　栗本鐵工所 High Pressure－RTM システム 大阪府 69

コマツ産機株式会社 ACサーボプレスを活用した熱可塑性CFRPハイサイクル成形 石川県 70

小松精練株式会社 新規な熱可塑性炭素繊維TOWチップを用いた厚板プレート 石川県 71

小松精練株式会社 新規な熱可塑性炭素繊維ストランドロッド 石川県 72

株式会社サーモテック
金型への媒体循環温度を高低間で瞬時に切り替え、急加熱・急冷
却を行うシステム

大阪府 73

株式会社The MOT Company 熱硬化性ＣＦＲＰのプレス成形量産化技術 東京都 74

サカイ産業株式会社/サカイ・コンポジット
株式会社

炭素繊維をはじめとした高機能繊維の製織技術および成形加工技
術

静岡県 75

株式会社 阪口製作所 炭素繊維のプレス加工技術 京都府 76

株式会社佐藤鉄工所 高速加熱及び高速搬送機構を備えたFRTPハイブリッド成形装置 愛知県 77

株式会社三協製作所  金属被覆管　ハイブリッド構造 神奈川県 78

三光合成株式会社 炭素繊維成形技術、金型製作 富山県 79

静岡県工業技術研究所　浜松工業技術支援セ
ンター／浜松地域CFRP事業化研究会

素形材(UDテープ)加工とTAM成形法の活用によるCFRTPの素形材
から成形品までの一貫生産

静岡県 80

新日鉄住金マテリアルズ株式会社 高熱伝導性炭素繊維複合材 東京都 81

設計
ＣＡＥ
試作

製品設計
・部品設計
・強度設計
・ＣＡＥ
など

試作

成形
加工

成形
・成形技術

プレス
　　ＲＴＭ

ハイブリッド
など
・成形品
・設備、装置
など



技術分類 要素技術 企業名 テーマ 都道府県名 ページ

新日本工機株式会社
6インチ幅程度のCFRPプリプレグテープを3次元形状構造物に自動
積層する機械の開発

大阪府 82

株式会社　駿河エンジニアリング
CFRTPハイブリッドプレス成形金型による成形時間の短縮と表面品
質の向上

静岡県 83

大同工業株式会社 熱可塑性CFRP材料のロールフォーミング工法による高効率成形 石川県 84

株式会社タカギセイコー 熱可塑性複合材料の量産成形技術 富山県 85

徳田工業株式会社 炭素繊維複合材のオートクレーブレス成形型 岐阜県 86

日本ポリマー株式会社 樹脂成形工程向けフッ素樹脂離型シート 愛知県 87

株式会社ノリタケカンパニーリミテド CFRTPプリプレグ・シート材の加熱工程の効率化、処理時間短縮 愛知県 88

広島県立総合技術研究所 炭素繊維複合材料利用技術 広島県 89

広島県立総合技術研究所 熱可塑性CFRP用ハイサイクル金型技術 広島県 90

有限会社ヒロセ金型 SMC材プレス成形の変肉部品 岐阜県 91

福井ファイバーテック株式会社 コスト低減を目標とした大型構造部材 愛知県 92

藤倉ゴム工業株式会社 強度を上げる積層方法 東京都 93

ポリマーエンジニアリング株式会社 HP-RTM注入機によるＣＦＲＰ成形のハイサイクル化 愛知県 94

丸八株式会社
タイプ４（樹脂ライナー）　106MPa複合容器蓄圧器による　水素社会
インフラ構築

福井県 95

三重金属工業株式会社 自動車などの構造強度部品の軽量化 三重県 96

三重県工業研究所 熱可塑性樹脂繊維複合材料に関する取組み 三重県 97

三菱重工プラスチックテクノロジー株式会社
LFT（長繊維強化熱可塑性樹脂）材料の射出成形における繊維切
断の抑制

愛知県 98

株式会社名機製作所 チョップド糸を使った熱可塑性樹脂直接成形 愛知県 99

株式会社ラピート
高強度・耐熱・難燃・防煙・軽量化による高速閉塞移動空間の火災
死亡者の削減

岡山県 100

株式会社レテックス RTM（樹脂注入）成形法によるＦＲＰ（強化プラスチック）製品製造 富山県 101

株式会社アスカ CFRPと金属等からなる複合素材部品自社内一貫製作 徳島県 102

石川県工業試験場 熱可塑性CFRPのドリル加工技術 石川県 103

株式会社ギケン CFRPバリ抑制ドリルによる工程短縮、コスト削減効果の実現 福井県 104

株式会社北岡鉄工所 難削材をダイヤモンド工具でサクサク材に 三重県 105

岐阜県工業技術研究所 熱可塑性CFRPの切削加工工具の開発 岐阜県 106

株式会社岐阜多田精機 ＣＦＲＰ材に対するインジェクションプレス型の応用 岐阜県 107

株式会社最新レーザ技術研究センター ＣＦＲＰ複合材料部材の新レーザ溶接技術の開発 愛知県 108

サンドビック株式会社コロマントカンパニー
CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工に最適化されたドリル刃形状の開
発

愛知県 109

静岡県工業技術研究所
浜松工業技術支援センター

CFRP切削加工の評価による切削条件の最適化支援 静岡県 110

澁谷工業株式会社 レーザアブレーション加工機によるCFRP（CFRTP)切断技術 石川県 111

株式会社スギノマシン CFRP等の素材へのエア駆動を利用した加工機による穿孔加工 富山県 112

株式会社スギノマシン ウォータージェット技術の応用による難削材等の加工 富山県 113

鈴木工業株式会社 ウォータージェット加工機による高精度加工 岐阜県 114

株式会社タマリ工業 極短パルスレーザによるＣＲＦＰの切断～精密微細孔加工 愛知県 115

東興産業株式会社 FRPパネル部品の穴あけ・トリミング加工 石川県 116

株式会社 ニシムラ ジグ CFRPのコーナーカットの専用面取り加工機 石川県 117

株式会社ノリタケカンパニーリミテド グリットエース 愛知県 118

株式会社 不二越 クリスタルダイヤコートによるＣＦＲＰ穴加工用ドリルの長寿命化 富山県 119

三菱ガス化学株式会社 ドリル孔あけ固体潤滑シート　ＣＦＲＰ／チタングレード 東京都 120

メカトロ・アソシエーツ株式会社 航空機・自動車産業に向けたFRP複合材切削加工ロボットシステム 石川県 121

UHT株式会社
ＣＦＲＰ穿孔加工の作業環境改善に対応する冷却・吸塵機能を備え
たシステム

石川県 122
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UHT株式会社 小型軽量の携帯型サイクロン式吸塵装置 石川県 123

あいち産業科学技術総合センター 大気圧プラズマを利用した異種材料の接合技術に関する研究 愛知県 124

ウインテック株式会社 水に浮く世界最軽量のカーボンロール 愛媛県 125

佐伯綜合建設株式会社
高強度繊維材と金属端子の締結を利用した鉄骨造建造物の高機能
耐震化工法の開発

岐阜県 126

精電舎電子工業株式会社 CFRTPを使用した成形品同士の溶着・溶断 東京都 127

タイムオートマシン株式会社
「T-LOCプロセス」　高密着強度を有する親水性薄膜の形成処理技
術

岐阜県 128

前田工業株式会社
自動車部品等の軽量化を促進するためのメタルとCFRPのレーザを
用いる異材接合技術のシステム開発

愛知県 129

LORD Corporation カーボンコンポジット製品の接着工法 東京都 130

LORD Corporation 線膨張率の異なる素材間の接着技術 東京都 131

塗装
株式会社小松プロセス

高輝性転写膜等の一体成形法に依る炭素繊維複合材料への加飾
研究開発

石川県 132

富山県工業技術センター フェーズドアレイ超音波探傷法を用いたCFRPの欠陥評価支援 富山県 133

名古屋市工業研究所 Ｘ線ＣＴによるトレーサを使った繊維配向観察 愛知県 134

株式会社ビームセンス
新ナノ焦点X線撮影方法による高精細X線透視による樹脂構造の高
精度分析

大阪府 135

JFEテクノリサーチ株式会社 マルチマテリアル化に向けた技術開発・設備増強 東京都 136

株式会社 ＤＪＫ CFRPにとどまらない高分子材料・複合材料の受託研究・試験 愛知県 137

日本バーンズ株式会社 ビデオ伸縮計による歪み計測の効率化 東京都 138

立命館大学 各種複合材料の衝撃強度評価技術 滋賀県 139

カーボンファイバーリサイクル工業株式会社 炭素繊維複合樹脂（CFRP）リサイクル、再生炭素繊維製品製造 岐阜県 140

静岡大学 超臨界流体を用いるCFRPのリサイクル技術 静岡県 141

高砂工業株式会社 過熱水蒸気による低コストな炭素繊維連続回収技術 岐阜県 142

髙安株式会社 リサイクル炭素繊維およびそのシート 岐阜県 143

一般財団法人ファインセラミックスセンター 過熱水蒸気を利用したCFRPからの繊維回収と繊維表面改質 愛知県 144

株式会社サムソン 炭素繊維製造設備に適した高効率高温熱供給システム 香川県 145

中部電力株式会社 活性炭繊維フィルターを使用した新型局所排風機 愛知県 146

検査
評価

リサイクル

その他

リサイクル
・リサイクル技術
・リサイクル品
・設備、装置
など

検査、分析
・検査技術
・設備、装置
など

強度、耐久性
・評価技術
・設備、装置
など

接合
・接合技術
・接合品
・設備、装置
など



素材・中間製品



生産品目 フッ素樹脂（PVDF)、特殊ポリアミド、アクリルポリマー

東京都千代田区内幸町2－2－2　富国生命ビル　15階

資本金・従業員数

主要取引先 1部上場企業多数

認証取得 ISO9001、ISO14001    本技術、化審法問題なし

①航空機の部品
②トラックのボディ
③帯電防止車輪

企業概要

所在地 〒 100-0011

100,000 万円 14000（グループ従業員） 人

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRTP製作にマトリックス材料形態が粉末、繊維、フィルム、シートなどが考えられま
す。弊社材料①をこれらの形態に加工するパートナーを求めます。また、これらの形態
材料を使用するパートナーを求めます。

海外拠点 ９０ヶ所

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

問合せ先
部署・担当者 京都テクニカルセンター　　　宮保　淳

連絡先 TEL 075－326-7432 E-mail atsushi.miyabo@arkema.com

ホームページ http://www.arkema.com

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

①を繊維にする企業
①をフィルムかシートにする企業
①、②、③を使用していただく企業

有

アルケマ株式会社
テーマ 新規マトリックス樹脂と新規フィラーにより今までにない新規炭素繊維複合材

企業・機関名

キーワード ①PEKK（ポリエーテルケトンケトン）樹脂、②エリウム樹脂、③CNT（カーボンナノチューブ）。

開発進度

提案技術のポイント 効果
従来の熱硬化性樹脂より、①PEKK（ポリエーテルケトンケトン）樹脂と②エリウム樹脂を用いることで、
熱可塑樹脂のCFRTPができます。
①PEKK樹脂からは高耐熱、高圧縮強度のCFRTPができ、②エリウム樹脂からは安価な汎用タイプの
CFRTPができます。
③CNT添加により導電性CFRTPが可能です。

工業界に有用な新規CFRTPを作り
出す

共同研究実施者とその役割 知的財産権

従来技術 新技術

①CFRTP製作に際し、本新しいマトリックス材料に相応しい安価、高生産効率の加工方法の最適化検討中。
弊社では、現在の粉末とペレット形態以外に、各種形態で本材料を販売したい。
②を主にRTMに適用しています。RTMを使用するメーカと一緒に開発しいきたい。

　　　マトリックス樹脂としての
　
　　　熱硬化性の樹脂（エポキシ樹脂）

　　　①PEKK（ポリエーテルケトンケトン）樹脂。
　　　　　　結晶性制御可能なユニークなPAEKポリマー
　　　　　　優れた熱特性（+ 20 C vs PEEK）
　　　　　　機械強度（+ 20% vs PEEK）
　　　　　　低残存応力
　　　　　　金属接着性
　　　　　　薬品耐性
　　　　　　難燃性を有する熱可塑樹脂です。

　　　②エリウム樹脂。
　　　　　　従来のRTM技術とも相性が良い
　　　　　　多機能かつ軽量
　　　　　　製造しやすく、高性能
　　　　　　高い費用対効果
　　　　　　リサイクル可能
　　　　　　鋼製の同じ部品より30～50％軽い
　　　　　　同じ能力を発揮します。
　

　　　③CNT（カーボンナノチューブ）。
　　　　　　粉末と各種マスターバッチ
　　　　　　着色フィラー

本技術の活用例
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生産品目 フッ素樹脂（PVDF)、特殊ポリアミド、アクリルポリマー

東京都千代田区内幸町2－2－2　富国生命ビル　15階

資本金・従業員数

主要取引先 1部上場企業多数

認証取得 ISO9001、ISO14001    本技術、化審法問題なし

①航空機の部品
②トラックのボディ
③帯電防止車輪

企業概要

所在地 〒 100-0011

100,000 万円 14000（グループ従業員） 人

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRTP製作にマトリックス材料形態が粉末、繊維、フィルム、シートなどが考えられま
す。弊社材料①をこれらの形態に加工するパートナーを求めます。また、これらの形態
材料を使用するパートナーを求めます。

海外拠点 ９０ヶ所

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

問合せ先
部署・担当者 京都テクニカルセンター　　　宮保　淳

連絡先 TEL 075－326-7432 E-mail atsushi.miyabo@arkema.com

ホームページ http://www.arkema.com

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

①を繊維にする企業
①をフィルムかシートにする企業
①、②、③を使用していただく企業

有

アルケマ株式会社
テーマ 新規マトリックス樹脂と新規フィラーにより今までにない新規炭素繊維複合材

企業・機関名

キーワード ①PEKK（ポリエーテルケトンケトン）樹脂、②エリウム樹脂、③CNT（カーボンナノチューブ）。

開発進度

提案技術のポイント 効果
従来の熱硬化性樹脂より、①PEKK（ポリエーテルケトンケトン）樹脂と②エリウム樹脂を用いることで、
熱可塑樹脂のCFRTPができます。
①PEKK樹脂からは高耐熱、高圧縮強度のCFRTPができ、②エリウム樹脂からは安価な汎用タイプの
CFRTPができます。
③CNT添加により導電性CFRTPが可能です。

工業界に有用な新規CFRTPを作り
出す

共同研究実施者とその役割 知的財産権

従来技術 新技術

①CFRTP製作に際し、本新しいマトリックス材料に相応しい安価、高生産効率の加工方法の最適化検討中。
弊社では、現在の粉末とペレット形態以外に、各種形態で本材料を販売したい。
②を主にRTMに適用しています。RTMを使用するメーカと一緒に開発しいきたい。

　　　マトリックス樹脂としての
　
　　　熱硬化性の樹脂（エポキシ樹脂）

　　　①PEKK（ポリエーテルケトンケトン）樹脂。
　　　　　　結晶性制御可能なユニークなPAEKポリマー
　　　　　　優れた熱特性（+ 20 C vs PEEK）
　　　　　　機械強度（+ 20% vs PEEK）
　　　　　　低残存応力
　　　　　　金属接着性
　　　　　　薬品耐性
　　　　　　難燃性を有する熱可塑樹脂です。

　　　②エリウム樹脂。
　　　　　　従来のRTM技術とも相性が良い
　　　　　　多機能かつ軽量
　　　　　　製造しやすく、高性能
　　　　　　高い費用対効果
　　　　　　リサイクル可能
　　　　　　鋼製の同じ部品より30～50％軽い
　　　　　　同じ能力を発揮します。
　

　　　③CNT（カーボンナノチューブ）。
　　　　　　粉末と各種マスターバッチ
　　　　　　着色フィラー

本技術の活用例



－ 2－

素
材

素
材

キーワード 軽量・低コスト　ＣＦＲＰ

株式会社イノアックコーポレーション
テーマ カーボンと発泡品の組合せにより軽量・低コストの実現

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

従来のＡＬＬカーボンに代わり、積層の中央部分を発泡体にすることにより軽量・低コストを実現
カーボン使用量の削減
肉厚変化が自由に出来る

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　　有　・　無　）

自社技術 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ＰＣパソコンの筐体
産業用製品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

無し

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車

ホームページ http://www.inoac.co.jp/ja/

認証取得 ＩＳＯ　９００１　１４０００　取得

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１３番４号

資本金・従業員数 72,000 万円 1,513 人 海外拠点 北米、欧州、中国、韓国、東南アジア
企業概要

所在地 〒 450-0003

問合せ先
部署・担当者 グローバル技術開発部　　永井　正則

連絡先 TEL 050-3135-8728 E-mail NGI@inoac.co.jp

生産品目 ウレタン、ゴム、プラスチック、複合材 主要取引先 各種産業資材、自動車
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企業概要

所在地 〒 504-8710

問合せ先
部署・担当者 技術企画管理部 部長 開沼　史和　

連絡先 TEL 058-382-5722 E-mail kainuma_f@khi.co.jp

生産品目 防需航空機、民需航空機分担製造品、民間ヘリコプター、誘導機器・宇宙関連機器 主要取引先 陸、海、空、宇宙輸送機械関連メーカー他

ホームページ http://www.khi.co.jp/aero/index.html

認証取得 JIS Q 9100(AS/EN9100)及びJIS Q 9001(ISO9001)、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO 14001」等開発・製造に必要な認証を取得

岐阜県各務原市川崎町１丁目

資本金・従業員数 10,448,400 万円 34,620 人 海外拠点 米国、欧州、アジア等

本技術の活用例 ・航空機の水平/垂直尾翼、フラップ、エンジンナセル、脚扉、ウイングレット、等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・民間航空機部品に採用する場合には、機体の型式証明が必要。
・一方向材は標準厚み（0.19ｍｍ/層）であるが、織物材は2倍厚み（0.38ｍｍ/層）で設計に制約有り。標準厚みの低コ
スト織物材が開発できれば設計の自由度が拡がり、更なる適用拡大につながる可能性あり。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・炭素繊維、製織、プリプレグの知見を有する企業
・複合材料評価技術を有する大学、研究/試験機関

・

提案技術のポイント 効果

・汎用低コスト炭素繊維/靱性エポキシ樹脂の組み合わせによる性能/コストのベストマッチング材
・一方向材/織物材の組み合わせによるユーザーフレンドリー材

・民間航空機部品への採用が可能
（航空局認定取得済み）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

東邦テナックス株式会社（材料開発）
東レ株式会社（材料開発） 無

従来技術 新技術

キーワード CFRP、プリプレグ、180℃硬化自己接着性

川崎重工業株式会社
テーマ 航空局認定　航空機用低コスト複合材料「KMS-6115」

企業・機関名

・航空機専用の高コスト高性能繊維 

・高耐熱性、高靱性を有する高コスト

樹脂 

・一般産業用途の量産/ラージトウ繊

維の採用によるコストダウン 

・耐熱性、靱性、コストのバランスのと

れた樹脂の採用 

・自己接着性樹脂により接着剤を使

わずにハニカムサンドイッチ部品の

製造が可能 

低コスト複合材料「KMS-6115」 

キーワード 軽量・低コスト　ＣＦＲＰ

株式会社イノアックコーポレーション
テーマ カーボンと発泡品の組合せにより軽量・低コストの実現

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

従来のＡＬＬカーボンに代わり、積層の中央部分を発泡体にすることにより軽量・低コストを実現
カーボン使用量の削減
肉厚変化が自由に出来る

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　　有　・　無　）

自社技術 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ＰＣパソコンの筐体
産業用製品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

無し

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車

ホームページ http://www.inoac.co.jp/ja/

認証取得 ＩＳＯ　９００１　１４０００　取得

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１３番４号

資本金・従業員数 72,000 万円 1,513 人 海外拠点 北米、欧州、中国、韓国、東南アジア
企業概要

所在地 〒 450-0003

問合せ先
部署・担当者 グローバル技術開発部　　永井　正則

連絡先 TEL 050-3135-8728 E-mail NGI@inoac.co.jp

生産品目 ウレタン、ゴム、プラスチック、複合材 主要取引先 各種産業資材、自動車
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キーワード C/Cコンポジット、熱伝導率、異方性、低気孔率、油冷却

株式会社 CFCデザイン
テーマ 熱伝導率の異方性の改善と低気孔率化を実現した新しいC/Cコンポジット(FS320)の開発

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・従来C/Cコンポジットと比較し、熱伝導率の異方性を大幅に改善

・低気孔率化の成功により、熱処理油冷却工程へのC/Cコンポジットの使用が可能に

熱伝導率異方性 (XY平面 : Z) 3:1→
1:1

気孔率 従来 20% → 5%

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成    年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無  し 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・工具やギア等の熱処理工程に使用する治具 (特に油冷却の工程)
・ C/Cコンポジット製ヒーター (グラファイト製ヒ－タ－の代替)

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

 近年、金属の熱処理温度が次第に高くなっており、被熱処理物とC/Cの反応が問題になってきている。
この反応を抑制できる表面処理技術などが確立すれば、更に用途展開が見込まれる。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・油冷却工程でテストをしていただける企業
・カーボンと金属の反応を抑制する技術、知見を有する研究機関等

http://www.cfc-design.co.jp

認証取得 ISO 9001

資本金・従業員数 10,000 万円 65 人 海外拠点 Across USA

〒916-0054  福井県鯖江市舟津町 1-4-11

企業概要

所在地

問合せ先
部署・担当者 営業部 フェロー  長尾博孝

連絡先 TEL 0778-42-5629 E-mail h-nagao@cfc-design.co.jp

生産品目 C/C コンポジット 主要取引先 信越化学工業、大同特殊鋼 等

ホームページ

金属熱処理用トレーでの油冷却工程への適用例 

・冷却油のしみ込みはないが、金属

の為、高温環境下では変形が激しく、

自動化が困難でライフも短い。 

・重量が大きいため、加熱・冷却に

時間がかかり、エネルギー消費が

大きい。 

・気孔率が低く、冷却油のしみ込みがな

いため、油冷却工程での使用が可能。 

・カーボンで出来ているため耐熱性に優

れ、変形がなく、工程の自動化が可能。 

・密度が1.7g/cm3と金属の1/4程度であ

るため、軽量でエネルギー消費が少ない。

SUS310製トレー 1100℃使用品 C/Cコンポジット製トレー 1100℃使用品 

ホームページ http://www.sanyo-chemical.co.jp

認証取得 ISO9001、ISO14001

生産品目 界面活性剤、ポリウレタンフォーム用原料など

E-mail m.inoue@sanyo-chemical.com

1,305,100 万円 海外拠点 あり1,979 人

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ＣＦＲＰ力学的物性およびＣＦ／マトリックス界面接着強度の評価ができる機関

企業概要

所在地

問合せ先
部署・担当者 活性剤研究部 　阪口

連絡先 TEL 075-541-6245

京都市東山区一橋野本町11-1

資本金・従業員数

主要取引先 非公開

〒 605-0995

炭素繊維の毛羽を抑えることができ、マトリックス樹脂との親和性が良好
毛羽が低く強度に優れた製品が得
られる

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

ＣＦＲＰ物性が向上する集束剤を開発したい

　集束性が低いため、炭素繊維に毛羽立ちができる
　開繊性が低い
　炭素繊維と樹脂の親和性が低い

本技術の活用例 炭素繊維用集束剤

従来技術 新技術

－ 有

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

キーワード 集束剤

三洋化成工業株式会社
テーマ 炭素繊維用集束剤

企業・機関名



－ 5－

素
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キーワード C/Cコンポジット、熱伝導率、異方性、低気孔率、油冷却

株式会社 CFCデザイン
テーマ 熱伝導率の異方性の改善と低気孔率化を実現した新しいC/Cコンポジット(FS320)の開発

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・従来C/Cコンポジットと比較し、熱伝導率の異方性を大幅に改善

・低気孔率化の成功により、熱処理油冷却工程へのC/Cコンポジットの使用が可能に

熱伝導率異方性 (XY平面 : Z) 3:1→
1:1

気孔率 従来 20% → 5%

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成    年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無  し 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・工具やギア等の熱処理工程に使用する治具 (特に油冷却の工程)
・ C/Cコンポジット製ヒーター (グラファイト製ヒ－タ－の代替)

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

 近年、金属の熱処理温度が次第に高くなっており、被熱処理物とC/Cの反応が問題になってきている。
この反応を抑制できる表面処理技術などが確立すれば、更に用途展開が見込まれる。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・油冷却工程でテストをしていただける企業
・カーボンと金属の反応を抑制する技術、知見を有する研究機関等

http://www.cfc-design.co.jp

認証取得 ISO 9001

資本金・従業員数 10,000 万円 65 人 海外拠点 Across USA

〒916-0054  福井県鯖江市舟津町 1-4-11

企業概要

所在地

問合せ先
部署・担当者 営業部 フェロー  長尾博孝

連絡先 TEL 0778-42-5629 E-mail h-nagao@cfc-design.co.jp

生産品目 C/C コンポジット 主要取引先 信越化学工業、大同特殊鋼 等

ホームページ

金属熱処理用トレーでの油冷却工程への適用例 

・冷却油のしみ込みはないが、金属

の為、高温環境下では変形が激しく、

自動化が困難でライフも短い。 

・重量が大きいため、加熱・冷却に

時間がかかり、エネルギー消費が

大きい。 

・気孔率が低く、冷却油のしみ込みがな

いため、油冷却工程での使用が可能。 

・カーボンで出来ているため耐熱性に優

れ、変形がなく、工程の自動化が可能。 

・密度が1.7g/cm3と金属の1/4程度であ

るため、軽量でエネルギー消費が少ない。

SUS310製トレー 1100℃使用品 C/Cコンポジット製トレー 1100℃使用品 

ホームページ http://www.sanyo-chemical.co.jp

認証取得 ISO9001、ISO14001

生産品目 界面活性剤、ポリウレタンフォーム用原料など

E-mail m.inoue@sanyo-chemical.com

1,305,100 万円 海外拠点 あり1,979 人

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ＣＦＲＰ力学的物性およびＣＦ／マトリックス界面接着強度の評価ができる機関

企業概要

所在地

問合せ先
部署・担当者 活性剤研究部 　阪口

連絡先 TEL 075-541-6245

京都市東山区一橋野本町11-1

資本金・従業員数

主要取引先 非公開

〒 605-0995

炭素繊維の毛羽を抑えることができ、マトリックス樹脂との親和性が良好
毛羽が低く強度に優れた製品が得
られる

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

ＣＦＲＰ物性が向上する集束剤を開発したい

　集束性が低いため、炭素繊維に毛羽立ちができる
　開繊性が低い
　炭素繊維と樹脂の親和性が低い

本技術の活用例 炭素繊維用集束剤

従来技術 新技術

－ 有

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

キーワード 集束剤

三洋化成工業株式会社
テーマ 炭素繊維用集束剤

企業・機関名
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株式会社スギノマシン
テーマ ウォータージェット法を利用したバイオマスナノファイバー複合材料の開発

企業・機関名

新技術

提案技術のポイント 効果

・従来の炭素繊維等に代わり、バイオマスナノファイバーを各種材料に混合するこ
とによって、軽量で、環境負荷の小さい、複合材料を開発することができる。

・環境負荷：混合量に応じて変化
・引張り強度：PVAに混合した

場合、2倍以上の強度を実現
可能

開発進度 共同研究実施者とその役割

キーワード ウォータージェット、バイオマス、ナノファイバー、ビンフィス、混合、フィラー

　４．製品化完了 （納入実績　　有　・　無　） 有

知的財産権

企業概要

所在地 〒 937-8511

本技術の活用例

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・疎水性樹脂とは混合し難い。
・弊社の製造したナノファイバーを各種素材へ適用いただきたく、ご検討をお願いいたします。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ポリマーの混合技術を持つ企業
・セルロースの化学修飾の技術を持つ企業
・本技術の各種素材への導入等をご検討頂ける素材企業

認証取得

米国、メキシコ、フランス、ドイツ、中国、タイ、シンガポール、インドネシア等

従来技術

富山県魚津市本江2410番地

資本金・従業員数 232,467 万円 1,350 人

・化　学　・・・ 樹脂補強材、透明材料基材、フィルター
・化粧品　・・・ ベース剤、保湿剤、日焼け止め

生産品目 超高圧水切断装置、湿式・乾式微粒化装置、ドリリングユニット等 主要取引先

海外拠点

問合せ先
部署・担当者 経営企画本部　新規開発部　開発プロジェクト一課　小倉 孝太（担当）

連絡先 TEL

ホームページ http://www.sugino.com

（0765）24-5111 E-mail k.ogura@sugino.com

・炭素繊維やガラス繊維は、製造時に掛かる環境

負荷が大きく、再利用や廃棄処分が困難である。

・これらに代わる、再生可能な補強材（フィラー）が

求められている。

・BiNFi-sは、セルロースなどのバイオマス原料を、

当社独自のウォータージェット技術で加工した

直径20nm、長さ数μmの極細繊維。

・製造時・廃棄時の環境負荷が小さく、高強度や

低熱膨張、成膜性、透明性などの特長を持つ。

2ｗｔ％ 
BiNFi-s ｾﾙﾛｰｽ 

拡大写真 

100 nm 

・汎用的な親水性樹脂と、混合することが可能であり、

平滑性を確保することができる。

・PVA（ポリビニルアルコール）へ添加した場合、

透明度を失うことなく、引張り強度を向上できる。

PVAへの適用例 

バイオマスナノファイバー 

（ビンフィス） 
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企業・機関名 セーレン株式会社／ＫＢセーレン株式会社
テーマ CFRTP用混繊糸

キーワード CFRTP、熱可塑、混繊、コミングル

提案技術のポイント 効果

・マトリックス樹脂を繊維化し炭素繊維内部に均一に分散した混繊繊維束
・製織・製編に適した繊維束
・従来法に比較し、低温・低圧力で成形が可能

評価中

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　28年　3 月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

セーレン株式会社（試作、評価）
KBセーレン株式会社（マトリックス繊維開発、供給）
福井県工業技術センター(技術指導）

有

従来技術 新技術

本技術の活用例 一般産業用部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

試験機での生産のため、サンプル程度の供給（生産性の向上が課題）
混繊率、糸種の変更可能

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

具体的な開発パートナー募集中

海外拠点 中国、タイ、インド、インドネシア、アメリカ、ブラジル、メキシコ、フランス

生産品目 繊維製品、化学工業品、産業機器、電子部品 主要取引先

資本金・従業員数 175億2,025 万円 1,535 人

認証取得

問合せ先
セーレン株式会社

部署・担当者 研究開発センター　企画業務部・野形明広

連絡先 TEL 0776-50-7009 E-mail ホームページからお問い合わせが可能です。

企業概要
セーレン株式会社

所在地 〒 918-8560 福井県福井市毛矢１丁目１０－１

ホームページ http://www.seiren.com/

企業概要
ＫＢセーレン株式

会社

所在地 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル 14・15階

資本金・従業員数 34億4,000 万円 570 人 海外拠点

生産品目 合成繊維、繊維素材 主要取引先

ホームページ http://www.kbseiren.com/

認証取得

問合せ先
ＫＢセーレン株式

会社

部署・担当者 研究開発センター　企画・基礎探索グループ　植野彰文

連絡先 TEL 0778-51-9712 E-mail ホームページからお問い合わせが可能です。

CFRP： 
・ リサイクルが難しい 
・ 成型時間が長い 

CFRTP： 
・ 樹脂粘度が高くボイドが発生し易い 
・ 成型時間が長い 
・ 装置が大がかりとなり、高いプレス圧が必要 

炭素繊維 マトリックス樹脂 

繊維化 

コミングル繊維 
（炭素繊維＋ﾏﾄﾘｯｸｽ繊維） 

製織・積層・成型 

マトリックス繊維が炭素繊維間に存在することで、樹脂

含浸性良好 

バインダー樹脂が繊維化していることで、 
高いテキスタイル加工性を有する 

コミングル法を用いた混繊糸の開発 

株式会社スギノマシン
テーマ ウォータージェット法を利用したバイオマスナノファイバー複合材料の開発

企業・機関名

新技術

提案技術のポイント 効果

・従来の炭素繊維等に代わり、バイオマスナノファイバーを各種材料に混合するこ
とによって、軽量で、環境負荷の小さい、複合材料を開発することができる。

・環境負荷：混合量に応じて変化
・引張り強度：PVAに混合した
　場合、2倍以上の強度を実現
　可能

開発進度 共同研究実施者とその役割

キーワード ウォータージェット、バイオマス、ナノファイバー、ビンフィス、混合、フィラー

　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　） 有

知的財産権

企業概要

所在地 〒 937-8511

本技術の活用例

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・疎水性樹脂とは混合し難い。
・弊社の製造したナノファイバーを各種素材へ適用いただきたく、ご検討をお願いいたします。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ポリマーの混合技術を持つ企業
・セルロースの化学修飾の技術を持つ企業
・本技術の各種素材への導入等をご検討頂ける素材企業

認証取得

米国、メキシコ、フランス、ドイツ、中国、タイ、シンガポール、インドネシア等

従来技術

富山県魚津市本江2410番地

資本金・従業員数 232,467 万円 1,350 人

・化　学　・・・ 樹脂補強材、透明材料基材、フィルター
・化粧品　・・・ ベース剤、保湿剤、日焼け止め

生産品目 超高圧水切断装置、湿式・乾式微粒化装置、ドリリングユニット等 主要取引先

海外拠点

問合せ先
部署・担当者 経営企画本部　新規開発部　開発プロジェクト一課　小倉 孝太（担当）

連絡先 TEL

ホームページ http://www.sugino.com

（0765）24-5111 E-mail k.ogura@sugino.com

・炭素繊維やガラス繊維は、製造時に掛かる環境 
負荷が大きく、再利用や廃棄処分が困難である。 

・これらに代わる、再生可能な補強材（フィラー）が 
求められている。 

・BiNFi-sは、セルロースなどのバイオマス原料を、 

当社独自のウォータージェット技術で加工した 

直径20nm、長さ数μmの極細繊維。 

・製造時・廃棄時の環境負荷が小さく、高強度や 

低熱膨張、成膜性、透明性などの特長を持つ。 

2ｗｔ％ 
BiNFi-s ｾﾙﾛｰｽ 

拡大写真 

100 nm 

・汎用的な親水性樹脂と、混合することが可能であり、 

平滑性を確保することができる。 

・PVA（ポリビニルアルコール）へ添加した場合、 

透明度を失うことなく、引張り強度を向上できる。 

PVAへの適用例 

バイオマスナノファイバー 

（ビンフィス） 
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キーワード ＶａＲＴＭ、航空機構造部材、オートクレーブレス

東レ株式会社
テーマ 航空機構造用Ａ－ＶａＲＴＭ成形技術

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・表面に熱可塑性粒子を融着させた炭素繊維の一方向織物基材
・強靭性化ナノスケール粒子を配合した低粘度エポキシ樹脂
・板厚が安定制御され、航空機構造部材への適用が可能なＶａＲＴＭ成形技術

・プリプレグと同等の優れた力学特
性、品質安定性
・ドライ基材による高い形状追従性
・高いコスト競争力 ： オートクレー
ブ、冷凍保存設備 が不要

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

三菱重工業株式会社（役割；成形技術共同開発） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・航空機の一次構造部材（ＭＲＪ尾翼）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・成形技術は三菱重工業株式会社との共同開発

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・特になし

ホームページ http://www.toray.co.jp

認証取得 ＪＩＳＱ9100、ＭＳＪ4000　ほか

東京都中央区日本橋室町２－１－１　日本橋三井タワー

資本金・従業員数 147,873 百万円 7,232 人 海外拠点 多数
企業概要

所在地 〒 103-8666

問合せ先
部署・担当者 Ａ＆Ａセンター　アドバンスドコンポジットセンター第1開発室　・　山崎　真明　

連絡先 TEL 052-613-5816 E-mail Masaaki_Yamasaki@nts.toray.co.jp

生産品目 炭素繊維複合材料事業、繊維事業　ほか 主要取引先 多数

・プリプレグは複雑形状への対応

が困難 

・オートクレーブ、冷凍保存設備

などインフラ設備費が高い 

・高物性、高信頼性材料 

・ドライ基材を用いることで高い形

状追従性を有し、複雑形状へ対

応可能 

・高額なインフラ設備が不要 

・プリプレグ/オートクレーブ法と

同等の力学特性 
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企業概要

所在地 〒 480-0303

問合せ先
部署・担当者 技術部開発技術グループ　新家一秀（ｼﾝﾔｶｽﾞﾋﾃﾞ）

連絡先 TEL 0568-88-1101 E-mail shinyak@matelan.co.jp

生産品目 珪砂，ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾓﾙﾀﾙ，ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品，鋳造資材 主要取引先 マツダ，ホームセンター，官公庁

ホームページ http://www.matelan.co.jp/

認証取得 ISO9001:2008，ISO14001:2004

愛知県春日井市明知町1512番地

資本金・従業員数 35,500 万円 95 人 海外拠点 無し

本技術の活用例 土木・建築分野での補修補強材としての利用

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

回収炭素繊維の回収，リユース方法の確立と炭素繊維の特徴を生かしたセメント系複合材料の作製

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

現在，ぎふ技術革新センター運営協議会ミニワーキンググループとして岐阜大学，岐
阜高専，髙安株式会社と活動中

・PE繊維やPVA繊維，鋼繊維を短繊維として混入したセメント系複合材料は
土木・建築分野で利用されているが，炭素繊維を混入したセメント系複合材
料の利用は少ない。

・CFRPの普及に伴う廃棄物としての炭素繊維の減量化による環境負荷低減
・廃カーボンファイバーを短繊維としてセメント系材料に混和し，付加価値を
高めた複合材料の開発
・開発した廃カーボンファイバー混入セメント系複合材料の土木・建築分野で
の補修・補強材としての利用

使用箇所（案）

提案技術のポイント 効果

廃カーボンファイバーを短繊維としてセメント系材料に混和し，強度および靭性を高めた複合材料の開
発

試作・実験段階のためなし

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　  年　  月完了予定。進捗状況    ％）
　２．試作・実験段階　（平成　29年　 3月完了予定。進捗状況　30％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

岐阜大学（試作品の作製，とりまとめ，用途拡大の提
案，材料開発，性能評価）
岐阜高専（製造方法の検討）
トーヨーマテラン㈱（材料評価方法の検討）

無

従来技術 新技術

キーワード 回収炭素繊維，セメント系複合材料，靭性

トーヨーマテラン株式会社
テーマ 回収炭素繊維を利用したセメント系複合材料開発

企業・機関名

トンネルの補修 橋梁の補修 

水路の補修 

他，炭素繊維の特徴を生かした 
利用方法を検討 

短繊維（PVA繊維） 

短繊維混入セメント系複合材料の曲げ試験 

短繊維混入セメント系複合材料 

キーワード ＶａＲＴＭ、航空機構造部材、オートクレーブレス

東レ株式会社
テーマ 航空機構造用Ａ－ＶａＲＴＭ成形技術

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・表面に熱可塑性粒子を融着させた炭素繊維の一方向織物基材
・強靭性化ナノスケール粒子を配合した低粘度エポキシ樹脂
・板厚が安定制御され、航空機構造部材への適用が可能なＶａＲＴＭ成形技術

・プリプレグと同等の優れた力学特
性、品質安定性
・ドライ基材による高い形状追従性
・高いコスト競争力 ： オートクレー
ブ、冷凍保存設備 が不要

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

三菱重工業株式会社（役割；成形技術共同開発） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・航空機の一次構造部材（ＭＲＪ尾翼）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・成形技術は三菱重工業株式会社との共同開発

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・特になし

ホームページ http://www.toray.co.jp

認証取得 ＪＩＳＱ9100、ＭＳＪ4000　ほか

東京都中央区日本橋室町２－１－１　日本橋三井タワー

資本金・従業員数 147,873 百万円 7,232 人 海外拠点 多数
企業概要

所在地 〒 103-8666

問合せ先
部署・担当者 Ａ＆Ａセンター　アドバンスドコンポジットセンター第1開発室　・　山崎　真明　

連絡先 TEL 052-613-5816 E-mail Masaaki_Yamasaki@nts.toray.co.jp

生産品目 炭素繊維複合材料事業、繊維事業　ほか 主要取引先 多数

・プリプレグは複雑形状への対応

が困難 

・オートクレーブ、冷凍保存設備

などインフラ設備費が高い 

・高物性、高信頼性材料 

・ドライ基材を用いることで高い形

状追従性を有し、複雑形状へ対

応可能 

・高額なインフラ設備が不要 

・プリプレグ/オートクレーブ法と

同等の力学特性 
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キーワード 電子線（EB）, EB 照射, 炭素繊維複合材料（CFRP）

日華化学株式会社
テーマ 炭素繊維複合材料の電子線（EB)による迅速硬化・成型技術の開発

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・CFRP用EB硬化樹脂を開発
・ＥＢ硬化法を用いることで数十秒でＣＦＲＰの迅速硬化・成形が可能
・硬化剤が不要でポットライフ管理がフリー

・成形時間：数時間～→数十秒
・ポットライフ：
　　　　冷蔵で６ヶ月　→室温１年

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２６年　３月完了      進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・日華化学株式会社（樹脂開発担当）
・株式会社海道工業（成形担当）
・関西電子ビーム　（ＥＢ照射担当）

有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ＥＢ硬化型ＣＦＲＰ, ＥＢ硬化型プリプレグヤーン, ＥＢ硬化型組紐パイプ

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・大規模なＥＢ照射器と照射施設が必要
・ＦＲＰ成形加工企業と連携し、市場開拓を行いたい

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ＦＲＰ成形技術（設備）を有するＦＲＰ成形・加工関連企業
・物性評価技術（設備）、知見を有する大学等研究機関

ホームページ http://www.nicca.co.jp

認証取得 ISO9001　ISO14001

福井市文京４丁目２３－１

資本金・従業員数 2,898,545 千円 1,172 人 海外拠点 あり
企業概要

所在地 〒 ９１０－８６７０

問合せ先
部署・担当者 日華化学株式会社　グループ研究センター　副センター長　塚谷 才英

連絡先 TEL ０７７６－２４－０２１３ E-mail tsukatani@niccachemical.com

生産品目 化学品製造販売 主要取引先 江守商事株式会社, 長瀬産業株式会社

ＣＦＲＰのＥＢによる迅速硬化・成形技術の開発 

ＶａＲＴＭ法による例 

関西電子ビーム株式会社保有 
ＥＢ照射装置 

ＥＢ照射 ＥＢ硬化ＣＦＲＰ 

【熱硬化成形】 
・ 成形時間が長い 
※ 数十分～十数時間 

・ 高温・高圧容器が必要 
※ オートクレーブ成形 

・ 硬化剤を含み樹脂の 
  ポットライフ管理が必要 

【ＥＢ硬化成形】 
・ 成形時間が短い 
※ 数十秒 

・ 高温・高圧容器が不要 
※ 大気条件下で成形可能 

・ 硬化剤を含まずポットライフが長い 

オートクレーブ 



－ 11 －

素
材

企業概要

所在地 〒 105-7122

企業・機関名

生産品目 機能樹脂、機能化学品、ｳﾚﾀﾝ、基礎化学品、石化原料等

東京都港区東新橋1-5-2　汐留シティセンター

資本金・従業員数 125,053百 万円 14,271 人 海外拠点 ﾄﾞｲﾂ、ｱﾒﾘｶ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｲﾝﾄﾞ、中国等

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 機能性ポリマー事業部　TPX・ミリオングループ　TPXチーム　担当：加茂

連絡先 TEL 03-6253-3483 E-mail Yoshiaki.Kamo@mitsuichemicals.com

主要取引先 非公開

ホームページ http://group.mitsuichemicals.com

認証取得 ISO9001、ISO14001（製品による）

自動車用パーツ、PC筐体、その他極低吸水性・耐熱性が求められる部材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

用途開拓

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車メーカー、自動車部品メーカー、家電メーカー、スポーツ用品メーカー等

提案技術のポイント 効果

①TPXの軽量性、耐熱性、極低吸水性を生かした用途開発
②樹脂変性技術活用による炭素繊維との密着性改良

①コンポジット材として軽量化・極
低吸水性発現
②炭素繊維との密着性確保

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

－ 有

従来技術 新技術

キーワード CFRTP、熱可塑性樹脂、耐熱、軽量、極低吸水性

三井化学株式会社
テーマ CFRTP向けTPX®樹脂

□ＴＰＸ®とは・・・

4-メチル-1-ペンテンをベースとしたオレフィンポリマーです。 

他の樹脂にないユニークな特性を持っています。 

□TPX®の利点

・軽量性（密度：0.83g/cm3) 

・耐熱性（融点：230℃） 

・極めて低い吸水性、酸・アルカリに対する良好な耐薬品性 

・繊維束への含侵性（低溶融粘度） 

TPX®はCFRTPのマトリックス材としての使用が可能です。 

□ＣＦＲ-ＴＰＸ®の物性（ＵＤ材）

炭素繊維束に対して良含侵性を示します。 ＣＦＲ-ＴＰＸ®は水分の影響をほぼ受けません。 

TPX®

（銘柄：RT18）

炭素繊維含有率 （体積%） 0 32 52

密度 （kg/m3） 833 1130 1336

曲げ強度 （MPa） 42 730 820

曲げ弾性率 （GPa） 1.5 70 100

　曲げ試験条件：JIS K-7017(ISO 14125)　　　　　*データは代表値であり、保証値ではありません。

マトリックス樹脂 TPX®

（開発品）

キーワード 電子線（EB）, EB 照射, 炭素繊維複合材料（CFRP）

日華化学株式会社
テーマ 炭素繊維複合材料の電子線（EB)による迅速硬化・成型技術の開発

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・CFRP用EB硬化樹脂を開発
・ＥＢ硬化法を用いることで数十秒でＣＦＲＰの迅速硬化・成形が可能
・硬化剤が不要でポットライフ管理がフリー

・成形時間：数時間～→数十秒
・ポットライフ：
　　　　冷蔵で６ヶ月　→室温１年

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２６年　３月完了      進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・日華化学株式会社（樹脂開発担当）
・株式会社海道工業（成形担当）
・関西電子ビーム　（ＥＢ照射担当）

有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ＥＢ硬化型ＣＦＲＰ, ＥＢ硬化型プリプレグヤーン, ＥＢ硬化型組紐パイプ

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・大規模なＥＢ照射器と照射施設が必要
・ＦＲＰ成形加工企業と連携し、市場開拓を行いたい

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ＦＲＰ成形技術（設備）を有するＦＲＰ成形・加工関連企業
・物性評価技術（設備）、知見を有する大学等研究機関

ホームページ http://www.nicca.co.jp

認証取得 ISO9001　ISO14001

福井市文京４丁目２３－１

資本金・従業員数 2,898,545 千円 1,172 人 海外拠点 あり
企業概要

所在地 〒 ９１０－８６７０

問合せ先
部署・担当者 日華化学株式会社　グループ研究センター　副センター長　塚谷 才英

連絡先 TEL ０７７６－２４－０２１３ E-mail tsukatani@niccachemical.com

生産品目 化学品製造販売 主要取引先 江守商事株式会社, 長瀬産業株式会社

ＣＦＲＰのＥＢによる迅速硬化・成形技術の開発 

ＶａＲＴＭ法による例 

関西電子ビーム株式会社保有 
ＥＢ照射装置 

ＥＢ照射 ＥＢ硬化ＣＦＲＰ 

【熱硬化成形】 
・ 成形時間が長い 
※ 数十分～十数時間 

・ 高温・高圧容器が必要 
※ オートクレーブ成形 

・ 硬化剤を含み樹脂の 
  ポットライフ管理が必要 

【ＥＢ硬化成形】 
・ 成形時間が短い 
※ 数十秒 

・ 高温・高圧容器が不要 
※ 大気条件下で成形可能 

・ 硬化剤を含まずポットライフが長い 

オートクレーブ 
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企業概要

所在地 〒 101-8370

問合せ先
部署・担当者 理研ビタミン㈱　化成品改良剤開発部　企画チーム　金原

連絡先 TEL 03-5275-5176 E-mail kou_kanehara@rike-vita.co.jp

生産品目 滑剤、分散剤、離型剤、帯防剤、防曇剤、他 各種界面活性剤 主要取引先 樹脂メーカー、加工メーカー、コンパウンドメーカー、他

ホームページ http://www.rikenvitamin.jp/

認証取得 ISO9001、ISO14001

東京都千代田区三崎町二丁目 9番 18号 

資本金・従業員数 25億 3,700 万円 1,000 人 海外拠点 中国、マレーシア、シンガポール、ドイツ、米国、台湾、他

本技術の活用例 CFRTPには実績なし。自動車部品等での実績化を目指す。

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

CFRTPにおける実績つくり

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRTPコンパウンドの製造メーカー、CFRTP製品の加工メーカー、炭素繊維メーカー、炭素繊維/樹脂界
面の評価技術を有する研究機関

提案技術のポイント 効果

ガラス繊維/PP配合系で従来より使用されている無水マレイン酸変性PPを炭素繊維/PP複合材料に適
用することにより、従来同様、炭素繊維/PP界面の密着性を向上させることにより機械物性を向上でき
ることが期待される。

曲げ弾性率、曲げ強度の向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２７年　４月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

キーワード 無水マレイン酸変性ポリプロピレン、密着性向上

理研ビタミン株式会社
テーマ 炭素繊維強化熱可塑性樹脂の曲げ弾性率、曲げ強度の向上

企業・機関名
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PP/ガラス繊維複合材料におけるリケエイドMG-400Pの添加効

ベース配合：PP/ガラス繊維 = 100/30 (phr)、射出成形（ノズル温度220℃）による試験片の試験結

 従来技術のPP/ガラス繊維複合材料では、無水マレイン酸変性PPであるリケエイドMG-400Pを1phr
程度配合することにより曲げ弾性率および曲げ強度の向上が見られる。 

PP/炭素繊維複合材料においても同様な機械物性の向上効果が期待できる。 
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企業概要

所在地 160‐0023

問合せ先
部署・担当者 営業部　シニアマネージャー　川口　淳

連絡先 TEL 03-5338-9011 E-mail atsushi_kawaguchi@lord.com

生産品目 防振部品、接着剤、センサー 主要取引先 Boeing, GM, 国内外大手自動車メーカ、部品メーカ

ホームページ http://www.lord.com/lord-japan-inc

認証取得 ISO 9001、　ISO/TS16949、　ISO14001

東京都新宿区西新宿8-4-2　野村不動産西新宿ビル　８F　（日本拠点）

資本金・従業員数 非公開 円 約3000 人 海外拠点 米国（本社）、アジア、ヨーロッパ　26ヶ国

本技術の活用例 ・航空機の機体部品　（要求の厳しいZone １Aにも対応可能）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・航空機以外での用途の開拓

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CFコンポジットで被雷性能が必要な技術を要する開発を行っている企業、研究機関など

提案技術のポイント 効果

・CFコンポジットに金属メッシュ、金属箔の代わりに3次元的に連結された少量の銀からなる導電性の
層をスプレーないしフィルムにて形成。軽量化と耐腐食性の向上が図れます。
・プロセスの簡素化によりコストの低減が図れます。
・耐雷性能の向上に加え、EMIシールド性能も期待できます。

・耐雷対策に付随する重量を～
55％低減、耐食信頼性が向上
・20-50%の耐雷対策コスト減
・EMI　シールド性の付与

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 有

従来技術 新技術

企業・機関名 LORD Corporation
テーマ カーボンコンポジット部品被雷時の損傷防止用耐雷層

キーワード 軽量化、低コスト、高信頼性

・金属使用量が減らせるため軽量化が図れ(～
55%)、耐食性も向上 

・プロセスが単純化（3層を1層に）できるため加工

コストが低減できる (～50%) 

・スプレーも出来るため形状の自由度が高い  

・銅、アルミニウムによる重量増、腐食の懸念 

・プロセスが複雑なため加工コスト高に 

・メッシュ、フォイルに起因する形状自由度の

乏しさ 

航空機機体への適用例 

Industry Recognized Technology 
2012 AviationWeek Innovation Award 
in Composites 

企業概要

所在地 〒 101-8370

問合せ先
部署・担当者 理研ビタミン㈱　化成品改良剤開発部　企画チーム　金原

連絡先 TEL 03-5275-5176 E-mail kou_kanehara@rike-vita.co.jp

生産品目 滑剤、分散剤、離型剤、帯防剤、防曇剤、他 各種界面活性剤 主要取引先 樹脂メーカー、加工メーカー、コンパウンドメーカー、他

ホームページ http://www.rikenvitamin.jp/

認証取得 ISO9001、ISO14001

東京都千代田区三崎町二丁目 9番 18号 

資本金・従業員数 25億 3,700 万円 1,000 人 海外拠点 中国、マレーシア、シンガポール、ドイツ、米国、台湾、他

本技術の活用例 CFRTPには実績なし。自動車部品等での実績化を目指す。

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

CFRTPにおける実績つくり

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRTPコンパウンドの製造メーカー、CFRTP製品の加工メーカー、炭素繊維メーカー、炭素繊維/樹脂界
面の評価技術を有する研究機関

提案技術のポイント 効果

ガラス繊維/PP配合系で従来より使用されている無水マレイン酸変性PPを炭素繊維/PP複合材料に適
用することにより、従来同様、炭素繊維/PP界面の密着性を向上させることにより機械物性を向上でき
ることが期待される。

曲げ弾性率、曲げ強度の向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２７年　４月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

キーワード 無水マレイン酸変性ポリプロピレン、密着性向上

理研ビタミン株式会社
テーマ 炭素繊維強化熱可塑性樹脂の曲げ弾性率、曲げ強度の向上

企業・機関名
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PP/ガラス繊維複合材料におけるリケエイドMG-400Pの添加効

ベース配合：PP/ガラス繊維 = 100/30 (phr)、射出成形（ノズル温度220℃）による試験片の試験結

 従来技術のPP/ガラス繊維複合材料では、無水マレイン酸変性PPであるリケエイドMG-400Pを1phr
程度配合することにより曲げ弾性率および曲げ強度の向上が見られる。 

PP/炭素繊維複合材料においても同様な機械物性の向上効果が期待できる。 
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（株）IHI物流産業システム　事業開発部　大庭

連絡先 TEL 03－6204－8171

1,071億円 8,311 人 海外拠点 欧州、アジア等

E-mail ohniwa@ilm.ihi.co.jp

生産品目 航空・宇宙・防衛、産業システム・汎用機械等 主要取引先 航空、電力、インフラ、自動車関連メーカー等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜制約条件＞熱可塑プリプレグに限定（熱硬化は現状適用不可）

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・熱硬化CFRP製品量産に知見のあるメーカー（熱硬化CFRPへ対応させるケース）

ホームページ http://www.ihi.co.jp/

認証取得

東京都江東区豊洲三丁目１－１　豊洲ＩＨＩビル

資本金・従業員数
企業概要

所在地 〒 135-8710

問合せ先
部署・担当者

なし 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 熱可塑CFRP成形用プリフォームの量産

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

・従来は手作業が主流であったプリフォーム製造作業（プリプレグ積層作業）を自動化することで量産対
応とし，品質安定供給可能となった。

・連続生産の実現
・品質の安定化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード 自動化，量産化，品質安定化

株式会社IHI
テーマ 熱可塑CFRPプリフォーム自動積層機（形状切断積層機）

企業・機関名

・手作業によるプリプレグカットおよび積層 

・作業者による，品質のばらつきや生産性の差が発生する 

形状切断積層装置 



－ 15 －

中
間
製
品

企業概要

所在地 〒 135-8710

問合せ先
部署・担当者 （株）IHI物流産業システム　事業開発部　大庭

連絡先 TEL 03－6204－8171 E-mail ohniwa@ilm.ihi.co.jp

生産品目 航空・宇宙・防衛、産業システム・汎用機械等 主要取引先 航空、電力、インフラ、自動車関連メーカー等

ホームページ http://www.ihi.co.jp/

認証取得

東京都江東区豊洲三丁目１－１　豊洲ＩＨＩビル

資本金・従業員数 1,071億円 8,311 人 海外拠点 欧州、アジア等

本技術の活用例 航空機／自動車CFRP部品向け，等方性基材の量産

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜制約条件＞　　　　熱可塑プリプレグシートの積層に限定される（熱硬化対応は未実施）
＜ビジネスプラン＞　プリプレグ積層装置の設計・販売

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

量産を検討しているエンドユーザー、個別装置メーカー

提案技術のポイント 効果

・従来は手作業による製作が主流であった等方性基材の製作を自動化することで量産対応とした。
・連続生産の実現
・品質の安定化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 有

従来技術 新技術

キーワード 自動化，量産化，品質安定化

株式会社IHI
テーマ 熱可塑プリプレグ自動積層による等方性基材の生産効率向上

企業・機関名

・手作業によるプリプレグカットおよび積層 

・既存の積層機（特許情報）では，積層角度，順番の 
変更への対応が困難 

・作業者による，品質のばらつきや生産性の差が発生する 

プリプレグシート4層積層装置 

（株）IHI物流産業システム　事業開発部　大庭

連絡先 TEL 03－6204－8171

1,071億円 8,311 人 海外拠点 欧州、アジア等

E-mail ohniwa@ilm.ihi.co.jp

生産品目 航空・宇宙・防衛、産業システム・汎用機械等 主要取引先 航空、電力、インフラ、自動車関連メーカー等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜制約条件＞熱可塑プリプレグに限定（熱硬化は現状適用不可）

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・熱硬化CFRP製品量産に知見のあるメーカー（熱硬化CFRPへ対応させるケース）

ホームページ http://www.ihi.co.jp/

認証取得

東京都江東区豊洲三丁目１－１　豊洲ＩＨＩビル

資本金・従業員数
企業概要

所在地 〒 135-8710

問合せ先
部署・担当者

なし 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 熱可塑CFRP成形用プリフォームの量産

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

・従来は手作業が主流であったプリフォーム製造作業（プリプレグ積層作業）を自動化することで量産対
応とし，品質安定供給可能となった。

・連続生産の実現
・品質の安定化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード 自動化，量産化，品質安定化

株式会社IHI
テーマ 熱可塑CFRPプリフォーム自動積層機（形状切断積層機）

企業・機関名

・手作業によるプリプレグカットおよび積層 

・作業者による，品質のばらつきや生産性の差が発生する 

形状切断積層装置 
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キーワード CFRTP、編み物、立体形状の成形

あいち産業科学技術総合センター
テーマ 編み物を基材としたCFRTPの製造技術

提案技術のポイント 効果

・カバリングにより炭素繊維をニットに編成することが可能となった。
・ニットは伸縮性があるため、賦形性に優れる。また、無縫製編み機を用いることで、炭素繊維を直接
立体形状に編成可能。

・裁断くずなどの減少
・曲面などの立体形状を簡易に成
型可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況６０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

株式会社トレステック（炭素繊維の編成）
和光技研工業株式会社（プレス成型） 無

従来技術 新技術

立体的な形状を持つCFRＴP製品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

UD材、クロス材に比べると強度が劣る

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

本技術の実用化に興味のある企業

主要取引先

ホームページ http://www.aichi-inst.jp/owari/

認証取得

問合せ先
部署・担当者 尾張繊維技術センター　素材開発室　田中利幸

連絡先 TEL 0586-45-7871 E-mail owari@aichi-inst.jp

企業概要

所在地 〒 491-0931

企業・機関名

生産品目

愛知県一宮市大和町馬引宮浦３５

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

本技術の活用例

・複雑な形状の製品を作成するには裁断、

積層などの手間がかかる。 
・裁断くずなどの廃棄物が発生する。 
・曲面を成型するのが困難。 

編み物を基材としたCFRTPの開発 

・伸縮性があるため、賦形性に優れる。 
・無縫製編み機を使用することで、 炭素繊

維を直接立体形状に編成できる。 
  → 工程の簡略化 

 裁断くずの減少 
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　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２６年　３月完了。    進捗状況 100％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無

提案技術のポイント 効果

・フィルム成形押出機により炭素繊維織物に熱可塑性樹脂フィルムをラミネートする技術
・ラミネートシートを積層してCFRP板を成形することで樹脂の含浸性向上とボイド率の低減が可能

・含浸性の向上
・ボイド率の低減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード 熱可塑性CFRP、樹脂含浸性、ボイド率

石川県工業試験場
テーマ ラミネート法による熱可塑性CFRPスタンパブルシートの製造技術

主要取引先

従来技術 新技術

スタンパブルシート（中間基材）

ホームページ http://www.irii.jp

認証取得

問合せ先
部署・担当者 企画指導部　次世代技術開発支援プロジェクト室・木水　貢

連絡先 TEL ０７６－２６７－８０８９ E-mail jisedai@irii.jp

企業概要

所在地 〒 ９２０－８２０３

企業・機関名

生産品目

石川県金沢市鞍月２－１

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

本技術の活用例

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・フィルム成形可能な熱可塑性樹脂と織物形態の炭素繊維を使用
・試作条件：幅５００ｍｍ以下、成形温度４５０℃以下

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

素材開発メーカー、プレス成形加工業
熱可塑性CFRPに関する研究開発を行う大学等の研究開発機関

フィルム法 ラミネート法 

熱可塑性CFRPスタンパブルシート製造法の比較 

両面からはさむので空気の逃げ場がない 

（炭素繊維織物にフィルムを張り合わせる方法） （炭素繊維織物とフィルムを交互に重ねる方法） 

ローラ間で押された時に空気が押し出される 

スタンパブルシートの物性 
（フィルム法とラミネート法の比較） 

試作用フィルム成形押出機による 
ラミネート加工 

ラミネート 

ボイド率１％

以下に低減 スタンパブルシート 

キーワード CFRTP、編み物、立体形状の成形

あいち産業科学技術総合センター
テーマ 編み物を基材としたCFRTPの製造技術

提案技術のポイント 効果

・カバリングにより炭素繊維をニットに編成することが可能となった。
・ニットは伸縮性があるため、賦形性に優れる。また、無縫製編み機を用いることで、炭素繊維を直接
立体形状に編成可能。

・裁断くずなどの減少
・曲面などの立体形状を簡易に成
型可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況６０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

株式会社トレステック（炭素繊維の編成）
和光技研工業株式会社（プレス成型） 無

従来技術 新技術

立体的な形状を持つCFRＴP製品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

UD材、クロス材に比べると強度が劣る

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

本技術の実用化に興味のある企業

主要取引先

ホームページ http://www.aichi-inst.jp/owari/

認証取得

問合せ先
部署・担当者 尾張繊維技術センター　素材開発室　田中利幸

連絡先 TEL 0586-45-7871 E-mail owari@aichi-inst.jp

企業概要

所在地 〒 491-0931

企業・機関名

生産品目

愛知県一宮市大和町馬引宮浦３５

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

本技術の活用例

・複雑な形状の製品を作成するには裁断、

積層などの手間がかかる。 
・裁断くずなどの廃棄物が発生する。 
・曲面を成型するのが困難。 

編み物を基材としたCFRTPの開発 

・伸縮性があるため、賦形性に優れる。 
・無縫製編み機を使用することで、 炭素繊

維を直接立体形状に編成できる。 
  → 工程の簡略化 

 裁断くずの減少 
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TEL 03-5550-3074 E-mail furukawa0j1gr00p@oji-gr.com

ホームページ http://www.ojiholdings.co.jp/group/business/index.html

従来技術 新技術

認証取得 ISO14001、FSC森林認証

生産品目 紙パルプ全般、特殊紙、フィルム等

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ヒート＆クールやスタンピング成形可能な成形加工メーカー。

海外拠点 アジア、北米、南米、欧州、豪州等

問合せ先
部署・担当者 王子エフテックス株式会社　製品開発部　古川博之

連絡先

人
企業概要

所在地

提案技術のポイント 効果

・非常に薄い成形物から厚物まで成形できる。
・強化繊維やマトリックス樹脂の組合せが自由に選択できる。
・等方性（面内方向に等強度の）材料。

厚さ：0.1mmから数mm以上
炭素繊維に加え、ガラス繊維やア
ラミド繊維の使用も可能。

主要取引先 日本紙パルプ商事

東京都中央区銀座4丁目7番5号

資本金・従業員数

〒 104-0061

103,880百 万円 31,072

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 有

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

高速成形性、量産性

従来のCFRP素材

・連続繊維：高強度部材として使用されている。
　　　　　　　　UD材は一方向の補強。クロス材は意匠性あり。

・射出成形：複雑な形状の樹脂成形物として使用される。
　　　　　　　　薄いシート（0.5ｍｍ厚）成形は不得意。
　
・SMCタイプ：ガラス繊維タイプは、多くの製品に実績有り。
　　　　　　　　保管・運搬時の取扱いに注意が必要。

王子CFRP素材
従来素材との組み合わせ利用可能な新しい特性を有する新素材

・非常に薄い成形物（0.5ｍｍ厚以下）から厚物まで成形できる。
　＊成形密度も自由にコントロールできる。
・強化繊維やマトリックス樹脂の組合せが自由に選択できる。
・等方性（面内方向に等強度の）素材。
・常温保存できる。

本技術の活用例 モバイル機器の筐体、鉄道・航空機用難燃性部材、自動車用部材

キーワード 熱可塑、熱プレス、不織布、成形性

王子ホールディングス株式会社
テーマ 熱プレス成形可能な不織布タイプの熱可塑性複合素材(CFRTP)

企業・機関名

ランダムに分散した炭素繊維が荷重を多方向に分
散して伝達するので、周囲に支点がある場合変形

方向は剛性が弱い。 

キーワード 熱可塑性CFRP、スタンパブル成形

一村産業株式会社
テーマ 熱可塑性CFRPシートの開発及び用途展開

企業・機関名

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　  年　  月完了予定。進捗状況　  ％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）　有償供試

１．東レ㈱：人的支援、技術支援、顧客紹介等
２．金工大、石川県工業試験場：性能試験等
３．成形加工メーカー　：　熱可塑性CFRP成形法開発
　　（特に石川県ﾌﾟﾚス工業組合）
４．装置メーカー　：　熱可塑性CFRP成形装置との連携

有

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

・３０秒～５分の高速タクトタイムで炭素繊維強化シートの成形が可能
　　　　　　　　　　　　　（従来の熱硬化性CFRPは１０分～２４時間）
・製品要求に最適な熱可塑性樹脂の提案と供試
　　　　　　　　　　　　　（高強度、高衝撃　：　PA６、　高耐熱　：　PPS、　意匠・外観　：　PMMA、PC等）

■　生産性向上（金属・熱硬化対
比）
■　原価低減（金属・熱硬化性対
比）
■　軽量化（金属対比）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

本技術の活用例 ・ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｼﾞｬｰ用部品　（開発中）
・自動車部品　（開発中）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・技術課題    ： 材料コスト・製造コストを上げずに炭素繊維への樹脂含浸性を上げて高強度・高剛性を達成すること
・制約・条件  ： 材料処方、製造方法は全て守秘（一村産業㈱技術）
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ ： 既に国内の企業・大学・研究機関に有償供試を開始済み。試験需要から実用化への転換を目指している。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・成形加工メーカー、装置メーカー、エンドユーザー、大学・研究機関

ホームページ http://www.ima-ichimura.jp/

認証取得 ISO14001

石川県金沢市南町5番20号

資本金・従業員数 10億 円 120 人 海外拠点 上海
企業概要

所在地 〒 ９２０－８６３３

問合せ先
部署・担当者 先端材料開発生産部　部長　川村浩隆

連絡先 TEL ０７６－２６３－１１７７ E-mail hirotaka_kawamura@ichimura.co.jp

生産品目 合繊織物、炭素繊維関連素材、EPS成形品 主要取引先 東レ、積水化成品工業、小松精錬

１．一村産業㈱ 熱可塑性ＣＦＲＰシートの概要 

（２）電磁誘導ヒート＆クール成形

（１）材料の構成。仕様 

２．熱可塑性ＣＦＲＰの成形法と用途展開 
（１）高速ﾎｯﾄｽﾀﾝﾌ法 

高速ﾎｯﾄｽﾀﾝﾌﾟ法の成形品 

提携先 ： 石川県ﾌﾟﾚｽ工業組合 他 

用途  ：  自動車部品 

提携先 ： ＲｏｃＴｏｏｌ社 、 ㈱浅野他 

用途   ： 加飾部品全般 （自動車、ＩＴ

（３）ハイブリッド成形法 

ハイブリッド成形法の成形

提携先 ； ㈱浅野他 

用途  ： 自動車部品 

１．従来の熱硬化性ＣＦＲＰ 

（１）熱硬化性ＣＦＲＰは、高性能であるが生産性は低く、大量生産・低コスト型分

熱可塑性ＣＦＲＰは、性能と生産性を両立することを目標とする 

（２）用途 

   釣竿、ゴルフシャフト、テニスラケット、高級自動車、飛行機など 
   高価格分野 
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TEL 03-5550-3074 E-mail furukawa0j1gr00p@oji-gr.com

ホームページ http://www.ojiholdings.co.jp/group/business/index.html

従来技術 新技術

認証取得 ISO14001、FSC森林認証

生産品目 紙パルプ全般、特殊紙、フィルム等

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ヒート＆クールやスタンピング成形可能な成形加工メーカー。

海外拠点 アジア、北米、南米、欧州、豪州等

問合せ先
部署・担当者 王子エフテックス株式会社　製品開発部　古川博之

連絡先

人
企業概要

所在地

提案技術のポイント 効果

・非常に薄い成形物から厚物まで成形できる。
・強化繊維やマトリックス樹脂の組合せが自由に選択できる。
・等方性（面内方向に等強度の）材料。

厚さ：0.1mmから数mm以上
炭素繊維に加え、ガラス繊維やア
ラミド繊維の使用も可能。

主要取引先 日本紙パルプ商事

東京都中央区銀座4丁目7番5号

資本金・従業員数

〒 104-0061

103,880百 万円 31,072

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 有

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

高速成形性、量産性

従来のCFRP素材

・連続繊維：高強度部材として使用されている。
　　　　　　　　UD材は一方向の補強。クロス材は意匠性あり。

・射出成形：複雑な形状の樹脂成形物として使用される。
　　　　　　　　薄いシート（0.5ｍｍ厚）成形は不得意。
　
・SMCタイプ：ガラス繊維タイプは、多くの製品に実績有り。
　　　　　　　　保管・運搬時の取扱いに注意が必要。

王子CFRP素材
従来素材との組み合わせ利用可能な新しい特性を有する新素材

・非常に薄い成形物（0.5ｍｍ厚以下）から厚物まで成形できる。
　＊成形密度も自由にコントロールできる。
・強化繊維やマトリックス樹脂の組合せが自由に選択できる。
・等方性（面内方向に等強度の）素材。
・常温保存できる。

本技術の活用例 モバイル機器の筐体、鉄道・航空機用難燃性部材、自動車用部材

キーワード 熱可塑、熱プレス、不織布、成形性

王子ホールディングス株式会社
テーマ 熱プレス成形可能な不織布タイプの熱可塑性複合素材(CFRTP)

企業・機関名

ランダムに分散した炭素繊維が荷重を多方向に分
散して伝達するので、周囲に支点がある場合変形

方向は剛性が弱い。 

キーワード 熱可塑性CFRP、スタンパブル成形

一村産業株式会社
テーマ 熱可塑性CFRPシートの開発及び用途展開

企業・機関名

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　  年　  月完了予定。進捗状況　  ％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）　有償供試

１．東レ㈱：人的支援、技術支援、顧客紹介等
２．金工大、石川県工業試験場：性能試験等
３．成形加工メーカー　：　熱可塑性CFRP成形法開発
　　（特に石川県ﾌﾟﾚス工業組合）
４．装置メーカー　：　熱可塑性CFRP成形装置との連携

有

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

・３０秒～５分の高速タクトタイムで炭素繊維強化シートの成形が可能
　　　　　　　　　　　　　（従来の熱硬化性CFRPは１０分～２４時間）
・製品要求に最適な熱可塑性樹脂の提案と供試
　　　　　　　　　　　　　（高強度、高衝撃　：　PA６、　高耐熱　：　PPS、　意匠・外観　：　PMMA、PC等）

■　生産性向上（金属・熱硬化対
比）
■　原価低減（金属・熱硬化性対
比）
■　軽量化（金属対比）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

本技術の活用例 ・ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｼﾞｬｰ用部品　（開発中）
・自動車部品　（開発中）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・技術課題    ： 材料コスト・製造コストを上げずに炭素繊維への樹脂含浸性を上げて高強度・高剛性を達成すること
・制約・条件  ： 材料処方、製造方法は全て守秘（一村産業㈱技術）
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ ： 既に国内の企業・大学・研究機関に有償供試を開始済み。試験需要から実用化への転換を目指している。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・成形加工メーカー、装置メーカー、エンドユーザー、大学・研究機関

ホームページ http://www.ima-ichimura.jp/

認証取得 ISO14001

石川県金沢市南町5番20号

資本金・従業員数 10億 円 120 人 海外拠点 上海
企業概要

所在地 〒 ９２０－８６３３

問合せ先
部署・担当者 先端材料開発生産部　部長　川村浩隆

連絡先 TEL ０７６－２６３－１１７７ E-mail hirotaka_kawamura@ichimura.co.jp

生産品目 合繊織物、炭素繊維関連素材、EPS成形品 主要取引先 東レ、積水化成品工業、小松精錬

１．一村産業㈱ 熱可塑性ＣＦＲＰシートの概要 

（２）電磁誘導ヒート＆クール成形

（１）材料の構成。仕様 

２．熱可塑性ＣＦＲＰの成形法と用途展開 
（１）高速ﾎｯﾄｽﾀﾝﾌ法 

高速ﾎｯﾄｽﾀﾝﾌﾟ法の成形品 

提携先 ： 石川県ﾌﾟﾚｽ工業組合 他 

用途  ：  自動車部品 

提携先 ： ＲｏｃＴｏｏｌ社 、 ㈱浅野他 

用途   ： 加飾部品全般 （自動車、ＩＴ

（３）ハイブリッド成形法 

ハイブリッド成形法の成形

提携先 ； ㈱浅野他 

用途  ： 自動車部品 

１．従来の熱硬化性ＣＦＲＰ 

（１）熱硬化性ＣＦＲＰは、高性能であるが生産性は低く、大量生産・低コスト型分

熱可塑性ＣＦＲＰは、性能と生産性を両立することを目標とする 

（２）用途 

   釣竿、ゴルフシャフト、テニスラケット、高級自動車、飛行機など 
   高価格分野 
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・マトリクス樹脂繊維と炭素繊維の高分散により、高い含浸特性の実現
・繊維状中間材料であるため、各種テキスタイル加工が可能
・マトリクスの樹脂化により、リサイクル性が付与されることで環境負荷減

強度：約２GPa(ＰＡ使用、ＵＤ強化）
成形時間：５min以下（1mm厚成形
品）

開発進度

三菱ガス化学株式会社（役割：樹脂繊維開発・評価）
岐阜大学（役割：成形加工法の開発・評価）

共同研究実施者とその役割 知的財産権

有

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　４月完了予定。進捗状況８０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

http://www.kajigroup.co.jp/

衣料用合繊織物、産業資材用織物

常務取締役　高木光朗

TEL ０７６－２８１－０１１８ E-mail m.takagi@kajigroup.co.jp

主要取引先 旭化成せんい株式会社

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

石川県かほく市高松ノ７５番地２

2,500 万円 82 人

〒 ９２９－１２１５

海外拠点 なし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・成形加工技術に知見を有するプレス等関連企業
・プリフォームの作製が可能なテキスタイル関連企業

本技術の活用例 ・自動車の一次及び二次構造部材
・軽量アタッシュケースの構造部材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・現状、混繊装置は試験機であり、サンプル提供レベルの数量対応となります。生産性の向上が課題。
・繊維状、もしくは半含浸コミングルヤーンの形態で提供となります。
・標準材料は１２ｋ炭素繊維とＬＥＸＴＥＲ樹脂になります。これらの組合せ変更についてはご相談下さい。

効果提案技術のポイント

カジレーネ株式会社
テーマ

キーワード ＦＲＴＰ、繊維状中間材料、熱可塑性樹脂

高サイクル成形を実現する混繊糸（繊維状中間材料）の開発

企業・機関名

熱硬化性樹脂ＣＦＲＰの問題点 
・プリプレグを使用すると高コスト 
・成形時間が長い（低サイクル） 
・リサイクルや二次加工ができない 

熱可塑性樹脂ＣＦＲＰの問題点 
・熱可塑性樹脂は溶融粘度が高く、   
 含浸が難しい 
・織物強化以外は含浸の観点から 
難しい 

・連続繊維強化による高い機械特性 
・フィルムスタック法と比較して大幅な 
 成形時間の短縮の実現 
・高いテキスタイル加工性の実現 

混繊糸によるＦＲＰにおけるマトリクスの熱硬化樹脂から熱可塑樹脂への置換 

繊維状タイプ 半含浸タイプ

炭素繊維 樹脂繊維

コミングルヤーン

独自混繊技術

用途展開

織物基材 織物強化平板 円筒組物成形品
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キーワード プレス装置　熱可塑性　連続繊維　UD　スタンパブルシート

北川精機株式会社
テーマ CFRTP連続繊維 積層シートの成形装置

　CFRTPの連続繊維プリプレグシートを積層して、規定
厚の積層シートを成形する際、空隙率の少ない良質な
積層体を成形するために通常加熱・加圧を行うが、　従
来の技術では、

　・オートクレーブ
　　高額なランニングコスト，消費副資材が必要

　・金型+プレス装置
　　精巧な金型が必要。　特に大判サイズになると
　　金型も高額で、重量も非常に大きくなる。
　　また、加熱・加圧時に金型から樹脂漏れが発生
　

　精巧な金型を使用せずに、簡素な冶具構成（特許出願
中）と自社開発の平板熱板のプレス装置によってワーク
形状を維持したまま加熱・加圧することができ、低コスト
で空隙率の少ない良質なCFRTPの積層体を成形するこ
とが出来る。
　簡素な冶具構成のため、サイズや形状の変更に柔軟
に対応できる。　また、清掃・メンテナンスの手間も金型
に比べ大幅に軽減できる。
　真空（減圧）下での成形により、空隙率の低減、樹脂の
酸化劣化の抑制が可能

　今後はプリプレグ材料の供給・切断・積層等も含めた、
自動成形装置の開発に取り組んでいく。

　
　
　　CF-UD/PA6プリプレグ7～21積層，厚さ1～3㎜，
　　サイズ１辺20cm～120cm他CFRTP各種試作品

提案技術のポイント 効果

　CFRTPの連続繊維プリプレグシートを積層し、プレス装置によって加熱・加圧して一体化した、
CFRTP連続繊維積層シートの成形法及び成形装置。
　精巧な金型を使用せずに真空平板プレス装置と独自の冶具構成によって、高品質のCFRTP連続
繊維積層シートを成形する。

コストダウン
大判サイズ対応

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　  年　  月完了予定。進捗状況    ％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　広島県西部工業技術センター 有

従来技術 新技術

自動車部品他　　軽量化部材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

CFRTPプリプレグシートの入手性が悪い

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

繊維・樹脂材料メーカー
スタンパブルシートの生産を検討している素材メーカー
自動車及び自動車部品メーカー

主要取引先 プリント基板関連メーカー，自動車部品メーカー

ホームページ http://www.kitagawaseiki.co.jp

認証取得 ISO14001

問合せ先
部署・担当者 市場開発課　竹井宏行

連絡先 TEL 0847-40-1200（代表） E-mail takei-h@kitagawaseiki.co.jp 

企業概要

所在地 〒 726-0002

企業・機関名

生産品目 油圧プレス装置，搬送機械，その他各種機械装置

広島県府中市鵜飼町800-8

資本金・従業員数 12億5083 万円 125 人 海外拠点 上海

本技術の活用例

1m

・マトリクス樹脂繊維と炭素繊維の高分散により、高い含浸特性の実現
・繊維状中間材料であるため、各種テキスタイル加工が可能
・マトリクスの樹脂化により、リサイクル性が付与されることで環境負荷減

強度：約２GPa(ＰＡ使用、ＵＤ強化）
成形時間：５min以下（1mm厚成形
品）

開発進度

三菱ガス化学株式会社（役割：樹脂繊維開発・評価）
岐阜大学（役割：成形加工法の開発・評価）

共同研究実施者とその役割 知的財産権

有

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　４月完了予定。進捗状況８０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

http://www.kajigroup.co.jp/

衣料用合繊織物、産業資材用織物

常務取締役　高木光朗

TEL ０７６－２８１－０１１８ E-mail m.takagi@kajigroup.co.jp

主要取引先 旭化成せんい株式会社

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

石川県かほく市高松ノ７５番地２

2,500 万円 82 人

〒 ９２９－１２１５

海外拠点 なし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・成形加工技術に知見を有するプレス等関連企業
・プリフォームの作製が可能なテキスタイル関連企業

本技術の活用例 ・自動車の一次及び二次構造部材
・軽量アタッシュケースの構造部材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・現状、混繊装置は試験機であり、サンプル提供レベルの数量対応となります。生産性の向上が課題。
・繊維状、もしくは半含浸コミングルヤーンの形態で提供となります。
・標準材料は１２ｋ炭素繊維とＬＥＸＴＥＲ樹脂になります。これらの組合せ変更についてはご相談下さい。

効果提案技術のポイント

カジレーネ株式会社
テーマ

キーワード ＦＲＴＰ、繊維状中間材料、熱可塑性樹脂

高サイクル成形を実現する混繊糸（繊維状中間材料）の開発

企業・機関名

熱硬化性樹脂ＣＦＲＰの問題点 
・プリプレグを使用すると高コスト 
・成形時間が長い（低サイクル） 
・リサイクルや二次加工ができない 

熱可塑性樹脂ＣＦＲＰの問題点 
・熱可塑性樹脂は溶融粘度が高く、   
 含浸が難しい 
・織物強化以外は含浸の観点から 
難しい 

・連続繊維強化による高い機械特性 
・フィルムスタック法と比較して大幅な 
 成形時間の短縮の実現 
・高いテキスタイル加工性の実現 

混繊糸によるＦＲＰにおけるマトリクスの熱硬化樹脂から熱可塑樹脂への置換 

繊維状タイプ 半含浸タイプ

炭素繊維 樹脂繊維

コミングルヤーン

独自混繊技術

用途展開

織物基材 織物強化平板 円筒組物成形品



－ 22 －

中
間
製
品

キーワード 立体成形、編み物、熱可塑性ＣＦＲＰ

岐阜県産業技術センター
テーマ 熱可塑性ＣＦＲＰ積層板の立体成形技術

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

熱可塑性CFRP積層板を立体成形する際、織物を基材とした積層板は伸縮性がないためしわが発生し
やすいという課題があった。編み物を基材とする積層板を開発することで、賦形性に優れたCFRP積層
板を得ることができる。

熱可塑性ＣＦＲＰの立体成形物

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況６０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

岐阜大学（役割：繊維中間材料の開発）
岐阜県産業技術センター（役割：繊維中間材料の開発）
岐阜県内民間企業（役割：ニット生地作製技術の開発）

無

従来技術 新技術

本技術の活用例
・ヘルスケア用品
・スポーツ用品
・自動車部材　等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

炭素繊維の編成技術
炭素繊維と熱可塑性樹脂の接着性向上

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

編み物をベースにしたＣＦＲＰ積層板の立体成形技術の開発を一緒に取り組んでいただける企業

ホームページ http://www.iri.rd.pref.gifu.lg.jp/index.php

認証取得 －

岐阜県羽島郡笠松町北及４７

資本金・従業員数 － 万円 35 人 海外拠点 －
企業概要

所在地 〒 501-0604

問合せ先
部署・担当者 繊維部　林　浩司

連絡先 TEL 058-388-3151 E-mail hayashi-koji@pref.gifu.lg.jp

生産品目 － 主要取引先 －

しわ 

〇炭素繊維織物をベースにしたCFRP積層板の
立体成形サンプル 

 立体成形時しわが発生。 

〇炭素繊維編み物をベースにしたCFRP積層板 

 ポイント：ベース生地に伸縮性があるため、成

形時にしわになりにくい。 

 ただし、炭素繊維を使用した編み物は作製が

困難。編成しやすい炭素繊維中間材料を開発す

る。 
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キーワード 炭素繊維複合材料　反応性熱可塑性エポキシ樹脂　

小松精練株式会社
テーマ 新規な熱可塑性炭素繊維シート

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

熱可塑性樹脂を用いた、プリプレグ織物シート。使用樹脂は、反応性熱可塑エポキシ樹脂であり、耐久
性があり、軽くて、錆びないことから種々の産業用鋼材代替として利用が期待される。

作業性向上、施工全体の軽量化、
重機設備不要によるコスト低減、長
寿命なライフサイクル

開発進度 共同研究実施者とその役割　 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成２５年１１月完了予定。進捗状況１００％）
　２．試作・実験段階　（平成２６年　９月完了予定。進捗状況１００％）
　３．開発完了　段階　（平成２７年　11月完了予定。進捗状況１００％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

小松精練㈱：樹脂含浸から試作、販売まで一貫加工 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 スーツケース、ヘルメット、安全靴等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

軽量、錆びない、高耐久、リサイクルが容易な、鋼材（鉄板）の代替として活用が期待される。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

成形メーカー
保護具・安全用品メーカー

ホームページ http://www.komatsuseiren.co.jp/

認証取得

石川県能美市浜町ヌ１６７番地

資本金・従業員数 ４６億８，０４２ 万円 約１２８０ 人 海外拠点 有り
企業概要

所在地 〒 ９２９－０１２４

問合せ先
部署・担当者 東京営業所グリーンビズ販売部・山竹敦史

連絡先 TEL 03-3549-3880 E-mail at_yamatake@komatsuseiren.co.jp

生産品目 繊維事業（衣料/資材）等 主要取引先

特長 
①軽量（炭素繊維は鉄の比重の1/4）

②高強度（炭素繊維は鉄の約10倍）

③錆びない

④耐候性に優れ50年以上の耐久性がある

⑤アルカリに強い

⑥軽量であり、取付け現場作業性向上

⑦熱可塑性であり再加熱成形が容易

⑧リサイクルが容易

⑨耐衝撃性に優れる

⑩ＣＦＲＴＰ一体化成型加飾加工可能

新規熱可塑性炭素繊維シート 

欠点 

①重たい

②錆びやすい

（海岸付近では塩害により機能がなくなる） 

③作業性が悪い

④着雪し易い

金属からCFRPへの代替 

信号機筐体 

スーツケース 

仕 様  
  積層数 ： １層 
  幅 ： 480mm 
  長さ ： 連続生産可能 
  織組織  ： 平織、綾織 

（炭素繊維 3K, 6K, 12K） 

キーワード 立体成形、編み物、熱可塑性ＣＦＲＰ

岐阜県産業技術センター
テーマ 熱可塑性ＣＦＲＰ積層板の立体成形技術

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

熱可塑性CFRP積層板を立体成形する際、織物を基材とした積層板は伸縮性がないためしわが発生し
やすいという課題があった。編み物を基材とする積層板を開発することで、賦形性に優れたCFRP積層
板を得ることができる。

熱可塑性ＣＦＲＰの立体成形物

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況６０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

岐阜大学（役割：繊維中間材料の開発）
岐阜県産業技術センター（役割：繊維中間材料の開発）
岐阜県内民間企業（役割：ニット生地作製技術の開発）

無

従来技術 新技術

本技術の活用例
・ヘルスケア用品
・スポーツ用品
・自動車部材　等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

炭素繊維の編成技術
炭素繊維と熱可塑性樹脂の接着性向上

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

編み物をベースにしたＣＦＲＰ積層板の立体成形技術の開発を一緒に取り組んでいただける企業

ホームページ http://www.iri.rd.pref.gifu.lg.jp/index.php

認証取得 －

岐阜県羽島郡笠松町北及４７

資本金・従業員数 － 万円 35 人 海外拠点 －
企業概要

所在地 〒 501-0604

問合せ先
部署・担当者 繊維部　林　浩司

連絡先 TEL 058-388-3151 E-mail hayashi-koji@pref.gifu.lg.jp

生産品目 － 主要取引先 －

しわ 

〇炭素繊維織物をベースにしたCFRP積層板の
立体成形サンプル 

 立体成形時しわが発生。 

〇炭素繊維編み物をベースにしたCFRP積層板 

 ポイント：ベース生地に伸縮性があるため、成

形時にしわになりにくい。 

 ただし、炭素繊維を使用した編み物は作製が

困難。編成しやすい炭素繊維中間材料を開発す

る。 
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企業概要

所在地 〒 918-8530

問合せ先
部署・担当者 複合部材事業部長代理　　　河野　弘樹

連絡先 TEL 0778-34-8680 E-mail h.kouno@sakaiovex.co.jp

生産品目 　繊維関連製品 主要取引先

ホームページ http://www.sakaiovex.co.jp/

認証取得 　ＩＳＯ9001，ＩＳＯ14001

福井市花堂中2丁目15-1

資本金・従業員数 46億5,504 万円 501 人 海外拠点

本技術の活用例
・自動車用部品
・航空機用構造部材
・産業機械関連部品

技術課題
・成形技術確立
・品質、量産技術向上

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・当社材料の成形・加工設備を有する企業・大学
・熱可塑性樹脂の製造企業

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

国立大学法人　福井大学 有

新技術

提案技術のポイント 効果
・開繊技術により従来の1/2以下の「薄さ・重さ」を持つ中間成形材料「OVEX」を提案します。
・熱可塑性樹脂を含浸させたプリプレグテープを製造し、そのプリプレグテープを用いて製織した
　プリプレグテープクロス（PPTC）を提供します。
・PPTCは従来の熱可塑性樹脂を含浸させた中間成形材料に比べて賦形性に優れます。また開繊効果
　により、表面平滑性、機械的強度に優れます。

短ｻｲｸﾙ化：3時間→数分～数十分
軽量化：（従来の1/2以下の厚み）
高強度化

開発進度 共同研究を実施している企業・大学等 知的財産権

キーワード 炭素繊維，開繊，炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（ＣＦＲＴＰ），軽量化，高速成形

サカイオーベックス株式会社
テーマ 熱可塑性樹脂を含浸させた炭素繊維開繊糸プリプレグによる高強度化・軽量化・成形時間短縮

企業・機関名

 熱可塑性樹脂含浸 
開繊プリプレグテープクロス（PPTC）の特徴 

● 小さなR形状に追従
● 深絞り成形が可能

● 良好な表面平滑性

● 優れた機械的特性

プリプレグテープで製織したプリプレグテープクロスは 
経糸と緯糸を接着させていないので、低温でふ形可能！ 

3次元型形状への追従性に優れた材料であり 
深絞りや小さいR等への追従性に優れます！ 

熱可塑性樹脂含浸した炭素繊維開繊糸中間基材 
 type 1 : 開繊プリプレグシート 
type 2 : 開繊プリプレグ積層板 
type 3 : 開繊プリプレグテープ（PPT） 
type 4 : 開繊プリプレグテープクロス（PPTC） 

プリプレグテープ製造の段階で 
炭素繊維束内部にまで樹脂含浸 
そのため、高速成形が可能 



－ 25 －

中
間
製
品

キーワード マイクロ波、高速成形、高速樹脂硬化、熱劣化抑制

国立研究開発法人産業技術総合研究所　中部センター

テーマ マイクロ波プロセスのCFRP成形への適用化

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・マトリックスの熱劣化を抑制したマイクロ波照射による熱可塑性CFRPの高速加熱を実現
・従来のオーブン加熱と比較し、圧倒的な速さで熱硬化性CFRP中のマトリックス樹脂を硬化
・熱硬化性CFRP中の高速樹脂硬化のみならず、繊維/樹脂界面の密着性向上が可能

熱可塑性CFRP成形時間：1分以下
且つ熱劣化抑制
熱硬化性CFRPの樹脂硬化：180分
⇒5分

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　28年　3月完了予定。進捗状況　80％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

単独シーズ研究 出願中

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・CFRP高速成形の開発による、生産性向上の可能性

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・マトリックス開発、大型成形のためのシステム開発

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・大型成形のための装置設計関連　・マトリックスの開発

ホームページ http://www.aist.go.jp/chubu/

認証取得 －

名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98

資本金・従業員数 － 万円 150 人 海外拠点 －
企業概要

所在地 〒 463-8560

問合せ先
部署・担当者 中部産学官連携センター　飯田康夫

連絡先 052-736-7597 E-mail y.iida@aist.go.jp

生産品目 － 主要取引先 －

・均一な加熱が難しい。局所的な熱劣

化を引き起こす。 

・成形は長時間の加熱プレスが必要

である。 ・マトリックスの高熱伝導化によって、

熱伝藩が良好になり、熱可塑性

CFRPの成形時の熱劣化を抑制、且

（例）マイクロ波プロセスの熱可塑性CFRP成形への適用化 

熱劣化した部分 

従来CFRTP 開発CFRTP 

企業概要

所在地 〒 918-8530

問合せ先
部署・担当者 複合部材事業部長代理　　　河野　弘樹

連絡先 TEL 0778-34-8680 E-mail h.kouno@sakaiovex.co.jp

生産品目 　繊維関連製品 主要取引先

ホームページ http://www.sakaiovex.co.jp/

認証取得 　ＩＳＯ9001，ＩＳＯ14001

福井市花堂中2丁目15-1

資本金・従業員数 46億5,504 万円 501 人 海外拠点

本技術の活用例
・自動車用部品
・航空機用構造部材
・産業機械関連部品

技術課題
・成形技術確立
・品質、量産技術向上

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・当社材料の成形・加工設備を有する企業・大学
・熱可塑性樹脂の製造企業

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

国立大学法人　福井大学 有

新技術

提案技術のポイント 効果
・開繊技術により従来の1/2以下の「薄さ・重さ」を持つ中間成形材料「OVEX」を提案します。
・熱可塑性樹脂を含浸させたプリプレグテープを製造し、そのプリプレグテープを用いて製織した
　プリプレグテープクロス（PPTC）を提供します。
・PPTCは従来の熱可塑性樹脂を含浸させた中間成形材料に比べて賦形性に優れます。また開繊効果
　により、表面平滑性、機械的強度に優れます。

短ｻｲｸﾙ化：3時間→数分～数十分
軽量化：（従来の1/2以下の厚み）
高強度化

開発進度 共同研究を実施している企業・大学等 知的財産権

キーワード 炭素繊維，開繊，炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（ＣＦＲＴＰ），軽量化，高速成形

サカイオーベックス株式会社
テーマ 熱可塑性樹脂を含浸させた炭素繊維開繊糸プリプレグによる高強度化・軽量化・成形時間短縮

企業・機関名

 熱可塑性樹脂含浸 
開繊プリプレグテープクロス（PPTC）の特徴 

● 小さなR形状に追従
● 深絞り成形が可能

● 良好な表面平滑性

● 優れた機械的特性

プリプレグテープで製織したプリプレグテープクロスは 
経糸と緯糸を接着させていないので、低温でふ形可能！ 

3次元型形状への追従性に優れた材料であり 
深絞りや小さいR等への追従性に優れます！ 

熱可塑性樹脂含浸した炭素繊維開繊糸中間基材 
 type 1 : 開繊プリプレグシート 
type 2 : 開繊プリプレグ積層板 
type 3 : 開繊プリプレグテープ（PPT） 
type 4 : 開繊プリプレグテープクロス（PPTC） 

プリプレグテープ製造の段階で 
炭素繊維束内部にまで樹脂含浸 
そのため、高速成形が可能 
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企業・機関名 サンコロナ小田株式会社
テーマ 熱可塑性ランダムシート

キーワード 炭素繊維、熱可塑性樹脂、成形、ランダムシート

提案技術のポイント 効果
① 機械特性が等方的で高強度
② 低ボイドにより、高品質の成形品
③ プレス成形条件の低圧化
④ 高賦形性により、複雑な形状の成形品製造に対応
⑤ 薄肉CFRP 製品に好適

成形時間の短縮、材料ハンドリング簡易化
によりトータルコストの低減。
質量は、鉄と比較して1／４
生産/作業性は、ハイサイクル成形
従来の織物に比べ深堀、小コーナーRの賦
形性に優れる

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況７５％）
　３．開発完了段階　　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

金沢工業大学（連続成形技術）
石川県工業試験場（後加工技術、成形品の評価） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 金属部品及び、熱硬化性樹脂を使用している部品。織物で賦形しにくい部品。

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

[課題]ランダムシートの汎用的な成形方法が未確立
[対応方法]成形メーカーとホットプレス　ヒート・アンド・クール法を開発中

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

炭素繊維複合材の成形加工技術を有し、最終顧客として成形加工を行い、新規に市場
を創造していく企業

ホームページ  http://www.sunoda.co.jp

認証取得 ISO 9001：2008、　JIS　Q9001：2008

石川県小松市木場カ８１

資本金・従業員数 3,300 万円 148 人 海外拠点 中国、ベトナム
企業概要

所在地 〒 923-0311

問合せ先
部署・担当者 新規事業開発部　　小田　宗一郎

連絡先 TEL 0761-43-2268 E-mail s-oda@sunoda.co.jp

生産品目 繊維製造品 主要取引先 帝人、東レ、ニトリ

変形方向は赤矢印方向だけ

（繊維方向には変形しない） 

・材料の方向を考慮して積層、

金型への配置が必要 
・繊維方向には伸びず、織目

の変形によるズレでしか動 
けない 
・織組織により、繊維が拘束

されて、賦形性が悪い 

織物スタンパブルシート 

面
方
向
の
変
形

プ
レ
ス
成
形
性 

成形時間 
・加圧5MPa、5分間 
 ※H&Cプレス機で成形 

複雑形状の成形品は難しい 

あらゆる方向に変形できる 

・薄い（50μm）材料の積層 
予め樹脂含浸した低ボイドの薄

層プリプレグテープを使用する

事で・・・ 
① 材料を方向性無く使用可能

② 複雑形状の成形品が製造出

来る 

熱可塑性ランダムシート 

成形時間 
・加圧1MPa、1分間 
 ※H&Cプレス機で成形 

短時間で複雑形状の強い成形品が可能 



－ 27 －

中
間
製
品

キーワード ６０秒ハイブリッド成形

サンワトレーディング株式会社
テーマ カーボンやガラスの織物に熱可塑性樹脂を完全に含浸させた連続繊維熱可塑材料　CFRTP GFRTP

企業・機関名

短繊維　長繊維　CFRTP GFRTP

提案技術のポイント 効果

連続繊維熱可塑材料は、欧米では　自動車　航空機　スポーツ用品　モバイル等の様々な分野で量産
部品に採用されている。

金属と比べ５０％の軽量化
成形サイクル　１分

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

Bond Laminates(独)
Lanxess(独） 無

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車　航空機　モバイル　スポーツ用品 等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

60秒ハイブリッド成形技術

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

成形会社　金型会社　設備メーカー  大学等研究機関

ホームページ http://www.sunwa-trading.co.jp

認証取得 JIS Q 9100

岐阜県各務原市鵜沼川崎町3-204

資本金・従業員数 1,000 万円 15 人 海外拠点 なし
企業概要

所在地 〒 509-0147

問合せ先
部署・担当者 営業部

連絡先 TEL 058-389-4511 E-mail stc003@sunwa-trading.co.jp

生産品目  CFRTP  GFRTP 主要取引先 川崎重工業　　三菱重工業　　IHI

企業・機関名 サンコロナ小田株式会社
テーマ 熱可塑性ランダムシート

キーワード 炭素繊維、熱可塑性樹脂、成形、ランダムシート

提案技術のポイント 効果
① 機械特性が等方的で高強度
② 低ボイドにより、高品質の成形品
③ プレス成形条件の低圧化
④ 高賦形性により、複雑な形状の成形品製造に対応
⑤ 薄肉CFRP 製品に好適

成形時間の短縮、材料ハンドリング簡易化
によりトータルコストの低減。
質量は、鉄と比較して1／４
生産/作業性は、ハイサイクル成形
従来の織物に比べ深堀、小コーナーRの賦
形性に優れる

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況７５％）
　３．開発完了段階　　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

金沢工業大学（連続成形技術）
石川県工業試験場（後加工技術、成形品の評価） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 金属部品及び、熱硬化性樹脂を使用している部品。織物で賦形しにくい部品。

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

[課題]ランダムシートの汎用的な成形方法が未確立
[対応方法]成形メーカーとホットプレス　ヒート・アンド・クール法を開発中

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

炭素繊維複合材の成形加工技術を有し、最終顧客として成形加工を行い、新規に市場
を創造していく企業

ホームページ  http://www.sunoda.co.jp

認証取得 ISO 9001：2008、　JIS　Q9001：2008

石川県小松市木場カ８１

資本金・従業員数 3,300 万円 148 人 海外拠点 中国、ベトナム
企業概要

所在地 〒 923-0311

問合せ先
部署・担当者 新規事業開発部　　小田　宗一郎

連絡先 TEL 0761-43-2268 E-mail s-oda@sunoda.co.jp

生産品目 繊維製造品 主要取引先 帝人、東レ、ニトリ

変形方向は赤矢印方向だけ

（繊維方向には変形しない） 

・材料の方向を考慮して積層、

金型への配置が必要 
・繊維方向には伸びず、織目

の変形によるズレでしか動 
けない 
・織組織により、繊維が拘束

されて、賦形性が悪い 

織物スタンパブルシート 

面
方
向
の
変
形

プ
レ
ス
成
形
性 

成形時間 
・加圧5MPa、5分間 
 ※H&Cプレス機で成形 

複雑形状の成形品は難しい 

あらゆる方向に変形できる 

・薄い（50μm）材料の積層 
予め樹脂含浸した低ボイドの薄

層プリプレグテープを使用する

事で・・・ 
① 材料を方向性無く使用可能

② 複雑形状の成形品が製造出

来る 

熱可塑性ランダムシート 

成形時間 
・加圧1MPa、1分間 
 ※H&Cプレス機で成形 

短時間で複雑形状の強い成形品が可能 
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TEL ０５３－４２８－４１５４

－ 万円 約35 人

ホームページ http://www.iri.pref.shizuoka.jp/hamamatsu/index.html

認証取得 －

問合せ先
部署・担当者 繊維高分子材料科

連絡先 E-mail kazuyuki3_suzuki@pref.shizuoka.lg.jp

企業概要

所在地 〒 431-2103

生産品目 －

本技術の活用例
・楽器、音響機器の反響板
・意匠部品
・輸送機器部品

主要取引先 －

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・当該技術シーズの応用可能な展開先があればお問い合わせください。

海外拠点 －

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・立体形状に製織する技術については自動化が難しく、量産化に課題が残る
・強化繊維向けに織機を改造し難製織材料の試織が可能となったが手作業に頼る部分も残されているため。生産性
に課題が残る

静岡県浜松市新都田1-3-3

資本金・従業員数

静岡県工業技術研究所　浜松工業技術支援センター

テーマ 繊維を組み合わせた織物による繊維強化プラスチックの振動・剛性特性の制御

企業・機関名

従来技術 新技術

キーワード 繊維強化素材、複合化、製織技術、振動特性

開発進度

提案技術のポイント 効果

炭素やアラミド等の繊維が持つ特性の組み合わせと織物独特の異方性をコントロールした強化繊維素
材を用いることで必要な剛性や振動特性を繊維強化複合材料(FRP)に付与できる。

適用する製品に応じてFRPの設計
ができます。

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２７年　３月完了。　　進捗状況１００％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非公開（お問い合わせください。） 無
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CFの割合増加 → 高周波数側にシフト 

一次固有振動

炭素、アラミド繊維の混織率
や積層比率をコントロールす
ることで 
    固有振動数 
    損失係数 等 

    を制御 

スピーカーコーンへの応用 

異種繊維を組み合わせたFRP用強化繊維素材(織物) 

従来は単一繊維でFRPを作成 
○繊維材料の選択と配向性の制御による強度特性の付与

○最終製品の形状に合わせた立体製織
○単一繊維と異なる音質や意匠性を付与
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企業概要

所在地 〒 ９１９－０６１４

問合せ先
部署・担当者 IMカンパニー　開発部　土屋　芳信

連絡先 TEL ０７７６－７３－１３４１ E-mail tsuchiyay@shindo.com

生産品目 服飾副資材、シリコーン樹脂、産業用資材 主要取引先

ホームページ http://www.shindo.com/jp/

認証取得 ISO 14001

福井県あわら市伊井１１－１－１

資本金・従業員数 3,000 万円 244 人 海外拠点 中国工場

本技術の活用例 ・航空・宇宙分野のCFRP部品、大型船舶構造物、自動車部品、一般産業用部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・ラージトウ炭素繊維を用いた、低コスト・高品質なシートの提供（開発中）

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・NCFを用いたCFRPに関心のある成形メーカーおよび最終ユーザー
・プリフォーム用機械を製作頂ける機械メーカー

提案技術のポイント 効果

・織物と比較し、強度が発現しやすい（ノン・クリンプ構造）
・織物と比較し、斜め方向の補強が可能
・従来のノン・クリンプ・ファブリックと比較し、より薄く・均一なシートの製造が可能

強度発現：高
繊維含有率（Vf）：高
GAPレス、薄層シート

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

申請中

従来技術 新技術

キーワード 開繊、多軸、ノン・クリンプ、ステッチ、プリフォーム

株式会社SHINDO
テーマ 開繊ノン・クリンプ・ファブリック（開繊NCF）

企業・機関名

・補強繊維がクリンプしている 

・補強繊維がクリンプﾟしているため 
 強度が発現し難い 
・織物構造のため0°90°方向 
のみの補強しかできない 

・各層が独立しており補強繊維は 
ストレート 

・補強繊維がストレートなため 
 強度が発現しやすい 
・0°90°以外に補強繊維を配向し 
 最大4層まで積層一体化が可能 
・開繊しているため、従来NCFと比較し 

GAPが少なく、強度発現しやすい 

TEL ０５３－４２８－４１５４

－ 万円 約35 人

ホームページ http://www.iri.pref.shizuoka.jp/hamamatsu/index.html

認証取得 －

問合せ先
部署・担当者 繊維高分子材料科

連絡先 E-mail kazuyuki3_suzuki@pref.shizuoka.lg.jp

企業概要

所在地 〒 431-2103

生産品目 －

本技術の活用例
・楽器、音響機器の反響板
・意匠部品
・輸送機器部品

主要取引先 －

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・当該技術シーズの応用可能な展開先があればお問い合わせください。

海外拠点 －

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・立体形状に製織する技術については自動化が難しく、量産化に課題が残る
・強化繊維向けに織機を改造し難製織材料の試織が可能となったが手作業に頼る部分も残されているため。生産性
に課題が残る

静岡県浜松市新都田1-3-3

資本金・従業員数

静岡県工業技術研究所　浜松工業技術支援センター

テーマ 繊維を組み合わせた織物による繊維強化プラスチックの振動・剛性特性の制御

企業・機関名

従来技術 新技術

キーワード 繊維強化素材、複合化、製織技術、振動特性

開発進度

提案技術のポイント 効果

炭素やアラミド等の繊維が持つ特性の組み合わせと織物独特の異方性をコントロールした強化繊維素
材を用いることで必要な剛性や振動特性を繊維強化複合材料(FRP)に付与できる。

適用する製品に応じてFRPの設計
ができます。

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２７年　３月完了。　　進捗状況１００％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非公開（お問い合わせください。） 無
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一次固有振動

炭素、アラミド繊維の混織率
や積層比率をコントロールす
ることで 
    固有振動数 
    損失係数 等 

    を制御 

スピーカーコーンへの応用 

異種繊維を組み合わせたFRP用強化繊維素材(織物) 

従来は単一繊維でFRPを作成 
○繊維材料の選択と配向性の制御による強度特性の付与

○最終製品の形状に合わせた立体製織
○単一繊維と異なる音質や意匠性を付与
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1,330 人 海外拠点 タイ・インドネシア・中国・フィリピン、マレーシア・インド

 http://www.nck.nsmat.co.jp

炭素繊維複合材、ピッチ系炭素繊維、半導体電子産業部材、メタル担体 主要取引先 －

ISO9001（コンポジットカンパニー）

〒 104-0061

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

-

問合せ先
部署・担当者 コンポジットカンパニー　社会資本材料事業部　トウシート部　部長　渡部修

連絡先 TEL 03-5623-5558 E-mail o-watanabe@nck.nsmat.co.jp

ホームページ

東京都中央区銀座7-16-3　日鐵木挽ビル4F

30,000 万円

認証取得

資本金・従業員数
企業概要

所在地

本技術の活用例

生産品目

道路橋床板下面，床版上面，鋼桁の腐食部の補強として採用．

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

-

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　　　自社開発 有

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

従来の炭素繊維シートを用いた構造物の補強工法から施工の信頼性を向上させ，工期を短縮するスト
ランドシート工法を確立．また，従来鋼部材が降伏する前に補強材のはく離する懸念のあった鋼部材へ
の高伸度弾性パテを用いたはく離抑制工法（PL-CF工法），道路規制費を大幅に削減可能な床版上面
の急速施工工法（ストランドシートJCM埋設工法）も確立．

施工性の向上
信頼性の向上
工期短縮
工費削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード 炭素繊維シート，補修，補強，ストランドシート，高伸度弾性パテ

新日鉄住金マテリアルズ株式会社
テーマ 炭素繊維シートを用いた鋼構造物，コンクリート構造物の補強工法

企業・機関名

炭素繊維シート接着工法 

・構造物の表面でハンドレイアップによって 

  炭素繊維シートを接着し，構造物を補強する工法 

・確かな補強効果，施工性，経済性で優位 

・工場で製造されたすだれ状のストランドシートを 

  パテ状の樹脂で構造物に接着する補強工法． 

・工場での繊維への含浸硬化による品質の向上 

・さらなる施工信頼性の向上 

・さらなる工期短縮，工費縮減効果 

・鋼構造物の補修・補強工法 

・高伸度弾性パテを用いてはく離を抑制． 

・床版上面の急速施工による補強工法． 

・短時間施工による交通規制時間の短縮． 
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キーワード 熱可塑性炭素繊維複合材料、編物

新日鉄住金マテリアルズ株式会社
テーマ 熱可塑性炭素繊維メッシュ材

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

編物を強化基材とし熱可塑性樹脂を母材としたことからプレス加工性に優れ、深絞り加工など複雑形
状に加工が可能。炭素繊維複合材の軽量・高剛性の特徴を有しつつ、メッシュ材の通気性・柔軟性を
有する。特殊な熱可塑性樹脂を使用し、従来では困難であった編物強化基材に熱可塑性樹脂を含浸さ
せることに成功した。

・コールドプレスによる量産可
・複雑形状への加工

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　28年　 9月完了予定。進捗状況　50％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

㈱SHINDO：基材作製
出願中

従来技術 新技術

本技術の活用例 各種キャップインナー、スポーツプロテクタ、保護衣料、アパレル（鞄、靴）
ホームファブリック（机、椅子）、構造体（テント、ジオテキスタイル）、など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・材料売り、および弊社での成型品売りの両面で販売を計画。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・スポーツ、アウトドア、保護具、医療関係、アパレル関係の企業

ホームページ http://www.nck.nsmat.co.jp

認証取得 ISO9001（コンポジットカンパニー）

東京都中央区銀座7-16-3 日鉄木挽ビル4F

資本金・従業員数 300,000 万円 1,330 人 海外拠点 タイ・インド・インドネシア・フィリピン・マレーシア
企業概要

所在地 〒 104-0061

問合せ先
部署・担当者 コンポジットカンパニー　コンポジット部　江藤　和也

連絡先 TEL 079-236-9535 E-mail k-eto@nck.nsmat.co.jp

生産品目 炭素繊維複合材、ピッチ系炭素繊維、半導体電子産業部材、メタル担体 主要取引先

プレス

熱硬化性樹脂：プレス加工が難しい、生産性が低い。 熱可塑性樹脂：プレス加工可、生産性が高い。 
編物強化基材：賦形性が良く複雑形状が可能。 

CFRTPの軽量・高剛性（形状保持性）を有しつつ、 
編物の柔軟性を両立した新規の材料。 

形状が限られ、量産性が低い。 
柔軟性が無く、耐衝撃に弱い。 

プレス加工により深絞りなど複雑形状加工が可能 

1,330 人 海外拠点 タイ・インドネシア・中国・フィリピン、マレーシア・インド

 http://www.nck.nsmat.co.jp

炭素繊維複合材、ピッチ系炭素繊維、半導体電子産業部材、メタル担体 主要取引先 －

ISO9001（コンポジットカンパニー）

〒 104-0061

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

-

問合せ先
部署・担当者 コンポジットカンパニー　社会資本材料事業部　トウシート部　部長　渡部修

連絡先 TEL 03-5623-5558 E-mail o-watanabe@nck.nsmat.co.jp

ホームページ

東京都中央区銀座7-16-3　日鐵木挽ビル4F

30,000 万円

認証取得

資本金・従業員数
企業概要

所在地

本技術の活用例

生産品目

道路橋床板下面，床版上面，鋼桁の腐食部の補強として採用．

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

-

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　　　自社開発 有

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

従来の炭素繊維シートを用いた構造物の補強工法から施工の信頼性を向上させ，工期を短縮するスト
ランドシート工法を確立．また，従来鋼部材が降伏する前に補強材のはく離する懸念のあった鋼部材へ
の高伸度弾性パテを用いたはく離抑制工法（PL-CF工法），道路規制費を大幅に削減可能な床版上面
の急速施工工法（ストランドシートJCM埋設工法）も確立．

施工性の向上
信頼性の向上
工期短縮
工費削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード 炭素繊維シート，補修，補強，ストランドシート，高伸度弾性パテ

新日鉄住金マテリアルズ株式会社
テーマ 炭素繊維シートを用いた鋼構造物，コンクリート構造物の補強工法

企業・機関名

炭素繊維シート接着工法 

・構造物の表面でハンドレイアップによって 

  炭素繊維シートを接着し，構造物を補強する工法 

・確かな補強効果，施工性，経済性で優位 

・工場で製造されたすだれ状のストランドシートを 

  パテ状の樹脂で構造物に接着する補強工法． 

・工場での繊維への含浸硬化による品質の向上 

・さらなる施工信頼性の向上 

・さらなる工期短縮，工費縮減効果 

・鋼構造物の補修・補強工法 

・高伸度弾性パテを用いてはく離を抑制． 

・床版上面の急速施工による補強工法． 

・短時間施工による交通規制時間の短縮． 
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企業概要

所在地 〒 936-8577

問合せ先
部署・担当者 プラント機器事業本部　営業統括部　第二営業部　富山グループ　尾塩　岳治

連絡先 TEL （076）477-2581 E-mail  t.oshio@sugino.com

生産品目 超高圧水切断装置、湿式・乾式微粒化装置、ドリリングユニット等 主要取引先

ホームページ http://www.sugino.com

認証取得

富山県滑川市栗山2880番地

資本金・従業員数 232,467 万円 1,350 人 海外拠点 米国、メキシコ、フランス、ドイツ、中国、タイ、シンガポール、インドネシア等

本技術の活用例 ・航空機用二液性シーラントや接着剤の撹拌
・炭素繊維の含浸樹脂材料の撹拌、脱泡

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・長時間処理を行っていると原料や装置の温度が上昇してしまう。
・粘性の高い原料等、泡が抜けにくい場合もある。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・撹拌脱泡処理に困っている原料があり、その処理状態を評価できる企業

提案技術のポイント 効果

・CFRPの母材となる樹脂を硬化材等と混ぜる際、手作業もしくはプロペラ撹拌に
 代わり、自転公転式撹拌脱泡機を使用することにより、生産性、再現性を大きく
 向上できる。

･作業時間：1/10
･作業者によらず均一で
 再現性の高い処理が可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　） 出願中

従来技術 新技術

キーワード 撹拌、脱泡、遠心力、時間短縮、再現性

株式会社スギノマシン
テーマ CFRP母材に使用される樹脂の効率的な撹拌脱泡

企業・機関名

・手混ぜは作業時間がかかる。 
粘度の高いものは作業負荷が大きい。 

・作業者により、処理状態に差が出る。 

・手混ぜやプロペラ撹拌では、泡が発生する。 

・ロット毎の清掃が不要で、コンタミリスクが無い。 

・自転公転モータはそれぞれインバータで制御 
され、再現性の高い撹拌脱泡を行うことが可能。 

・作業時間の大幅短縮が可能。 

■ 手混ぜによる撹拌

樹脂等の素材への適用例 

■ 自転公転式撹拌脱泡機による撹拌 

【 撹拌原理 】 

※ 脱泡も同時に行えます 

エポキシ樹脂 

自転公転式 撹拌脱泡機 
Hi-Merger 
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キーワード 湿式、乳化、分散、微粉砕、表面改質

株式会社スギノマシン
テーマ 湿式微粒化処理を利用した新素材の開発

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・装置の処理室（チャンバー）内で、原料同士を斜向衝突させたり、ボール衝突
　させたりすることによって、原料を微粒化することができる。

・分散性能の向上
・分解や洗浄の容易化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・カーボンナノチューブの分散処理
・樹脂、プラスチック、ポリマー、モノマー、顔料等の湿式微粒化処理

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・湿式微粒化装置であるため、流動性のある原料が処理に向いている。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・原料を微粒化したい企業

ホームページ http://www.sugino.com

認証取得

富山県滑川市栗山2880番地

資本金・従業員数 232,467 万円 1,350 人 海外拠点 米国、メキシコ、フランス、ドイツ、中国、タイ、シンガポール、インドネシア等

企業概要

所在地 〒 936-8577

問合せ先
部署・担当者 プラント機器事業本部　営業統括部　第二営業部　富山グループ　尾塩　岳治

連絡先 TEL （076）477-2581 E-mail t.oshio@sugino.com

生産品目 超高圧水切断装置、湿式・乾式微粒化装置、ドリリングユニット等 主要取引先

・分散が可能 
湿式微粒化処理した場合、常に分散させること 
が可能。  

・有機溶媒等の利用を減らすことが可能 
湿式微粒化処理によって、高圧状態でカーボン 
ナノチューブの凝集をほぐすため、有機溶剤等 
の利用を減らすことが可能。 

・分解、洗浄 
実験レベルでは、卓上型の装置を利用することが 
可能。装置を小型化し、100V電源でテスト可能。 

・分散が困難 
製造方法、直径、形状の違いによって、カーボン 
ナノチューブは特性が異なる。そのため、凝集を 
ほぐし、水溶液中に分散させることは困難で 
あった。 

・有機溶媒等の利用が前提 
カーボンナノチューブを分散させるためには、 
有機溶媒等の利用が前提であり、作業環境 
等に課題があった。 

カーボンナノチューブへの適用例 

pass回数：20回 圧力：200MPa 

処理前  17μｍ 処理後  0.15μｍ 

湿式微粒化装置 
StarBurst minimo 

沈殿・ 
分離 

常に分散 

カーボンナノチューブ 0.1ｗｔ％ 

企業概要

所在地 〒 936-8577

問合せ先
部署・担当者 プラント機器事業本部　営業統括部　第二営業部　富山グループ　尾塩　岳治

連絡先 TEL （076）477-2581 E-mail  t.oshio@sugino.com

生産品目 超高圧水切断装置、湿式・乾式微粒化装置、ドリリングユニット等 主要取引先

ホームページ http://www.sugino.com

認証取得

富山県滑川市栗山2880番地

資本金・従業員数 232,467 万円 1,350 人 海外拠点 米国、メキシコ、フランス、ドイツ、中国、タイ、シンガポール、インドネシア等

本技術の活用例 ・航空機用二液性シーラントや接着剤の撹拌
・炭素繊維の含浸樹脂材料の撹拌、脱泡

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・長時間処理を行っていると原料や装置の温度が上昇してしまう。
・粘性の高い原料等、泡が抜けにくい場合もある。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・撹拌脱泡処理に困っている原料があり、その処理状態を評価できる企業

提案技術のポイント 効果

・CFRPの母材となる樹脂を硬化材等と混ぜる際、手作業もしくはプロペラ撹拌に
 代わり、自転公転式撹拌脱泡機を使用することにより、生産性、再現性を大きく
 向上できる。

･作業時間：1/10
･作業者によらず均一で
 再現性の高い処理が可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　） 出願中

従来技術 新技術

キーワード 撹拌、脱泡、遠心力、時間短縮、再現性

株式会社スギノマシン
テーマ CFRP母材に使用される樹脂の効率的な撹拌脱泡

企業・機関名

・手混ぜは作業時間がかかる。 
粘度の高いものは作業負荷が大きい。 

・作業者により、処理状態に差が出る。 

・手混ぜやプロペラ撹拌では、泡が発生する。 

・ロット毎の清掃が不要で、コンタミリスクが無い。 

・自転公転モータはそれぞれインバータで制御 
され、再現性の高い撹拌脱泡を行うことが可能。 

・作業時間の大幅短縮が可能。 

■ 手混ぜによる撹拌

樹脂等の素材への適用例 

■ 自転公転式撹拌脱泡機による撹拌 

【 撹拌原理 】 

※ 脱泡も同時に行えます 

エポキシ樹脂 

自転公転式 撹拌脱泡機 
Hi-Merger 
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問合せ先
ＫＢセーレン株式

会社

部署・担当者 研究開発センター　企画・基礎探索グループ　植野彰文

連絡先 TEL 0778-51-9712 E-mail ホームページからお問い合わせが可能です。

ホームページ http://www.kbseiren.com/

認証取得

http://www.seiren.com/

企業概要
ＫＢセーレン株式

会社

所在地 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル 14・15階

資本金・従業員数 34億4,000 万円 570 人 海外拠点

生産品目 合成繊維、繊維素材 主要取引先

認証取得

問合せ先
セーレン株式会社

部署・担当者 研究開発センター　企画業務部・野形明広

連絡先 TEL 0776-50-7009 E-mail ホームページからお問い合わせが可能です。

企業概要
セーレン株式会社

所在地 〒 918-8560 福井県福井市毛矢１丁目１０－１

ホームページ

海外拠点 中国、タイ、インド、インドネシア、アメリカ、ブラジル、メキシコ、フランス

生産品目 繊維製品、化学工業品、産業機器、電子部品 主要取引先

資本金・従業員数 175億2,025 万円 1,535 人

本技術の活用例 釣竿、ゴルフシャフト、ラケット等スポーツ用部材、一般産業用部材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

プリプレグでの販売（原糸での販売可）
CF単体、LCP単体のプリプレグの他、複数種配合したハイブリッドプリプレグも可能
LCP繊維の他、PPSやPA等糸種変更可能

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

提案技術のポイント 効果

炭素繊維と有機繊維をハイブリッド複合する事により、耐衝撃性や安全対策に優れた複合材を提供
耐衝撃性UP、振動減衰特性UP、
破損時の飛散防止

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　28年　3 月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

セーレン株式会社（プリプレグ試作、評価）
KBセーレン株式会社（特殊有機繊維開発、供給）
福井県工業技術センター(技術指導）

有

従来技術 新技術

企業・機関名 セーレン株式会社／ＫＢセーレン株式会社
テーマ ハイブリッド（有機繊維配合CFRP）FRP

キーワード ハイブリッド、混繊、有機繊維

CFRP 

衝撃 

・耐衝撃性UPが必要 

・破損時、破片が飛散 

CFRP（有機繊維層導入） 

衝撃 

LCP導入で割れにくくな

る 

KBセーレン㈱製 LCP繊維 
ZXION® 

（有機繊維） 

（期待効果） 

・耐衝撃性の向上 

・振動減衰特性の向上 
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提案技術のポイント 効果

1.手積層に較べ精度の高い積層が可能となるため、品質の向上および安定化が図れる。
2.機械化、装置化により、量産化を前提とした省人化と同時に生産性向上が図れる。
3.研究用装置としても、ハンドレイアップでは出来ない定量化試験が可能となる。

ランニングコスト80％以上削減
(従来との比較において)

共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード プリプレグシートの量産積層ラインを実現

津田駒工業株式会社
テーマ 炭素繊維複合材積層ライン

企業・機関名

本技術の活用例 ・航空機の構造材部品や自動車の構造材および外板部品のCFプリプレグ加工
・高機能フィルムなど新素材のスリット加工

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

積層構成によっては材料に無駄が生じるが、テープ幅の最適化により最小限に抑えることが可能。
さらにより無駄を抑えるための装置開発にも取り組んでいる。

有

従来技術 新技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

中国、インド

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRP材成形，加工に知見を有する企業、大学等研究機関

ホームページ http://www.tsudakoma.co.jp/composite/japanese/index.html

認証取得 ISO9001，ISO14001，EN9100

石川県金沢市野町5丁目18番18号

資本金・従業員数
企業概要

所在地 〒 921-8650

生産品目 複合材加工機、織機、工作機用円テーブル

900 人1,230,000 万円

主要取引先

海外拠点

国内大手重工業、ほか

問合せ先
部署・担当者 コンポジット機械部コンポジット販売・サービス・企画課　　　小沢、市川

連絡先 TEL 076-242-1116 E-mail composite@tsudakoma.co.jp

1．材料切り出し 
積層に必要な幅を人手や裁断機で数メートル 

  ずつ切り出す。 

1．専用スリッターによる材料切り出し 

最高スリット速度：３０ｍ/分 
実用スリット速度：１５ｍ/分 
 （カーボンＵＤプリプレグ） 
最大ロール径：２５インチ 

 母材ロールから、必要な幅のシートを短時間で連続的に、

2．自動積層機による積層 
 機械寸法： 

４０００ｍｍ（長さ） 
  ×３３００ｍｍ（幅） 
  ×２０００ｍｍ（高さ） 
 積層テーブル寸法：  
  １２００ｍｍ×１０００ｍｍ 
 積層速度：４０ｍ/分 

 専用スリッターで切り出した材料を自動積層機へセット。

これまでのプリプレグシートの加工 ツダコマが提案する量産積層ライン 

2．ハンドレイアップ積層 
切り出したシートの離型紙を剥がしながら、所 

  定の位置に1枚ずつ貼ってゆく。 

問合せ先
ＫＢセーレン株式

会社

部署・担当者 研究開発センター　企画・基礎探索グループ　植野彰文

連絡先 TEL 0778-51-9712 E-mail ホームページからお問い合わせが可能です。

ホームページ http://www.kbseiren.com/

認証取得

http://www.seiren.com/

企業概要
ＫＢセーレン株式

会社

所在地 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル 14・15階

資本金・従業員数 34億4,000 万円 570 人 海外拠点

生産品目 合成繊維、繊維素材 主要取引先

認証取得

問合せ先
セーレン株式会社

部署・担当者 研究開発センター　企画業務部・野形明広

連絡先 TEL 0776-50-7009 E-mail ホームページからお問い合わせが可能です。

企業概要
セーレン株式会社

所在地 〒 918-8560 福井県福井市毛矢１丁目１０－１

ホームページ

海外拠点 中国、タイ、インド、インドネシア、アメリカ、ブラジル、メキシコ、フランス

生産品目 繊維製品、化学工業品、産業機器、電子部品 主要取引先

資本金・従業員数 175億2,025 万円 1,535 人

本技術の活用例 釣竿、ゴルフシャフト、ラケット等スポーツ用部材、一般産業用部材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

プリプレグでの販売（原糸での販売可）
CF単体、LCP単体のプリプレグの他、複数種配合したハイブリッドプリプレグも可能
LCP繊維の他、PPSやPA等糸種変更可能

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

提案技術のポイント 効果

炭素繊維と有機繊維をハイブリッド複合する事により、耐衝撃性や安全対策に優れた複合材を提供
耐衝撃性UP、振動減衰特性UP、
破損時の飛散防止

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　28年　3 月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

セーレン株式会社（プリプレグ試作、評価）
KBセーレン株式会社（特殊有機繊維開発、供給）
福井県工業技術センター(技術指導）

有

従来技術 新技術

企業・機関名 セーレン株式会社／ＫＢセーレン株式会社
テーマ ハイブリッド（有機繊維配合CFRP）FRP

キーワード ハイブリッド、混繊、有機繊維

CFRP 

衝撃 

・耐衝撃性UPが必要 

・破損時、破片が飛散 

CFRP（有機繊維層導入） 

衝撃 

LCP導入で割れにくくな

る 

KBセーレン㈱製 LCP繊維 
ZXION® 

（有機繊維） 

（期待効果） 

・耐衝撃性の向上 

・振動減衰特性の向上 
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キーワード スタンパブルシート、連続成形

テックワン株式会社
テーマ 長尺熱可塑性CFRPシート

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・ロールプレス成形による長尺シートが可能
・ロールプレス連続成形によるコストダウン

・原価低減
・品質、性能向上
・軽量化
・生産（作業）性向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成    年　  月完了予定。進捗状況　  ％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

一村産業株式会社(製織技術）
優水化成工業株式会社（シート加工技術）
金沢工業大学（評価・分析）
石川県工業試験場（評価・分析）

有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・車両部品
・機械部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・ロールプレスの改造
・ラージトウ対応織機の改造

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

プレスメーカー、織機メーカー

ホームページ http://www.tecone.co.jp

認証取得 ISO9001

石川県能美市浜町ヌ161-4

資本金・従業員数 8,000 万円 158 人 海外拠点 マレーシア(ペナン)、韓国(ソウル)
企業概要

所在地 〒 ９２９－０１２４

問合せ先
部署・担当者 技術顧問・惣川武勇

連絡先 TEL 0761-55-0761 E-mail t-sogawa@tecone.co.jp

生産品目 合繊織物染色整理加工 主要取引先 東レ㈱、帝人㈱、東洋紡㈱、蝶理㈱ほか

成形時間 50～60分

熱硬化性樹脂炭素繊維複合材料の製造方 熱可塑性樹脂炭素繊維複合材料の製造方

成形時間 1～2分
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企業概要

所在地 〒 416-0946

問合せ先
部署・担当者 エンジニアリング統括部　実石

連絡先 TEL 0545-61-7101 E-mail hidemitu.jituishi@tokaiseiki.jp

ホームページ http://www.tokaiseiki.jp/

本技術の活用例 自動車メ－カ－納入品（Ｃ－ＳＭＣ）製造機搭載（裁断部）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

開発機から本生産機まで対応　生産スピード5ｍ/min～30m/min

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ＳＭＣシート製造メーカー

生産品目

認証取得 無

静岡県富士市五貫島542

資本金・従業員数 2,000 万円 23 人 海外拠点 なし

Ｃ－ＳＭＣシート製造機 主要取引先 Ｃ－ＳＭＣ製造メ－カ－

本格的なＣ－ＳＭＣ製造装置を導入している
メーカーは現時点では無い。
Ｇ－ＳＭＣ開発機で少量生産をしている。

Ｇ－ＳＭＣ製造機をＣーＳＭＣ製造機に改良
改良点
１）カーボン繊維専用ロービングカッター
２）異物混入防止装置（客先指定場所による）
３）シート蛇行防止装置
４）シート折畳装置

提案技術のポイント 効果

・従来（当社比）より　２０％スピ－ド増
・連続運転可（アキューム装置により）　1）フィルム交換時　2）シート裁断時

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

生産スピ－ド　３０ｍ/ｍｉｎ

連続運転

キーワード Ｃ－ＳＭＣシ－ト製造

東海精機株式会社
テーマ C-SMC専用製造機（当社名称：ＳＭＣ含浸機）

企業・機関名

1

3

4 

キーワード スタンパブルシート、連続成形

テックワン株式会社
テーマ 長尺熱可塑性CFRPシート

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・ロールプレス成形による長尺シートが可能
・ロールプレス連続成形によるコストダウン

・原価低減
・品質、性能向上
・軽量化
・生産（作業）性向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成    年　  月完了予定。進捗状況　  ％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

一村産業株式会社(製織技術）
優水化成工業株式会社（シート加工技術）
金沢工業大学（評価・分析）
石川県工業試験場（評価・分析）

有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・車両部品
・機械部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・ロールプレスの改造
・ラージトウ対応織機の改造

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

プレスメーカー、織機メーカー

ホームページ http://www.tecone.co.jp

認証取得 ISO9001

石川県能美市浜町ヌ161-4

資本金・従業員数 8,000 万円 158 人 海外拠点 マレーシア(ペナン)、韓国(ソウル)
企業概要

所在地 〒 ９２９－０１２４

問合せ先
部署・担当者 技術顧問・惣川武勇

連絡先 TEL 0761-55-0761 E-mail t-sogawa@tecone.co.jp

生産品目 合繊織物染色整理加工 主要取引先 東レ㈱、帝人㈱、東洋紡㈱、蝶理㈱ほか

成形時間 50～60分

熱硬化性樹脂炭素繊維複合材料の製造方 熱可塑性樹脂炭素繊維複合材料の製造方

成形時間 1～2分
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企業概要

所在地 〒 416-0946

問合せ先
部署・担当者 エンジニアリング統括部　　鶴藤

連絡先 TEL 0545-61-7101 E-mail katyuo.tyuruhuji@tokaiseiki.jp

生産品目 Ｃ－ＳＭＣ 主要取引先 Ｃ－ＳＭＣ製造メ－カ－

ホームページ http://www.tokaiseiki.jp/

認証取得 無

静岡県富士市五貫島542

資本金・従業員数 2,000 万円 23 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 Ｃ－ＳＭＣ製造機搭載・シート裁断機

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

裁断不良の削減・裁断計量の効率化

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ＳＭＣシート製造メーカー

裁断装置　従来　：　Ｇ-ＳＭＣ用

Ｃ－ＳＭＣの生産ラインは開発段階であり、Ｇ－ＳＭＣの
裁断機を利用している場合が多い。

※切断面が粗く炭素繊維の一部は切断面で切断できず
　外方向に出る場合が多い。

裁断装置　新　：　Ｃ-ＳＭＣ用

※熱源が発生する装置では樹脂が熱で硬化して使用できない
が本装置は丸刃での裁断なの防爆区域での使用も可能。

提案技術のポイント 効果

プレス前の連続シートカットと積載装置により大幅な作業効率向上 当社比３０％アップ

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術
裁断方式
特許
申請中

従来技術 新技術

キーワード 裁断・計量の効率化

東海精機株式会社
テーマ ＳＭＣシート自動計量裁断機

企業・機関名
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キーワード 開繊技術・経編技術・接着芯地加工技術

東洋染工株式会社/八田経編株式会社
テーマ 熱可塑性樹脂補強シート材

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・開繊された炭素繊維束と熱可塑性樹脂（繊維）を用いた布地とを組み合わせることで、目付の低い（5～90ｇ/㎡）の
一体型補強シートができます。
・開繊された炭素繊維束を用いることで非常に薄いプリプレグとなります。
・特に編み地を用いることで高Vf値への対応が容易になります。

・非常に薄く、樹脂含浸性が良好
→生産性向上も期待

・柔軟性があり、カールの発生がほとんどない
→取扱い性が良好

・樹脂の移動距離が短い
→成型時の繊維蛇行が少

・VaRTM成型のメディア材としても有用→流路確保

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

福井県工業技術センター（役割：開繊技術の開示）
八田経編株式会社（役割：編み地などの布地開発）
東洋染工株式会社（役割：布地との貼り合せ開発）

有

新技術

919-0477  福井県坂井市春江町田端43字15番地

本技術の活用例
とにかく薄い1方向シートであるというのが特徴です。
非常に薄いCFRTP・非常に薄い熱及び電気伝導性の高いシート
（例）熱を嫌がる電子機器・融雪シート・電磁波シールド

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

現在、特許出願中。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

具体的な用途に向けた開発パートナーを探しています。
土木・建築・電気電子・機械・化学などのメーカー

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし

認証取得

k.sasaguchi@toyo-senko.com

生産品目 各種繊維製品の染色仕上げ整理加工及びコーティング加工 主要取引先 東レ㈱、日東紡績㈱、伊藤忠商事㈱、丸紅㈱、澤村㈱ 他

タイ

資本金・従業員数 8,000 万円 230

ホームページ http://www.toyo-senko.co.jp/

認証取得 ISO 9001：2008  /  KES・環境マネジメントシステム・スタンダード

生産品目 経編生地（トリコット、ダブルラッセル）の開発・製造 主要取引先 クラレトレーディング㈱、伊藤忠商事㈱、セーレン㈱、澤村㈱他

企業概要
東洋染工株式会

社

所在地 〒

問合せ先
東洋染工株式会

社

部署・担当者 営業部  課長  笹口 和幸

連絡先 TEL 0776-51-2323 E-mail

人 海外拠点

yamazaki@8ta.co.jp

4,500 万円 90 人

ホームページ http//www.8ta.co.jp

企業概要
八田経編株式会

社

所在地 〒 910-4131　福井県鯖江市中野町115-10

資本金・従業員数 海外拠点

問合せ先
八田経編株式会

社

部署・担当者 あわら工場　山﨑、営業部　福田

連絡先 TEL 0776-73-1291 E-mail

「熱可塑性樹脂補強シート材」を積層して成型した 
積層板（一方向材、Vf: 51%） 

含浸状態 
良好 

「熱可塑性樹脂補強シート材」を積層して成型した 
積層板（擬似等方性積層板、Vf: 51%） 

0 

90 
45 

-45 

「熱可塑性樹脂補強シート材」を積層して成型した 
擬似等方性積層板の引張り特性 

[45/0/-45/90]6S ・ 48層 

※  比較として、熱硬化性のCFRP（炭素繊維／ｴﾎﾟｷｼ樹脂）を併記 

「熱可塑性樹脂補強シート材」を積層して成型した 
擬似等方性積層板の引張り特性 

( Vf: 60%規格化 ） 

→ CF/Epoxy と同等の強伸度特性を示す 

企業概要

所在地 〒 416-0946

問合せ先
部署・担当者 エンジニアリング統括部　　鶴藤

連絡先 TEL 0545-61-7101 E-mail katyuo.tyuruhuji@tokaiseiki.jp

生産品目 Ｃ－ＳＭＣ 主要取引先 Ｃ－ＳＭＣ製造メ－カ－

ホームページ http://www.tokaiseiki.jp/

認証取得 無

静岡県富士市五貫島542

資本金・従業員数 2,000 万円 23 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 Ｃ－ＳＭＣ製造機搭載・シート裁断機

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

裁断不良の削減・裁断計量の効率化

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ＳＭＣシート製造メーカー

裁断装置　従来　：　Ｇ-ＳＭＣ用

Ｃ－ＳＭＣの生産ラインは開発段階であり、Ｇ－ＳＭＣの
裁断機を利用している場合が多い。

※切断面が粗く炭素繊維の一部は切断面で切断できず
　外方向に出る場合が多い。

裁断装置　新　：　Ｃ-ＳＭＣ用

※熱源が発生する装置では樹脂が熱で硬化して使用できない
が本装置は丸刃での裁断なの防爆区域での使用も可能。

提案技術のポイント 効果

プレス前の連続シートカットと積載装置により大幅な作業効率向上 当社比３０％アップ

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術
裁断方式
特許
申請中

従来技術 新技術

キーワード 裁断・計量の効率化

東海精機株式会社
テーマ ＳＭＣシート自動計量裁断機

企業・機関名
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企業概要

所在地 〒 555-0011

企業・機関名

生産品目 等方性黒鉛、C/Cコンポジット製品等の特殊炭素製品

大阪市西淀川区竹島5-7-12

資本金・従業員数 769,257 万円 954 人 海外拠点 アメリカ、ドイツ、イタリア、フランス、中国、台湾、韓国、タイ、シンガポール、インド

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 営業企画部・　宮崎　功美恵、　中村　領太

連絡先 TEL 06-6472-5859 E-mail product@toyotanso.co.jp

主要取引先 非公開

ホームページ http://www.toyotanso.co.jp

認証取得 ISO 9001

・熱処理用治具（トレイ、バスケット等の中敷）
・耐熱フィルター

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・高温での被処理物との反応の抑制、または金属製治具との反応の抑制。
・酸化雰囲気中でのC/Cコンポジット製品の使用。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・熱処理用治具（トレイ、バスケット等）をご評価いただける企業
・カーボンと金属の反応を抑制する技術、酸化防止技術を有する企業、研究機関等

提案技術のポイント 効果
・従来のSUS網では熱変形して使用できなかった高温領域で使用が可能。
・熱変形しない。
・化学的に安定である。
・様々なサイズ、形状が製造可能である。

非酸化性雰囲気にて、～2000℃で
使用できる。

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 出願中

従来技術 新技術

キーワード C/Cコンポジット、耐熱性、化学的に安定

東洋炭素株式会社
テーマ C/Cコンポジット製網

金属製網 C/Cコンポジット製網 

・高温領域では変形が激しい。 
・密度が高く重量が大きくなるため、エ

ネルギー消費が多い。 

・耐熱性に優れ熱変形しない。 
・密度が低く軽量であるため、エネルギー

消費が少ない。 
・耐薬品性に優れる。 

10mm 

10mm 
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企業概要

所在地 〒 103-0021

問合せ先
部署・担当者 新事業開拓室　室長　冨岡 和彦 (三島工場：〒411-0904 静岡県駿東郡清水町柿田757番地)

連絡先 TEL 055-976-8460 E-mail Kazuhiko_Tomioka@tps.toray.co.jp

生産品目 プラスチック射出成形品、押出成形品 主要取引先 東レ、自動車関連、OA機器関連など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

 ・製品規格ラインナップの拡大(シート厚肉化 1.5mm以上、太径パイプ等)
 ・ベース樹脂の多品種化(PPS以外についても順次検討予定)

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

 ・各種2次加工技術を保有する樹脂加工メーカー(プレス加工、曲げ加工、ラミネート加工等)
 ・新素材の用途開拓が可能な樹脂加工メーカー

ホームページ http://www.toplaseiko.com/

認証取得 ISO9001、ISO14001

東京都中央区日本橋本石町4丁目6番7号 日本橋日銀通りビル3階

資本金・従業員数 360百 万円 309 人 海外拠点 　上海(中国)、バンコク(タイ)

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績

自社技術 有

本技術の活用例
 ・ブロック・丸棒：モックアップ・試作品(切削加工)
 ・異形押出(パイプ)：構造部材、建材、補強材
 ・シート：スピーカーカバー・自動車部品(パンチング)、風力発電ブレード(スタンパブル成形)

新技術

　従来技術

①原料：ナイロン6をベースにCF20%添加
 　　　  PPSベース品も開発中

②素材：
 　・ブロック・丸棒
 　　　⇒ボイド・クラックレスで高切削性
 　・異形押出(パイプ等)
 　　　⇒様々な断面形状に対応
 　・シート
 　　　⇒厚み0.25～1.5mm、幅1000mm

様々な後加工法で2次成形可能

③既存設備によるシートの2次加工方法：
 　・スタンパブル成形
 　　　⇒プレス時にリブ・ボスの同時成形も可能
 　・真空成形
 　　　⇒既存設備で低コストに量産可能
 　・パンチング加工
 　　　⇒軽量・防錆の金網代替品
 　　　　 熱加工により立体形状の付与も容易
 　　　　 デザインパンチングによる意匠性付与
 　・ラミネート
 　　　⇒各種ラミネート素材を貼付可能
 　・サンドイッチ成形
 　　　⇒発泡材との複合でさらに軽量・高剛性化

提案技術のポイント 効果

　・押出成形に適した原料樹脂を独自に開発、コンパウンドも自社で実施
　・最適繊維長のCFを添加することで、高強度と2次加工性をバランスよく両立
　・ブロック材は切削加工性に優れ、バリが発生せず、CFの脱落も無いため、精密加工が可能
　・シート材は熱成形性に優れ、既存設備を用いて真空成形・プレス成形等の2次加工が可能

 ・軽量化：鉄の1/6、アルミの1/2
 ・高強度：アルミ同等(試験片測定結果)

 ・低コスト：既存設備を用いた2次
　　　　　　　加工方法で成形可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード 熱可塑、CFRP、2次加工、真空成形、プレス成形、パンチング、切削加工

東レプラスチック精工株式会社
テーマ 熱可塑CFRP素材および2次加工技術

企業・機関名

有 ・ 無 ） 

成形性に優れる 

熱可塑CFRP素材を新規開発 

従来のCFRP素材はコスト・リサイクルに課題 

企業概要

所在地 〒 555-0011

企業・機関名

生産品目 等方性黒鉛、C/Cコンポジット製品等の特殊炭素製品

大阪市西淀川区竹島5-7-12

資本金・従業員数 769,257 万円 954 人 海外拠点 アメリカ、ドイツ、イタリア、フランス、中国、台湾、韓国、タイ、シンガポール、インド

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 営業企画部・　宮崎　功美恵、　中村　領太

連絡先 TEL 06-6472-5859 E-mail product@toyotanso.co.jp

主要取引先 非公開

ホームページ http://www.toyotanso.co.jp

認証取得 ISO 9001

・熱処理用治具（トレイ、バスケット等の中敷）
・耐熱フィルター

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・高温での被処理物との反応の抑制、または金属製治具との反応の抑制。
・酸化雰囲気中でのC/Cコンポジット製品の使用。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・熱処理用治具（トレイ、バスケット等）をご評価いただける企業
・カーボンと金属の反応を抑制する技術、酸化防止技術を有する企業、研究機関等

提案技術のポイント 効果
・従来のSUS網では熱変形して使用できなかった高温領域で使用が可能。
・熱変形しない。
・化学的に安定である。
・様々なサイズ、形状が製造可能である。

非酸化性雰囲気にて、～2000℃で
使用できる。

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 出願中

従来技術 新技術

キーワード C/Cコンポジット、耐熱性、化学的に安定

東洋炭素株式会社
テーマ C/Cコンポジット製網

金属製網 C/Cコンポジット製網 

・高温領域では変形が激しい。 
・密度が高く重量が大きくなるため、エ

ネルギー消費が多い。 

・耐熱性に優れ熱変形しない。 
・密度が低く軽量であるため、エネルギー

消費が少ない。 
・耐薬品性に優れる。 

10mm 

10mm 
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○ 炭素繊維やガラス繊維などの強化繊維束を連続して幅広く薄い状態にする技術
「強化繊維束の開繊技術（福井県特許）」を活用した厚さ0.05mm以下の熱可塑性
薄層プリプレグシートによる薄層積層短繊維強化材（ランダム材）。

○ 簡便な積層・プレス成形による複雑形状の成形が可能で、自動車などの高い生
産性が求められる構造材料を始め、各種の小型から大型までの凹凸形状の成
形品の生産にも適している。

○ 軽量・高強度・低コストのバランスが優れた成形品が生産できる。

○ 短繊維強化でも高い力学物性が得られる。
○ プレス成形で複雑な凹凸形状の成形が可能。

（ボイドも極めて入りにくい。）
○ 繊維含有率（Vf）を高くできる（50%以上）。
○ 簡便な積層 →プレス成形で擬似等方性の成形品が
　  得られる。
○ 開繊技術（福井県特許）の活用で生産性が高い。
○ 太繊度の繊維束を使うことで、さらに低コスト化可能。

提案技術のポイント 効果

新技術

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

－ 有

従来技術

キーワード 炭素繊維、開繊技術、薄層チョップドテープ、短繊維強化、熱可塑性

福井県工業技術センター
テーマ 福井県独自の炭素繊維複合材料技術(薄層チョップドテープ積層材（ランダム材））

企業・機関名

本技術の活用例
・ 自動車関連構造材料
・ 賦形性が必要かつ軽量・高強度が求められる部材
・ 高速生産性、軽量・高強度、等方性が求められる部位の構造材料

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・ 薄層チョップドシート（中間基材）の量産技術の開発、およびそれに適した高速プレス成形技術の開発（開発中）
・ 当技術を活用するには、福井県特許の実施許諾が必要。
・ 福井県特許の企業への実施許諾を通じた新規事業への展開を図る。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ホームページ http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/

認証取得 特許（日本）、PCT出願済み

福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10

資本金・従業員数 万円 69 人 海外拠点
企業概要

所在地 〒 910-0102

問合せ先
部署・担当者 新産業創出研究部先端複合材料研究G　　川邊和正

連絡先 TEL 0776-55-0664 E-mail k-kawabe@fklab.fukui.fukui.jp

生産品目 主要取引先

従来の短繊維強化複合材料 

・ 繊維長が短い（～10mm） 

・ 繊維含有率（Vf）が低い（～30%） 

・ ボイドが抜けにくく、強度が上がらない。 

  ［引張り特性］ CF/PA6の場合 

強度200MPa、弾性率20GPa以下 

・ 繊維長が長く、繊維長が一定 

  （10～30mmで任意に調整可能） 

・ 繊維含有率（Vf）が高い（50%以上） 

・ 短繊維強化材としては強度が高い。 

  ［曲げ特性］ CF/PA6の場合 

強度600MPa以上、弾性率40GPa 

幅2～30mm、繊維長10～50mm、厚さ0.06mm以下でかつ繊維

体積含有率（Vf）50%以上の超薄層チョップドテープの積層材 

繊維長 数mm～10mm、繊維体積含有率（Vf）30%程度のロン

グファイバーペレットの射出またはプレス成形材 

薄層チョップドテープ積層板（擬似等方性） 

効果提案技術のポイント

株式会社TOMI-TEX
テーマ

キーワード 繊維加工

炭素繊維立体織物の製造

企業・機関名

本技術の改良、新技術開発
に当たり必要な連携先

本技術の活用例 産業機械の可動部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・製織後に製品長で織物をカットする機構を付加することによって、製造機械の完全自動化を達成する
・製品寸法は、幅７５mm、厚み５０mm、長さエンドレス、に対応
・弊社で炭素繊維立体織物を製造し提供、将来は成形まで社内で行って完品として提供したい

福井県鯖江市下河端町２０１

1,000 万円 5 人

〒 ９１６－００３８

海外拠点 なし

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

http://www.tomitex.blue

繊維機械

開発部　富永眞央

TEL 0778-29-3377 E-mail tomitex@eco.ocn.ne.jp

主要取引先

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

炭素繊維シートをもとに立体形状の製品を製造する場合、シート加工後に製品形状に積層及び裁断の工程が
必要となり、高コストの要因となる。また、積層時に従来の樹脂による接着では層間剥離の可能性がある。ま
た、ミシン糸による縫合では炭素繊維を損傷してしまう。
そこで、立体織物の製造技術を用いて、炭素繊維織物を製品形状に一体的に製造し、製品の大幅なコストダ
ウンと強度保証を図る。

コスト：８０％削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

無

・積層が手作業に負うところが多いので、 
 高コストの要因となる 
・製品形状に裁断するために加工工程 
が必要となり、高コストの要因となる 

   立体織物の製造技術により、積層 
と裁断加工の工程が不要となり、 
８０％のコストダウンを実現 

立体織物の製造技術による炭素繊維製品への適用例 

層間 

弱く、剥
離恐れあ

り 
層間 

強い 

Ｚ方向糸 
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○ 炭素繊維やガラス繊維などの強化繊維束を連続して幅広く薄い状態にする技術
「強化繊維束の開繊技術（福井県特許）」を活用した厚さ0.05mm以下の熱可塑性
薄層プリプレグシートによる薄層積層短繊維強化材（ランダム材）。

○ 簡便な積層・プレス成形による複雑形状の成形が可能で、自動車などの高い生
産性が求められる構造材料を始め、各種の小型から大型までの凹凸形状の成
形品の生産にも適している。

○ 軽量・高強度・低コストのバランスが優れた成形品が生産できる。

○ 短繊維強化でも高い力学物性が得られる。
○ プレス成形で複雑な凹凸形状の成形が可能。

（ボイドも極めて入りにくい。）
○ 繊維含有率（Vf）を高くできる（50%以上）。
○ 簡便な積層 →プレス成形で擬似等方性の成形品が
　  得られる。
○ 開繊技術（福井県特許）の活用で生産性が高い。
○ 太繊度の繊維束を使うことで、さらに低コスト化可能。

提案技術のポイント 効果

新技術

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

－ 有

従来技術

キーワード 炭素繊維、開繊技術、薄層チョップドテープ、短繊維強化、熱可塑性

福井県工業技術センター
テーマ 福井県独自の炭素繊維複合材料技術(薄層チョップドテープ積層材（ランダム材））

企業・機関名

本技術の活用例
・ 自動車関連構造材料
・ 賦形性が必要かつ軽量・高強度が求められる部材
・ 高速生産性、軽量・高強度、等方性が求められる部位の構造材料

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・ 薄層チョップドシート（中間基材）の量産技術の開発、およびそれに適した高速プレス成形技術の開発（開発中）
・ 当技術を活用するには、福井県特許の実施許諾が必要。
・ 福井県特許の企業への実施許諾を通じた新規事業への展開を図る。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ホームページ http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/

認証取得 特許（日本）、PCT出願済み

福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10

資本金・従業員数 万円 69 人 海外拠点
企業概要

所在地 〒 910-0102

問合せ先
部署・担当者 新産業創出研究部先端複合材料研究G　　川邊和正

連絡先 TEL 0776-55-0664 E-mail k-kawabe@fklab.fukui.fukui.jp

生産品目 主要取引先

従来の短繊維強化複合材料 

・ 繊維長が短い（～10mm） 

・ 繊維含有率（Vf）が低い（～30%） 

・ ボイドが抜けにくく、強度が上がらない。 

  ［引張り特性］ CF/PA6の場合 

強度200MPa、弾性率20GPa以下 

・ 繊維長が長く、繊維長が一定 

  （10～30mmで任意に調整可能） 

・ 繊維含有率（Vf）が高い（50%以上） 

・ 短繊維強化材としては強度が高い。 

  ［曲げ特性］ CF/PA6の場合 

強度600MPa以上、弾性率40GPa 

幅2～30mm、繊維長10～50mm、厚さ0.06mm以下でかつ繊維

体積含有率（Vf）50%以上の超薄層チョップドテープの積層材 

繊維長 数mm～10mm、繊維体積含有率（Vf）30%程度のロン

グファイバーペレットの射出またはプレス成形材 

薄層チョップドテープ積層板（擬似等方性） 
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企業概要

所在地 〒 910-0102

問合せ先
部署・担当者 新産業創出研究部先端複合材料研究G　　川邊和正、笹山秀樹

連絡先 TEL 0776-55-0664 E-mail k-kawabe@fklab.fukui.fukui.jp

生産品目 主要取引先

ホームページ http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/

認証取得 日本、米国、中国、韓国、ヨーロッパ、特許取得

福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10

資本金・従業員数 万円 69 人 海外拠点

本技術の活用例
・航空機関連構造材料
・自動車関連構造材料
・大型機械関連構造材料
・スポーツ・レジャー関連

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・大型成形品の量産技術の開発が必要（開発中）
・さらなるコストダウンが必要
・当技術を活用するには、福井県の特許の実施許諾を得ること。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

キーワード 炭素繊維、開繊技術、プリプレグシート

福井県工業技術センター
テーマ 福井県独自の炭素繊維複合材料技術(薄層プリプレグシート）

企業・機関名

　

　炭素繊維やガラス繊維などの強化繊維束を連続して幅広く薄い状態にする技術「強
化繊維束の開繊技術（特許）」を開発し、薄層プリプレグシートの研究開発やその力学
的評価を行ってきた。
　薄層のプリプレグシートを用いることで従来の複合材料と比べて、さらに壊れにくいと
いう特徴があり、これにより航空機、自動車などの輸送用機器を軽量化することがで
き、燃費の向上、排出二酸化炭素の削減が可能になるものと期待される。

○破壊の原因となる層間はく離が極めて入りにくい。
○高い力学特性（引張り、圧縮、疲労特性等）を示す。
○熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂両方の樹脂に対応。
○比較的低コストの太繊度の炭素繊維束から作ることが
できる。
○他の強化繊維束（ガラス、アラミド等）にも対応できる。

提案技術のポイント 効果

新技術

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

有

従来技術
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亀裂が 

進展しにくい！ 

この間で 

き裂が拘束される 

層間はく離が発生しない 

積層板断面 

層厚さを薄くすることで、引張り、圧縮、 

疲労特性が大きく向上する 
太繊度炭素繊維束から薄層ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞｼｰﾄを 

作れるので、低コストと高性能の両立が可能 

擬似等方性積層板の引張り特性（CF/Epoxy） 擬似等方性積層板の圧縮特性（CF/Epoxy） 擬似等方性積層板の疲労特性（CF/Epoxy） 

航空機の設計ひず

層厚さ 0.0453mm   層厚さ 0.2718mm 層厚さ 0.2718mm  

層厚さ 0.1359mm  

層厚さ 0.0906mm  
層厚さ 0.0453mm  

層厚さ0.17㎜  
層厚さ0.057㎜  

 新しい擬似等方性薄層積層板
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問合せ先
部署・担当者 開発本部　技術開発部　新規要素開発課　課長　　兼岩　秀和

連絡先 TEL 0776-38-8060 E-mail h.kaneiwa@fukuvi.co.jp

ホームページ ［コーポレートサイト］http://www.fukuvi.co.jp/　　　　　　［技術情報サイト］http://www.jyushiseikei.jp/

認証取得 ISO９００１　/　ISO１４００１　/OHSAS１８００１

海外拠点 アメリカ、ベトナム（共に工場）21億9390 730（単体） 人

従来技術 新技術

所在地 〒

建築資材、産業資材、精密化工製品
企業概要

万円資本金・従業員数

生産品目 ハウスメーカー、自動車メーカー、弱電メーカー、等

本技術の活用例 自動車、産業機器、等の各種部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

提案1、２ともに開発段階です。ご要望に応じて、品質と生産性確立に向けた開発を進めてまいります。

・ターゲットアイテム、品質、コストイメージを持ち、炭素繊維複合材導入を積極的にお考えの企業様
・将来的な市場性、展開イメージをお持ちの企業様

福井県福井市三十八社町３３－６６９１８－８５８５

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

主要取引先

キーワード 炭素繊維、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、複合材、テープ、引抜、連続成形、軽量化、高強度

フクビ化学工業株式会社
テーマ 高強度！軽量化！連続成形炭素繊維複合材

有

提案技術のポイント 効果

　・　軽量かつ高強度！金属代替も狙えます！
　・　補強部材から意匠部材まで応用可能です！
　・　連続成形技術が得意！CFRTP-UDテープ、CFRP引抜成形材をご提案いたします！
　・　UDテープは使い方、アイデアにより様々な可能性を見出せます！

■部材の軽量化、高強度化
■積層構成により強度設計が可能
■炭素繊維による紫外線遮蔽効果に
より耐久性アップ

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況７５％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

企業・機関名

  車輛分野（自動車、バス、トラック、鉄道など）では 

鉄やアルミなどの金属素材を中心に各種部品へ使用さ 

れている。将来を見据えて環境性能を高めるため、低燃 

費、CO２排出量低減に向けた各種開発が進む中、車体 

の軽量化は必須であり、そのために素材の軽量化が検 

討されている。 

  しかし、鉄は高強度、高剛性だが重く、アルミは金属の 

中では軽量だが、強度、剛性ともに鉄には及ばない。 

  一方、樹脂はアルミよりもさらなる軽量化が図れるが、 

強度、剛性ともに金属には遠く及ばない。 

提案１ 炭素繊維／熱可塑性樹脂複合材 

「UDテープ」（CFRTP-UDテープ） 

一方向に引き揃えた炭素繊維に熱可塑性樹脂を含浸。 
様々な使い方ができ、熱可塑性樹脂の特徴を最大限  
に活かして二次成形が可能です！ 

積層 

二
次
賦
形
・
三
次
元
形
状マトリックス樹脂： PC、PA、PEI、PP、オレフィン、など 

仕様： 幅 40mm、厚み 200～250μm  

CFRTP-UD

テープ 

スリット 

＜現状＞ 

  金属  鉄 ： 高強度、高剛性、重い 

    アルミ ： 軽い、強度・剛性が低い 

  樹脂  軽い、強度・剛性が低い 

上記以外の樹脂、繊維、形状、 

仕様をご要望の際はご相談ください。  

提案２ 炭素繊維／熱硬化性樹脂 引抜成形材 

炭素繊維と熱硬化性樹脂を使用して一定断面形状の
部材を連続成形できます！ 

カット 
ランダムシート 

織物 

企業概要

所在地 〒 910-0102

問合せ先
部署・担当者 新産業創出研究部先端複合材料研究G　　川邊和正、笹山秀樹

連絡先 TEL 0776-55-0664 E-mail k-kawabe@fklab.fukui.fukui.jp

生産品目 主要取引先

ホームページ http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/

認証取得 日本、米国、中国、韓国、ヨーロッパ、特許取得

福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10

資本金・従業員数 万円 69 人 海外拠点

本技術の活用例
・航空機関連構造材料
・自動車関連構造材料
・大型機械関連構造材料
・スポーツ・レジャー関連

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・大型成形品の量産技術の開発が必要（開発中）
・さらなるコストダウンが必要
・当技術を活用するには、福井県の特許の実施許諾を得ること。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

キーワード 炭素繊維、開繊技術、プリプレグシート

福井県工業技術センター
テーマ 福井県独自の炭素繊維複合材料技術(薄層プリプレグシート）

企業・機関名

　

　炭素繊維やガラス繊維などの強化繊維束を連続して幅広く薄い状態にする技術「強
化繊維束の開繊技術（特許）」を開発し、薄層プリプレグシートの研究開発やその力学
的評価を行ってきた。
　薄層のプリプレグシートを用いることで従来の複合材料と比べて、さらに壊れにくいと
いう特徴があり、これにより航空機、自動車などの輸送用機器を軽量化することがで
き、燃費の向上、排出二酸化炭素の削減が可能になるものと期待される。

○破壊の原因となる層間はく離が極めて入りにくい。
○高い力学特性（引張り、圧縮、疲労特性等）を示す。
○熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂両方の樹脂に対応。
○比較的低コストの太繊度の炭素繊維束から作ることが
できる。
○他の強化繊維束（ガラス、アラミド等）にも対応できる。

提案技術のポイント 効果

新技術

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

有

従来技術
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亀裂が 

進展しにくい！ 

この間で 

き裂が拘束される 

層間はく離が発生しない 

積層板断面 

層厚さを薄くすることで、引張り、圧縮、 

疲労特性が大きく向上する 
太繊度炭素繊維束から薄層ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞｼｰﾄを 

作れるので、低コストと高性能の両立が可能 

擬似等方性積層板の引張り特性（CF/Epoxy） 擬似等方性積層板の圧縮特性（CF/Epoxy） 擬似等方性積層板の疲労特性（CF/Epoxy） 

航空機の設計ひず

層厚さ 0.0453mm   層厚さ 0.2718mm 層厚さ 0.2718mm  

層厚さ 0.1359mm  

層厚さ 0.0906mm  
層厚さ 0.0453mm  

層厚さ0.17㎜  
層厚さ0.057㎜  

 新しい擬似等方性薄層積層板
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キーワード 炭素繊維、面状発熱体

北陸エステアール協同組合
テーマ 炭素繊維を編んだ面状発熱体

企業・機関名

有

従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

・ニクロム線と比べ省エネ、屈曲性に優れる
・発熱量を柔軟に設計可能
・遠赤外線を放出

・30-50%の省エネ
・任意の最終製品形状に対応
・体に良いと言われる１０μ程度の
遠赤外線を放出

共同研究実施者とその役割 知的財産権

本技術の活用例 ・各種ヒーター類（座布団、敷布、融雪、カウンターヒーター、ベスト、床暖、車・電車用
椅子、ベスト、ひざ掛け、等々）

E-mail y.kawauchi@str.or.jp

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・安全回路の確立
・コントローラ

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

30 人

ファンデーション縫製加工、繊維素材・資材販売

海外拠点 中国（3工場）

主要取引先

新技術

・炭素繊維を編みこんだ発熱ネットを製品化可能な企業

富山県小矢部市矢水町355-1

資本金・従業員数 12,100 万円

花王、　伊藤忠商事

ホームページ http://www.str.or.jp/

企業概要

所在地 〒 932-0121

認証取得

問合せ先
部署・担当者 第3営業部　　河内　義郎

連絡先 TEL ０７６６－６１－４５４５

生産品目

5V,36.2℃ 

10V,52.9℃
0.17A, 

15V,81.8℃ 

20V,109.6℃0.37A,7.38

25V, 
159.4℃0.

Eclectir 

Heating 

Temp.29℃ 

炭素繊維を編みこんだ発熱ネット （特許：第５４３６４９１） 

炭素繊維を編み込んだ発熱ネット 

断線時の温度分布 

印加電圧と発熱温度の関係 

    【ニクロム線による発熱体】 

①従来品のニクロム線は低コストではあるが、

重く、屈曲に弱い 

②ニクロム線は１ケ所断線すると製品として機

能しない 

③低抵抗値のため、温度コントローラが不可欠

である 

②炭素繊維が部分断線しても格子状ネットゆえバイ
パス効果により機能喪失回避 

①非常に軽量で形状に自由度がある

③印加電圧により発熱温度が設定可能

【炭素繊維を編んだ面状発熱体】 
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・8exe(エイテックス）クイック成形が可能な熱可塑プリプレグシート
・Viro（バイロ）熱硬化樹脂プリプレグシート　　　　　　・開繊織物、プリプレグシート
・ポリアミド(ナイロン）,TPX（オレフイン系樹脂）、PC（ポリカボネート）、TPU（熱可塑ポリウレタン樹脂）等
始めポリイミド、ピーク等各種樹脂による機材提供が可。

軽量化：３０％以上可能
強度：700～900Mpa→
max.1300Mpa
成形時間：大幅な短縮が可能

開発進度
大阪大学（役割：先端複合材料損傷進展解析シミュレー
ション）京都工芸繊維大学（役割：先端複合材料:評価技
術）東京大学（役割：複合材料に関する技術・解析・分
析・評価）同志社大学(役割：複合材料に関する技術支
援、評価）、福井県工業技術センター（役割：開繊技
術）

共同研究実施者とその役割 知的財産権

有
　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　５月完了予定。進捗状況１００％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

新技術

http://www.maruhati.co.jp

先端複合材料、高圧容器、高機能フイルム

常務取締役　菅原寿秀

TEL ０７７６－６７－０８０８ E-mail toshi@maruhati.co.jp

主要取引先 大手商社、自動車航空関連企業、成型加工業者

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

福井県坂井市丸岡町玄女１２－１

8,000 万円 20 人

〒 ９１０－０２７６

海外拠点 なし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CFRP成形品を開発したい加工会社、先端複合材料を販売したい会社
・成型加工開発、ＣＦＲＰ製品設計・解析・評価技術、設備を有する大学等研究機関

本技術の活用例
・自動車のシャシーから、ボデイ、その他各種部材
・航空機の各種部材（開発中）、　電子機器部材（PC筐体、スマホ等携帯端末筐体、
ケース）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・熱可塑・熱硬化樹脂を含浸したプリプレグを開発。巾1,000ｍｍから、長さ1,000ｍまでの展開が可能
・開繊織物、UD　　＊熱可塑・熱硬化プリプレグ：UD、織物、テープ
・薄層・多軸・積層シート、ラミネート加工製品を提供

効果提案技術のポイント

丸八株式会社
テーマ

キーワード 軽量化、高強度、クイック成型、開繊　最先端複合材料のご提供

熱可塑樹脂、熱硬化樹脂プリプレグシート及び先端複合材料の実用化

企業・機関名

開繊シート、織物の商品群 

熱可塑プリプレグ 

熱硬化プリプレグ 

丸八㈱の製品 商標 

樹脂の種類 

機材の種類 

熱可塑・熱プリプレグの製品一覧 

キーワード 炭素繊維、面状発熱体

北陸エステアール協同組合
テーマ 炭素繊維を編んだ面状発熱体

企業・機関名

有

従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

・ニクロム線と比べ省エネ、屈曲性に優れる
・発熱量を柔軟に設計可能
・遠赤外線を放出

・30-50%の省エネ
・任意の最終製品形状に対応
・体に良いと言われる１０μ程度の
遠赤外線を放出

共同研究実施者とその役割 知的財産権

本技術の活用例 ・各種ヒーター類（座布団、敷布、融雪、カウンターヒーター、ベスト、床暖、車・電車用
椅子、ベスト、ひざ掛け、等々）

E-mail y.kawauchi@str.or.jp

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・安全回路の確立
・コントローラ

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

30 人

ファンデーション縫製加工、繊維素材・資材販売

海外拠点 中国（3工場）

主要取引先

新技術

・炭素繊維を編みこんだ発熱ネットを製品化可能な企業

富山県小矢部市矢水町355-1

資本金・従業員数 12,100 万円

花王、　伊藤忠商事

ホームページ http://www.str.or.jp/

企業概要

所在地 〒 932-0121

認証取得

問合せ先
部署・担当者 第3営業部　　河内　義郎

連絡先 TEL ０７６６－６１－４５４５

生産品目

5V,36.2℃ 

10V,52.9℃
0.17A, 

15V,81.8℃ 

20V,109.6℃0.37A,7.38

25V, 
159.4℃0.

Eclectir 

Heating 

Temp.29℃ 

炭素繊維を編みこんだ発熱ネット （特許：第５４３６４９１） 

炭素繊維を編み込んだ発熱ネット 

断線時の温度分布 

印加電圧と発熱温度の関係 

    【ニクロム線による発熱体】 

①従来品のニクロム線は低コストではあるが、

重く、屈曲に弱い 

②ニクロム線は１ケ所断線すると製品として機

能しない 

③低抵抗値のため、温度コントローラが不可欠

である 

②炭素繊維が部分断線しても格子状ネットゆえバイ
パス効果により機能喪失回避 

①非常に軽量で形状に自由度がある

③印加電圧により発熱温度が設定可能

【炭素繊維を編んだ面状発熱体】 
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キーワード ＳＭＣ、スタンパブルシート、プレス成形、CFRP

三菱レイヨン株式会社
テーマ ピッチ系炭素繊維成形材料によるＣＦＲＰの低コスト化、量産化の実現

企業・機関名

提案技術のポイント 効果
従来の連続繊維を使用したUDプリプレグに代わって、短繊維をランダム配向させたシート材料（熱硬
化：SMC、熱可塑：スタンパブルシート）をプレス成形することにより、安価かつ短時間で複雑形状の
成形が可能。
また、ピッチ系炭素繊維を採用することで、PAN系では実現できない、高剛性、高熱伝導、低熱膨張
を実現。

材料コスト　５０％超削減
成形時間：４ｈ → １０分（SMC)
　　　　　　　　　　　１分（スタンパブル）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２９年　３月完了予定。進捗状況８０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

（非公開） 有

従来技術 新技術

　【UDプリプレグのオートクレーブ成形】
　・UDプリプレグの材料コストが高い
　・積層設計で専門技術者の関与が必須
　・プリプレグのカット、積層で人手・コストがかかる
　・オートクレーブ成形は４ｈ以上、量産ができない

　【PAN系炭素繊維 使用】
　・弾性率　３０ＧＰａどまり
　・熱伝導率　１０Ｗ／ｍＫ以下
　・熱膨張率　３×１０－６℃-1

　【SMC, スタンパブルシートのプレス成形】
　・材料コストが安い
　・積層設計が不要、初心者でも取り組みやすい
　・材料を計量して金型に仕込むだけ
　・プレス成形は１～１０分程度、量産可能

　【ピッチ系炭素繊維 使用】
　・弾性率　５０ＧＰａ　アルミに匹敵
　・熱伝導率　５０Ｗ／ｍＫ

　・熱膨張率　１×１０－６℃-1

本技術の活用例 自動車、輸送、産業機械分野の各種部品への適用

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

初期試作・検討の低コスト化（含 金型コスト）、
材料の量産化とコストダウン、疲労などの設計上必要な各種データの蓄積

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

用途開発に際して、成形加工メーカー、自動車部品メーカー等 との連携が望ましい

ホームページ http://www.mrc.co.jp/dialead/

認証取得 　ISO 9001（製造工場として）

東京都千代田区丸の内１－１－１　パレスビル

資本金・従業員数 ５３２億２９百 万円 9,451 人 海外拠点 アメリカ、ドイツ、香港、上海
企業概要

所在地 〒 100-8252

問合せ先
部署・担当者 コンポジット製品事業部　ダイアリード・コンポジット部　戦略グループ　　　山下　雅、　村瀬　高

連絡先 TEL 050-3139－2903 E-mail yamashita.masashi@mc.mrc.co.jp

生産品目 炭素繊維、プリプレグ、CFRP、C/Cブレーキ 主要取引先 　（非公開）
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短繊維高弾性CFRPの比強度・比剛性（主要材料との比較）
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ピッチ系炭素繊維ダイアリードの繊維物性（従来材料比） 

複雑形状を短時間に一発で成形可能（切削加工簡略化） 
右：ＳＭＣ成形例   左：熱可塑成形例 

エンプラ、金属より優れた比強度・比剛性（重量当りの強度・剛性） 

金属に匹敵する高熱伝導、金属を上回る高寸法安定性 
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キーワード 開繊技術、熱可塑、薄層

株式会社ミツヤ
テーマ 低コストの薄層熱可塑性樹脂炭素繊維セミプレグシート

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・福井県特許の開繊技術を用い炭素繊維を薄く広げることで、熱可塑性樹脂炭素繊維セミプレ
グシートを高速で製造し、生産性を大幅に向上した技術。

コスト：５０％削減

開発進度 共同研究を実施している企業・大学等 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定）
　３．開発完了　段階　（平成２６年　９月完了）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

福井県工業技術センター 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・航空機のエンジン部品
・自動車部品

技術課題 ・現在は、試作機の段階であるため、量産対応には設備の導入が必要。量産設備で
は、さらに生産性の向上が見込まれる。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・自社成型技術を有する企業

ホームページ http://www.e-mitsuya.jp/

認証取得 ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１

福井県福井市山室町６９号１番地

資本金・従業員数 30,710 万円 162 人 海外拠点 香港
企業概要

所在地 〒 ９１０－０１０８

問合せ先
部署・担当者 複合材事業部　今田

連絡先 TEL ０７７６－５５－２２１０ E-mail mitsuya-cf@e-mitsuya.jp

生産品目 製織、染色加工、複合材料の製造 主要取引先 東レ(株)、旭化成(株)、帝人(株)、

・高粘度の熱可塑性樹脂を含侵し

た炭素繊維シートは、高コスト 
・開繊技術を用いた薄層熱可塑性

樹脂炭素繊維シートを高速で製造

する技術によって、大幅な低コスト

化を実現したシート 

キーワード ＳＭＣ、スタンパブルシート、プレス成形、CFRP

三菱レイヨン株式会社
テーマ ピッチ系炭素繊維成形材料によるＣＦＲＰの低コスト化、量産化の実現

企業・機関名

提案技術のポイント 効果
従来の連続繊維を使用したUDプリプレグに代わって、短繊維をランダム配向させたシート材料（熱硬
化：SMC、熱可塑：スタンパブルシート）をプレス成形することにより、安価かつ短時間で複雑形状の
成形が可能。
また、ピッチ系炭素繊維を採用することで、PAN系では実現できない、高剛性、高熱伝導、低熱膨張
を実現。

材料コスト　５０％超削減
成形時間：４ｈ → １０分（SMC)
　　　　　　　　　　　１分（スタンパブル）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２９年　３月完了予定。進捗状況８０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

（非公開） 有

従来技術 新技術

　【UDプリプレグのオートクレーブ成形】
　・UDプリプレグの材料コストが高い
　・積層設計で専門技術者の関与が必須
　・プリプレグのカット、積層で人手・コストがかかる
　・オートクレーブ成形は４ｈ以上、量産ができない

　【PAN系炭素繊維 使用】
　・弾性率　３０ＧＰａどまり
　・熱伝導率　１０Ｗ／ｍＫ以下
　・熱膨張率　３×１０－６℃-1

　【SMC, スタンパブルシートのプレス成形】
　・材料コストが安い
　・積層設計が不要、初心者でも取り組みやすい
　・材料を計量して金型に仕込むだけ
　・プレス成形は１～１０分程度、量産可能

　【ピッチ系炭素繊維 使用】
　・弾性率　５０ＧＰａ　アルミに匹敵
　・熱伝導率　５０Ｗ／ｍＫ

　・熱膨張率　１×１０－６℃-1

本技術の活用例 自動車、輸送、産業機械分野の各種部品への適用

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

初期試作・検討の低コスト化（含 金型コスト）、
材料の量産化とコストダウン、疲労などの設計上必要な各種データの蓄積

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

用途開発に際して、成形加工メーカー、自動車部品メーカー等 との連携が望ましい

ホームページ http://www.mrc.co.jp/dialead/

認証取得 　ISO 9001（製造工場として）

東京都千代田区丸の内１－１－１　パレスビル

資本金・従業員数 ５３２億２９百 万円 9,451 人 海外拠点 アメリカ、ドイツ、香港、上海
企業概要

所在地 〒 100-8252

問合せ先
部署・担当者 コンポジット製品事業部　ダイアリード・コンポジット部　戦略グループ　　　山下　雅、　村瀬　高

連絡先 TEL 050-3139－2903 E-mail yamashita.masashi@mc.mrc.co.jp

生産品目 炭素繊維、プリプレグ、CFRP、C/Cブレーキ 主要取引先 　（非公開）
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複雑形状を短時間に一発で成形可能（切削加工簡略化） 
右：ＳＭＣ成形例   左：熱可塑成形例 

エンプラ、金属より優れた比強度・比剛性（重量当りの強度・剛性） 

金属に匹敵する高熱伝導、金属を上回る高寸法安定性 





設計・CAE・試作
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キーワード CFRP　革新構造

川崎重工業株式会社
テーマ 新世代鉄道車両台車＜efWING＞

提案技術のポイント 効果

・従来の鉄道車両台車構造を刷新し、走行時の安全性を向上
・台車枠の一部とバネ部を一体化しCFRPを採用することで軽量化

・軽量化
・安全性向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　　　　　　自社技術 有

従来技術 新技術

鉄道車両における台車

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

使用用途は鉄道車両台車に限定

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

鉄道事業者

主要取引先 鉄道事業者、航空機メーカー、官公庁など

ホームページ http://www.khi.co.jp

認証取得 ISO　9001　ISO　14001

問合せ先
部署・担当者 車両カンパニー　技術本部　台車設計部　西村　武宏

連絡先 TEL 078-682-3041 E-mail nishimura_take@khi.co.jp

企業概要

所在地 〒 652-0884

企業・機関名

生産品目 鉄道車両、航空機、モーターサイクル、船舶等

兵庫県神戸市和田山通り2丁目1番18号

資本金・従業員数 10,448,400 万円 35,471 人 海外拠点 米国、欧州、アジア等

本技術の活用例

押し上げ 

輪重抜け 

レール 

進行方向 

従来台車 レール 

進行方向 

レール 

新型台車 

押し上げ 

押し下げ 

・走行時における輪重抜けの発生 

・シーソー運動による輪重抜け量 
 の低減（安全性向上) 

新世代鉄道車両台車＜efWING※＞ 
※ ｅnvironmentally ｆriendly Weight-Saving Innovative New Generation Truck 

CFRPバネ 
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本技術の活用例 ・FRP製品の成形シミュレーション
・複合材料の設計

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・実機製品に対する精度向上、操作性向上

企業・機関名

効果提案技術のポイント

サイバネットシステム株式会社
テーマ

キーワード 射出成形、含浸成形、プレス成形、数値材料試験、連続/不連続繊維

統合CAE環境で実現するCFRP成形シミュレーション（射出、含浸、プレス）

・成形プロセスにおける複雑かつ異なる物理現象の解析操作を、統合環境下にて簡易に実現可能
・数値材料試験シミュレーションを活用することにより、設計の繰り返し、試行錯誤を効果的、効率的に
実現

〒 １０１－００２２

海外拠点 中国、韓国、台湾、米国、カナダ、欧州

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CAEシミュレーションを活かしてCFRP製品設計、材料設計の開発期間短縮、効率化
に興味を持つ企業

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

東京都千代田区神田練塀町３番地　富士ソフトビル

99,500 万円 534（連結） 人

http://www.cybernet.co.jp/

コンピュータソフトウェア、ソリューションサービス

ISO 27001

メカニカルCAE事業部/ソリューション開発部部長　　秋山　誠

TEL ０３－５２９７－３２４４ E-mail ftoaki3@cybernet.co.jp

主要取引先 非開示

試作レス
設計変数（パラメータ）スタディによ
る開発期間短縮

開発進度

自社技術

共同研究実施者とその役割 知的財産権

有
　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　27年　3月完了予定。進捗状況　70％）
　３．開発完了　段階　（平成26年　　12月完了予定。進捗状況　　90％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

統合環境下で実施可能な材料設計＆CFRP成形シミュレーション 

RTM成形解析フロー 
RTM成形解析統合環境 

高精度賦形予測のためのせん断ロッキング解析 

Multiscale.Sim 
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企業概要

所在地 〒 〒460-0003

問合せ先
部署・担当者 第3技術部　　グローバル技術課　　澤田 祥平

連絡先 TEL 052-569-5550 E-mail shohei-sawada@dse-corp.co.jp 

生産品目 エンジニアリング派遣、 主要取引先 トヨタ自動車株式会社、三菱重工業株式会社など

ホームページ http://www.dse-corp.co.jp/

認証取得 ISO 9001:2008

名古屋市中区錦一丁目16番20号グリーンビル４階

資本金・従業員数 9,000 万円 612（2015/4月） 人 海外拠点 タイ

本技術の活用例 圧縮成形による製品の不良についてModlex3Dの繊維配向解析によって原因を予測し、改善策を提案。

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・RTM成形シミュレーションを次バージョンでリリース予定
・実際に現場で使用する樹脂材料での解析が可能

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・圧縮成形製品開発、金型設計メーカー
・樹脂材料メーカー
・圧縮成型機を有する大学等研究機関

提案技術のポイント 効果

・樹脂流動を3Dでシミュレーション
・発生する問題(ひけ、ショートショット、充填バランスなど)を事前に把握し改善
・特許取得の繊維配向解析で、高精度に繊維方向・繊維長さをシミュレーション
・マッピングにより構造解析ソフトウェアへ伝達

・成形条件の最適化
・実試験のトライアンドエラー削減
・製品化サイクルを向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

客先は秘： 有

従来技術 新技術

キーワード CAE、圧縮成形、成形条件最適化、樹脂

株式会社第一システムエンジニアリング
テーマ 樹脂流動解析ソフトウェアMoldex3Dを使った圧縮成形シミュレーション

企業・機関名

流動シミュレーション 

自動車ボンネット形状の圧縮成形流動シミュレーション。 
未充填部分の予測。材料形状・配置を変えることで変化する必要 

反り変形量のシミュレーションが可能。 

反り変形量予測 

繊維配向性予測 

繊維入り樹脂の場合、その配向性を予測 
長繊維、短繊維共に解析可能 

※数値が高いほど繊維がそ

の向きを向いている確率が

高いことを示す 

※型取出し時の変形解析結

樹脂流動解析後に構造解析へとマッピング可能なため、

樹脂流動による複雑な異方性材料データを構造解析の 

材料データとして使用可能 

未充填部分 

未充填部分 

本技術の活用例 ・FRP製品の成形シミュレーション
・複合材料の設計

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・実機製品に対する精度向上、操作性向上

企業・機関名

効果提案技術のポイント

サイバネットシステム株式会社
テーマ

キーワード 射出成形、含浸成形、プレス成形、数値材料試験、連続/不連続繊維

統合CAE環境で実現するCFRP成形シミュレーション（射出、含浸、プレス）

・成形プロセスにおける複雑かつ異なる物理現象の解析操作を、統合環境下にて簡易に実現可能
・数値材料試験シミュレーションを活用することにより、設計の繰り返し、試行錯誤を効果的、効率的に
実現

〒 １０１－００２２

海外拠点 中国、韓国、台湾、米国、カナダ、欧州

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CAEシミュレーションを活かしてCFRP製品設計、材料設計の開発期間短縮、効率化
に興味を持つ企業

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

東京都千代田区神田練塀町３番地　富士ソフトビル

99,500 万円 534（連結） 人

http://www.cybernet.co.jp/

コンピュータソフトウェア、ソリューションサービス

ISO 27001

メカニカルCAE事業部/ソリューション開発部部長　　秋山　誠

TEL ０３－５２９７－３２４４ E-mail ftoaki3@cybernet.co.jp

主要取引先 非開示

試作レス
設計変数（パラメータ）スタディによ
る開発期間短縮

開発進度

自社技術

共同研究実施者とその役割 知的財産権

有
　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　27年　3月完了予定。進捗状況　70％）
　３．開発完了　段階　（平成26年　　12月完了予定。進捗状況　　90％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

統合環境下で実施可能な材料設計＆CFRP成形シミュレーション 

RTM成形解析フロー 
RTM成形解析統合環境 

高精度賦形予測のためのせん断ロッキング解析 

Multiscale.Sim 
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企業概要

所在地 〒 〒460-0003

問合せ先
部署・担当者 第3技術部　　グローバル技術課　　澤田 祥平

連絡先 TEL 052-569-5550 E-mail shohei-sawada@dse-corp.co.jp 

生産品目 エンジニアリング派遣、 主要取引先 トヨタ自動車株式会社、三菱重工業株式会社など

ホームページ http://www.dse-corp.co.jp/

認証取得 ISO 9001:2008

名古屋市中区錦一丁目16番20号グリーンビル４階

資本金・従業員数 9,000 万円 612（2015/4月） 人 海外拠点 タイ

本技術の活用例 成形した製品にボイドが発生した製品をシミュレーションし、体積収縮率を減少させる成形条件をシミュ
レーションで見つけ出し、成形品不良を改善した。

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・RTM成形シミュレーションを次バージョンでリリース予定
・実際に現場で使用する樹脂材料での解析が可能

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・射出成形製品開発、金型設計
・樹脂材料メーカー
・射出成型機を有する大学等研究機関

提案技術のポイント 効果

・樹脂流動を3Dでシミュレーション
・発生する問題(ひけ、ショートショット、充填バランスなど)を事前に把握し改善
・特許取得の繊維配向解析で、高精度に繊維方向・繊維長さをシミュレーション
・マッピングにより構造解析ソフトウェアへ伝達

・成形条件の最適化
・実試験のトライアンドエラー削減
・製品化サイクルを向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

客先は秘：流動解析による繊維配向予測。その後の構造
解析で繊維配向による異方性材料データをマッピングし
異方性材料の構造解析を実施

有

従来技術 新技術

キーワード CAE、射出成形、成形条件最適化、樹脂、成型不良改善

株式会社第一システムエンジニアリング
テーマ 樹脂流動解析ソフトウェアMoldex3Dを使った射出成形シミュレーション

企業・機関名

流動シミュレーション 

ウェルドラインの予測。キャビティ内で樹脂の流れがぶ

つかる部分をウェルドラインとして表示。 

キャビティ内の樹脂温度を時刻歴で表示可能 

内部樹脂温度を表示 

繊維配向予測 

スプルー入口からキャビティ内部まで流動解析をすること

で、製品内の繊維配向を高精度に予測。 

※冷却工程終了

※カラーバーの数値が大きいほど繊維がその方向を向い

ている確率が高いことを示す。 

ゲート付近拡大図 
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多摩川精機株式会社
テーマ 旋回駆動安定台の軽量化

キーワード 旋回台、監視装置、軽量化

従来技術 新技術

開発進度

提案技術のポイント 効果

現行材質（アルミニウム合金）と同等の強度を確保しながら、炭素繊維で軽量化を図る。

強度は同等を確保
部品質量は４０％減効果あり
ただし、周辺搭載部品の形状の制
約等から、全体としては5％の削減
のみ

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

機密性が高いことから、提示できません。 無

本技術の活用例 監視用途駆動安定台のジンバル部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

航空機搭載用　監視用途駆動安定台への展開
設計、評価手法の確立が必要

ホームページ http://www.tamagawa-seiki.co.jp/jpn/japan/index.html

認証取得
ISO/TS16949(自動車産業）、JISQ9100（航空宇宙産業）、ISO9001（品質マネジメントシステム）、ISO14001（環境マネ
ジメントシステム）、ISO17025（角度校正事業）

650 人 海外拠点

部署・担当者 スペーストロニックス研究所　ATLAS開発センター　北村宏樹

連絡先 TEL 0265-34-7814

香港、中国、シンガポール、ドイツ

主要取引先 MHI、KHI、FHI、三菱電機、NEC,東芝他

10,000 万円

企業・機関名

E-mail hiroki-kitamura@tamagawa-seiki.co.jp

企業概要

所在地 〒 395-8515

生産品目 ﾓｰﾀ、角度検出器、ﾚｰﾄｾﾝｻ及びその応用製品

長野県飯田市大休1879番地

資本金・従業員数

問合せ先

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

製造方法を考慮した設計手法、最適化設計に対し、知見を有する機関

製品自体の全体構成は、機密性が高いことから、提示不可 

質量：４２９ｇ 
質量：１７５ｇ  
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製
品
設
計

キーワード CFRP強度計算、FEM、構造解析

株式会社テクノソルバ
テーマ 複合材設計に欠かせない強度評価を支援するソフトウェアを開発・販売　　

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

宇宙開発をベースとする複合材設計の経験をもとに、金属などの等方性材料はもちろんのこと、異方
性材料やそれを積層した積層板、さらにはハニカムパネル（ハニカムコアと両表面の薄板によるサン
ドイッチ構造）の強度評価を効率的に実施する。

・複合材料設計の効率化
・複合材料部品の品質向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・人工衛星の構体
・産業用ロボットのCFRP部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・汎用構造解析ソフトNASTRANおよび、プリ・ポストソフトFemapを保有することを前提とする。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CAEベンダー
・CFRP材料メーカー

ホームページ 　http://www.techsol.jp/

認証取得

神奈川県藤沢市湘南台2-7-9　ナリタビル202

資本金・従業員数 1,000 万円 9 人 海外拠点
企業概要

所在地 〒 252-0804

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　中村和行

連絡先 TEL 0466-42-6653 E-mail contact@techsol.jp

生産品目 受託解析、コンサルティング、ソフトウェア開発 主要取引先

炭素繊維強化プラスチック (CFRP) 積層板や

ハニカムパネルは、強度評価が複雑で計算量

が膨大 

 【強度評価統合ツールIOSET】 
 
 汎用構造解析ソフト NASTRAN の解析結果を

もとに強度評価を行い、汎用プリ・ポストソフト

ウェア Femap で 結果を表示 

 

  CFRP積層板の材料破壊やハニカムパネルの

ローカルな座屈、コアのせん断破壊に対する強

度も評価可能 

 

 航空宇宙業界の強度評価指標 （ 安全余裕、

Margins of Safety : MS ） に対応 
 表面板 

接着剤 
ハニカムコア 

複雑な複合材強度評価の作業を統合化 

ローカルな座屈 

 

 

 

コアのせん断破壊    

 積層される各層ごとに積層角度と許容応

力を考慮した強度評価が必要（Tsai-Wuの

破壊則） 
 

 周波数応答解析では加振に対する応答の

位相角を考慮するため計算量が膨大 
 

 ハニカムパネルでは材料破壊以外の評価

も必要 



キーワード CFRP強度計算、FEM、構造解析

株式会社テクノソルバ
テーマ 複合材設計に欠かせない強度評価を支援するソフトウェアを開発・販売　　

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

宇宙開発をベースとする複合材設計の経験をもとに、金属などの等方性材料はもちろんのこと、異方
性材料やそれを積層した積層板、さらにはハニカムパネル（ハニカムコアと両表面の薄板によるサン
ドイッチ構造）の強度評価を効率的に実施する。

・複合材料設計の効率化
・複合材料部品の品質向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・人工衛星の構体
・産業用ロボットのCFRP部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・汎用構造解析ソフトNASTRANおよび、プリ・ポストソフトFemapを保有することを前提とする。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CAEベンダー
・CFRP材料メーカー

ホームページ 　http://www.techsol.jp/

認証取得

神奈川県藤沢市湘南台2-7-9　ナリタビル202

資本金・従業員数 1,000 万円 9 人 海外拠点
企業概要

所在地 〒 252-0804

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　中村和行

連絡先 TEL 0466-42-6653 E-mail contact@techsol.jp

生産品目 受託解析、コンサルティング、ソフトウェア開発 主要取引先

炭素繊維強化プラスチック (CFRP) 積層板や

ハニカムパネルは、強度評価が複雑で計算量

が膨大 

 【強度評価統合ツールIOSET】 
 
 汎用構造解析ソフト NASTRAN の解析結果を

もとに強度評価を行い、汎用プリ・ポストソフト

ウェア Femap で 結果を表示 

 

  CFRP積層板の材料破壊やハニカムパネルの

ローカルな座屈、コアのせん断破壊に対する強

度も評価可能 

 

 航空宇宙業界の強度評価指標 （ 安全余裕、

Margins of Safety : MS ） に対応 
 表面板 

接着剤 
ハニカムコア 

複雑な複合材強度評価の作業を統合化 

ローカルな座屈 

 

 

 

コアのせん断破壊    

 積層される各層ごとに積層角度と許容応

力を考慮した強度評価が必要（Tsai-Wuの

破壊則） 
 

 周波数応答解析では加振に対する応答の

位相角を考慮するため計算量が膨大 
 

 ハニカムパネルでは材料破壊以外の評価

も必要 

成形・加工
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成
形

キーワード 解析、熱可塑性CFRP、金型、成形、塗装

株式会社アーク
テーマ 熱可塑性CFRPのプレス成形に関するトータルサービス

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２９年　３月完了予定。進捗状況　30％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

・解析から小ロット生産までの新製品開発サポート
トータルサービスによる開発期間
短縮

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

軽量化が期待される自動車部品等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・現状、対応可能な成形サイズは600㎜角以下
・CFRTPにおける衝突・振動等に関わる解析技術・材料データの構築

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・材料メーカー、装置メーカー
・複合材料評価技術を有する大学、研究・試験機関

主要取引先 非公表

ホームページ http://www.arrk.co.jp/

認証取得 ISO9001 ISO14001

問合せ先
部署・担当者 CFRP事業推進室　板東十三夫

連絡先 TEL 048-458-5055 E-mail t_bandou@arrk.co.jp

企業概要

所在地 〒 541-0054

企業・機関名

生産品目 新製品開発に関するトータルサービス

大阪府大阪市中央区南本町2丁目2番9号　辰野南本町ビル10階

資本金・従業員数 20 億円 3,272 人 海外拠点 北米・中国・ASEAN・欧州

本技術の活用例

Secondary 
Treatment 

CAE 
 Simulation 

CFRP 

CAE 
 Simulation 

Secondary 
Treatment 

CFRPの塗装技術

CFRPの塗装技術

国内における 
CFRTPプレス成形技術 

CFRPの加工技術 
オートクレーブ、RTM 

衝突・振動等に関わる解析技術・材料データ

CFRTP 

衝突・振動等に関わる解析技術 

従来から強みとしている技術 
CFRPに関するトータルサービス 

【CFRTPの開発にあたっての強み】 
① 既存のプレス設備
② CFRPの解析技術
③ 自動車試作開発支援の実績

新たな強みとして期待される技術 
CFRPTプレス成形に関するトータルサービス 

CFRPに関するトータルサービスと板金での新車開発サ
ポート(設計データへの生産性織りこみから車体アッセ
ンブリ・フレームアッセンブリ製作まで)を融合し、
CFRTPのトータルサービス提供を実現。 

【ドイツ研究機関との連携】 
① ICC
② Fraunhofer
③ M・A・I CARBON
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成
形

キーワード 　高温・柔軟・粘着物搬送，熱マネジメント

株式会社IHI
テーマ スタンパブルシート成形（ハイサイクル成形）システム

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

加熱スタンパブルシート搬送技術を基軸に，ハイサイクル成形システムの実現を目指す。
ハイサイクル成形による量産化の
実現

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

なし 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 熱可塑CFRP部品の量産

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　 ％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況　80 ％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　 　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜技術課題＞　　　　加熱基材の搬送時の温度マネジメント，　連続生産（量産）を考慮した機器の選定
＜ビジネスプラン＞　スタンパブルシートを用いた熱可塑CFRP成形システムの提供，ハイサイクル対応

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

スタンパブルシート製造メーカー，搬送用グリップ（機器）製造メーカー

ホームページ http://www.ihi.co.jp/

認証取得

東京都江東区豊洲三丁目１－１　豊洲ＩＨＩビル

資本金・従業員数
企業概要

所在地 〒 135-8710

問合せ先
部署・担当者 （株）IHI物流産業システム　事業開発部　大庭

連絡先 TEL 03－6204－8171

1,071億円 8,311 人 海外拠点 欧州、アジア等

E-mail ohniwa@ilm.ihi.co.jp

生産品目 航空・宇宙・防衛、産業システム・汎用機械等 主要取引先 航空、電力、インフラ、自動車関連メーカー等

スタンパブルシート成形（ハイサイクル成形） 
  システム 

・基材（スタンパブルシート）が未だ多く流通しておらず，量産化 
は実施されていない。 

高温・柔軟・粘着物搬送技術を基軸とした 

ハイサイクル成形システムを開発中 
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成
形

キーワード 熱可塑CFRP部品製造の自動化

株式会社IHI
テーマ 熱可塑型成形システム

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

熱可塑UDプリプレグから，CFRP部品を製造する一貫ラインの提供
一貫生産の実現
量産化
品質安定化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

なし 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 熱可塑CFRP部品の量産

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜制約＞　材料の熱可塑CFRPプリプレグの入手性がよくない（流通していない）
＜ビジネスプラン＞　材料メーカーとタイアップしての製造ライン提供

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

量産を検討しているエンドユーザー、個別装置メーカー

ホームページ http://www.ihi.co.jp/

認証取得

東京都江東区豊洲三丁目１－１　豊洲ＩＨＩビル

資本金・従業員数
企業概要

所在地 〒 135-8710

問合せ先
部署・担当者 （株）IHI物流産業システム　事業開発部　大庭

連絡先 TEL 03－6204－8171

1,071億円 8,311 人 海外拠点 欧州、アジア等

E-mail ohniwa@ilm.ihi.co.jp

生産品目 航空・宇宙・防衛、産業システム・汎用機械等 主要取引先 航空、電力、インフラ、自動車関連メーカー等

・手作業によるプリプレグカット，積層，プリフォーム挿入 

・スタンドアローン装置によるセル生産方式 

または 

熱可塑型成形システム 

キーワード 　高温・柔軟・粘着物搬送，熱マネジメント

株式会社IHI
テーマ スタンパブルシート成形（ハイサイクル成形）システム

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

加熱スタンパブルシート搬送技術を基軸に，ハイサイクル成形システムの実現を目指す。
ハイサイクル成形による量産化の
実現

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

なし 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 熱可塑CFRP部品の量産

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　 ％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況　80 ％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　 　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜技術課題＞　　　　加熱基材の搬送時の温度マネジメント，　連続生産（量産）を考慮した機器の選定
＜ビジネスプラン＞　スタンパブルシートを用いた熱可塑CFRP成形システムの提供，ハイサイクル対応

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

スタンパブルシート製造メーカー，搬送用グリップ（機器）製造メーカー

ホームページ http://www.ihi.co.jp/

認証取得

東京都江東区豊洲三丁目１－１　豊洲ＩＨＩビル

資本金・従業員数
企業概要

所在地 〒 135-8710

問合せ先
部署・担当者 （株）IHI物流産業システム　事業開発部　大庭

連絡先 TEL 03－6204－8171

1,071億円 8,311 人 海外拠点 欧州、アジア等

E-mail ohniwa@ilm.ihi.co.jp

生産品目 航空・宇宙・防衛、産業システム・汎用機械等 主要取引先 航空、電力、インフラ、自動車関連メーカー等

スタンパブルシート成形（ハイサイクル成形） 
  システム 

・基材（スタンパブルシート）が未だ多く流通しておらず，量産化 
は実施されていない。 

高温・柔軟・粘着物搬送技術を基軸とした 

ハイサイクル成形システムを開発中 
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キーワード 予備加熱、中赤外線ヒーター、シート温度制御

株式会社　浅野研究所
テーマ 高応答IRヒーターを用いた CFRTPシートの加熱

ヒーター温度が低い場合、シート表面が設定温度に達する時間（＝加熱時
間）は長く、生産サイクルを縮めることが難しいものの、シート表面の過加熱
が抑制され、シート表面と内部の温度差は少なくなる。

ヒーター温度が高い場合、シート表面が設定温度に達する時間（＝加熱時
間）は短いが、シート表面と内部の温度な差が生じたままである。
シート内部の温度が上昇するまで加熱を継続するとシート表面が過加熱に
よりダメージを受け易い。
特に近赤外線ヒーターでは発生しやすい事象である。

応答性の高い中赤外線ヒーターとシート表面温度を計測するセンサーを用
い、シート表面温度でヒーター温度を制御することで、シート表面の過加熱を
抑えながら、シート内部まで速やかに加熱する。

提案技術のポイント 効果
炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）シートの予備加熱においてシート温度でヒーター温度制
御を行うことにより
１．オーバーシュートによるシート過加熱を抑制することでシートの損傷低減
２．シート厚み方向の均等な温度分布
３．加熱時間を短縮

１．品質向上
２．成形性向上
３．サイクル短縮

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　自社技術 有

従来技術 新技術

炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）を用いた自動車部品や航空機部品の軽量化

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・　予備加熱時間の短縮を目指す
・　過加熱抑制制御のフルオート化

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

装置メーカー、研究機関

主要取引先 第一実業株式会社

ホームページ http://www.asano-lab.co.jp/

認証取得 なし

問合せ先
部署・担当者 企画開発部　企画開発課　課長　宇佐美秀樹

連絡先 TEL 0561-38-6827 E-mail hdusami@asano-lab.co.jp

企業概要

所在地 〒 470-0151

企業・機関名

生産品目 圧空・真空成形機及び関連機器

愛知県愛知郡東郷町諸輪北山158

資本金・従業員数 54,685 万円 112 人 海外拠点 なし

本技術の活用例
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海外拠点

国内外の自動車および自動車部品メーカーなど

問合せ先
部署・担当者 プレス研削事業部　営業部　山本　一

連絡先 TEL 0463-96-3351 E-mail h.yamamoto@amada.co.jp

ホームページ http://www.amt.amada.co.jp/

認証取得 ISO9001

北米、欧州、中国、アジア

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

特になし

企業概要

所在地

主要取引先

万円 748

〒 259-1196

生産品目 切削機械器具、工作機械器具、プレス機械器具の開発・製造・販売サービス

神奈川県伊勢原市石田200

資本金・従業員数 40,000 人

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

サーボプレスのモーション加工中に、CFRPの摩耗粉が金型内に堆積するため、加工ごとにエアーブローが必要と
なる。CFRPの量産加工技術としては、生産性、金型寿命ともに期待できる。

穴あけ、絞り形状製品のフランジトリムなど、せん断加工全般本技術の活用例

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成27年11月完了。進捗状況90％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

丸忠デジタル株式会社（熱硬化性用金型）
協栄プリント技研株式会社（熱可塑性用金型）
株式会社阪口製作所（加工技術研究）

無

提案技術のポイント 効果

従来のプレス打ち抜き技術を用いてせん断加工を行うと断面が荒れ、繊維が毛羽立ってしまうが、
CFRP切断用金型と、サーボプレスのソフトコイニングモーションを活用することで、切断面にシェービ
ング効果が得られ、切断面の毛羽立ちがなくなり、断面もクリーンカットが可能となる。

・切断面の品質安定
・熱可塑性用金型寿命の向上
→30倍

従来技術 新技術

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

株式会社アマダマシンツール
テーマ サーボプレスを活用したCFRP打ち抜き（～2.0㎜）による、切断面の品質向上と成形時間短縮

企業・機関名

キーワード 量産加工技術、サーボプレスモーションコントロール技術、プレスと金型の相乗効果、CFRP

【熱硬化性樹脂 ｔ=2.0㎜】 

汎用プレスマシンによるクランクモーション打ち抜

【熱硬化性樹脂 ｔ=0.8㎜】 

汎用プレスマシンによるクランクモーション打ち抜き 

パンチ寿命1,000ショット パンチ寿命30,000ショッ

キーワード 予備加熱、中赤外線ヒーター、シート温度制御

株式会社　浅野研究所
テーマ 高応答IRヒーターを用いた CFRTPシートの加熱

ヒーター温度が低い場合、シート表面が設定温度に達する時間（＝加熱時
間）は長く、生産サイクルを縮めることが難しいものの、シート表面の過加熱
が抑制され、シート表面と内部の温度差は少なくなる。

ヒーター温度が高い場合、シート表面が設定温度に達する時間（＝加熱時
間）は短いが、シート表面と内部の温度な差が生じたままである。
シート内部の温度が上昇するまで加熱を継続するとシート表面が過加熱に
よりダメージを受け易い。
特に近赤外線ヒーターでは発生しやすい事象である。

応答性の高い中赤外線ヒーターとシート表面温度を計測するセンサーを用
い、シート表面温度でヒーター温度を制御することで、シート表面の過加熱を
抑えながら、シート内部まで速やかに加熱する。

提案技術のポイント 効果
炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）シートの予備加熱においてシート温度でヒーター温度制
御を行うことにより
１．オーバーシュートによるシート過加熱を抑制することでシートの損傷低減
２．シート厚み方向の均等な温度分布
３．加熱時間を短縮

１．品質向上
２．成形性向上
３．サイクル短縮

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　自社技術 有

従来技術 新技術

炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）を用いた自動車部品や航空機部品の軽量化

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・　予備加熱時間の短縮を目指す
・　過加熱抑制制御のフルオート化

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

装置メーカー、研究機関

主要取引先 第一実業株式会社

ホームページ http://www.asano-lab.co.jp/

認証取得 なし

問合せ先
部署・担当者 企画開発部　企画開発課　課長　宇佐美秀樹

連絡先 TEL 0561-38-6827 E-mail hdusami@asano-lab.co.jp

企業概要

所在地 〒 470-0151

企業・機関名

生産品目 圧空・真空成形機及び関連機器

愛知県愛知郡東郷町諸輪北山158

資本金・従業員数 54,685 万円 112 人 海外拠点 なし

本技術の活用例
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金型裏面に銅配管を取付け型を温めておりました。その為下記の懸念がありました。

　①　銅配管を手作業にて曲げて取り付けていた為、設計通りの配管ﾋﾟｯﾁでの配管設置にムラが発生する
可能性が有ります。 ①　電鋳加工により製品面を形成後、製品形状に沿って水孔を機械加工を行っています。

　　　その為、従来のような銅配管のﾋﾟｯﾁのムラは解消されます。

　②　銅配管を曲げて設置するさいに、曲げる最少の数値よりも金型製品形状の方が小さな場合下記の図に ②　加熱冷却用の水孔を電鋳加工によりつくるため、銅配管で形状に沿わす事が出来ない部位を
   ありますように銅配管と金型との間に隙間が出来てしまいます。　　　   解消出来ます。 

③　　水孔を電鋳加工によりつくるため、任意の形状・深さで製作する為、製品形状に近い部位に設置が
        可能となり、金型を均一に素早く加熱出来ます。

　③　下記の図に示しますように、銅配管と金型との接している点が少ない為、熱の伝導性に欠けます。

水孔をﾆｯｹﾙ電鋳層内に設けた、サンプル写真

キーワード ハイサイクル成形金型

株式会社イケックス工業
テーマ VaRTM成形金型

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

金型製品形状に沿ったニッケル層内に水孔の設置
成形サイクルの短縮
加熱用設備が不要

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況  ％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 出願中

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車・航空機関連の複合材成形用金型

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

自動車・航空機関連の複合材成形に携わっている企業様への金型供給

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

複合材成形をされている又は行っていこうとしています企業様

ホームページ  http://www.ikex.co.jp/ 

認証取得 ISO9001、AS9100  、ISO14001、OHSAS 18001

愛知県春日井市御幸町1-3-1

資本金・従業員数 7,000 万円 250 人 海外拠点 中国
企業概要

所在地 〒 486-8567

問合せ先
部署・担当者 電鋳金型事業部　営業部　橋爪　秀樹

連絡先 TEL 0568-33-4111 E-mail  hid-hashidume@ikex.co.jp

生産品目 金型製造、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形・メッキ・塗装 主要取引先 自動車、航空機、住宅設備関連企業

改良点 

銅配管 

手作業で配管を設置しておりますので、設計上50ｍｍﾋﾟｯﾁとあった場合数ミリの誤差が生じる事があります。 

配管ﾋﾟｯﾁ 50mm 

銅配管が球形状の為、金型との接する面が小さい 

水孔 

銅配管が形状に沿わせず、銅パイプと金型との間に 
隙間が出来ます。 

ﾆｯｹﾙ電鋳 

水孔 
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効果提案技術のポイント

石川県プレス工業協同組合
テーマ

キーワード 炭素繊維複合材料、熱可塑性樹脂、プレス成形、金型技術

熱可塑性ＣＦＲＰ材のプレス成形技術

企業・機関名

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・自動車メーカー、家電メーカー
・評価技術、設備を有する試験研究機関

本技術の活用例 ・高強度・軽量化が期待される部品（自動車部品、携行品、ＯＡ機器筐体）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・ＣＦＲＰ材の自動金型投入のために、成形品形状や大きさに合わせた搬送システムの構築が必要
・成形サイズは、プレス能力やＣＦＲＰシート材のサイズによる
・石川県プレス工業協同組合での共同受注

石川県金沢市鞍月２丁目３番地　石川県鉄工会館３Ｆ

8,730 万円 67 社

〒 ９２０－８２０３

海外拠点 なし

連絡先問合せ先
ホームページ

組合概要

所在地

出資金・加盟企業

生産品目

認証取得

部署・担当者

http://www1.ocn.ne.jp/~imsa/

金属製品製造業、一般機械器具製造業　等

石川県プレス工業協同組合 専務理事　門前重厚

TEL ０７６－２６７－２１２５ E-mail imsa@lilac.ocn.ne.jp

主要取引先

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・サーボプレス制御による短時間成形可能な熱可塑性ＣＦＲＰ材のプレス成形システム
・ＣＦＲＰの加熱から金型自動投入可能な加熱・搬送装置
・熱可塑性ＣＦＲＰの成形とトリムを効率的に行う成形技術

成形時間：１分以内

開発進度

北陸プレス工業株式会社（役割：プレス制御技術）
有限会社北鉄工所（役割：金型設計技術）
石川県工業試験場（役割：成形品の特性評価）

共同研究実施者とその役割 知的財産権

有

自動車部品への適用例 

熱可塑性ＣＦＲＰプレス成形システム 
１．鋼板のプレス加工 

・プレス工程数が多く、金型費が膨大 

・製造・組立などに大量のCO2を発生 

・比重が大きく、軽量化に限界 

２．熱硬化性ＣＦＲＰ成形 

・高価で、非量産部品向き 
・樹脂の硬化など成形時間がかかる 
・オートクレーブなど高価な設備が必要 

オートクレーブ成形 

自動加熱・搬送 プレス成形 

【期待される効果】 
・ほぼ１工程で最終製品形状に成形可能 
・軽量かつ高強度の部品 
・錆びないため、防錆塗装が不要 
・鋼板ボディに接着接合組立てができ、車体剛性が

高まる 

金型裏面に銅配管を取付け型を温めておりました。その為下記の懸念がありました。

　①　銅配管を手作業にて曲げて取り付けていた為、設計通りの配管ﾋﾟｯﾁでの配管設置にムラが発生する
可能性が有ります。 ①　電鋳加工により製品面を形成後、製品形状に沿って水孔を機械加工を行っています。

　　　その為、従来のような銅配管のﾋﾟｯﾁのムラは解消されます。

　②　銅配管を曲げて設置するさいに、曲げる最少の数値よりも金型製品形状の方が小さな場合下記の図に ②　加熱冷却用の水孔を電鋳加工によりつくるため、銅配管で形状に沿わす事が出来ない部位を
   ありますように銅配管と金型との間に隙間が出来てしまいます。　　　   解消出来ます。 

③　　水孔を電鋳加工によりつくるため、任意の形状・深さで製作する為、製品形状に近い部位に設置が
        可能となり、金型を均一に素早く加熱出来ます。

　③　下記の図に示しますように、銅配管と金型との接している点が少ない為、熱の伝導性に欠けます。

水孔をﾆｯｹﾙ電鋳層内に設けた、サンプル写真

キーワード ハイサイクル成形金型

株式会社イケックス工業
テーマ VaRTM成形金型

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

金型製品形状に沿ったニッケル層内に水孔の設置
成形サイクルの短縮
加熱用設備が不要

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況  ％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 出願中

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車・航空機関連の複合材成形用金型

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

自動車・航空機関連の複合材成形に携わっている企業様への金型供給

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

複合材成形をされている又は行っていこうとしています企業様

ホームページ  http://www.ikex.co.jp/ 

認証取得 ISO9001、AS9100  、ISO14001、OHSAS 18001

愛知県春日井市御幸町1-3-1

資本金・従業員数 7,000 万円 250 人 海外拠点 中国
企業概要

所在地 〒 486-8567

問合せ先
部署・担当者 電鋳金型事業部　営業部　橋爪　秀樹

連絡先 TEL 0568-33-4111 E-mail  hid-hashidume@ikex.co.jp

生産品目 金型製造、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形・メッキ・塗装 主要取引先 自動車、航空機、住宅設備関連企業

改良点 

銅配管 

手作業で配管を設置しておりますので、設計上50ｍｍﾋﾟｯﾁとあった場合数ミリの誤差が生じる事があります。 

配管ﾋﾟｯﾁ 50mm 

銅配管が球形状の為、金型との接する面が小さい 

水孔 

銅配管が形状に沿わせず、銅パイプと金型との間に 
隙間が出来ます。 

ﾆｯｹﾙ電鋳 

水孔 
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企業概要

所在地 〒 515-0508

問合せ先
部署・担当者 製造部・中川務

連絡先 TEL 0596-37-1933 E-mail tsutomu_nakagawa@imi-wwg.com

生産品目 金型、成形部品 主要取引先 森六テクノロジー、イノアックコーポレーション、旭金属

ホームページ http://imi-wwg.com

認証取得 ISO9001

三重県伊勢市柏町１１３７－１

資本金・従業員数 2,800 万円 80 人 海外拠点 中国、北米、タイ

本技術の活用例 ・自動車のペダル部品
・航空機のトラックレール部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・炭素繊維複合熱可塑性樹脂を使用した成形は、変形やウエルドなどの課題がある為、金型の構造を工夫する必要
がある。この課題が改善されれば軽量化や生産効性が向上する見込み。
・当社が現在生産している自動車や航空機部品の生産を金型・成形・組み立てを行い部品販売としたい。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・炭素繊維複合熱可塑性樹脂を開発している材料メーカー
・樹脂流動解析技術、材料強度評価技術、設備を有する大学等研究機関

提案技術のポイント 効果

・鉄の１/３の重量で４倍の強度の炭素繊維複合熱可塑性樹脂（CFRTP）を使い、部品の軽量化を行う。
・熱硬化性炭素繊維複合材は複雑な成形には向かず、またオートクレーブ等高価な設備が必要であっ
た、また生産時間もかかるが、熱硬化性の場合それらの課題を解決が可能。

重量30％削減
成形時間50秒

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 無

従来技術 新技術

キーワード 軽量化、熱可塑性成形

伊勢金型工業株式会社
テーマ 炭素繊維複合熱可塑性樹脂（CFRTP）による軽量化

企業・機関名

・鉄を使用しており、重量がある。 

・プレスによる複数部品を使用してい

る為生産性が悪い。 

・熱硬化性炭素繊維複合材は、加熱

等の工程があり生産性が悪い。 
・複雑な形状は困難。 

・鉄に比べて、軽量化できる。 
・射出成型の為生産効率がよい。 
・複雑な形状が可能。 

※写真はガラス繊維強化樹脂による製品のサン

プル画像、当社作成実績あり。 
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企業概要

所在地 〒 567-0847

問合せ先
部署・担当者 技術部　/　豊留 永久

連絡先 TEL 072-632-4801 E-mail info@frp-ibaraki.co.jp

生産品目 自動車、家電、航空関連商品 主要取引先 非公開

ホームページ http://www.frp-ibaraki.co.jp/

認証取得 JIS Q 9100/ISO 9001

大阪府茨木市野々宮2丁目11番6号

資本金・従業員数 4,000 万円 102 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 自動車、航空機、家電等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

高強度化、軽量化、ハイサイクル、大量生産

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

1.熱可塑性樹脂複合材料の供給業者
2.設備・装置メーカ

提案技術のポイント 効果

連続繊維と不連続繊維を組み合わせたハイブリット成形。
従来では、プレス成形と射出成形により複数の製造工程必要であったが、ホットプレスでのワンショット
成形が可能となった。内面にはペレット・チョップドファイバー、外面には連続繊維が付加された高強度
且つ軽量、 意匠性に優れたCFRTP成形品を提供。

成形時間：９０分→４５分（参考値）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

実績なし 無

従来技術 新技術

キーワード 成形技術、熱可塑性樹脂、CFRTP、プレス、ハイブリッド成形

茨木工業株式会社（東明工業グループ）
テーマ 連続繊維と不連続繊維を組合わせたハイブリット成形

企業・機関名

連続繊維 

ﾍﾟﾚｯﾄ, ﾁｯﾌﾟ 

1. ﾌﾟﾚｽ成形 3. 射出成型 2. ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

不連続繊維 

クロス材 

ホットプレス一発成形  - 1工程 

ホットプレス一発成形 

連続繊維 

ﾍﾟﾚｯﾄ, ﾁｯﾌﾟ 不連続繊維 

連続繊維の賦形 
不連続繊維によるリブ・ボス 

加熱溶融 

連続繊維 

不連続繊維 

1） 3工程必要なため、サイクルタイムが長い 
2） プレス機、射出成形機が必要 
3） リブ・ボスの賦形性が悪い 

プライマー 

1） プレスで一発成形のためサイクルタイムが速い 
2） 射出成形機が不要。プレス機のみで成形可能 
3） リブ・ボスも同時成形するので賦形性が良い 

企業概要

所在地 〒 515-0508

問合せ先
部署・担当者 製造部・中川務

連絡先 TEL 0596-37-1933 E-mail tsutomu_nakagawa@imi-wwg.com

生産品目 金型、成形部品 主要取引先 森六テクノロジー、イノアックコーポレーション、旭金属

ホームページ http://imi-wwg.com

認証取得 ISO9001

三重県伊勢市柏町１１３７－１

資本金・従業員数 2,800 万円 80 人 海外拠点 中国、北米、タイ

本技術の活用例 ・自動車のペダル部品
・航空機のトラックレール部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・炭素繊維複合熱可塑性樹脂を使用した成形は、変形やウエルドなどの課題がある為、金型の構造を工夫する必要
がある。この課題が改善されれば軽量化や生産効性が向上する見込み。
・当社が現在生産している自動車や航空機部品の生産を金型・成形・組み立てを行い部品販売としたい。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・炭素繊維複合熱可塑性樹脂を開発している材料メーカー
・樹脂流動解析技術、材料強度評価技術、設備を有する大学等研究機関

提案技術のポイント 効果

・鉄の１/３の重量で４倍の強度の炭素繊維複合熱可塑性樹脂（CFRTP）を使い、部品の軽量化を行う。
・熱硬化性炭素繊維複合材は複雑な成形には向かず、またオートクレーブ等高価な設備が必要であっ
た、また生産時間もかかるが、熱硬化性の場合それらの課題を解決が可能。

重量30％削減
成形時間50秒

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 無

従来技術 新技術

キーワード 軽量化、熱可塑性成形

伊勢金型工業株式会社
テーマ 炭素繊維複合熱可塑性樹脂（CFRTP）による軽量化

企業・機関名

・鉄を使用しており、重量がある。 

・プレスによる複数部品を使用してい

る為生産性が悪い。 

・熱硬化性炭素繊維複合材は、加熱

等の工程があり生産性が悪い。 
・複雑な形状は困難。 

・鉄に比べて、軽量化できる。 
・射出成型の為生産効率がよい。 
・複雑な形状が可能。 

※写真はガラス繊維強化樹脂による製品のサン

プル画像、当社作成実績あり。 
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開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

今井航空機器工業株式会社
テーマ ホットプレス法によりCFRP製三次元大型形状品の高精度、高効率成形を可能とする、低熱歪み金型の

開発

企業・機関名

キーワード 金型の溶接作業時間が従来の22％！
低入熱・低歪レーザ・アークハイブリッド溶接法

提案技術のポイント 効果

溶接欠陥のない、低入熱、低歪のレーザ・アークハイブリッド溶接法を確立、
あわせて低周波振動を利用した残留応力の除去方法を開発

○歪量：1mm 程度（鋼材）
○航空機の一次構造体に採用している
CFRP部材の板厚の変形や残留応力による
変形の回避、高精度な成形面の三次元曲
面の高精度仕上げ技術を開発

溶接技術における豊富な知見により、開先形
状、レーザ・アークハイブリッド溶接条件の設
定等のアドバイス及び溶接結果の判定

無

従来技術 新技術

本技術の活用例
航空機産業の川下企業のみでなく重電機産業からの問い合わせもあり、研究開発した、振
動・アーク・レーザハイブリット溶接法を利用した低歪み溶接部品の受注獲得に向けて営業活
動を実施

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　28年　 3月完了予定。進捗状況  90％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

低熱膨張合金であるインバー材における溶接法では、熱伝導率が低いことから溶接母材に熱
が溜まり易く溶接時間と共に溶け込みが深くなるという現象が発生、今後の課題となる

所在地 〒 ５０４－０９５７

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

特になし

企業概要

認証取得 JIS Q 9100 (AS9100/EN9100)

岐阜県各務原市金属団地１２８番地

資本金・従業員数

航空機メーカー、同機体メーカー等生産品目 航空機機体構造部品、同エンジン部品、同治工具、同地上支援機器

186 マレーシア、タイ、ベトナム人9,600 万円

主要取引先

海外拠点

問合せ先
部署・担当者 生産管理グループ長　林淳

連絡先 TEL 058-389-2011 E-mail hayashi@imaiaero.co.jp

ホームページ http://www.imaiaero.co.jp

 従来法  ハイブリット振動溶接 

 最大 +1.25㎜ 

 最小 +0.10㎜ 

 最大 +  2.84㎜     
 最小  －11.02㎜  変形量13.86mm  変形量1.15mm 

ＣＦＲＰ成形用金型への適用例 
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企業概要

所在地 〒 ６７４－００９３

問合せ先
部署・担当者 技術・エンジニアリングサービス担当　　取締役　　永安伸行　　

連絡先 TEL ０７８－９４１－３３３３ E-mail nagayasu.n@khm.co.jp

生産品目 油圧プレス全般 主要取引先 金属・プラスチック加工メーカ多数

ホームページ http://www.khm.co.jp

認証取得 ＩＳＯ ９００１　　ＩＳＯ　１４００１

兵庫県明石市二見町南二見１５－１

資本金・従業員数 43,600 万円 160 人 海外拠点 上海事務所

本技術の活用例 自動車部品、航空機部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

成形速度領域を拡大（特に高速化）すると、高速領域では大きなエネルギーが必要となる。実成形の詳細を把握する
ことにより、設備仕様（速度、ストローク等）を検討し、過大仕様とならない適正なエネルギーとコストパフォーマンスを
実現する必要がある。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

成形メーカ、材料メーカとの情報交換。

提案技術のポイント 効果

広範囲な成形速度領域（特に高速領域）により、様々な樹脂材料特性に対応することが可能になる。ま
た、成形データロギング装置により成形領域における設備挙動を容易に把握できることにより、成形条
件検討の迅速化が図れる。

高速化：２倍以上
成形データを操作画面で即時確認

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

共同研究実施者無
油圧、制御とも自社技術の製品 無

従来技術 新技術

キーワード 制御機器構成、制御技術、データロギング装置

川崎油工株式会社
テーマ 成形設備の成形速度領域拡大（高速化）と成形データロギング

企業・機関名

CFRP成形プレスの速度領域拡大 

従来プレス機の成形速度範囲は、

0.1mm/s～20mm/s程度であった。 

データロギングは設備側とは別の装置

（PC）にて行っていた。 

プレス機の成形速度を、0.05mm/s
～80mm/sの広範囲とすることによ

り、様々な基材樹脂の成形条件設

定を可能とする。 

操作画面データロギング機能により設備

挙動を確認（操作画面）することにより、

目的とする成形条件と迅速に比較ができ

る。 

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

今井航空機器工業株式会社
テーマ ホットプレス法によりCFRP製三次元大型形状品の高精度、高効率成形を可能とする、低熱歪み金型の

開発

企業・機関名

キーワード 金型の溶接作業時間が従来の22％！
低入熱・低歪レーザ・アークハイブリッド溶接法

提案技術のポイント 効果

溶接欠陥のない、低入熱、低歪のレーザ・アークハイブリッド溶接法を確立、
あわせて低周波振動を利用した残留応力の除去方法を開発

○歪量：1mm 程度（鋼材）
○航空機の一次構造体に採用している
CFRP部材の板厚の変形や残留応力による
変形の回避、高精度な成形面の三次元曲
面の高精度仕上げ技術を開発

溶接技術における豊富な知見により、開先形
状、レーザ・アークハイブリッド溶接条件の設
定等のアドバイス及び溶接結果の判定

無

従来技術 新技術

本技術の活用例
航空機産業の川下企業のみでなく重電機産業からの問い合わせもあり、研究開発した、振
動・アーク・レーザハイブリット溶接法を利用した低歪み溶接部品の受注獲得に向けて営業活
動を実施

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　28年　 3月完了予定。進捗状況  90％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

低熱膨張合金であるインバー材における溶接法では、熱伝導率が低いことから溶接母材に熱
が溜まり易く溶接時間と共に溶け込みが深くなるという現象が発生、今後の課題となる

所在地 〒 ５０４－０９５７

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

特になし

企業概要

認証取得 JIS Q 9100 (AS9100/EN9100)

岐阜県各務原市金属団地１２８番地

資本金・従業員数

航空機メーカー、同機体メーカー等生産品目 航空機機体構造部品、同エンジン部品、同治工具、同地上支援機器

186 マレーシア、タイ、ベトナム人9,600 万円

主要取引先

海外拠点

問合せ先
部署・担当者 生産管理グループ長　林淳

連絡先 TEL 058-389-2011 E-mail hayashi@imaiaero.co.jp

ホームページ http://www.imaiaero.co.jp

 従来法  ハイブリット振動溶接 

 最大 +1.25㎜ 

 最小 +0.10㎜ 

 最大 +  2.84㎜     
 最小  －11.02㎜  変形量13.86mm  変形量1.15mm 

ＣＦＲＰ成形用金型への適用例 
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・従来の熱硬化性CFRP（オートクレーブ成形）に代わり、熱可塑性CFRPを立体形状に成形(プレス成
形）する手法、設定条件及び成形品の評価方法について、基礎データを蓄積している。
・熱可塑性CFRPの製品化を検討される企業での技術開発に対し、蓄積データに基づいた支援が可
能。

・熱可塑性CFRの製品化を新規に
取り組む企業への技術支援
・熱可塑性CFRP成形技術の普及

開発進度

岐阜県産業技術センター（役割：熱可塑性CFRP板材の開
発）

共同研究実施者とその役割 知的財産権

無

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成28年3月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

http://www.metal.rd.pref.lg.jp/

－

－

複合材料部　　部長　松原　弘一

TEL 0575-22-0147 E-mail matsubara-hirokazu@pref.gifu.lg.jp

主要取引先 －

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

岐阜県関市小瀬1288

－ 万円 28 人

〒 501-3265

海外拠点 －

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・成形品残留応力、製品強度の評価技術、設備を有する大学等研究機関

本技術の活用例 ・自動車の部品　・各種輸送機器の部品　・風力発電用ブレード　・スポーツ用品
・家電製品　・日用品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・熱可塑性CFRPの立体成形に関する基礎技術を蓄積中。製品化を検討している関連企業と連携・技術支援を実施
する。
・現在、限られた市販材料の成形データなので、、今後、入手可能な材料があれば、蓄積データに加えていく。

効果提案技術のポイント

岐阜県工業技術研究所
テーマ

キーワード 熱可塑性CFRP、立体成形技術、プレス成形

熱可塑性CFRPの立体成形技術

企業・機関名

成形例 

・成形技術が確立されており、 航空

機・自動車等で製品化されている。 
・成形技術、各種物性評価データが蓄

積されている。 

・成形作業工程が多い。 
・特殊設備（オートクレーブ）が必要で

あり、成形時間も長い。  
→ 高コスト 

・材料加熱時間（数分～10分）、プレ
ス・冷却時間（1分）で成形が可能。 
→ 作業工程と成形時間が短縮。 

・材料や製品形状に適した成形条件

が必要であるため、現在、その基礎と

なる成形データを蓄積中。 

CFRP成形技術 

材料（板材） 加熱工程 成形工程 

オートクレーブによる 
熱硬化性CFRP成形 

プレス機による 
熱可塑性CFRP成形 
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キーワード CFRP、ハイサイクル成形、量産、大型部品、熱可塑樹脂、不連続繊維

株式会社　栗本鐵工所
テーマ Ｃａｒｂｏｎ－ＬＦＴＤ システム

①成形する原料として、中間基材（ロングファイバーペレット等）を使用した
　射出成形プロセス。　⇒　材料コスト

②成形部品中の平均残存繊維長は、約0.3mm　～　約3mm程度。

③ボイドレスな部品を製造する真空成形時には、ベント付または
　　シェアエッジ金型構造を適用。

●プロセス
①中間基材が不要な現場混練・成形プロセス。
　　素材コストが安い樹脂ペレットとロービング繊維（ラージトゥ）から直接
　　部品を成形するプレス成形プロセス。材料コストを大幅に低減すると
　　共に量産成形が可能なプレス成形プロセス。

②低い圧力（約5MPa）で成形が可能。大型形状部品成形の設備コストを
　　大幅に低減

●混練（KRCニーダ）
①高い分散能力を有した低L/Dな二軸連続混練機（KRCニーダ）を適用
　することで省スペース・メンテンナンス性に優れた装置構成を実現。

②多彩なパドルパターンで、目的に応じた繊維長で混練物を製造する
　ことが可能。

●油圧プレス
①ミクロンオーダ（＜25μm/m) の平行度を維持しながら成形を行う
　　高精度油圧プレス⇒　寸法精度の大幅向上

②真空チャンバーを装備し、簡易な金型構造で高い真空成形が可能。
　　⇒　金型コストを大幅に低減した高真空成形　（成形物中のボイドを
　　　　 除去）

提案技術のポイント 効果

〇中間基材を使用することなく、樹脂ペレットとロービング（繊維）から直接CFRTPの成形部品を製造することができます。
　　大幅な材料コストの低減を実現する新しいＣＦＲＴＰの成形プロセス。多様な分散・混練能力を有しており、分散が難しい
　　ラージトゥにも対応が可能です。
〇低L/D構造のセルフクリーニング型混練機（KRCニーダ）と熱可塑コンポジット成形に適応した高精度なハイサイクル
　　油圧プレス（WICKERT社製）をご提供します。コンパクトでメンテナンス性に優れた装置及びプロセスをご提案します。

①材料コストの大幅低減
②量産成形
③成形品質の向上
④金型コストの削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成28年　3月完了予定。進捗状況　　80％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 有

従来技術 新技術

自動車部品等向け熱可塑コンポジット成形部品の量産化

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

〇材料（樹脂・繊維等）×プロセス×FRP成形技術を融合した開発
〇材料供給から成形品までの一連の成形システムを提供

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

樹脂メーカー、繊維メーカー、金型メーカー、成形メーカー、量産を検討しているエンドユーザー

主要取引先 多数

ホームページ http://www.kurimoto.co.jp/

認証取得

問合せ先
部署・担当者 技術開発室　先進複合材料部　釜野 博臣

連絡先 TEL 06-6686-3234 E-mail h_kamano@kurimoto.co.jp

企業概要

所在地 550-8580

企業・機関名

生産品目 社会インフラ（パイプ・バルブ）、産業機械、建設資材等

大阪府大阪市西区北堀江１－１２－１９

資本金・従業員数 311 億円 2,004 人 海外拠点 欧州、アジア

本技術の活用例

10mm

スクリュパターン1
残存平均繊維長

：約0.5mm

スクリュパターン2
残存平均繊維長

：約5mm

スクリュパターン3
残存平均繊維長

：約20mm

10mm 10mm

[物性]

良 難[成形性(流動性・脱ガス)][管理性]

低 高[衝撃・破壊]

【バルク内の繊維状態】

油圧プレス 混練機（ＫＲＣニーダ） 

・従来の熱硬化性CFRP（オートクレーブ成形）に代わり、熱可塑性CFRPを立体形状に成形(プレス成
形）する手法、設定条件及び成形品の評価方法について、基礎データを蓄積している。
・熱可塑性CFRPの製品化を検討される企業での技術開発に対し、蓄積データに基づいた支援が可
能。

・熱可塑性CFRの製品化を新規に
取り組む企業への技術支援
・熱可塑性CFRP成形技術の普及

開発進度

岐阜県産業技術センター（役割：熱可塑性CFRP板材の開
発）

共同研究実施者とその役割 知的財産権

無

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成28年3月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

http://www.metal.rd.pref.lg.jp/

－

－

複合材料部　　部長　松原　弘一

TEL 0575-22-0147 E-mail matsubara-hirokazu@pref.gifu.lg.jp

主要取引先 －

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

岐阜県関市小瀬1288

－ 万円 28 人

〒 501-3265

海外拠点 －

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・成形品残留応力、製品強度の評価技術、設備を有する大学等研究機関

本技術の活用例 ・自動車の部品　・各種輸送機器の部品　・風力発電用ブレード　・スポーツ用品
・家電製品　・日用品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・熱可塑性CFRPの立体成形に関する基礎技術を蓄積中。製品化を検討している関連企業と連携・技術支援を実施
する。
・現在、限られた市販材料の成形データなので、、今後、入手可能な材料があれば、蓄積データに加えていく。

効果提案技術のポイント

岐阜県工業技術研究所
テーマ

キーワード 熱可塑性CFRP、立体成形技術、プレス成形

熱可塑性CFRPの立体成形技術

企業・機関名

成形例 

・成形技術が確立されており、 航空

機・自動車等で製品化されている。 
・成形技術、各種物性評価データが蓄

積されている。 

・成形作業工程が多い。 
・特殊設備（オートクレーブ）が必要で

あり、成形時間も長い。  
→ 高コスト 

・材料加熱時間（数分～10分）、プレ
ス・冷却時間（1分）で成形が可能。 
→ 作業工程と成形時間が短縮。 

・材料や製品形状に適した成形条件

が必要であるため、現在、その基礎と

なる成形データを蓄積中。 

CFRP成形技術 

材料（板材） 加熱工程 成形工程 

オートクレーブによる 
熱硬化性CFRP成形 

プレス機による 
熱可塑性CFRP成形 
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キーワード CFRP、ハイサイクル成形、連続繊維、量産

株式会社　栗本鐵工所
テーマ High Pressure－RTM システム

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

〇ヨーロッパで実績のある油圧プレス（ドイツＷＩＣＫＥＲＴ社）による生産性の向上
〇注入機の特長を活かした多様な成形ノウハウのご提案
〇材料、プリフォームを含むトータルな成形技術（ＨＰ－ＲＴＭ）のご提供

５～１０分のハイサイクルRTM成形
で高品位のCFRP製品の量産化を
実現

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車部品等向けコンポジット成形部品の量産化

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

〇材料（樹脂・繊維等）×プロセス×FRP成形技術を融合した開発
〇材料供給から樹脂注入、プレス成形、マテハンまでの一連の成形システムを提供

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

樹脂メーカー、繊維メーカー、金型メーカー、成形メーカー、量産を検討しているエンドユーザー

ホームページ

認証取得

大阪府大阪市西区北堀江１－１２－１９

資本金・従業員数 億円 人 海外拠点 欧州、アジア
企業概要

所在地 〒

問合せ先
部署・担当者 技術開発室　先進複合材料部　釜野 博臣

連絡先

生産品目 社会インフラ（パイプ・バルブ）、産業機械、建設資材等 主要取引先 多数

－ システム

プリフォーム
搬送・投入

金型
CLOSE

金型
減圧

樹脂
注入

硬化

プリフォーム
製造ライン

金型
OPEN

脱型・
搬送

Cycle Time  
5～10min

ＣＦＲＰ
部品

１．ハイサイクル成形による量産化

○高品位なＣＦＲＰ部品の量産製造 ２．油圧プレス 
〇高精度平衡装置 
○精密な温度制御

３．油圧プレスと連動した樹脂注入システム

○成形形状に応じて、多彩な注入制御が選択可能

ＧＡＰインジェクション

パルスインジェクション 等

４．適用樹脂 
〇エポキシ樹脂 等

２

〇オートクレーブ成形

製品は高品質だが、成形時間が長く、

量産には向かない

プリプレグを使用するので高価

○従来のＲＴＭ成形

プリプレグを使用しないので、オートクレーブ

より安価だが、成形時間が長く、量産には向

かない
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提案技術のポイント 効果

・自動車ＣＯ2排出規制に伴う車体軽量化の流れにおいて、スチールに置き換わる材料として期待されるCFRPの
成形に対応可能。
・CFRTP（熱可塑樹脂）を用いることで従来のCFRTS（熱硬化樹脂）工法に比べハイサイクル成形可能。
・成形プロセスにおける樹脂冷却による樹脂収縮に伴うプレス荷重の低下を制御可能。
・既設の電動サーボプレスを流用可能。

・生産性10倍
・成形荷重安定化
・従来の金属成形プレス+αで成形
可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード CFRP、ハイサイクル成形

コマツ産機株式会社
テーマ ACサーボプレスを活用した熱可塑性CFRPハイサイクル成形

企業・機関名

有

従来技術 新技術

・自動車の衝撃吸収部材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・従来のサーボプレスではスライド位置・速度制御のため、樹脂成形荷重保持が難しいが、荷重
制御機能を付与することでこの問題を解決し、油圧プレスに対し高精度高生産性を実現。

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成    年　  月完了予定。進捗状況    ％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

金沢大学（役割：CFRP成形品に関する分析・評価）
サイバネットシステム株式会社（役割：成形シミュレー
ション）

本技術の活用例

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・大物構造物の評価設備（強度、非破壊検査）、技術を有する研究機関。

主要取引先 国内外の自動車及び自動車部品メーカー

ホームページ http://www.komatsusanki.co.jp/

認証取得 ISO 9001、ISO14001

問合せ先
部署・担当者 開発本部　開発1部　岡本　雅之

連絡先 TEL 076-293-4223 E-mail masayuki_okamoto@komatsu.co.jp

企業概要

所在地 〒 ９２０－０２２５

生産品目 鍛圧機械、板金機械

石川県金沢市大野町新町１番地１

資本金・従業員数 99,000 万円 571 人 海外拠点 北米、中国、東南アジア、インド、欧州

ハット断面（自動車部品想定）への適用例 

※1：プレス荷重制御/ダイクッションモーション制御付与が必要 

※2：開発中 

電動サーボプレス 

H2Wシリーズ 

・自動車部品 

・航空機部品 

従来制御 一定加圧力でプレス成形可能 

樹脂収縮による 

荷重低下 

本シーズ開発は（独）科学技術振興機構研究成果展開事業 研究成果最適

展開支援プログラムの助成を受けている。 

樹脂収縮しても 

荷重一定 

フロントサイドメンバ等 

キーワード CFRP、ハイサイクル成形、連続繊維、量産

株式会社　栗本鐵工所
テーマ High Pressure－RTM システム

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

〇ヨーロッパで実績のある油圧プレス（ドイツＷＩＣＫＥＲＴ社）による生産性の向上
〇注入機の特長を活かした多様な成形ノウハウのご提案
〇材料、プリフォームを含むトータルな成形技術（ＨＰ－ＲＴＭ）のご提供

５～１０分のハイサイクルRTM成形
で高品位のCFRP製品の量産化を
実現

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車部品等向けコンポジット成形部品の量産化

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

〇材料（樹脂・繊維等）×プロセス×FRP成形技術を融合した開発
〇材料供給から樹脂注入、プレス成形、マテハンまでの一連の成形システムを提供

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

樹脂メーカー、繊維メーカー、金型メーカー、成形メーカー、量産を検討しているエンドユーザー

ホームページ

認証取得

大阪府大阪市西区北堀江１－１２－１９

資本金・従業員数 億円 人 海外拠点 欧州、アジア
企業概要

所在地 〒

問合せ先
部署・担当者 技術開発室　先進複合材料部　釜野 博臣

連絡先

生産品目 社会インフラ（パイプ・バルブ）、産業機械、建設資材等 主要取引先 多数

－ システム

プリフォーム
搬送・投入

金型
CLOSE

金型
減圧

樹脂
注入

硬化

プリフォーム
製造ライン

金型
OPEN

脱型・
搬送

Cycle Time  
5～10min

ＣＦＲＰ
部品

１．ハイサイクル成形による量産化

○高品位なＣＦＲＰ部品の量産製造 ２．油圧プレス 
〇高精度平衡装置 
○精密な温度制御

３．油圧プレスと連動した樹脂注入システム

○成形形状に応じて、多彩な注入制御が選択可能

ＧＡＰインジェクション

パルスインジェクション 等

４．適用樹脂 
〇エポキシ樹脂 等

２

〇オートクレーブ成形

製品は高品質だが、成形時間が長く、

量産には向かない

プリプレグを使用するので高価

○従来のＲＴＭ成形

プリプレグを使用しないので、オートクレーブ

より安価だが、成形時間が長く、量産には向

かない
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企業概要

所在地 〒 ９２９－０１２４

問合せ先
部署・担当者 東京営業所グリーンビズ販売部・山竹敦史

連絡先 TEL 03-3549-3880 E-mail at_yamatake@komatsuseiren.co.jp

生産品目 繊維事業（衣料/資材）等 主要取引先

ホームページ http://www.komatsuseiren.co.jp/

認証取得

石川県能美市浜町ヌ１６７番地

資本金・従業員数 ４６億８，０４２ 万円 約１２８０ 人 海外拠点 有り

本技術の活用例 グランドアンカー用　アンカープレート（鋼材の代替）等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

軽量、錆びない、高Vf化が可能であり剛性が高い熱可塑性炭素繊維厚板プレートであり、鋼材（鉄板）の代替として活
用が期待される。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

建築土木業界

提案技術のポイント 効果

使用する熱可塑性樹脂は反応性熱可塑エポキシ樹脂である。直接炭素繊維の原糸（TOW）に熱可塑
エポキシ樹脂を含浸させ、熱硬化後、１０～５０ｍｍ程度にカット（チップ化）し、それらを３Dランダム配
向させた厚板プレートを成形。圧縮に強く、剛性も高く、軽くて、錆びないことから土木分野等の鋼材代
替として活用が期待される。

作業性向上、施工全体の軽量化、
重機設備不要によるコスト低減、長
寿命なライフサイクル

開発進度 共同研究実施者とその役割　 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成２４年１２月完了予定。進捗状況１００％）
　２．試作・実験段階　（平成２６年１０月完了予定。進捗状況１００％）
　３．開発完了　段階　（平成２７年１１月完了予定。進捗状況　８０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

金沢工業大学：厚板の構造設計、金型成形の開発
石川県工業試験場：物性測定等の技術指導
谷口製紐㈱：炭素繊維TOWチップ樹脂含浸、チップ化
小松精練㈱：プレス成形品作成、販売

有

従来技術 新技術

キーワード 炭素繊維複合材料　反応性熱可塑エポキシ樹脂　高Vf値

小松精練株式会社
テーマ 新規な熱可塑性炭素繊維TOWチップを用いた厚板プレート

企業・機関名

新規熱可塑性炭素繊維TOWチップによるアンカープレート（鋼材代替）への適用 

欠点 

①重たい

②錆びやすい

③作業性が悪い

④耐久性（錆びなどによる劣化）

さらに海岸部などの塩類の多い環境では、鉄が腐食し、強

度が保てなくなるなどの問題点が指摘されている。

特長 
①軽量（鉄の比重の1/4）

②高強度（引張強度は鉄の約10倍）

③錆びない

④磁性を帯びない

⑥土木分野の現場の作業性向上

⑦圧縮に強い

⑧タップ加工が可能

⑨樹脂接着が容易

軽くて、錆びない特長を活かして、従来の工事の作業性を

改善し、現場の作業性向上を図る。

アンカープレート（鋼材） 

TOWチップ 

厚板プレート 
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企業概要

所在地 〒 ９２９－０１２４

問合せ先
部署・担当者 東京営業所グリーンビズ販売部・山竹敦史

連絡先 TEL 03-3549-3880 E-mail at_yamatake@komatsuseiren.co.jp

生産品目 繊維事業（衣料/資材）等 主要取引先

ホームページ http://www.komatsuseiren.co.jp/

認証取得

石川県能美市浜町ヌ１６７番地

資本金・従業員数 ４６億８，０４２ 万円 約１２８０ 人 海外拠点 有り

本技術の活用例 建築物の耐震改修、橋梁・道路の補修、補強

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

建築基準法３７条２項　指定材料項目に含まれていない為、新築物件には適用出来ない。
既存建物の改修及び耐震補強のみ対象。尚、土木用途は使用可能。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ゼネコン

提案技術のポイント 効果

熱可塑性樹脂を用いた炭素繊維ロッドである。従来困難であった端部定着が容易、現場で曲げられる
等の加工が可能となり、軽くて、強い特長を活かして、従来の工事の作業性を改善し、現場の生産性向
上が期待される。

作業性向上、施工全体の軽量化、
重機設備不要によるコスト低減、長
寿命なライフサイクル

開発進度 共同研究実施者とその役割　 知的財産権

　１．アイディア段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況１００％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

金沢工業大学：技術指導、基礎性能評価
石川県工業試験場：技術指導、物性測定
谷口製紐㈱：炭素繊維組紐製造（素線製造）
小松精練㈱：樹脂含浸、撚線製造一式開発、販売

有

従来技術 新技術

キーワード 炭素繊維複合材料　反応性熱可塑エポキシ樹脂

小松精練株式会社
テーマ 新規な熱可塑性炭素繊維ストランドロッド

企業・機関名

建築構造物等の耐震補強材に使用される鉄材（ブレース材）の代替として開発！ 

欠点 

①重たい

②錆びやすい

③運搬する長さに制限がある

④磁性を帯びる

（電磁誘導による電波障害誘引） 

用途、求められる強度等でその形状や太さが異なってくるが、

自重が重いため、高層建築物などでは不利である。   

さらに海岸部などの塩類の多い環境では、鉄筋が腐食し、強度

が保てなくなるなどの問題点も指摘されている。

特長 

①軽量（鉄の比重の1/4）

②高強度（引張強度は鉄の約10倍）

③錆びない

④熱膨張係数が小さく優れた寸法安定性

⑤巻取りが出来て長尺搬送が可能

⑥磁性を帯びない

⑦既存のブレース材の欠点である屈曲切断性を改善

⑧建築土木等の現場生産性向上

 軽くて、強い特長を活かして、従来の工事の作業性を改

善し、現場の生産性向上を図る。

企業概要

所在地 〒 ９２９－０１２４

問合せ先
部署・担当者 東京営業所グリーンビズ販売部・山竹敦史

連絡先 TEL 03-3549-3880 E-mail at_yamatake@komatsuseiren.co.jp

生産品目 繊維事業（衣料/資材）等 主要取引先

ホームページ http://www.komatsuseiren.co.jp/

認証取得

石川県能美市浜町ヌ１６７番地

資本金・従業員数 ４６億８，０４２ 万円 約１２８０ 人 海外拠点 有り

本技術の活用例 グランドアンカー用　アンカープレート（鋼材の代替）等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

軽量、錆びない、高Vf化が可能であり剛性が高い熱可塑性炭素繊維厚板プレートであり、鋼材（鉄板）の代替として活
用が期待される。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

建築土木業界

提案技術のポイント 効果

使用する熱可塑性樹脂は反応性熱可塑エポキシ樹脂である。直接炭素繊維の原糸（TOW）に熱可塑
エポキシ樹脂を含浸させ、熱硬化後、１０～５０ｍｍ程度にカット（チップ化）し、それらを３Dランダム配
向させた厚板プレートを成形。圧縮に強く、剛性も高く、軽くて、錆びないことから土木分野等の鋼材代
替として活用が期待される。

作業性向上、施工全体の軽量化、
重機設備不要によるコスト低減、長
寿命なライフサイクル

開発進度 共同研究実施者とその役割　 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成２４年１２月完了予定。進捗状況１００％）
　２．試作・実験段階　（平成２６年１０月完了予定。進捗状況１００％）
　３．開発完了　段階　（平成２７年１１月完了予定。進捗状況　８０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

金沢工業大学：厚板の構造設計、金型成形の開発
石川県工業試験場：物性測定等の技術指導
谷口製紐㈱：炭素繊維TOWチップ樹脂含浸、チップ化
小松精練㈱：プレス成形品作成、販売

有

従来技術 新技術

キーワード 炭素繊維複合材料　反応性熱可塑エポキシ樹脂　高Vf値

小松精練株式会社
テーマ 新規な熱可塑性炭素繊維TOWチップを用いた厚板プレート

企業・機関名

新規熱可塑性炭素繊維TOWチップによるアンカープレート（鋼材代替）への適用 

欠点 

①重たい

②錆びやすい

③作業性が悪い

④耐久性（錆びなどによる劣化）

さらに海岸部などの塩類の多い環境では、鉄が腐食し、強

度が保てなくなるなどの問題点が指摘されている。

特長 
①軽量（鉄の比重の1/4）

②高強度（引張強度は鉄の約10倍）

③錆びない

④磁性を帯びない

⑥土木分野の現場の作業性向上

⑦圧縮に強い

⑧タップ加工が可能

⑨樹脂接着が容易

軽くて、錆びない特長を活かして、従来の工事の作業性を

改善し、現場の作業性向上を図る。

アンカープレート（鋼材） 

TOWチップ 

厚板プレート 
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成
形

キーワード 金型、温度調節、加熱、冷却

販売元 株式会社レイケン　製造元 株式会社サーモテック
テーマ 金型への媒体循環温度を高低間で瞬時に切り替え、急加熱・急冷却を行うシステム

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・急加熱・急冷却による、成型サイクルタイムの削減
・充填時は金型温度を高くし、転写性を高くできる温度で充填
・充填後は可能な限り早く冷却し、高品質成形品を実現

製品強度の向上
転写性の向上
高光沢化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非公開 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・熱プレス成形用金型の温度調節
・プラスティック成形の厚肉製品・薄肉製品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・炭素繊維複合材における、金型温度調節システムの必要とされる機能やニーズ調査

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・成形時に温度管理（一定温度、急加熱、急冷却等）を取り入れる事を考えている企業

ホームページ http://www.thermoteq.co.jp/

認証取得 ISO　9001

大阪府大阪市西成区南津守５丁目２番１０号

資本金・従業員数 3,340 万円 75 人 海外拠点 あり
企業概要

所在地 〒 557-0063

問合せ先
部署・担当者 技術部機械設計課・中田　尚之

連絡先 TEL 06-6659-1347 E-mail t-nakata@thermoteq.co.jp

生産品目 プラスチック成形用金型温度調節装置 主要取引先 非公開

樹脂成形品の例 

・成型品表面にシルバーが発生 
（グラスファイバー浮） 

・シルバーレス 
製品の高級感が飛躍的に増す 

・転写性が低く 
表面光沢が悪い 

・転写性が高く 
表面が高光沢 

. 
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成
形

キーワード ＣＦＲＴＳ、プレス成形、量産化、加熱冷却、金型

株式会社The MOT Company
テーマ 熱硬化性ＣＦＲＰのプレス成形量産化技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 無

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

サーボプレス制御による熱硬化性ＣＦＲＰの短時間成形
加熱冷却装置により成形時間を短縮
量産化を実現するコスト、生産規模

 成形時間1分間（厚さ1ミリにつき）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

量産化のコスト、生産規模でＣＦＲＰ部品を多用途で採用する

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

形状は平板、単純な立体形状のみ
成形サイズは３００㍉×３００㍉程度、厚さは最大５ミリ程度

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車メーカー、オートバイメーカー、家電メーカー、情報通信機器メーカー

主要取引先

ホームページ http://www.the-mot-company.sakura.ne.jp

認証取得

問合せ先
部署・担当者 CFRP事業部　済藤友明

連絡先 TEL 0３-３７５７-５２５５ E-mail saito@the-mot-company.com

企業概要

所在地 〒 １４６－００８３　

企業・機関名

生産品目 CFRPの航空機部品、レーシングカー部品

東京都大田区千鳥２－３－８

資本金・従業員数 500 万円 5 人 海外拠点 なし

本技術の活用例

（１）未解決の課題
①成形時間：厚さ1ミリで10分間
②形状：複雑形状は困難
③表面：液溜まりができ白化現象がでる
④外観：R部に目崩れがおきる

（２）失敗の原因はホットスタンピング成形法
金属で行われている方式を取り入れて、同じように材料
を加熱して冷間プレスで成形した

　　　　　【熱硬化性CFRPのプレス成形の成功】
ホットスタンピングではなく、金型を加熱冷却する方式を
採用。技術改良は３点。
①サーボプレスのモーション制御
②加熱冷却方式
③金型設計

【開発成果】
①成形時間1分（厚さ1ミリにつき）
②熱硬化性CFRPなので高剛性、高強度
③量産化コスト可
④量産化規模可
⑤立体形状可

　　　　　　　　　　　　　【サンプル】

　　【熱硬化性CFRPのプレス成形の失敗】
熱硬化性CFRP（CFRTS)のプレスは課題が解決できず、
炭素繊維メーカーは熱可塑性CFRP（CFRTP)に方針転
換した。しかし熱可塑性CFRPは信頼性が保証されてい
ないので、普及には時間がかかる。

キーワード 金型、温度調節、加熱、冷却

販売元 株式会社レイケン　製造元 株式会社サーモテック
テーマ 金型への媒体循環温度を高低間で瞬時に切り替え、急加熱・急冷却を行うシステム

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・急加熱・急冷却による、成型サイクルタイムの削減
・充填時は金型温度を高くし、転写性を高くできる温度で充填
・充填後は可能な限り早く冷却し、高品質成形品を実現

製品強度の向上
転写性の向上
高光沢化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非公開 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・熱プレス成形用金型の温度調節
・プラスティック成形の厚肉製品・薄肉製品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・炭素繊維複合材における、金型温度調節システムの必要とされる機能やニーズ調査

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・成形時に温度管理（一定温度、急加熱、急冷却等）を取り入れる事を考えている企業

ホームページ http://www.thermoteq.co.jp/

認証取得 ISO　9001

大阪府大阪市西成区南津守５丁目２番１０号

資本金・従業員数 3,340 万円 75 人 海外拠点 あり
企業概要

所在地 〒 557-0063

問合せ先
部署・担当者 技術部機械設計課・中田　尚之

連絡先 TEL 06-6659-1347 E-mail t-nakata@thermoteq.co.jp

生産品目 プラスチック成形用金型温度調節装置 主要取引先 非公開

樹脂成形品の例 

・成型品表面にシルバーが発生 
（グラスファイバー浮） 

・シルバーレス 
製品の高級感が飛躍的に増す 

・転写性が低く 
表面光沢が悪い 

・転写性が高く 
表面が高光沢 

. 
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成
形

キーワード 炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、製織技術、成形加工技術

　サカイ産業株式会社/サカイ・コンポジット株式会社　
テーマ 炭素繊維をはじめとした高機能繊維の製織技術および成形加工技術

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

炭素繊維をはじめとする各種高機能繊維をもちいた製織、製編、製紐が可能です。
また、サイズ・形状・数量・開発ステージに応じた複合材成形加工技術を有しております。

CFRPの試作開発、量産対応

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

本技術の活用例 一般産業部品、自動車・鉄道・航空機部品、各種構造材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

立体形状の製織技術
熱可塑性材料の取組（開発中）

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

各研究開発機関・メーカー、成形材料メーカー

ホームページ http://www.sakai-grp.co.jp

認証取得 JIS Q 9100/ ISO 9001

静岡県島田市細島　1349-1

資本金・従業員数 2,000 万円 200 人 海外拠点 なし
企業概要

所在地 〒 427-8512　　

問合せ先
部署・担当者 サカイ産業(株)複合材事業部　竹田雅紀　/　サカイ・コンポジット(株)市場開拓　若杉伸一

連絡先 TEL 0547-35-2727 E-mail info1@sakai-grp.co.jp

生産品目 産業用繊維資材、複合材成形加工品 主要取引先 繊維メーカー、総合電機メーカー、重工メーカー

多軸織物 

高機能繊維 

 

 

 

チョップ 

組紐・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 

一般編物 

多層貴材 

細幅テープ 

広幅クロス 

複合材部門 繊維部門 

ﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ 

ｼｰﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ＲＴＭ 

ＶａＲＴＭ 

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ 

プレス 

引抜成形 

Molding Process 

＋Resin 

Otｈer Materials 
•炭素繊維

•ガラス繊維

•ｱﾗﾐﾄﾞ繊維

  etc 

炭素繊維はじめとする高機能繊維全般において、 

 基材設計から成形加工まで一貫生産と提案が可能です。 

検討 
基材

設計 
製織 成形 加工 塗装 検査 

複合材部門 繊維部門 

プリプレグ 
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成
形

キーワード 炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、製織技術、成形加工技術

　サカイ産業株式会社/サカイ・コンポジット株式会社　
テーマ 炭素繊維をはじめとした高機能繊維の製織技術および成形加工技術

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

炭素繊維をはじめとする各種高機能繊維をもちいた製織、製編、製紐が可能です。
また、サイズ・形状・数量・開発ステージに応じた複合材成形加工技術を有しております。

CFRPの試作開発、量産対応

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

本技術の活用例 一般産業部品、自動車・鉄道・航空機部品、各種構造材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

立体形状の製織技術
熱可塑性材料の取組（開発中）

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

各研究開発機関・メーカー、成形材料メーカー

ホームページ http://www.sakai-grp.co.jp

認証取得 JIS Q 9100/ ISO 9001

静岡県島田市細島　1349-1

資本金・従業員数 2,000 万円 200 人 海外拠点 なし
企業概要

所在地 〒 427-8512　　

問合せ先
部署・担当者 サカイ産業(株)複合材事業部　竹田雅紀　/　サカイ・コンポジット(株)市場開拓　若杉伸一

連絡先 TEL 0547-35-2727 E-mail info1@sakai-grp.co.jp

生産品目 産業用繊維資材、複合材成形加工品 主要取引先 繊維メーカー、総合電機メーカー、重工メーカー

多軸織物 

高機能繊維 

 

 

 

チョップ 

組紐・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 

一般編物 

多層貴材 

細幅テープ 

広幅クロス 

複合材部門 繊維部門 

ﾊﾝﾄﾞﾚｲｱｯﾌﾟ 

ｼｰﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ＲＴＭ 

ＶａＲＴＭ 

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ 

プレス 

引抜成形 

Molding Process 

＋Resin 

Otｈer Materials 
•炭素繊維

•ガラス繊維

•ｱﾗﾐﾄﾞ繊維

  etc 

炭素繊維はじめとする高機能繊維全般において、 

 基材設計から成形加工まで一貫生産と提案が可能です。 

検討 
基材

設計 
製織 成形 加工 塗装 検査 

複合材部門 繊維部門 

プリプレグ 
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成
形

企業概要

所在地 〒 455-0008

企業・機関名

生産品目 縦型射出成形機

愛知県名古屋市港区九番町3-42

資本金・従業員数 4,500 万円 89 人 海外拠点 なし

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 佐藤鉄工所音羽萩事業所　担当部長　佐藤泰弘/営業課長　高橋　太/研究主任　半田真一

連絡先 TEL 0533-88-3200 E-mail xyasu.satoh@satoh-gr.co.jp

主要取引先 自動車メーカー、ティア１　他

ホームページ http://www.satoh-gr.co.jp

認証取得 ISO9001

自動車、建築構造物、環境、航空、レジャー

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

加熱技術の向上
電動化技術の向上

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車メーカー
研究機関

提案技術のポイント 効果

C/GFRTP基材の高速加熱、高速搬送が可能。
熱可塑性樹脂含浸連続繊維及び不連続繊維をハイブリッド成形（プレス＋射出成形）する。
圧縮成形モード、射出成形モードの切り替えにより同一金型で幅広い成形を行うことが可能である。

1分成形サイクル
（製品例：サイズ32＊170＊220
表面GFRTP＋裏面リブ、ボルト
穴）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無し 有

新技術

キーワード C/GFRTP、ハイブリッド成形装置、加熱搬送装置、試作検討機、量産システム

株式会社佐藤鉄工所
テーマ 高速加熱及び高速搬送機構を備えたFRTPハイブリッド成形装置

油圧４００Ton 油圧１００Ton 

電動１００Ton 

３台のトライアル機で 
多様な成形試作を 
サポートします 
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成
形

企業概要

所在地 〒 224-0003

問合せ先
部署・担当者 　営業技術部長　若林慶太郎

連絡先 TEL 045-532-4141 E-mail k.wakabayashi@sankyo-ss.co.jp

生産品目 　各種複合材の製造設計・成形・加工・組立 主要取引先 　三菱ﾚｲﾖﾝ㈱　株式会社東芝　JAXA

ホームページ       http://www.sankyo-ss.co.jp/

認証取得   ISO 9001取得

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-28-11　平本ビル4階

資本金・従業員数 4,150 万円 51 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 　工作機械等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

　制約条件：使用環境温度

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

　特になし

提案技術のポイント 効果

　・市販の金属管の内側からＣＦＲＰを成形することにより有益な効果が得られる。

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　　　自社技術 有

従来技術 新技術

　・接着剤の向上
　・コストの低減
　・表面改質

キーワード 　表面改質、線膨張係数　イニシャルコストの低減

株式会社三協製作所
テーマ  金属被覆管　ハイブリッド構造

企業・機関名

金属管とCFRP管を接着 金属管の内側から成形 

疑似等方 

企業概要

所在地 〒 455-0008

企業・機関名

生産品目 縦型射出成形機

愛知県名古屋市港区九番町3-42

資本金・従業員数 4,500 万円 89 人 海外拠点 なし

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 佐藤鉄工所音羽萩事業所　担当部長　佐藤泰弘/営業課長　高橋　太/研究主任　半田真一

連絡先 TEL 0533-88-3200 E-mail xyasu.satoh@satoh-gr.co.jp

主要取引先 自動車メーカー、ティア１　他

ホームページ http://www.satoh-gr.co.jp

認証取得 ISO9001

自動車、建築構造物、環境、航空、レジャー

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

加熱技術の向上
電動化技術の向上

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車メーカー
研究機関

提案技術のポイント 効果

C/GFRTP基材の高速加熱、高速搬送が可能。
熱可塑性樹脂含浸連続繊維及び不連続繊維をハイブリッド成形（プレス＋射出成形）する。
圧縮成形モード、射出成形モードの切り替えにより同一金型で幅広い成形を行うことが可能である。

1分成形サイクル
（製品例：サイズ32＊170＊220
表面GFRTP＋裏面リブ、ボルト
穴）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無し 有

新技術

キーワード C/GFRTP、ハイブリッド成形装置、加熱搬送装置、試作検討機、量産システム

株式会社佐藤鉄工所
テーマ 高速加熱及び高速搬送機構を備えたFRTPハイブリッド成形装置

油圧４００Ton 油圧１００Ton 

電動１００Ton 

３台のトライアル機で 
多様な成形試作を 
サポートします 
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企業概要

所在地 〒 939-1698

189,080 万円

富山県南砺市土生新1200番地

資本金・従業員数

生産品目 自動車用内外装、機能部品　OA機器

問合せ先
部署・担当者 次世代技術部　商品応用技術G　　　　小西　勉

連絡先 TEL 0763-62-3899

ホームページ http://www.sankogosei.co.jp

E-mail t.konishi@sankogosei.co.jp

認証取得 　ＩＳＯ 9001 ： 2008　　ＩＳＯ 14001 ： 2004　　ＩＳＯ/ＴＳ 16946 ： 2009

主要取引先 ダイハツ工業㈱　本田技研工業㈱　ＸＥＲＯＸ　Canon　　

601 人 海外拠点 中国、タイ、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ＵＫ

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

　・炭素繊維の深絞りの際の離型抵抗を減らすことができれば、取り出し作業の負荷が軽減できる。
　・金型の昇温時間の短種と、均一な冷却ができれば、成形サイクルの短縮と製品品質が安定する。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

　・製品形状からプリプレグの展開図を作成する自動設計プログラムを開発できる企業または研究機関。
　・プリプレグのカッティング技術及び、装置を開発できる企業または研究機関。
　・炭素繊維部品を効率的に生産するための中間ぞ材を開発できる企業または研究機関。

有

従来技術 新技術

本技術の活用例 　・自動車の用品
　・ＯＡ機器

三光合成株式会社
テーマ 　　炭素繊維成形技術、金型製作

企業・機関名

 １．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
 ２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
 ３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
 ４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

キーワード 　　　炭素繊維(熱硬化、熱可塑）、　成形、　金型、

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

車両の構造体、ボディー等は、鋼板が使用されており、 
スポット溶接や、溶接されたナットにボルトで部品が 

固定されている。 

車両の構造体を炭素繊維でする場合プリプレグが伸び 

ないため、板金プレスのように絞り加工を行うことが 

難しかった。 
また、炭素繊維は溶接が出来ないため、通常は穴を明 
けてネジで固定していたため、炭素繊維が切断さるため 

強度に問題があつた。 

炭素繊維の成形（深絞り加工） 

炭素繊維成形品のネジ止めボスの一体化 

深さ20mmの深絞り加工と 
  トリミング無しの成形 

炭素繊維成形品への 
  インサートボスの一体成形 

炭素繊維の積層パネル 
（平板） 

炭素繊維成形品の 

固定用の穴泣け 

・従来の板金に代わり、炭素繊維を使用することで、大幅に強度が向上して軽量化ができる。 
・熱可塑性の炭素繊維材料のため成形時間が短い。 

・周囲のトリミング加工が不要なため、製品の仕上げ加工が必要ない。 

・固定のための穴開け加工がないため、製品強度の低下が無い。 

一村産業株式会社 （役割：熱可塑性プリプレグの開発） 

・成形時間 ３０分 ⇒ ５分 

・コスト  ３０％削減 

・トリム加工 不要 
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http://www.iri.pref.shizuoka.jp/hamamatsu/index.html

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・当該技術シーズの応用可能な展開先があればお問い合わせください。

海外拠点 －

　静岡県浜松市北区新都田１－３－３

－ 万円

－

ホームページ

約35

認証取得 －

生産品目

繊維高分子材料科

連絡先 TEL ０５３－４２８－４１５４ E-mail kazuyuki3_suzuki@pref．Shizuoka．Lg．jp

主要取引先 －

所在地

共同研究実施者とその役割

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・自動車のミッションケース等の外装部品
・船外機のスクリュー等の部品
・Mg，Tiなどの難塑性加工素材の成型加工
・ロボットの筐体、構造部品

〒 431-2103　

資本金・従業員数 人

提案技術のポイント 効果
熱可塑性樹脂をマトリックスとした素形材(UDテープ)を加工できる環境を整備することで
○素材開発の環境整備やセル形式の生産形態の構築が容易になる
○最終製品を考慮した成形素材の二次加工が容易にできる
高周波電流通電加熱方式(TAM工法)を採用すると
○金型の高速昇温・冷却で生産性が飛躍的に向上し、素材～成形品の一貫生産工程を容易に構築できる
○樹脂溶融温度の制御が容易で含浸や接着工程を取り込んだFRTPの成形が１工程でできる

設備投資を最大１／5に低減
成形時間６０分→２０分
素形材の社内生産が可能

浜松地域CFRP事業化研究会
UDテーププロジェクト参画企業(UDテープ成形装置の開
発)
株式会社キャップ（高周波電流通電加熱方式(TAM工法）
の開発)

有

開発進度 知的財産権

問合せ先
部署・担当者

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　６月完了予定。進捗状況８０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了。　　進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

企業・機関名

従来技術 新技術

・様々なマトリックス樹脂に対応したUDテープ製造条件と最終成形条件の明確化
・UDテープや２次加工成形材（シート、チョップ)を用いた成形品の設計と成形加工技術
・TAM工法において、成形材や形状により金型の温度と圧力分布が不均一になる課題があったが、金型の構造や機構等を見直して均一な圧力分布や温度分布の金型を完成させつつある。
・温度の均一化のためには加熱シュミレーションの高度化と加圧力の均一化のために芯材を応用した成形技術の確立が必要

本技術の活用例

企業概要

静岡県工業技術研究所　浜松工業技術支援センター／浜松地域CFRP事業化研究会

テーマ 素形材(UDテープ)加工とTAM成形法の活用によるCFRTPの素形材から成形品までの一貫生産

キーワード 熱可塑性樹脂、小規模生産、UDテープ、高周波電流通電加熱方式、プレス成形、短時間成形

マトリックスが熱硬化性樹脂の場合 
・成形時間が長時間で設備投資の負担が大きい 

・樹脂硬化時間が長く成形時間短縮に限界がある 

従来の加熱成形法では 
・金型の短時間加熱が難しく工程の大型化と 

  装置を多数台設置する必要がある＝生産性低い 
・高額な素材コストと複雑形状の成形が難しい 
・接合などの後加工が必要で強度保証が難しい 

熱可塑性樹脂をマトリックスとしたUDテープの製造装置により 
・様々なマトリックス樹脂の含浸状態を制御したUDテープを作成 
・UDテープを用いて製品形状に合わせた二次成形素材の作成が可能 

・素材から製品までの一貫生産工程を自社内に構築できる 
・設備投資負担の少ない短時間成形の工程を構築可能 

高周波電流通電加熱方式(TAM工法）の技術は 
・金型の高速昇温・冷却が可能で生産性は20倍に向上 
・成形温度のコントロールが容易で成形時に樹脂含浸、接着
が可能 
・従来設備(プレス機)での成形加工に対応 
・Mgなどの難塑性加工素材の加工にも適用可能 

CFRTP素形材(UDテープ)の製造技術 

高周波電流通電加熱方式(TAM工法)による成形加工 

TAM工法 １型・１装置・成型時間＝２０分以下 一般的な加熱・加圧成形法 

企業概要

所在地 〒 939-1698

189,080 万円

富山県南砺市土生新1200番地

資本金・従業員数

生産品目 自動車用内外装、機能部品　OA機器

問合せ先
部署・担当者 次世代技術部　商品応用技術G　　　　小西　勉

連絡先 TEL 0763-62-3899

ホームページ http://www.sankogosei.co.jp

E-mail t.konishi@sankogosei.co.jp

認証取得 　ＩＳＯ 9001 ： 2008　　ＩＳＯ 14001 ： 2004　　ＩＳＯ/ＴＳ 16946 ： 2009

主要取引先 ダイハツ工業㈱　本田技研工業㈱　ＸＥＲＯＸ　Canon　　

601 人 海外拠点 中国、タイ、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ＵＫ

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

　・炭素繊維の深絞りの際の離型抵抗を減らすことができれば、取り出し作業の負荷が軽減できる。
　・金型の昇温時間の短種と、均一な冷却ができれば、成形サイクルの短縮と製品品質が安定する。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

　・製品形状からプリプレグの展開図を作成する自動設計プログラムを開発できる企業または研究機関。
　・プリプレグのカッティング技術及び、装置を開発できる企業または研究機関。
　・炭素繊維部品を効率的に生産するための中間ぞ材を開発できる企業または研究機関。

有

従来技術 新技術

本技術の活用例 　・自動車の用品
　・ＯＡ機器

三光合成株式会社
テーマ 　　炭素繊維成形技術、金型製作

企業・機関名

 １．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
 ２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
 ３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
 ４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

キーワード 　　　炭素繊維(熱硬化、熱可塑）、　成形、　金型、

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

車両の構造体、ボディー等は、鋼板が使用されており、 

スポット溶接や、溶接されたナットにボルトで部品が 

固定されている。 

車両の構造体を炭素繊維でする場合プリプレグが伸び 

ないため、板金プレスのように絞り加工を行うことが 

難しかった。 

また、炭素繊維は溶接が出来ないため、通常は穴を明 

けてネジで固定していたため、炭素繊維が切断さるため 

強度に問題があつた。 

炭素繊維の成形（深絞り加工） 

炭素繊維成形品のネジ止めボスの一体化 

深さ20mmの深絞り加工と 
  トリミング無しの成形 

炭素繊維成形品への 
  インサートボスの一体成形 

炭素繊維の積層パネル 
（平板） 

炭素繊維成形品の 

固定用の穴泣け 

・従来の板金に代わり、炭素繊維を使用することで、大幅に強度が向上して軽量化ができる。 

・熱可塑性の炭素繊維材料のため成形時間が短い。 

・周囲のトリミング加工が不要なため、製品の仕上げ加工が必要ない。 

・固定のための穴開け加工がないため、製品強度の低下が無い。 

一村産業株式会社 （役割：熱可塑性プリプレグの開発） 

・成形時間 ３０分 ⇒ ５分 

・コスト  ３０％削減 

・トリム加工 不要 
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キーワード 高熱伝導、高剛性、軽量

新日鉄住金マテリアルズ株式会社
テーマ 高熱伝導性炭素繊維複合材

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

高熱伝導性を有する金属箔とピッチ系炭素繊維の特色である「高熱伝導」「高弾性率」
それぞれの特色を生かした炭素繊維複合材

アルミ並みかそれ以上の
高熱伝導性と高剛性、軽量性

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　  月完了予定。進捗状況　  ％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 出願中

従来技術 新技術

本技術の活用例 パソコン、スマートフォン、タブレット端末筐体、または左記支持基材など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜技術課題＞

　用途に応じた最適な積層構成に関する知見、深絞りなどの形状品に対する実績

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

特になし

ホームページ  http://www.nck.nsmat.co.jp

認証取得 ISO9001（コンポジットカンパニー）

東京都中央区銀座7-16-3　日鐵木挽ビル4F

資本金・従業員数 30,000 万円 1,330 人 海外拠点 タイ・インドネシア・中国・フィリピン、マレーシア・インド
企業概要

所在地 〒 104-0061

問合せ先
部署・担当者 コンポジットカンパニー　コンポジット部(姫路グループ)　延澤　優樹

連絡先 TEL 079－236-9535 E-mail y-nobuzawa@nck.nsmat.co.jp

生産品目 炭素繊維複合材、ピッチ系炭素繊維、半導体電子産業部材、メタル担体 主要取引先 －

○熱伝導性

PAN系CFRP ≪ ピッチ系CFRP ＜アルミニウム(A5052) 

ピッチ系CFRPはPAN系CFRPに比べて熱伝導性が高いが、 
アルミニウムに劣る 

○熱伝導性

金属箔＋ピッチ系炭素繊維のハイブリッドCFRP 

⇒アルミ並みかそれ以上の高熱伝導性と高剛性、軽量性 
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成
形

従来技術 新技術

本技術の活用例 航空機の大型部品(主翼、パネルなど）、構造体の部品
自動車のルーフ、ボンネットなど外板部品

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

開発進度

10,000 万円

生産品目 工作機械、産業機械、測定機

企業・機関名 新日本工機株式会社
テーマ 6インチ幅程度のCFRPプリプレグテープを3次元形状構造物に自動積層する機械の開発

キーワード CFRPプリプレグテープ、自動積層、3次元形状、5軸、ナイフカット

提案技術のポイント 効果

・航空機の主翼のようななだらかな3次元形状の構造物への積層技術
・工作機械の5軸機械の製作、制御技術を生かした高精度なレイアップ装置
・保有機は2ｍ幅の製品製作能力。設備としては5-6ｍ幅の製作能力有り

・国産技術で低価格対応可
・ＣＦＲＰの歩留まり、原価低減可能
・ワーク形状に応じて機械使用変
更可能

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

ＣＡＭソフトの構築、連携、プリカットテープによる効率的な貼り方
ＣＦＲＰの供給、見直しなど対応できるメーカー
国内先進メーカー及び研究機関との連携によるレベルアップ

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

レイアップ機としてのハード系は完成の域に来ているが、プリプレグテープを形状に
沿ってたるみなく（≒皺なく）貼るためのCAMソフト、制御ソフトの開発、タイアップが必
要

海外拠点 シカゴ、ドイツ、韓国、南京、タイ、インド、インドネシア650 人
企業概要

所在地 〒 590-0157

認証取得 ISO9001,14001

堺市南区高尾2丁500-1　

資本金・従業員数

主要取引先 トヨタ、スズキ、ボーイング、エアバス

問合せ先
部署・担当者 名古屋営業・田中和也

連絡先 TEL 052-209-9099 E-mail k-tanaka@snkc.co.jp

ホームページ http://www.smkc.co.jp

上記の通り 

・レイアップヘッドをアルミベースの架台に変更して高速対応 

・送り速度80ｍ/min対応 

・加速度0.3Ｇ対応 

・超音波ナイフカットによるコーナー切り対応可 

･プリプレグテープは12インチ幅までの対応可 

機械の大きさ、仕様については製作ワークに合わせて対応可 

0.1 

15 

3600 

1200 

12 

30 

30 

旧型機 

0.3 

80 

7200 
2160 
45 
80 
80 
新型機 

G 加速度（直線軸） 

m/min テープカッターの移動（V軸） 
度 レイアップヘッドの回転（C軸） 
度 レイアップヘッドの左右旋回（A軸） 
m/min ラムの上下（Z軸） 
m/min ラム主軸等の左右（Y軸） 
m/min ガントリーの前後（X軸） 
単位 各軸送り速度 

キーワード 高熱伝導、高剛性、軽量

新日鉄住金マテリアルズ株式会社
テーマ 高熱伝導性炭素繊維複合材

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

高熱伝導性を有する金属箔とピッチ系炭素繊維の特色である「高熱伝導」「高弾性率」
それぞれの特色を生かした炭素繊維複合材

アルミ並みかそれ以上の
高熱伝導性と高剛性、軽量性

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　  月完了予定。進捗状況　  ％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 出願中

従来技術 新技術

本技術の活用例 パソコン、スマートフォン、タブレット端末筐体、または左記支持基材など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜技術課題＞

　用途に応じた最適な積層構成に関する知見、深絞りなどの形状品に対する実績

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

特になし

ホームページ  http://www.nck.nsmat.co.jp

認証取得 ISO9001（コンポジットカンパニー）

東京都中央区銀座7-16-3　日鐵木挽ビル4F

資本金・従業員数 30,000 万円 1,330 人 海外拠点 タイ・インドネシア・中国・フィリピン、マレーシア・インド
企業概要

所在地 〒 104-0061

問合せ先
部署・担当者 コンポジットカンパニー　コンポジット部(姫路グループ)　延澤　優樹

連絡先 TEL 079－236-9535 E-mail y-nobuzawa@nck.nsmat.co.jp

生産品目 炭素繊維複合材、ピッチ系炭素繊維、半導体電子産業部材、メタル担体 主要取引先 －

○熱伝導性

PAN系CFRP ≪ ピッチ系CFRP ＜アルミニウム(A5052) 

ピッチ系CFRPはPAN系CFRPに比べて熱伝導性が高いが、 
アルミニウムに劣る 

○熱伝導性

金属箔＋ピッチ系炭素繊維のハイブリッドCFRP 

⇒アルミ並みかそれ以上の高熱伝導性と高剛性、軽量性 
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成
形

人 海外拠点 ナシ

自動車／航空機／部品メーカー各社様

認証取得  ISO9001　／　ISO14000　（本社取得）

生産品目

問合せ先
部署・担当者 開発技術グループ　係長　大芝一也

連絡先 TEL 0545-51-5221 E-mail k-oshiba@marusun-g.co.jp

ホームページ http://www.marusun-g.co.jp/

金型設計／製作／試作 主要取引先

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

本技術の活用例

協業頂ける　材料メーカー様　設備メーカー様　大学等研究機関様

新規アイテムへの展開

企業概要

所在地 〒 417-0001 静岡県富士市今泉花の木６５２－１

資本金・従業員数 6,900 万円 85

成形サイクル　５分　→　１分

別部品ASSY分コスト削減

自動車用部品・航空機用部品・鉄道車両用部品・住宅建材用部品

付帯設備メーカー様

熱硬化性樹脂成形から、熱可塑成形への転換による成形時間の短縮。

金型構造：自社技術

材料メーカー様

成形設備メーカー様

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

１工程でプリフォーム・射出工程を行い、更にアンダーカット・リブ・ボス形状が同時成形可能なのでコスト削減に寄与。

ヒート＆クールによる製品意匠面品質の向上。

しかし、成形サイクルが長い・製品歩留まりが悪い・リブ／ボス／アンダーカット

熱可塑性ハイブリッド成形のメリットとして、樹脂単身成形同等レベルのサイクルで

株式会社　駿河エンジニアリング
テーマ CFRTPハイブリッドプレス成形金型による成形時間の短縮と表面品質の向上

企業・機関名

ヒート＆クール工程のサイクル短縮／温度斑の削減／

キーワード ハイブリッド成形金型及びヒート＆クール成形による成形条件の最適化

有

従来技術 新技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

従来、強度／意匠面の必要な製品は熱硬化性材料による物が多数を占めていた。

熱硬化性製品ならではのメリットとして、成形品がそのまま意匠面として

使用出来るという部分がメリットである。

１工程でプリフォームも合わせ成形が可能な為サイクル短縮に繋がる。

射出成形なので、強度不足部にはリブを、ボス形状／アンダーカット形状も、同時成形

同時成形が可能である。後工程ASSYが必要なくなる。

意匠面の品質は、現状熱硬化性に敵わない。ヒート＆クールを用い、出来る限り

レベルの高い製品を目指す開発を進めている。

ハイブリッド成形　工程図

ハイブリッド成形技術を用い、部品の開発／量産化を検討頂ける客先様。

熱硬化性　自動車用フロアパネル　

２５００ｍｍ×１６００ｍｍ

形状は、別部品をASSYする必要がある等のデメリットがある。

全部ではないが、熱可塑性への移行が増えている。

ハイブリッド成形用　ヒート＆クール機能保有金型 ハイブリッド成形品

連続繊維シート 
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成
形

効果提案技術のポイント

大同工業株式会社
テーマ

キーワード 一定断面長尺部材、連続成形

熱可塑性CFRP材料のロールフォーミング工法による高効率成形

企業・機関名

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ロールフォーミングに適した材料開発が可能な企業

本技術の活用例 ・土木建築の構造材　アングル材　溝形鋼　等
・自動車の部品　トラックの荷台の構造材　等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・低コストな熱可塑性樹脂を含浸した長尺シートの入手

海外拠点 中国、タイ、インドネシア、ベトナム、イタリア、インド、アメリカ、ブラジル　14社

〒922-8686　石川県加賀市熊坂町イ197番地

2,726百万円 2,459人

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

http://www.did-daido.co.jp

自動車関連、福祉機器関連

ISO 9001認証、API規格認証

技術開発本部　開発部　製品技術課　課長　間嶋　利幸

TEL 0761-72-6207 E-mail t.majima@did-daido.co.jp

主要取引先 本田技研工業株式会社

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成２６年３月完了）
　２．試作・実験段階　（平成２８年９月完了予定　進捗状況５０％）
　３．開発完了　段階　（平成２９年９月完了予定）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・従来のプレス工法に代わり、ロールフォーミング工法の採用により生産性向上、加工コスト削減
コスト削減目標：20％以上（プレス比）
成形時間：1分/m→0.2分/m

開発進度

金沢工業大学　役割：成形品評価・シミュレーション

共同研究実施者とその役割 知的財産権

無

・プレスの大きさに制限があり、長尺

部材には不適 

・バッチ成形のため加工時間は長い 

成形部材イメージ 
加熱プレス 

一定断面長尺部材への適用例 

成形部材イメージ 
・ロール成形のため一定断面長尺材の

成形に有効 

・連続成形のため高い生産性 5m/分 

人 海外拠点 ナシ

自動車／航空機／部品メーカー各社様

認証取得  ISO9001　／　ISO14000　（本社取得）

生産品目

問合せ先
部署・担当者 開発技術グループ　係長　大芝一也

連絡先 TEL 0545-51-5221 E-mail k-oshiba@marusun-g.co.jp

ホームページ http://www.marusun-g.co.jp/

金型設計／製作／試作 主要取引先

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

本技術の活用例

協業頂ける　材料メーカー様　設備メーカー様　大学等研究機関様

新規アイテムへの展開

企業概要

所在地 〒 417-0001 静岡県富士市今泉花の木６５２－１

資本金・従業員数 6,900 万円 85

成形サイクル　５分　→　１分

別部品ASSY分コスト削減

自動車用部品・航空機用部品・鉄道車両用部品・住宅建材用部品

付帯設備メーカー様

熱硬化性樹脂成形から、熱可塑成形への転換による成形時間の短縮。

金型構造：自社技術

材料メーカー様

成形設備メーカー様

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

１工程でプリフォーム・射出工程を行い、更にアンダーカット・リブ・ボス形状が同時成形可能なのでコスト削減に寄与。

ヒート＆クールによる製品意匠面品質の向上。

しかし、成形サイクルが長い・製品歩留まりが悪い・リブ／ボス／アンダーカット

熱可塑性ハイブリッド成形のメリットとして、樹脂単身成形同等レベルのサイクルで

株式会社　駿河エンジニアリング
テーマ CFRTPハイブリッドプレス成形金型による成形時間の短縮と表面品質の向上

企業・機関名

ヒート＆クール工程のサイクル短縮／温度斑の削減／

キーワード ハイブリッド成形金型及びヒート＆クール成形による成形条件の最適化

有

従来技術 新技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

提案技術のポイント 効果

従来、強度／意匠面の必要な製品は熱硬化性材料による物が多数を占めていた。

熱硬化性製品ならではのメリットとして、成形品がそのまま意匠面として

使用出来るという部分がメリットである。

１工程でプリフォームも合わせ成形が可能な為サイクル短縮に繋がる。

射出成形なので、強度不足部にはリブを、ボス形状／アンダーカット形状も、同時成形

同時成形が可能である。後工程ASSYが必要なくなる。

意匠面の品質は、現状熱硬化性に敵わない。ヒート＆クールを用い、出来る限り

レベルの高い製品を目指す開発を進めている。

ハイブリッド成形　工程図

ハイブリッド成形技術を用い、部品の開発／量産化を検討頂ける客先様。

熱硬化性　自動車用フロアパネル　

２５００ｍｍ×１６００ｍｍ

形状は、別部品をASSYする必要がある等のデメリットがある。

全部ではないが、熱可塑性への移行が増えている。

ハイブリッド成形用　ヒート＆クール機能保有金型 ハイブリッド成形品

連続繊維シート 
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成
形

株式会社タカギセイコー
テーマ 熱可塑性複合材料の量産成形技術

企業・機関名

自動車メーカー（部材設計評価） 有
（出願中）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

従来技術 新技術

キーワード CFRTP　連続成形

提案技術のポイント 効果

CFRTPをはじめとする熱可塑性の複合材料は、一般的に生産サイクルの長い熱硬化性のものに対
して、生産サイクルが短く、自動車など大量生産に適しているとされてきた。しかしその材料特性やハ
ンドリング性から連続生産が困難であった。本提案は、この欠点を解消し連続生産を可能とする量産
成形技術である。

自動車の生産ラインスピードに対
応する生産が可能

企業概要

所在地 〒 933-8628 富山県高岡市二塚322-3

資本金・従業員数 209,013 万円

自動車の構造材（フレーム、パネルなど）
建築用の構造部材　など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

技術課題：マルチマテリアル対応（異材接合など）、高速非破壊検査システム開発など

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

基材関連企業　機械設備企業　川下メーカー（自動車、建設など）

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 開発技術部　高橋伸忠

連絡先 TEL 0766-84-2318 E-mail NobutadaTakahashi@nts.takagi-seiko.co.jp

ホームページ http://www.takagi-seiko.co.jp

認証取得 ISO９００１　ISO14001

生産品目

951 人 海外拠点 中国　インドネシア　タイ

本田技研工業㈱、スズキ㈱、富士通㈱他プラスチック成形品及び金型の製造、販売 主要取引先

・基材の材料特性からサイクル短

縮及び連続成形が困難 

・大型成形品は材料のハンドリン

グが困難で成形が不安定 

・部品として使用するには後加工

など成形加工以外に工程が必要 

・熱可塑性複合材料のハイサイ

クルな連続成形を実現 

・MAX□１８００の大型成形品に

も対応 

・形状の自由度を増す射出成形

による形状付加も同時加工 

種々の材料に対応可能です 
熱可塑性複合材料の成形はご相談くださ

基材調整 

熱可塑性複合材料の量産成形技術の開発 

従来技術 開発技術 
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問合せ先
部署・担当者 生産技術部　　部長　　大木　啓司

連絡先 TEL 058-380-0003 E-mail ohki@tokuda.co.jp

生産品目 航空機部品、各種治具 主要取引先 川崎重工業株式会社

ホームページ http://www.tokuda.co.jp/

認証取得 JIS Q 9100:2004, JIS Q 9001:2008（ISO9001:2008）

岐阜県各務原市金属団地209番地

資本金・従業員数 3,000 万円 123 人 海外拠点 -

〒 504－0957

企業概要

所在地

従来技術 新技術

キーワード ポーラス、成形金型、アウトオブオートクレーブ、一体成型

提案技術のポイント 効果

本技術の活用例
・航空機の座席部品
・鉄道車両の座席部品
・自動車の車体や座席部品
・ロボット部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

離型処理によるポーラス合金の耐久性が課題
・弊社での成形した部品販売としたい

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ポーラス合金の離型処理技術に知見を有する企業
成形温度が低く、高性能な炭素繊維複合材の提供が可能な企業

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成28年　3月完了予定。進捗状況50％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

企業・機関名

・従来のオートクレーブ成形法に代わり、アウトオブオートクレーブ成形法を採用することにより生産性を大幅
に向上
・ポーラスアルミ合金により、成形時に反応ガスを発生する材料も高品位に成形が可能
・成形後に産業廃棄物として廃棄される成形ｊの副資材が低減される。

成形時間：８時間以上→２時間以
内

徳田工業株式会社
テーマ 炭素繊維複合材のオートクレーブレス成形型

（有）テー・テー・エス
（ポーラスアルミ合金に関する情報提供） 無

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

・大がかりな装置 
・長い成形時間 

・従来と比較して安価な設備 
・成形副資材が少なく済む 
・急速昇温・冷却による短時間成形 
・ポーラスアルミ合金により、成形表面から成
形中の反応ガスを吸引排出 

オートクレーブ成形 オートクレーブレス成形 

安価で高品位な部品を提供 

株式会社タカギセイコー
テーマ 熱可塑性複合材料の量産成形技術

企業・機関名

自動車メーカー（部材設計評価） 有
（出願中）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

従来技術 新技術

キーワード CFRTP　連続成形

提案技術のポイント 効果

CFRTPをはじめとする熱可塑性の複合材料は、一般的に生産サイクルの長い熱硬化性のものに対
して、生産サイクルが短く、自動車など大量生産に適しているとされてきた。しかしその材料特性やハ
ンドリング性から連続生産が困難であった。本提案は、この欠点を解消し連続生産を可能とする量産
成形技術である。

自動車の生産ラインスピードに対
応する生産が可能

企業概要

所在地 〒 933-8628 富山県高岡市二塚322-3

資本金・従業員数 209,013 万円

自動車の構造材（フレーム、パネルなど）
建築用の構造部材　など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

技術課題：マルチマテリアル対応（異材接合など）、高速非破壊検査システム開発など

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

基材関連企業　機械設備企業　川下メーカー（自動車、建設など）

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 開発技術部　高橋伸忠

連絡先 TEL 0766-84-2318 E-mail NobutadaTakahashi@nts.takagi-seiko.co.jp

ホームページ http://www.takagi-seiko.co.jp

認証取得 ISO９００１　ISO14001

生産品目

951 人 海外拠点 中国　インドネシア　タイ

本田技研工業㈱、スズキ㈱、富士通㈱他プラスチック成形品及び金型の製造、販売 主要取引先

・基材の材料特性からサイクル短

縮及び連続成形が困難 

・大型成形品は材料のハンドリン

グが困難で成形が不安定 

・部品として使用するには後加工

など成形加工以外に工程が必要 

・熱可塑性複合材料のハイサイ

クルな連続成形を実現 

・MAX□１８００の大型成形品に

も対応 

・形状の自由度を増す射出成形

による形状付加も同時加工 

種々の材料に対応可能です 
熱可塑性複合材料の成形はご相談くださ

基材調整 

熱可塑性複合材料の量産成形技術の開発 

従来技術 開発技術 
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企業概要

所在地 〒 ４８６－０９３７

問合せ先
部署・担当者 開発技術課　山田健二

連絡先 TEL ０５６８－３３－６５７５　（追進工場） E-mail yamada@nihon-polymer.co.jp

生産品目 フッ素樹脂製品 主要取引先 非公開

ホームページ http://www.nihon-polymer.co.jp

認証取得 無し

愛知県春日井市細木町２丁目６９番地  TEL  ０５６８－３３－２５５１

資本金・従業員数 2,000 万円 15 人 海外拠点 中国（蘇州）、韓国（仁川）

本技術の活用例 プリプレグを積層させ加熱・加圧硬化させる工程での離型シート

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

CFRPの成形加工業者と連携し、品質向上を図りたい。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRPの成形加工業者、  オートクレーブ、プレス設備を有する研究機関

提案技術のポイント 効果

樹脂成形工程で使用するフッ素樹脂離型シートについて、伸縮性と屈曲性を有する柔らかい素材へ改
良し、成形品曲面へ皺なく密着させることを可能にする。

離型シートの裂けを抑制
曲面（成形品）に対して皺なく離型
シートを密着させることが可能

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

キーワード フッ素樹脂、ガラスクロス、フッ素樹脂コーティング、耐熱性、非粘着

日本ポリマー株式会社
テーマ 樹脂成形工程向けフッ素樹脂離型シート

企業・機関名

・伸縮性と屈曲性を有する柔らかい素材 

・強度向上 

・曲面への密着が可能 

プリプレグの積層、加熱・加圧工程での離型シート 

・従来品は伸縮性と屈曲性がなく硬い 

・折り皺が出来ると裂け易い 

・平面に対して使用 

平面のみ 曲面への対応が可能 
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キーワード 遠赤外線加熱、加熱工程の効率化、プレス前加熱

株式会社ノリタケカンパニーリミテド
テーマ CFRTPプリプレグ・シート材の加熱工程の効率化、処理時間短縮

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

■CFRTP成形工程における加熱処理を最適化　加熱温度　400℃対応
■遠赤外線ヒーターと雰囲気加熱を組み合わせた精度の高い加熱処理
■加熱～プレス工程間の最適な搬送システムの提案

加熱時間の短縮
加熱装置の炉長短縮
加熱精度の向上
成形工程の省力化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

－ 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 CFRTP成形工程のプレス前加熱処理

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

プレス前の加熱処理の精度改善、短時間加熱を搬送システムを含めたラインとして提案します

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車用部品メーカー、プレス成形ライン、CFRTP素材開発研究機関

ホームページ http://www.noritake.co.jp/

認証取得 ISO14001、ISO9001

名古屋市西区則武新町三丁目1番36号

資本金・従業員数 156億32百 万円 5,089 人 海外拠点 中国、アメリカ　他
企業概要

所在地 〒 451-8501

問合せ先
部署・担当者 エンジニアリング事業部　ヒートテクノ部　開発グループ　関川義博

連絡先 TEL 052-561-9878 E-mail ysekikawa@n.noritake.co.jp

生産品目 研削工具、セラミック部品、各種加熱装置、食器 主要取引先 自動車、化学、電機　メーカー

雰囲気加熱との比較 

＜熱風加熱方式＞ 

基材塗膜

温

度 

熱風 熱風 

＜遠赤外線加熱方式＞ 

基材

温

度 

塗膜
遠赤外線 

被加熱物内部が加熱され昇温時間が短い 表層からの熱伝達になり昇温時間が長い 
＜熱風加熱方式＞ 

温

度 
１ゾーン ２ゾーン  ３ゾーン 

IN OUT 

製品温度 

炉内温度 

時間 

ゾーン分割によるステップ加熱が必要 ＜遠赤外線加熱方式

＞ 

温

度 

IN OUT 

製品温度 

炉内温度 

時間 

炉長短縮 

急昇温が可能であり､大幅な時間短縮 

企業概要

所在地 〒 ４８６－０９３７

問合せ先
部署・担当者 開発技術課　山田健二

連絡先 TEL ０５６８－３３－６５７５　（追進工場） E-mail yamada@nihon-polymer.co.jp

生産品目 フッ素樹脂製品 主要取引先 非公開

ホームページ http://www.nihon-polymer.co.jp

認証取得 無し

愛知県春日井市細木町２丁目６９番地  TEL  ０５６８－３３－２５５１

資本金・従業員数 2,000 万円 15 人 海外拠点 中国（蘇州）、韓国（仁川）

本技術の活用例 プリプレグを積層させ加熱・加圧硬化させる工程での離型シート

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

CFRPの成形加工業者と連携し、品質向上を図りたい。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRPの成形加工業者、  オートクレーブ、プレス設備を有する研究機関

提案技術のポイント 効果

樹脂成形工程で使用するフッ素樹脂離型シートについて、伸縮性と屈曲性を有する柔らかい素材へ改
良し、成形品曲面へ皺なく密着させることを可能にする。

離型シートの裂けを抑制
曲面（成形品）に対して皺なく離型
シートを密着させることが可能

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

キーワード フッ素樹脂、ガラスクロス、フッ素樹脂コーティング、耐熱性、非粘着

日本ポリマー株式会社
テーマ 樹脂成形工程向けフッ素樹脂離型シート

企業・機関名

・伸縮性と屈曲性を有する柔らかい素材 

・強度向上 

・曲面への密着が可能 

プリプレグの積層、加熱・加圧工程での離型シート 

・従来品は伸縮性と屈曲性がなく硬い 

・折り皺が出来ると裂け易い 

・平面に対して使用 

平面のみ 曲面への対応が可能 
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キーワード 熱可塑性CFRP，プレス成形

広島県立総合技術研究所
テーマ 炭素繊維複合材料利用技術

提案技術のポイント 効果

熱可塑性CFRPを用いた自動車部品を実現するため，CFRPの特性を考慮できる設計・解析技術と，
従来の熱硬化性CFRPのオートクレーブ成形に比べハイサイクルで低コスト化が可能な熱プレス成形
技術の開発に取組んでいる。

炭素繊維複合材料のハイサイクル
成形，低コスト化に効果

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

主な関連企業
㈱積層金型：ハイサイクル金型
タジマ工業㈱：CFRTPテープ積層
㈱オーエイプロト：CFRTP熱プレス成形

出願中

従来技術 新技術

・自動車の各種部品　・産業用機械の各種部品　・成形用金型　・風力発電用ブレード　・日用品　など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・これまで蓄積してきた（設計解析技術），（成形技術）をベースに，現在，具体的なニーズを持った企業
との連携・技術支援を目指す共同研究での取組みを実施している。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・素材開発メーカ，金型製作メーカ，プレス成形メーカ，各種部品成形メーカ，研究機関，等

主要取引先

ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/27/tanso-pj.html

認証取得

問合せ先
部署・担当者 西部工業技術センター炭素繊維プロジェクトチーム　山下弘之

連絡先 TEL 0823-74-1160 E-mail wkctanso@pref.hiroshjima.lg.jp

企業概要

所在地 〒 737-0004

企業・機関名

生産品目

広島県呉市阿賀南2-10-1

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

本技術の活用例

航空機分野： 熱硬化性ＣＦＲＰのオートクレーブ

自動車用部品の製作には不適 

●実績があり，高強度・高品質
しかし…

●成形時間が長く,量産に不適
●熱硬化性樹脂複合材料のため
リサイクルが困難
などの課題がある 

●量産性,リサイクルで有利 ⇒ 熱可塑性CFRP(CFRTP)の利用
●繊維方向に強いCFRPの特徴を最大限に生かす

⇒ CFRTPの連続繊維(UD)材を利用
●(設計~生産)に係る要素技術

⇒【設計・解析技術】，【熱プレス成形技術】の開発を推進

①【設計・解析技術】
●CFRTPの異方性・非線形を考
慮した構造解析(剛性・強度予測) 
●CFRTP積層材のプレス成形解
析(成形性予測) 
●解析のベースとなるCFRTPの物
性データを蓄積 

②【プレス成形技術】
●ハイサイクルプレス成形加工
・成形時の金型加熱・冷却サイクルの高速化技術
・金型や成形条件等に関するノウハウを蓄積中

自動車へ適用できる技術の開発 

各種部品(自動車,他)を試作 
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成
形

キーワード 熱可塑性CFRP，プレス成形

広島県立総合技術研究所
テーマ 熱可塑性CFRP用ハイサイクル金型技術

提案技術のポイント 効果

・熱可塑性CFRPを用いた自動車部品を実現するため，従来の熱硬化性CFRPのオートクレーブ成形
に比べ，ハイサイクルで低コスト化が可能な熱プレス成形技術の開発に取組んでいる。この中で，成
形時の金型の加熱・冷却サイクルを温度ムラ無く高速化する技術を開発した。

・成形のハイサイクル化
・成形品質の向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

連携企業
㈱積層金型(広島県): ハイサイクル金型(異種材
料の接合技術）

出願中

従来技術 新技術

・自動車の各種部品　・産業用機械の各種部品　・成形用金型　・風力発電用ブレード　・日用品　など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・これまで蓄積してきた技術をベースに，現在，具体的なニーズを持った企業との連携・技術支援を目指
す共同研究での取組みを実施している。
・金型大型化への対応，異材接合技術の多様化

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・素材開発メーカ，金型製作メーカ，プレス成形メーカ，各種部品成形メーカ，研究機関，等

主要取引先

ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/27/tanso-pj.html

認証取得

問合せ先
部署・担当者 西部工業技術センター炭素繊維プロジェクトチーム　山下弘之

連絡先 TEL 0823-74-1160 E-mail wkctanso@pref.hiroshjima.lg.jp

企業概要

所在地 〒 737-0004

企業・機関名

生産品目

広島県呉市阿賀南2-10-1

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

本技術の活用例

①コールドプレス成形

成形時に樹脂溶融温度よ
り低く一定に保持する 

 短時間成形が可能
 樹脂粘度増加や固化
による成形不良が生じ
やすい（含浸不良，ボ
イド，樹脂枯れ）

②ホットプレス成形
(Heat & Cool)

樹脂溶融温度より高い状
態で成形を始め，その後
冷却し脱型時は溶融温
度より低くする 
 成形不良が生じにくい
 成形時間が長い。
 急速に加熱・冷却する
と温度ムラが生じる

高品位な成形を可能にするハイサイクル金型技術 

成形品質とハイサイクルを両立
する成形技術が必要 

熱可塑性CFRPの熱プレス成形 

CFRTP積層板 外部加熱装置によ
る材料加熱，軟化 

金型で熱プレス成
形，形状賦形 成形品 

●成形時の金型温度制御により２つの成形法に区分される

金型 

●銅と鋼の異種金属を層状に接合し，各層の厚さを金型
内で適切に変えた高速・均等加熱冷却金型を開発 

温度ムラが無く，金型の加熱冷却 
サイクルの高速化が可能  

脱型 搬送 

●加熱条件
①加熱：金型底部温度を260℃に設定し15秒間保持
②冷却：25℃の水を流して冷却

従来金型に比べ均一に早く温度が変化！！ 

開発した金型構造 
銅と鋼を層状に配置 

製作した金型 
(コア・キャビ) 

成形品質とハイサイクルの両立 

【熱プレス工程】 

成形品質はホットプレスが優位 
温度ムラと金型加熱冷却 
サイクルの高速化が課題 

キーワード 熱可塑性CFRP，プレス成形

広島県立総合技術研究所
テーマ 炭素繊維複合材料利用技術

提案技術のポイント 効果

熱可塑性CFRPを用いた自動車部品を実現するため，CFRPの特性を考慮できる設計・解析技術と，
従来の熱硬化性CFRPのオートクレーブ成形に比べハイサイクルで低コスト化が可能な熱プレス成形
技術の開発に取組んでいる。

炭素繊維複合材料のハイサイクル
成形，低コスト化に効果

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

主な関連企業
㈱積層金型：ハイサイクル金型
タジマ工業㈱：CFRTPテープ積層
㈱オーエイプロト：CFRTP熱プレス成形

出願中

従来技術 新技術

・自動車の各種部品　・産業用機械の各種部品　・成形用金型　・風力発電用ブレード　・日用品　など

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・これまで蓄積してきた（設計解析技術），（成形技術）をベースに，現在，具体的なニーズを持った企業
との連携・技術支援を目指す共同研究での取組みを実施している。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・素材開発メーカ，金型製作メーカ，プレス成形メーカ，各種部品成形メーカ，研究機関，等

主要取引先

ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/27/tanso-pj.html

認証取得

問合せ先
部署・担当者 西部工業技術センター炭素繊維プロジェクトチーム　山下弘之

連絡先 TEL 0823-74-1160 E-mail wkctanso@pref.hiroshjima.lg.jp

企業概要

所在地 〒 737-0004

企業・機関名

生産品目

広島県呉市阿賀南2-10-1

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

本技術の活用例

航空機分野： 熱硬化性ＣＦＲＰのオートクレーブ

自動車用部品の製作には不適 

●実績があり，高強度・高品質
しかし…

●成形時間が長く,量産に不適
●熱硬化性樹脂複合材料のため
リサイクルが困難
などの課題がある 

●量産性,リサイクルで有利 ⇒ 熱可塑性CFRP(CFRTP)の利用
●繊維方向に強いCFRPの特徴を最大限に生かす

⇒ CFRTPの連続繊維(UD)材を利用
●(設計~生産)に係る要素技術

⇒【設計・解析技術】，【熱プレス成形技術】の開発を推進

①【設計・解析技術】
●CFRTPの異方性・非線形を考
慮した構造解析(剛性・強度予測) 
●CFRTP積層材のプレス成形解
析(成形性予測) 
●解析のベースとなるCFRTPの物
性データを蓄積 

②【プレス成形技術】
●ハイサイクルプレス成形加工
・成形時の金型加熱・冷却サイクルの高速化技術
・金型や成形条件等に関するノウハウを蓄積中

自動車へ適用できる技術の開発 

各種部品(自動車,他)を試作 
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成
形

有限会社ヒロセ金型
テーマ SMC材プレス成形の変肉部品

企業・機関名

切削や成形時間の短縮及びコスト
削減

提案技術のポイント 効果

CFRP切削に関して、あらゆる切削加工が可能。
CFRP成形に関しては、オートクレーブ作業をなくし、作業時間を短縮。

キーワード 金型加工、プレス成形、塗装

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

熱硬化性CFRPの簡易プレス成形による小型構造物の販路開拓

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

主要取引先 新東海ダイカスト

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

販路開拓先、技術提携先が御座いましたらお知らせ下さい

㈱タカイコーポレーション 無

本技術の活用例 一般的な小型構造部品（自動車・バイク・自転車・生活用品）

企業概要

所在地 〒 505-0055

生産品目 ダイカスト金型

岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺字南野1469番3

資本金・従業員数 500 万円 4 人 海外拠点 なし

認証取得 なし

問合せ先
部署・担当者 CFRP加工技術　山根啓輔

連絡先 TEL 0574250717 E-mail hirose-hks@lime.ocn.ne.jp

ホームページ http://hirose-mold.com

○ ○ 

鉄より軽く、鉄やガラス繊維と比較すると強度・剛性ともに優れる新素材CFRP（carbon-fiber-reinforced plastic 炭素繊維強化プ
ラスチック）、一般に言われているカーボンを用いた加工に取り組んでおり、CFRPの切削加工技術による刃物製品の熱硬化性
CFRP製の部品製作(写真1）や、 熱硬化前の柔らかいCFRP素材である薄板状の素形材 SMC（Sheet Molding Compound）の簡
易型プレス成形による熱硬化性CFRP製のレバー部品の製作（写真２：自転車のブレーキレバー、水道のレバー他）の試作を請負
つつ、関連技術の蓄積を図っている。 
熱硬化性CFRP部品の製作に対しては未だ切削加工品や大型の成形品が主流であり、小型の構造部品の成形に関しては新た
な事業分野となり、先駆けとなる新事業になりうると考えている。CFRP素材自体の知名度が上がり、業界としてCFRP製品に対す
る生産方法や生産技術が確立することにより既存の素材(アルミ・鉄)に代わる新素材として市場を拡大させることができうる。弊
社の主体事業が金型の生産・製作であり、金型に対する製作技術・知識及び金型を使用した製品の生産・作成法や設備を持っ
ているため、その技術やノウハウ、既存設備をそのまま生かして、新たな事業として展開していくことが可能である。 

写真2 写真1 
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成
形

キーワード 引抜成形、繊維ハイブリッド、NCF（ノンクリンプファブリック）

福井ファイバーテック株式会社
テーマ コスト低減を目標とした大型構造部材

企業・機関名

・ガラス繊維ロービングを主な使用材料として異方性の強い材料です
・異方性が強い材料のために接合には配慮が必要です

・必要な所へ効率的に炭素繊維を配置します
・接合を考慮して+45/-45/90方向に繊維を配置させます
・非金属接合が可能です

　　　橋梁への適用事例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非金属接合部（ＨＦＲＰガセット／ＦＲＰボルト）

効果

・高コストな炭素繊維を効率良く配置してバランスが取れた材料にしました
・接合を考慮して従来の引抜成形品ではあまり使用されないNCFを使用しました

軽量化/長寿命化/短期施工

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

ヒロセ株式会社（構造設計/施工）
東レ株式会社（材料設計/炭素繊維供給） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 橋梁、各種構造材

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

耐火性には課題があり建築構造材としては使用困難

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

設計コンサルタント/地方自治体/ゼネコン

ホームページ http://www.fukui-fibertech.co.jp

認証取得 ISO9000　愛知ブランド

愛知県豊橋市中原町岩西5-1

資本金・従業員数 9,500 万円 60 人 海外拠点 なし
企業概要

所在地 〒 441-3106

問合せ先
部署・担当者 技術開発グループ　小宮巌

連絡先 TEL 0532-41-1211 E-mail i-komiya@fukui-fibertech.co.jp

生産品目 各種繊維製品/FRP/FRP基材 主要取引先 非公開

GF/CF複合FRPフランジ 

有限会社ヒロセ金型
テーマ SMC材プレス成形の変肉部品

企業・機関名

切削や成形時間の短縮及びコスト
削減

提案技術のポイント 効果

CFRP切削に関して、あらゆる切削加工が可能。
CFRP成形に関しては、オートクレーブ作業をなくし、作業時間を短縮。

キーワード 金型加工、プレス成形、塗装

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

熱硬化性CFRPの簡易プレス成形による小型構造物の販路開拓

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

主要取引先 新東海ダイカスト

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

販路開拓先、技術提携先が御座いましたらお知らせ下さい

㈱タカイコーポレーション 無

本技術の活用例 一般的な小型構造部品（自動車・バイク・自転車・生活用品）

企業概要

所在地 〒 505-0055

生産品目 ダイカスト金型

岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺字南野1469番3

資本金・従業員数 500 万円 4 人 海外拠点 なし

認証取得 なし

問合せ先
部署・担当者 CFRP加工技術　山根啓輔

連絡先 TEL 0574250717 E-mail hirose-hks@lime.ocn.ne.jp

ホームページ http://hirose-mold.com

○ ○ 

鉄より軽く、鉄やガラス繊維と比較すると強度・剛性ともに優れる新素材CFRP（carbon-fiber-reinforced plastic 炭素繊維強化プ
ラスチック）、一般に言われているカーボンを用いた加工に取り組んでおり、CFRPの切削加工技術による刃物製品の熱硬化性
CFRP製の部品製作(写真1）や、 熱硬化前の柔らかいCFRP素材である薄板状の素形材 SMC（Sheet Molding Compound）の簡
易型プレス成形による熱硬化性CFRP製のレバー部品の製作（写真２：自転車のブレーキレバー、水道のレバー他）の試作を請負
つつ、関連技術の蓄積を図っている。 
熱硬化性CFRP部品の製作に対しては未だ切削加工品や大型の成形品が主流であり、小型の構造部品の成形に関しては新た
な事業分野となり、先駆けとなる新事業になりうると考えている。CFRP素材自体の知名度が上がり、業界としてCFRP製品に対す
る生産方法や生産技術が確立することにより既存の素材(アルミ・鉄)に代わる新素材として市場を拡大させることができうる。弊
社の主体事業が金型の生産・製作であり、金型に対する製作技術・知識及び金型を使用した製品の生産・作成法や設備を持っ
ているため、その技術やノウハウ、既存設備をそのまま生かして、新たな事業として展開していくことが可能である。 

写真2 写真1 
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成
形

キーワード 同時多層巻回

藤倉ゴム工業株式会社
テーマ 強度を上げる積層方法

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

プリプレグ巻きつけ時に発生する繊維のゆがみやボイドを極小化できるプリプレグの巻回方法 従来比20%強度向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　６月完了予定。進捗状況　90％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

早稲田大学　川田研究室
(役割：CFRP円筒材の破壊メカニズムの解析) 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車および航空機に使用されるトルク伝達軸

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

特に無し

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRPシャフトの内部欠陥の非破壊検査技術を有する企業

　ISO9001,　ISO14001,　OHSAS18001

東京都江東区有明3-5-7　TOC有明イーストタワー

資本金・従業員数 38億429 万円 1,617 人 海外拠点 米国，中国，ベトナム他

各種工業用ゴム部品の他、空圧制御機器、除振台およびその周辺機器、印刷機材、電気・電子機器、救難救命具等産業資材、ゴルフ用カーボンシャフト
企業概要

所在地 〒 135-0063 

問合せ先
部署・担当者 　営業開発部　水上

連絡先 TEL ０３－3527-8111 E-mail minak-jo@fc.fujikura.co.jp

生産品目

ホームページ http://www.fujikurarubber.com/

認証取得

超音波探傷によ

る内部観察像 

構造的弱点が存在する，またボイド等の

欠陥が生じやすいため本来の強度が十

分に発揮されない 

同時多層巻回によるCFRPシャフトの捩り強度向上効果 

従来積層 

20%向上 

同時多層巻回 

構造的弱点およびボイド等の発生を低

減することで強度発現率が向上した 

十分なねじり剛性を有することにより，Steel製ドライブシャ
フトからCFRP製ドライブシャフトへ置き換えが可能 



－ 94 －

成
形

企業概要

所在地 〒 444-0871

企業・機関名

生産品目 反応性樹脂成形装置、設備

愛知県岡崎市大西1-15-10

資本金・従業員数 9,660 万円 31 人 海外拠点

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 営業グループ　加賀 裕文

連絡先 TEL 0564-23-5532 E-mail h.kaga@pec-eng.co.jp

主要取引先 国内外の自動車メーカー、部品メーカー、電機、建築等

ホームページ http://www.pec-eng.co.jp/

認証取得

自動車の車体（ルーフ、ボンネット）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

＜課題＞　繊維加工設備も含めたシステム化。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

エンドユーザー（試作、量産）、企業の研究部門、大学、公設研究機関、設備メーカー

・ミキサー方式でエポキシを混合しながらゆっくり注入成形。
・注入には１０分ほど（分単位）かかっていた。
・成形サイクル毎の機内洗浄必要。
・金型内の圧力が０．５Ｍｐａ程度なら対応可能。

・衝突混合方式により、エポキシの主剤と硬化剤を高速で注入成
形。
・高速注入により、注入時間は１分以下（秒単位）。
・成形サイクル毎の機内洗浄不要。
・金型内の圧力が１０Ｍｐａ程度まで上がっても、高速で樹脂が注入
される。
・注入精度は±０．５％
・低粘度で高温な樹脂に対応。
・少量から大流量まで対応。
・エポキシだけでなく、ナイロン、ポリウレタンへの対応可能。
・試作機としても量産機としても使用可能。実績あり。

提案技術のポイント 効果

・エポキシ樹脂の混合注入を従来のミキサー方式から衝突混合方式に変更。
・低粘度で高温な樹脂に対応。
・少流量～大流量に対応。
・試作だけでなく量産まで対応可能。

・成形時間1/10 以下

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

キーワード ハイプレッシャー（ＨＰ）－ＲＴＭ、国産、量産

ポリマーエンジニアリング株式会社
テーマ HP-RTM注入機によるＣＦＲＰ成形のハイサイクル化

キーワード 同時多層巻回

藤倉ゴム工業株式会社
テーマ 強度を上げる積層方法

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

プリプレグ巻きつけ時に発生する繊維のゆがみやボイドを極小化できるプリプレグの巻回方法 従来比20%強度向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　６月完了予定。進捗状況　90％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

早稲田大学　川田研究室
(役割：CFRP円筒材の破壊メカニズムの解析) 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車および航空機に使用されるトルク伝達軸

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

特に無し

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRPシャフトの内部欠陥の非破壊検査技術を有する企業

　ISO9001,　ISO14001,　OHSAS18001

東京都江東区有明3-5-7　TOC有明イーストタワー

資本金・従業員数 38億429 万円 1,617 人 海外拠点 米国，中国，ベトナム他

各種工業用ゴム部品の他、空圧制御機器、除振台およびその周辺機器、印刷機材、電気・電子機器、救難救命具等産業資材、ゴルフ用カーボンシャフト
企業概要

所在地 〒 135-0063 

問合せ先
部署・担当者 　営業開発部　水上

連絡先 TEL ０３－3527-8111 E-mail minak-jo@fc.fujikura.co.jp

生産品目

ホームページ http://www.fujikurarubber.com/

認証取得

超音波探傷によ

る内部観察像 

構造的弱点が存在する，またボイド等の

欠陥が生じやすいため本来の強度が十

分に発揮されない 

同時多層巻回によるCFRPシャフトの捩り強度向上効果 

従来積層 

20%向上 

同時多層巻回 

構造的弱点およびボイド等の発生を低

減することで強度発現率が向上した 

十分なねじり剛性を有することにより，Steel製ドライブシャ
フトからCFRP製ドライブシャフトへ置き換えが可能 
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企業概要

所在地 〒 ９１０－０２７６

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　菅原将高

連絡先 TEL ０７７６－６７－０８０８ E-mail m.sugahara@maruhati.co.jp

生産品目 先端複合材料、高圧容器、高機能フイルム 主要取引先 大手商社、自動車航空関連企業、成型加工業者

ホームページ http://www.maruhati.co.jp

認証取得

福井県坂井市丸岡町玄女１２－１

資本金・従業員数 8,000 万円 20 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 ・水素ステーション用106MPa蓄圧器、45MPa輸送用複合容器、FCV用70MPaタンク
・小型簡易水素ステーション、高圧水素輸送用システム

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・106MPa蓄圧器、45Mpa輸送用複合容器の開発、70MPa自動車用燃料タンクの開発に関心のある企業、研究機関
・45MPa高圧水素輸送システムの研究開発に関心のある企業、研究機関
・超小型簡易水素ステーションの研究開発に関心のある企業、研究機関

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・高圧ガスに係る技術を要する会社との、ガス制御技術、制御システム等の処理技術に知見を有する関連企業
・再生エネルギー利用に係る技術を有する関係企業、大学等の研究機関

提案技術のポイント 効果
・従来のクロムモリブデン鋼による鋼製容器から、CFRP複合容器を採用することにより、大幅な軽量化
実現
・タイプ４（樹脂性ライナー）による、信頼性、安全性の大幅向上・・・15年間の長期使用が可
・丸八製複合容器による、超小型簡易水素ステーション、輸送システム構築の提案
・大胆な規制緩和、法的整備が必要

設計耐圧：107MPa、最低破裂圧力：
250MPa、常温圧力サイクル回数：
10万回以上のタイプ４(樹脂ライナー
製）CFRP複合容器蓄圧器

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成28年3月蓄圧器完了予定。進捗状況65％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

大阪大学（役割：高圧容器の設計解析、先端複合材料
損傷進展解析シミュレーション）首都大学東京（役
割：複合容器の設計解析、評価技術）東京大学（役
割：複合容器に関する技術・解析・分析・評価）
（独）産業技術総合研究所（水素バリアに係る技術指
導）

有

新技術（丸八（株）の新製品）

キーワード 水素ステーション用106MPa蓄圧器、輸送用45MPa複合容器、FCV用70MPaタンク

丸八株式会社
テーマ タイプ４（樹脂ライナー）　106MPa複合容器蓄圧器による　水素社会インフラ構築

企業・機関名

タイプ４（樹脂ライナー） 106MPa複合容器蓄圧器の研究開発 
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三重県津市半田564-1

資本金・従業員数

ホームページ http://www.miekin.co.jp

認証取得 ISO9001　ISO14001

問合せ先
技術開発部　　木村厚生

連絡先 TEL 0598-61-0800

部署・担当者

E-mail mkkatsuo@miekin.co.jp

企業概要

所在地 〒 514-0823

本技術の活用例 構造材の樹脂化による軽量化　設計の自由度向上
＊肉厚上下面への炭素繊維シートインサート成形技術

主要取引先 ﾃﾞﾝｿｰ、　住友電装、　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ、

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

重要課題である樹脂との接着性検討のため炭素繊維ﾒｰｶｰとの緊密な連携希望しま
す。

海外拠点 中国上海、　　ﾍﾞﾄﾅﾑﾊﾉｲ

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

自動車構造部品の樹脂化　　　ロボットのｱｰﾑの衝撃減衰特性を生かした停止保持時間の削減　など

7,000 万円 330 人

生産品目 自動車用ｺﾈｸﾀｰ類

三重金属工業株式会社
テーマ 自動車などの構造強度部品の軽量化

企業・機関名

金属　順送り金型設計製作

金属プレス加工

樹脂　直圧・射出成形金型設計製作

樹脂成形加工

インサート成形加工
　　金属部品インサート
　　金属部品連続インサート

自動設備設計製作

超音波溶着・熱着・ｶｼﾒ・ﾚｰｻﾞｰ加工・組立

＊自動車用電気系成形部品加工事業
＊医療用成形部品加工事業
＊医療補助具製造販売

炭素繊維シートを上下両面にｲﾝｻｰﾄ成形し強度を実現する
これによる構造部品の樹脂化を実現する。

　　　　　　　　　　　　　　　現行　鉄鋼製絞り部品

　　　炭素繊維シートを上下面にｲﾝｻｰﾄしたPA6ﾍﾞｰｽ成形試作品

従来技術 新技術

キーワード 軽量化による燃費改善　鉄鋼製部品に比べ　強度5倍　重量1/5

開発進度

提案技術のポイント 効果

現在得られている知見は、ｶｰﾎﾞﾝの接着性改良前の段階であったため、実質的強度は得られず
技術開発は中断したままであるが、炭素繊維シートのｲﾝｻｰﾄ成形による強度検討金型を保有してい
る。

重量　1/5化

接着性未改善材では強度は得られ
ず

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２３年１１月完了。　　進捗状況３０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

三重大学（評価） 無

企業概要

所在地 〒 ９１０－０２７６

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　菅原将高

連絡先 TEL ０７７６－６７－０８０８ E-mail m.sugahara@maruhati.co.jp

生産品目 先端複合材料、高圧容器、高機能フイルム 主要取引先 大手商社、自動車航空関連企業、成型加工業者

ホームページ http://www.maruhati.co.jp

認証取得

福井県坂井市丸岡町玄女１２－１

資本金・従業員数 8,000 万円 20 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 ・水素ステーション用106MPa蓄圧器、45MPa輸送用複合容器、FCV用70MPaタンク
・小型簡易水素ステーション、高圧水素輸送用システム

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・106MPa蓄圧器、45Mpa輸送用複合容器の開発、70MPa自動車用燃料タンクの開発に関心のある企業、研究機関
・45MPa高圧水素輸送システムの研究開発に関心のある企業、研究機関
・超小型簡易水素ステーションの研究開発に関心のある企業、研究機関

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・高圧ガスに係る技術を要する会社との、ガス制御技術、制御システム等の処理技術に知見を有する関連企業
・再生エネルギー利用に係る技術を有する関係企業、大学等の研究機関

提案技術のポイント 効果
・従来のクロムモリブデン鋼による鋼製容器から、CFRP複合容器を採用することにより、大幅な軽量化
実現
・タイプ４（樹脂性ライナー）による、信頼性、安全性の大幅向上・・・15年間の長期使用が可
・丸八製複合容器による、超小型簡易水素ステーション、輸送システム構築の提案
・大胆な規制緩和、法的整備が必要

設計耐圧：107MPa、最低破裂圧力：
250MPa、常温圧力サイクル回数：
10万回以上のタイプ４(樹脂ライナー
製）CFRP複合容器蓄圧器

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成28年3月蓄圧器完了予定。進捗状況65％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

大阪大学（役割：高圧容器の設計解析、先端複合材料
損傷進展解析シミュレーション）首都大学東京（役
割：複合容器の設計解析、評価技術）東京大学（役
割：複合容器に関する技術・解析・分析・評価）
（独）産業技術総合研究所（水素バリアに係る技術指
導）

有

新技術（丸八（株）の新製品）

キーワード 水素ステーション用106MPa蓄圧器、輸送用45MPa複合容器、FCV用70MPaタンク

丸八株式会社
テーマ タイプ４（樹脂ライナー）　106MPa複合容器蓄圧器による　水素社会インフラ構築

企業・機関名

タイプ４（樹脂ライナー） 106MPa複合容器蓄圧器の研究開発 
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提案技術のポイント 効果

①複雑形状かつ高強度な部品を作製可能な成形方法であるハイブリッド成形により試作支援等に取り
組む。
②射出成形品における試作検討において、樹脂流動解析シミュレーションの実施と実成形を行うこと
で、より効果的な射出成形品の試作支援等に取り組む。

①複雑形状かつ高強度な部品の
作製
②試作の短時間化が可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード ①成形技術、ハイブリッド成形　②シミュレーション技術

三重県工業研究所
テーマ 熱可塑性樹脂繊維複合材料に関する取組み

企業・機関名

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況３０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

①地域オープンイノベーション促進事業
②県内企業
（共同研究等の内容に応じて調整を行う）

無

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車等に使用されている金属から樹脂への代替を検討する部品・ユニットなど

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

軽量化を踏まえ、金属部品から樹脂部品への代替を検討する企業に対し、
　①高強度かつ複雑な形状をもつ成形品の作製を支援
　②樹脂流動解析から少量のサンプル成形までを一貫して支援

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

当県では保有しない評価設備、試作設備を所有する機関

ホームページ http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/kou/

認証取得 　ISO9001（機器開放サービス）

三重県津市高茶屋五丁目５番４５号

資本金・従業員数 - 万円 62 人 海外拠点 　なし
企業概要

所在地 〒 ５１４－０８１９

問合せ先
部署・担当者 　ものづくり研究課　齋藤猛

連絡先 TEL ０５９－２３４－０４０５ E-mail kougi@pref.mie.jp

生産品目 　試験研究、技術支援、人材育成 主要取引先 　三重県内企業他

②射出成形した成形品

に対して、事後の評価 
⇒ 金型修正

繊維配向のCAE解析と実サンプル観察 
(矢印は樹脂の流動方向) 

射出成形前にCAE解析を行うことで、事前にウェルドライン、
繊維配向の発生個所を確認し、金型設計に反映させること

で、試作スピードアップを支援 

ハイブリッド成形 
CFRTPシートによるプレス成形とCFRTPペレットによる射出成形 
の同時成形により高強度かつ複雑形状の成形品が作製可能 
（地域オープンイノベーション促進事業（平成27年12月導入）） 

試作金型の例 

①・射出成形

⇒ ○：複雑形状可 
   ×：強度性能低 
・プレス成形 
⇒ ○：強度性能良 

×：複雑形状難 

射出成形による 
CFRTPサンプル 

プレス成形+射出成形 型内セット 

CFRTPシート CFRTPペレット 
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企業概要

所在地 〒 453-0862

問合せ先
部署・担当者 技術部　　　次長　　　戸田　直樹

連絡先 TEL 052-412-1129 E-mail naoki_toda@pt.mhi.co.jp

生産品目 射出成形機 主要取引先 国内外の射出成形部品製造企業

ホームページ http://www.mhi-pt.co.jp/index.htm

認証取得 ISO14001

名古屋市中村区岩塚町字高道１番地

資本金・従業員数 45,000 万円 158 人 海外拠点 あり（北米，中国，インド，東南アジア，他）

本技術の活用例 自動車の機能部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

販売中

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

なし

提案技術のポイント 効果

従来の射出成形用スクリュに代わり，LFT（長繊維強化熱可塑性樹脂）用スクリュを適用することで，強
化材である繊維の切断を抑制でき成形品（自動車部品など）の強度が飛躍的に増大。

繊維長の切断抑制（従来比）。
　繊維長：2.5倍以上
　強　度：1.5倍以上
自動車部品の金属代替などによる軽
量化に貢献。

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 有

従来技術 新技術

キーワード LFT材料，射出成形，スクリュ，繊維長，強度

三菱重工プラスチックテクノロジー株式会社
テーマ LFT（長繊維強化熱可塑性樹脂）材料の射出成形における繊維切断の抑制

企業・機関名

従来の射出成形スクリュ LFT材料専用の射出成形スクリュ（LFTスクリュ） 

LFT材料 従来スクリュ LFT材料 LFTスクリュ 

射出成形機 射出成形機 

射出成形用スクリュ 

１．従来の射出成形用スクリュでは 
  繊維切断の抑制が困難。 
  （期待値に及ばない） 

２．上記１．項のために， 
  満足のいく成形品（部品・製品）強度が 
  得られない。 

３．従って，軽量化がさけばれる 
  自動車金属部品などの樹脂化が困難。 

１．開発済みのLFTスクリュを適用することで 
  従来比で2.5倍以上の繊維長を確保。 

２．成形品の強度が1.5倍以上に飛躍的に 
  増大。 

３．自動車金属部品などの樹脂化が 
  可能となり軽量化に繋がった。 

LFT材料の可塑化（溶融）と繊維切断の 
抑制を両立させた最適形状のスクリュを開発 

提案技術のポイント 効果

①複雑形状かつ高強度な部品を作製可能な成形方法であるハイブリッド成形により試作支援等に取り
組む。
②射出成形品における試作検討において、樹脂流動解析シミュレーションの実施と実成形を行うこと
で、より効果的な射出成形品の試作支援等に取り組む。

①複雑形状かつ高強度な部品の
作製
②試作の短時間化が可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード ①成形技術、ハイブリッド成形　②シミュレーション技術

三重県工業研究所
テーマ 熱可塑性樹脂繊維複合材料に関する取組み

企業・機関名

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況３０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

①地域オープンイノベーション促進事業
②県内企業
（共同研究等の内容に応じて調整を行う）

無

従来技術 新技術

本技術の活用例 自動車等に使用されている金属から樹脂への代替を検討する部品・ユニットなど

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

軽量化を踏まえ、金属部品から樹脂部品への代替を検討する企業に対し、
　①高強度かつ複雑な形状をもつ成形品の作製を支援
　②樹脂流動解析から少量のサンプル成形までを一貫して支援

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

当県では保有しない評価設備、試作設備を所有する機関

ホームページ http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/kou/

認証取得 　ISO9001（機器開放サービス）

三重県津市高茶屋五丁目５番４５号

資本金・従業員数 - 万円 62 人 海外拠点 　なし
企業概要

所在地 〒 ５１４－０８１９

問合せ先
部署・担当者 　ものづくり研究課　齋藤猛

連絡先 TEL ０５９－２３４－０４０５ E-mail kougi@pref.mie.jp

生産品目 　試験研究、技術支援、人材育成 主要取引先 　三重県内企業他

②射出成形した成形品

に対して、事後の評価 
⇒ 金型修正

繊維配向のCAE解析と実サンプル観察 
(矢印は樹脂の流動方向) 

射出成形前にCAE解析を行うことで、事前にウェルドライン、
繊維配向の発生個所を確認し、金型設計に反映させること

で、試作スピードアップを支援 

ハイブリッド成形 
CFRTPシートによるプレス成形とCFRTPペレットによる射出成形 
の同時成形により高強度かつ複雑形状の成形品が作製可能 
（地域オープンイノベーション促進事業（平成27年12月導入）） 

試作金型の例 

①・射出成形

⇒ ○：複雑形状可 
   ×：強度性能低 
・プレス成形 
⇒ ○：強度性能良 

×：複雑形状難 

射出成形による 
CFRTPサンプル 

プレス成形+射出成形 型内セット 

CFRTPシート CFRTPペレット 
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企業・機関名 株式会社名機製作所
テーマ チョップド糸を使った熱可塑性樹脂直接成形

キーワード 直接成形

・従来の方式は繊維の折損が多い
　通常の射出成形機は長繊維ペレットをホッパーから可塑化部（スクリュ）に供給し
　加熱シリンダ内でスクリュの回転でノズル側に移動しながら、樹脂溶融温度まで加
　熱される。樹脂が固体から溶融状態まで加熱されながらノズル側に送られる過程
　で繊維に力がかかって切断され、計量部にチャージされるところでは繊維の長さは
　かなり短くなり、繊維の性能が充分に発揮できないという問題点があった。

・ベント口から繊維を投入することで繊維の折損を抑制する
　出来るだけ残存繊維長を長く残すために射出成形機におけるベント式成形機の機
　構を応用した装置を開発した。
　通常のホッパーから樹脂ペレットを投入し、樹脂が溶融した加熱シリンダ中間のベ
　ント口から一定長さに切ったチョップド糸を投入する。
　加熱シリンダ先端に設けられたT-ダイからは繊維が混錬された樹脂がシート状にな
　って下金型の上に押出され、プレスして賦形される。
　射出成形では難しい面積が大きく厚さが薄い成形品を成形することができる。

・加熱冷却システム＆金型
　樹脂の融点以上に温度を上げ、取出し温度まで急冷できるシステムになっている。
　金型内で樹脂を溶融し、プレス含浸後急冷する動作も可能になっている。
　

提案技術のポイント 効果

熱可塑性樹脂ペレットを溶融させたところにチョップド糸を混入させることで、繊維の折損を少なくして
残存繊維長を長くする

残存繊維長が長くなることで、機械
的強度が向上し、炭素繊維の特徴
を生かした高強度・軽量化ができる

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成 28 年　3 月完了予定。進捗状況 90 ％）
　３．開発完了　段階　（平成    年    月完了予定。進捗状況    ％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 有

新技術

自動車・航空機などの小型～大型部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

実部品での製造評価と部品性能評価、また連続繊維との複合化などの試作を行い、実用化に向けたトライを行う

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車部品、航空機部品の製造メーカー、他に炭素繊維複合材の商品化を検討している会社

ホームページ http://www.meiki-ss.co.jp/

認証取得 ISO９００１、ISO１４００１

愛知県大府市北埼町大根２

資本金・従業員数 11億１０００ 万円 169 人 海外拠点 無
企業概要

所在地 〒 ４７４－８６６６

問合せ先
部署・担当者 経営管理室　　　　永田 幹男

連絡先 TEL ０５６２－４８－２１２１ E-mail mikio.nagata@meiki-ss.co.jp

生産品目 プラスチック射出成形機 主要取引先 豊田通商株式会社、株式会社日本製鋼所

シート状に押出 T－ダイ 

第2ステージ 第1ステージ 

長繊維ペレット投入 

チョップド糸投入 ペレット投入 
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生産品目 自動車鈑金部品試作・複合材料成形試作 主要取引先 繊維・樹脂メーカー・自動車部品メーカー

岡山県赤磐市小瀬木５０－１９

資本金・従業員数 1,000 万円 30 人 海外拠点

本技術の活用例 建材・自動車・航空機・一般産業部品等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　　重友　卓郎

連絡先 TEL ０８６－９９５－９１２３ E-mail rapiit-shigetomo@rapiit.com

ホームページ http://www.rapiit.com

２枚のプリプレグの間にＨ形状パターンを挟み込む、接着材・耐化材表面の防煙加飾の材料を現在模索中　一枚
のプリプレグの厚さ０．５Ｔ以上　広い面積で強度の必要な部位に適応　人命にかかわる部位に適応

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

接合技術・耐火表面処理技術・耐煙加飾技術に知見を有する大学・企業　強度評価技
術、設備を有する大学等研究機関

企業概要

所在地 〒 ７０９－０７１７

認証取得

提案技術のポイント 効果

従来のサンドイッチの中間材は、ウレタン発泡・紙・アルミハニカムが主流であったが、これを、ＣＦＲＰ
材であらゆる方向に強度が保てる薄肉形状パターンを開発し薄肉でも強度の出る二・三次元形状をプ
レス成形で材料コストの軽減を図る。輸送機器だけでなく建材（閉塞空間）等に有効

　閉塞空間等の火災等でも表面加
工を施す事により人命を守ることが
できる。

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　27年　11月現在。　　進捗状況５０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・無）

従来技術 新技術

キーワード サンドイッチパターン技術・高強度・軽量化・火災による死亡者削減

株式会社ラピート
テーマ 高強度・耐熱・難燃・防煙・軽量化による高速閉塞移動空間の火災死亡者の削減

企業・機関名

１枚のプリプレグで強度を上げるには板厚が厚くな

り材料コストが非常に高くなる。 
耐熱温度が低い。 

中間材のパターンの形状高さ等により、全方向に強度が格

段に上がり軽量化で材料費コストが格段に下がる。中間材

料は、スタンパブルシート等 使用材質は耐熱性が求めら

れる。 
サンドイッチ材表面に耐熱・防煙・耐火材等を施す事により

高温を受ける部位（壁面）等に使用することで火災によ死亡

企業・機関名 株式会社名機製作所
テーマ チョップド糸を使った熱可塑性樹脂直接成形

キーワード 直接成形

・従来の方式は繊維の折損が多い
　通常の射出成形機は長繊維ペレットをホッパーから可塑化部（スクリュ）に供給し
　加熱シリンダ内でスクリュの回転でノズル側に移動しながら、樹脂溶融温度まで加
　熱される。樹脂が固体から溶融状態まで加熱されながらノズル側に送られる過程
　で繊維に力がかかって切断され、計量部にチャージされるところでは繊維の長さは
　かなり短くなり、繊維の性能が充分に発揮できないという問題点があった。

・ベント口から繊維を投入することで繊維の折損を抑制する
　出来るだけ残存繊維長を長く残すために射出成形機におけるベント式成形機の機
　構を応用した装置を開発した。
　通常のホッパーから樹脂ペレットを投入し、樹脂が溶融した加熱シリンダ中間のベ
　ント口から一定長さに切ったチョップド糸を投入する。
　加熱シリンダ先端に設けられたT-ダイからは繊維が混錬された樹脂がシート状にな
　って下金型の上に押出され、プレスして賦形される。
　射出成形では難しい面積が大きく厚さが薄い成形品を成形することができる。

・加熱冷却システム＆金型
　樹脂の融点以上に温度を上げ、取出し温度まで急冷できるシステムになっている。
　金型内で樹脂を溶融し、プレス含浸後急冷する動作も可能になっている。
　

提案技術のポイント 効果

熱可塑性樹脂ペレットを溶融させたところにチョップド糸を混入させることで、繊維の折損を少なくして
残存繊維長を長くする

残存繊維長が長くなることで、機械
的強度が向上し、炭素繊維の特徴
を生かした高強度・軽量化ができる

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成 28 年　3 月完了予定。進捗状況 90 ％）
　３．開発完了　段階　（平成    年    月完了予定。進捗状況    ％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 有

新技術

自動車・航空機などの小型～大型部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

実部品での製造評価と部品性能評価、また連続繊維との複合化などの試作を行い、実用化に向けたトライを行う

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

自動車部品、航空機部品の製造メーカー、他に炭素繊維複合材の商品化を検討している会社

ホームページ http://www.meiki-ss.co.jp/

認証取得 ISO９００１、ISO１４００１

愛知県大府市北埼町大根２

資本金・従業員数 11億１０００ 万円 169 人 海外拠点 無
企業概要

所在地 〒 ４７４－８６６６

問合せ先
部署・担当者 経営管理室　　　　永田 幹男

連絡先 TEL ０５６２－４８－２１２１ E-mail mikio.nagata@meiki-ss.co.jp

生産品目 プラスチック射出成形機 主要取引先 豊田通商株式会社、株式会社日本製鋼所

シート状に押出 T－ダイ 

第2ステージ 第1ステージ 

長繊維ペレット投入 

チョップド糸投入 ペレット投入 
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人 海外拠点

問合せ先
部署・担当者 技術部　堀　正芳

連絡先 TEL 076-472-5620 E-mail retex-co@ma.net3-tv.net

横浜ゴム(株)、(株)ジャムコ

ホームページ 無し

認証取得 ＩＳＯ９００１：２００８

生産品目 強化プラスチック製品（ＦＲＰ）製造・加工 主要取引先

無し

本技術の活用例 航空機内装部品　　自動車内外装部品

技術課題 生産型のコストダウン

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

FRP関連の技術を持った大学

企業概要

所在地 〒 930-0381 富山県中新川郡上市町久金444番6

資本金・従業員数 2,000 万円 20

提案技術のポイント 効果

RTM（樹脂注入）システムによるハイサイクル化と肉厚の均一化 コストダウン３０％

知的財産権

無

従来技術 新技術

共同研究を実施している企業・大学等開発進度

  １．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２６年　３月完了      進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

キーワード FRP・RTM

株式会社レテックス
テーマ RTM（樹脂注入）成形法によるＦＲＰ（強化プラスチック）製品製造

企業・機関名

【ハンドレイアップ成形法】 
・ 作業者の技術に左右されるため 
  品質にばらつきがある 

・ 作業環境が悪い 

・ 量産に不向き 

【RTM（樹脂注入）成形法】 
・ 金型・装置による生産のため 
  品質が安定する 

・ 樹脂に触れることが少ないため、 
  作業環境が良い 

・ 中量生産に適する 

・ 樹脂型やドレイバブルプリフォーム 
  製造法という独自の工夫による   
  RTMハイサイクルシステムを完成し、
  注入から脱型までの成形時間を大 
  幅に短縮することに成功した 
  （約３分の１）。 
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　株式会社アスカ
テーマ  　CFRPと金属等からなる複合素材部品自社内一貫製作

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）

　４．製品化完了  　 　(納入実績　有　・　無 )
自社技術 なし

1.　発注コスト削減
2.　完成までのリードタイム短縮
3.　完成品の品質向上
4.　貴社の管理時間削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード  　CFRP　金属　樹脂　複合素材　自社製作

産業機械メーカー様、ロボットメーカー様　半導体製造装置メーカー様、食品機械メーカー様

　　CFRP複合素材部品製作手順

　1.　CFRP素材の成形を発注する｡　( 社外 )
　2.　完成したCFRP素材の品質を確認する｡　( 貴社 )
　3.　CFRP素材を支給して加工を発注する。　( 社外 )
　4.　金属等の部品を手配する。　( 貴社・社外 )
　5.　完成したCFRP部品の品質を確認する｡　( 貴社 )
　6.　完成した金属部品の品質を確認する｡　( 貴社 )
　7.　完成したCFRP部品と金属部品を支給して
　　　組立て ( 組合せ ) を手配する｡　( 貴社・社外 )
　8.　完成した部品の品質を確認する。　( 貴社 )
　
　　※ 4. は旋盤加工とマシニング加工、熱処理、
　　　　　 研磨、表面処理等を違う会社に発注
　　　　　 しなければならない場合があります｡

　　CFRP複合部品製作手順

　1.　CFRPと金属等の複合素材部品を発注する｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( アスカ )
　2.　完成した部品の品質を確認する。　( 貴社 )

　　　　　　　CFRPと金属及び樹脂等の複合素材部品例

提案技術のポイント 効果

従来複数の加工依頼先に発注していた CFRP 、金属、樹脂等の複合素材からなる
部品を、アスカ社内で製作、組み付けし、必要な精度を満足する状態でお届け致しま
す｡

　ISO9001:2008　　ISO14001 2004

　asuka@asukaco.co.jp

従来技術 新技術

半導体製造装置部品、液晶等製造装置部品、産業機械部品で多数製造実績があります｡
写真はその中の一例です｡

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・現状よりも複合素材の数を増やした製品の対応
・複合素材部品で構成するユニット製品製作

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

問合せ先
部署・担当者 　営業課　半田　伸一

連絡先 TEL 　088-637-6511 E-mail

主要取引先  ・新日鉄住金マテリアルズ㈱　 ・㈱東レカーボンマジック　 ・三菱レイヨン㈱　 ・東邦テナックス㈱

ホームページ 　http：//www.asukaco.co.jp

認証取得

企業概要

所在地 〒 771-1345

企業・機関名

生産品目 CFRP製及び金属製産業機械部品、輸送機械部品

徳島県板野郡上板町上六条字南開410-5

資本金・従業員数 7,000 万円 58 人 海外拠点 　なし

本技術の活用例

人 海外拠点

問合せ先
部署・担当者 技術部　堀　正芳

連絡先 TEL 076-472-5620 E-mail retex-co@ma.net3-tv.net

横浜ゴム(株)、(株)ジャムコ

ホームページ 無し

認証取得 ＩＳＯ９００１：２００８

生産品目 強化プラスチック製品（ＦＲＰ）製造・加工 主要取引先

無し

本技術の活用例 航空機内装部品　　自動車内外装部品

技術課題 生産型のコストダウン

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

FRP関連の技術を持った大学

企業概要

所在地 〒 930-0381 富山県中新川郡上市町久金444番6

資本金・従業員数 2,000 万円 20

提案技術のポイント 効果

RTM（樹脂注入）システムによるハイサイクル化と肉厚の均一化 コストダウン３０％

知的財産権

無

従来技術 新技術

共同研究を実施している企業・大学等開発進度

  １．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２６年　３月完了      進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

キーワード FRP・RTM

株式会社レテックス
テーマ RTM（樹脂注入）成形法によるＦＲＰ（強化プラスチック）製品製造

企業・機関名

【ハンドレイアップ成形法】 
・ 作業者の技術に左右されるため 
  品質にばらつきがある 

・ 作業環境が悪い 

・ 量産に不向き 

【RTM（樹脂注入）成形法】 
・ 金型・装置による生産のため 
  品質が安定する 

・ 樹脂に触れることが少ないため、 
  作業環境が良い 

・ 中量生産に適する 

・ 樹脂型やドレイバブルプリフォーム 
  製造法という独自の工夫による   
  RTMハイサイクルシステムを完成し、
  注入から脱型までの成形時間を大 
  幅に短縮することに成功した 
  （約３分の１）。 
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キーワード 熱可塑性CFRP、ドリル加工、段付きドリル

石川県工業試験場
テーマ 熱可塑性CFRPのドリル加工技術

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

　熱可塑性CFRPは熱硬化性CFRPとは異なり、切削加工時に延性的な加工挙動を示し、ドリルによる
穴あけ加工においては加工穴出口側に大きなバリが残りやすい。そこで、このバリを抑制するために、
穴あけ用のドリル工具に、加工負荷を分散させる「段付きドリル」の活用を提案した。

　ドリル穴の加工品位向上
　（バリの低減）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成    年　  月完了予定。進捗状況    ％）
　３．開発完了　段階　（平成２６年　３月完了。　　進捗状況 100％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無

従来技術 新技術

　熱可塑性CFRP成形品の後加工（ドリル穴あけ加工）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

　工具寿命の評価と長寿命化

本技術の活用例

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

　切削工具メーカー

主要取引先

ホームページ http://www.irii.jp

認証取得

問合せ先
部署・担当者 企画指導部　次世代技術開発支援プロジェクト室・廣崎憲一、機械金属部　山下順広

連絡先 TEL ０７６－２６７－８０８９ E-mail jisedai@irii.jp

企業概要

所在地 〒 ９２０－８２０３

生産品目

石川県金沢市鞍月２－１

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

  熱可塑性CFRPのドリル加工における加工性状の改善  

2mm 

段付きドリル 標準ツイストドリル 

材料が延性的挙動を示し、 
大きなバリが発生 バリが低減 

切削抵抗の比較 切削温度の比較 

ドリル加工中の 
ＣＦＲＰ材料の熱画像例 

加工条件： 
・加工径 φ5.0 
・切削速度 80m/min 
・送り量 0.04mm/rev 
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加工穴縁部の 
最大温度が 
約10℃低下 

材料の軟化 
を抑制！ 

加工穴縁部への 
負荷を低減！ 
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企業概要

所在地 〒 ９１０－９３８１

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　石川　義一

連絡先 TEL ０７７６－６６－２２００ E-mail giken-fukui@hotmail.co.jp

生産品目 各種バリ抑制ドリル 主要取引先 吉岡幸(株)、サカイ(株)、三洋工具(株)

ホームページ http://www.kk-giken.com

認証取得 なし

福井県坂井市丸岡町舟寄９－３－１

資本金・従業員数 100　万円 海外拠点 なし16人（親会社（有）石川研磨製作所含む）

本技術の活用例
・航空機の機体
・自動車の車体、燃料タンク

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・穿孔速度を上昇させる事が課題（現状：φ5-4枚刃　送り速度F400mm/min・・・1孔あたりの穿孔時間3.3秒／t5mm）
・CFRTP（熱可塑性樹脂）対応ドリルは現在開発中であり、近日完成予定）
・CFRP+チタン、CFRP+SUS、CFRP+鉄の同時穿孔には成功しており、寿命を延ばす事が課題
・OEM、自社ブランド両面での販売

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・寿命、性能テストを行ってくれる大学、公設試等の研究機関、メーカーやユーザー

提案技術のポイント 効果

・ドリル+テーパーエンドミル+リーマの複合形ハイブリッド構造を用いることにより、バリの抑制や工具の寿命向
上を実現
・バリが抑制されるため、バリ取り工程が軽減される

・ナノダイヤコート付きドリル穿孔穴数
40穴→2000穴以上
・バリ発生有無
バリ発生有り→バリ発生無し

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

福井県工業技術センター(役割：福井県工業技術センター
が設計したドリルの試作・製作)

有
(県保有)

従来技術 新技術

キーワード ＣＦＲＰ穿孔ドリル、バリ抑制、工程短縮、高加工品質

株式会社ギケン
テーマ CFRPバリ抑制ドリルによる工程短縮、コスト削減効果の実現

企業・機関名

・ダイヤコート付きでも1本あたり40穴程しか穿孔できず、高コスト
（航空機1体の穿孔数10万穴） 

・バリ、デラミネーションが発生し、バリ除去に時間がかかる 

・ＣＦＲＰ板側面への穿孔不可（穿孔途中で板が裂けてしまう） 

・再研磨不可（従来はダイヤコート付きドリルしかなかった） 

・ＣＦＲＰ板+金属の同時穿孔不可 

・ナノダイヤコート付きで2000穴以上穿孔可能 
（ノンコート品は500穴穿孔可能） 

・バリ、デラミネーションの発生なし 

・ＣＦＲＰ板側面への穿孔可能（バリ、デラミネーションの発生なし） 

・再研磨可能（ノンコート品） 

・ＣＦＲＰ板+チタン板同時穿孔可能 
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ＣＦＲＰ板厚5mm+チタン板同時穿孔可

キーワード 熱可塑性CFRP、ドリル加工、段付きドリル

石川県工業試験場
テーマ 熱可塑性CFRPのドリル加工技術

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

　熱可塑性CFRPは熱硬化性CFRPとは異なり、切削加工時に延性的な加工挙動を示し、ドリルによる
穴あけ加工においては加工穴出口側に大きなバリが残りやすい。そこで、このバリを抑制するために、
穴あけ用のドリル工具に、加工負荷を分散させる「段付きドリル」の活用を提案した。

　ドリル穴の加工品位向上
　（バリの低減）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成    年　  月完了予定。進捗状況    ％）
　３．開発完了　段階　（平成２６年　３月完了。　　進捗状況 100％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無

従来技術 新技術

　熱可塑性CFRP成形品の後加工（ドリル穴あけ加工）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

　工具寿命の評価と長寿命化

本技術の活用例

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

　切削工具メーカー

主要取引先

ホームページ http://www.irii.jp

認証取得

問合せ先
部署・担当者 企画指導部　次世代技術開発支援プロジェクト室・廣崎憲一、機械金属部　山下順広

連絡先 TEL ０７６－２６７－８０８９ E-mail jisedai@irii.jp

企業概要

所在地 〒 ９２０－８２０３

生産品目

石川県金沢市鞍月２－１

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

  熱可塑性CFRPのドリル加工における加工性状の改善  

2mm 

段付きドリル 標準ツイストドリル 

材料が延性的挙動を示し、 
大きなバリが発生 バリが低減 

切削抵抗の比較 切削温度の比較 

ドリル加工中の 
ＣＦＲＰ材料の熱画像例 

加工条件： 
・加工径 φ5.0 
・切削速度 80m/min 
・送り量 0.04mm/rev 
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加工穴縁部の 
最大温度が 
約10℃低下 

材料の軟化 
を抑制！ 

加工穴縁部への 
負荷を低減！ 
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　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・北岡鉄工所（単結晶ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工具の開発）
・三鷹光器　（超高精度測定機の開発）
・中部大学 　(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工具の開発指導と評価)

無

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

①ダイヤモンドで自由形状の加工工具や測定子を高精度製造
②ダイヤモンド工具を使って、どんな材料も加工可能となる新工具と新工法の提供
③ダイヤモンド測定子で加工しながらの接触測定の提供

ｺｽﾄ：長寿命でﾄｰﾀﾙｺｽﾄ10％削減
質量：微細化で10％軽量
生産性：長寿命で10％向上
設備：工程集約で10％削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード ダイヤモンド自由形状創成技術、難削材加工工具、加工同時測定

株式会社北岡鉄工所
テーマ 難削材をダイヤモンド工具でサクサク材に

企業・機関名

企業概要

所在地 〒 518-0809

問合せ先
部署・担当者

０５９５－２６－２５５５

ホームページ http://www.ktok-iw.co.jp

認証取得 無

三重県伊賀市西明寺2231番地

資本金・従業員数 1,000 万円 43 人 海外拠点 無

営業部営業課長　瀧本　理起

連絡先 TEL E-mail takimoto@ktok-iw.co.jp

生産品目 ダイヤモンド工具 主要取引先 旭ダイヤモンド工業(株)

本技術の活用例 ・航空機関連部品　　・自動車関連部品　　・情報家電関連部品　　・半導体関連部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・課題　：　①工具のより長寿命化  　　②工具単価の低減
・ビジネスプラン　：　①斬新な工具形状の開発を行い長寿命化を図っている  　②市場浸透により量産化
を図り価格低減を進める

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ダイヤモンド工具に興味を示す新素材開発企業
・ダイヤモンド工具に知見を有し、評価が出来る大学等研究機関

① スキャンニング測定ができる 
連続面測定ができ、加工同時測定も可能となる

② 凝着摩耗がなく、球の脱落も起こらない 
測定精度が向上し、時間短縮が図れる

③ 測定子の軽量化が図れる（比重３．５）

ワークに測定傷がつかない 

① 研磨加工

② 型彫放電やﾜｲﾔｰ放電加工 
③ ﾀﾞｲﾔ焼結・電着工具加工 
課題 ①多工程が必要 

②加工変質層が大きい

③磨き時間が長い

① 小径深穴加工が可能になる Ｌ/Ｄ=２０

（φ0.1以上開発済、φ0.03～φ0.09開発中）

② 工具の長寿命化で寸法管理が行いやすい

超硬合金に1000穴以上の穴あけ可能

③ 鋭利で特殊な刃先成形により高面粗度の

加工面が得られる Ｒｚ =0.5μm 

① ワンチャックで大半の工程が加工できる

金属加工機が使え、設備投資額を抑制できる

② 電極が不要になる

工程削減により、製造時間短縮が図れる

③ 鋭利な刃先で加工変質層が少なくなる

切削抵抗の低減で工具寿命が延びる

④ 磨き工程が短縮される

仕上ダレが無くなり平面度が向上する

【２】難削材の形状加工は、 

【１】難削材の穴加工は、 【１】ダイヤモンドドリルで穴加工すると、 

【２】ダイヤモンド工具で直彫加工が可能になると、 

① ポイント測定

② ルビー球スタイラス

③ 超硬合金スタイラス

課題 ①連続測定が困難 
②凝着摩耗しやすい

③重い（密度１４）

【３】難削材の形状測定は、 【３】ダイヤモンド軸一体型測定子だと、 
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企業概要

所在地 〒 501-3265

問合せ先
部署・担当者 複合材料部　　柘植　英明、　加賀　忠士

連絡先 TEL 0575-22-0147 E-mail tsuge-hideaki@rd.pref.gifu.jp

生産品目 主要取引先

ホームページ http://www.metal.rd.pref.lg.jp/

認証取得

岐阜県関市小瀬1288

資本金・従業員数 万円 28 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 ・板材のトリム加工

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・CFRPの加工では工具摩耗が激しく、バリやケバが発生し品質の低下の原因となって
おり、コーティング技術によってこれが改善されれば生産性がさらに向上する見込み。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・工具の耐摩耗コーティング技術を有する企業

提案技術のポイント 効果

・板材のトリム加工において、板厚方向の加工力を低減
・CFRTPのみならず、CFRP,GFRP,木材などの板材への適用が可能

板厚方向における加工力の低減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況９０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・岐阜県工業技術研究所（工具の基本設計、加工実験）
・株式会社エムテック（工具の設計、製作） 有

従来技術 新技術

企業・機関名 岐阜県工業技術研究所
テーマ 熱可塑性CFRPの切削加工工具の開発

キーワード 加工技術、切削加工、トリム加工

・バリやケバの発生 
   → 追加工が必要 

・トリム加工時に被削材のバタツキに起因 
した加工面品質の劣化 

・板厚方向の加工力を低減 
・熱可塑性CFRPのトリム加工に適した工具 

形状および加工条件により、バリやケバを減少 

熱可塑性CFRP用トリム加工工具の開発 

開発工具の外観写真 

通常エンドミルによるトリム加工面 開発工具によるトリム加工面 

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・北岡鉄工所（単結晶ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工具の開発）
・三鷹光器　（超高精度測定機の開発）
・中部大学 　(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工具の開発指導と評価)

無

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

①ダイヤモンドで自由形状の加工工具や測定子を高精度製造
②ダイヤモンド工具を使って、どんな材料も加工可能となる新工具と新工法の提供
③ダイヤモンド測定子で加工しながらの接触測定の提供

ｺｽﾄ：長寿命でﾄｰﾀﾙｺｽﾄ10％削減
質量：微細化で10％軽量
生産性：長寿命で10％向上
設備：工程集約で10％削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード ダイヤモンド自由形状創成技術、難削材加工工具、加工同時測定

株式会社北岡鉄工所
テーマ 難削材をダイヤモンド工具でサクサク材に

企業・機関名

企業概要

所在地 〒 518-0809

問合せ先
部署・担当者

０５９５－２６－２５５５

ホームページ http://www.ktok-iw.co.jp

認証取得 無

三重県伊賀市西明寺2231番地

資本金・従業員数 1,000 万円 43 人 海外拠点 無

営業部営業課長　瀧本　理起

連絡先 TEL E-mail takimoto@ktok-iw.co.jp

生産品目 ダイヤモンド工具 主要取引先 旭ダイヤモンド工業(株)

本技術の活用例 ・航空機関連部品　　・自動車関連部品　　・情報家電関連部品　　・半導体関連部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・課題　：　①工具のより長寿命化  　　②工具単価の低減
・ビジネスプラン　：　①斬新な工具形状の開発を行い長寿命化を図っている  　②市場浸透により量産化
を図り価格低減を進める

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ダイヤモンド工具に興味を示す新素材開発企業
・ダイヤモンド工具に知見を有し、評価が出来る大学等研究機関

① スキャンニング測定ができる 
連続面測定ができ、加工同時測定も可能となる

② 凝着摩耗がなく、球の脱落も起こらない 
測定精度が向上し、時間短縮が図れる

③ 測定子の軽量化が図れる（比重３．５）

ワークに測定傷がつかない 

① 研磨加工

② 型彫放電やﾜｲﾔｰ放電加工 
③ ﾀﾞｲﾔ焼結・電着工具加工 
課題 ①多工程が必要 

②加工変質層が大きい

③磨き時間が長い

① 小径深穴加工が可能になる Ｌ/Ｄ=２０

（φ0.1以上開発済、φ0.03～φ0.09開発中）

② 工具の長寿命化で寸法管理が行いやすい

超硬合金に1000穴以上の穴あけ可能

③ 鋭利で特殊な刃先成形により高面粗度の

加工面が得られる Ｒｚ =0.5μm 

① ワンチャックで大半の工程が加工できる

金属加工機が使え、設備投資額を抑制できる

② 電極が不要になる

工程削減により、製造時間短縮が図れる

③ 鋭利な刃先で加工変質層が少なくなる

切削抵抗の低減で工具寿命が延びる

④ 磨き工程が短縮される

仕上ダレが無くなり平面度が向上する

【２】難削材の形状加工は、 

【１】難削材の穴加工は、 【１】ダイヤモンドドリルで穴加工すると、 

【２】ダイヤモンド工具で直彫加工が可能になると、 

① ポイント測定

② ルビー球スタイラス

③ 超硬合金スタイラス

課題 ①連続測定が困難 
②凝着摩耗しやすい

③重い（密度１４）

【３】難削材の形状測定は、 【３】ダイヤモンド軸一体型測定子だと、 
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認証取得 なし

96 人 海外拠点5,500 万円

生産品目

問合せ先
部署・担当者 営業技術部部長　堀正明

連絡先 TEL 058-239-2231

ホームページ http://www.tada.co.jp/

E-mail hori@tada.co.jp

なし

主要取引先 アイシン精機、東海理化、ＤＥＮＳＯ、ＬＩＸＩＬ等

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ＣＦＲＰの打ち抜き技術（３ｍｍ超）

プラスチック成形用金型、ダイカスト鋳造用金型

岐阜市東改田字鶴田93番地

資本金・従業員数
企業概要

所在地 〒 501-1143

ＣＦＲＰのうちの場合、厚み１ｍｍの実績しかない

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 有

従来技術 新技術

開発進度

本技術の活用例 自動車のエアコンの風量調節板

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

提案技術のポイント 効果

軽量化、廃棄処理のし易さから樹脂成形部品の金属インサートをＣＦＲＰに置き換える動きがある。その
工法としてハイブリット成形やホットプレスなどがあるが、複数工程が必要となるため、コスト高になる。
インジェクション成形型にプレス機能を設けたインジェクションプレス成形を行えば、切断工程、穴あけ
工程などが射出成形と同時に行えるため工程削減が可能となり大きなコスト低減が可能となる。

工程削減
高精度加工が可能（±0.02程度）

株式会社岐阜多田精機
テーマ ＣＦＲＰ材に対するインジェクションプレス型の応用

キーワード インジェクションプレス、ＣＦＲＰ板材の打ち抜き、ハイブリッド成形

企業・機関名

リングゲート等で成形された
ゲートの後加工が必要な成形
品がある。 

従来はプレス機やレーザー加工
機等で切り離す工程が必要で
あったが、インジェクションプレス
という技術を開発し、成形金型
内で打ち抜きプレスも行ってい
る。 

成形直後に型内でそのまま打ち
抜くため、切断面の仕上がりも
非常に良好である。 

インジェクションプレス型で肉厚
１ｍｍのＣＦＲＰの板材を打ち抜
くことに成功した。 

切断面も良好である。 

ＣＦＲＰのホットプレスやハイブ
リッド成形にも応用できる。 
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キーワード ＣＦＲＰ、　レーザ加工、　切断、穴あけ、モザイク継手

株式会社最新レーザ技術研究センター

テーマ ＣＦＲＰ複合材料部材の新レーザ溶接技術の開発 

企業・機関名

ＣＦＲＰの従来のレーザ切断法：
１）ダイヤモンド工具による切削加工、

２）　ウオータージェット切断
特徴；繊維が剥離状態になりやすい。

 ダイヤモンド工具が摩耗し易く、
 高価ダイヤモンド切削では直線切りが主である。

微細な切断・穴あけが困難
炭素粉末の飛散が人体に問題あり

炭素粉末とガーネットとの分離処理に問題あり
製造コストが高い

◆ナノ秒パルスレーザで炭素繊維を約１０，０００℃の
プラズマ化して切断・穴あけ。

光学系の摩耗はないので、高精度を保持できる
端面品質が良好で、フレキシブルな加工が可能

微細な切断・穴あけが容易
炭素粉末は工程中で吸引・処理できる。

研磨材と炭素粉末の分離が不要
モザイク継手等のにより突合せ溶接が可能

高速加工が可能で、加工コストの低減が可能

提案技術のポイント 効果

輸送機器産業において、将来CFRP複合材料を多く適用できれば、航空機および自動車の軽量化、燃
費、ＣＯ２ガスの排出問題の解決に大きく前進する。しかし、このＣＦＲＰ材の加工は現在、高価なダイヤ
モンドカッターやウオータージェット切断機などを用いるため、ＣＦＲＰ製品が高価になる。そこで、超短
パルスレーザを用いて加工すれば、高品質な加工が可能となる。

１）高品質な切断面が得られる。
２）高精度な加工が可能となる。
３）炭素繊維がプラズマ化し、安
　　全上好ましい。
４）速度を高めれば低コストとなる

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成２１年　３月完了　　。進捗状況１００％）
　２．試作・実験段階　（平成２４年　３月完了　　。進捗状況１００％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況　８０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　　無　）

Ｈ２１～２３年度のサポイン事業では試作装置を開発し
具体的に１０ｍｍ厚さまでのＣＦＲＰ部材をレーザ加工
し、その加工面の切断品質や加工精度を調査した。名古
屋大学の田辺研および佐宗研では切断および接合条件の
検討をお願いした。大同大学の平研ではオゾンの影響を
調査した。愛知県産業技術センターでは疲労強度をも調
査した。齋藤工業ではホットプレスによりバッテリー
ケースの製造も試みた。

有
国内　2件取得
海外：2件出願

従来技術 新技術

本技術の活用例 航空機のスキンパネル、ジェットエンジンの消音パネル、自動車のバッテリーケース

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

技術的課題は　いかに切断面品質を落とさず、加工速度を上げるかが課題。　とくに、厚板のＣＦＲＰ材で。
ビジネスプランとしては　Ｈ２７年度にＣＦＲＰ材用ハイブリッドレーザ加工装置を完成し、発売する計画である。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

本新技術を売り込みたい企業としては航空機器産業、自動車産業、産業機械メーカ、エネルギー（風力発電など）産
業など

ホームページ  http://homepage3.nifty.com/altrec/

認証取得  無し 

愛知県安城市安城町広美４０－７

資本金・従業員数 500 万円 4 人 海外拠点 中国　大連および瀋陽
企業概要

所在地 〒 446-0026

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　　　　　　　沓名　宗春

連絡先 TEL 0566-91-2281 E-mail altrec-kutsuna@nifty.com

生産品目 レーザピーニング装置、長寿命給電チップ 主要取引先 新東工業、アート金属、アイシンＡＷ，トヨタ自動車認証取得 なし

96 人 海外拠点5,500 万円

生産品目

問合せ先
部署・担当者 営業技術部部長　堀正明

連絡先 TEL 058-239-2231

ホームページ http://www.tada.co.jp/

E-mail hori@tada.co.jp

なし

主要取引先 アイシン精機、東海理化、ＤＥＮＳＯ、ＬＩＸＩＬ等

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

ＣＦＲＰの打ち抜き技術（３ｍｍ超）

プラスチック成形用金型、ダイカスト鋳造用金型

岐阜市東改田字鶴田93番地

資本金・従業員数
企業概要

所在地 〒 501-1143

ＣＦＲＰのうちの場合、厚み１ｍｍの実績しかない

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

なし 有

従来技術 新技術

開発進度

本技術の活用例 自動車のエアコンの風量調節板

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

提案技術のポイント 効果

軽量化、廃棄処理のし易さから樹脂成形部品の金属インサートをＣＦＲＰに置き換える動きがある。その
工法としてハイブリット成形やホットプレスなどがあるが、複数工程が必要となるため、コスト高になる。
インジェクション成形型にプレス機能を設けたインジェクションプレス成形を行えば、切断工程、穴あけ
工程などが射出成形と同時に行えるため工程削減が可能となり大きなコスト低減が可能となる。

工程削減
高精度加工が可能（±0.02程度）

株式会社岐阜多田精機
テーマ ＣＦＲＰ材に対するインジェクションプレス型の応用

キーワード インジェクションプレス、ＣＦＲＰ板材の打ち抜き、ハイブリッド成形

企業・機関名

リングゲート等で成形された
ゲートの後加工が必要な成形
品がある。 

従来はプレス機やレーザー加工
機等で切り離す工程が必要で
あったが、インジェクションプレス
という技術を開発し、成形金型
内で打ち抜きプレスも行ってい
る。 

成形直後に型内でそのまま打ち
抜くため、切断面の仕上がりも
非常に良好である。 

インジェクションプレス型で肉厚
１ｍｍのＣＦＲＰの板材を打ち抜
くことに成功した。 

切断面も良好である。 

ＣＦＲＰのホットプレスやハイブ
リッド成形にも応用できる。 
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キーワード マイクロペッキング加工、CFRP/Ti合金重ね板、精度向上、能率向上

サンドビック株式会社 コロマントカンパニー
テーマ CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工に最適化されたドリル刃形状の開発

企業・機関名

CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工においては、各種弊害が見られる。
*通常では下穴加工、リーマ加工を併せて3-4工程で加工を行ってい
る場合が多く、多大な加工時間を要する
*CFRPとTi合金といった異なる材料を同一工具で加工をする必要が
あり、切削条件を低く設定する必要がある
*Ti合金の切りくずでCFRP表面がダメージを受け、加工面品質を確
保するのが困難である
より大径の穴加工が増加の傾向にあり、改善が急務である。

《お客様からの要求事項》
*サイクルタイム削減の為、使用工具数を低減する
*一穴あたりの加工コストを削減させる
*製品精度は確保したまま、加工能率を向上させる

CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工に、マイクロペッキング加工とそれ
に最適化された刃形状のドリルを適用することで、一発加工化が可
能になり、様々な効果を得られた。

マイクロペッキング加工とは、パワーフィーダやCNCマシン等の穴あ
けユニットに当該機構アタッチメントを取り付けることで、通常の切削
送りと併せてドリル1回転あたり複数回の軸方向の微振動を与えて穴
あけ加工を行う方法で、以下の特長がある。
《加工の特長と利点》
*部分的に薄い切りくずが生成されるため、その箇所から分断
*チタン/アルミ等のメタル部では細かい切りくずが生成、排出
*切りくずによるCFRP表面の損傷抑制
*低動力な加工が可能
*潤滑油を刃先へ確実に供給

マイクロペッキング加工に最適化されたドリル刃形状を開発、適用す
ることで、PCD刃先を欠損させることなく切りくずを細かく分断し、
CFRPとTi合金重ね板の加工能率を大幅に改善し、寸法精度の向上
を可能とした。

提案技術のポイント 効果

CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工に、マイクロペッキング加工に最適化された刃形状のドリルを適用す
ることで、工程数を低減し、加工能率を大幅に改善しながら、同時に品質も向上させることが可能となっ
た。

*設備台数や工具種類の低減
*穴あけコスト、工具室在庫コストの低減
*ドリル寿命の延長
*穴径公差、面粗さの向上
*デラミネーション、バリの低減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

PRECORP INC. （USA Utah、サンドビックグループ）
(役割：PCD工具の製造、要素試験による製品性能評価) 無

従来技術 新技術

本技術の活用例 *航空機の機体部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・パワーフィーダと固定治具や吸引装置とのマッチング、メンテナンス不足により加工が不安定になる可能性もある。
マイクロペッキング機構アタッチメントのパワーフィーダ取付けに一部制約があり、適用に際し、別途特殊アダプタ化
などの対応を要する。
・切削工具とアプリケーション技術の同時提案により、お客様の高能率加工に貢献していきたい。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・複合材加工を行っている、今後予定のある企業ならびに設備関連企業
・複合材加工の評価技術、設備を有する大学等研究機関

ホームページ http://www.sandvik.com/ja-jp/

認証取得 ISO9001, ISO14001

名古屋市名東区上社1-1801

資本金・従業員数 260,000 万円 約350 人 海外拠点 AB SANDVIK COROMANT（スウェーデン）他
企業概要

所在地 〒 465-0025

問合せ先
部署・担当者 航空機産業開発室　四本（よつもと）

連絡先 TEL 052-778-1062 E-mail shuji.yotsumoto@sandvik.com

生産品目 切削工具 主要取引先 重工業、自動車、機械、素材関連企業

マイクロペッキング加工に最適化されたドリル刃形状 
（86BPTR型） 
シンニング、すくい角、ねじれ角、ホーニング処理をマイクロ

ペッキング加工に最適化し、切削抵抗の低減、刃先強度と

切りくず処理・排出性能のバランスを確保している。 
MQL適用に対応した油穴付き仕様。 

従来型ドリル刃形状 

 切りくずの状態 
従来加工 マイクロペッキング加工 
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従来技術 新技術

キーワード 切削加工、高速度カメラ、切削抵抗、切削条件の最適化

開発進度

提案技術のポイント 効果

・高速度カメラや切削動力計を用いて、実使用装置における切削現象を解析する
・粗さ測定機や三次元測定機、ビデオマイクロスコープを用いて、切削加工後の加工面や工具を解析す
る
・さまざまな評価データの関連性を調査し、最適切削条件を検討する

CFRP切削加工の効率化

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非公開（お問い合わせください。） 無

静岡県工業技術研究所　浜松工業技術支援センター

テーマ CFRP切削加工の評価による切削条件の最適化支援

企業・機関名

認証取得

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・当該技術シーズの応用可能な展開先があればお問い合わせください。

本技術の活用例 CFRPの切削条件の最適化を支援
CFRP切削加工用の工具開発を支援

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・高速度カメラは、切削点を観察するため、加工機のカバー等を取り外す必要がある。カメラや周辺機器を設置するスペースが必
要。また、切削油剤を用いた加工は観察できない。
・切削動力計は、センサーに取り付けできる被加工物のサイズに制限があるため、実製品での評価は困難な場合がある。
・県内企業を中心に、設備使用・受託研究を行っています。

静岡県浜松市北区新都田１－３－３

資本金・従業員数 約35
企業概要

所在地

人 海外拠点 －

主要取引先

－ 万円

〒 431-2103

生産品目 －

－

－

問合せ先
部署・担当者 機械科、材料科

連絡先 TEL 053-428-4155 E-mail oosawa@iri.pref.shizuoka.jp

ホームページ http://www.iri.pref.shizuoka.jp/hamamatsu/index.html

熱硬化性CFRP板材の端面切削に対する適用例 

CFRPに対して、切削加工を行う場合の問題点 
・工具寿命が短い 
・繊維の切残し、繊維の抜け、層間剥離などによる 
  加工面品位が悪化 

繊維の切残し 

繊維の抜け 

著しい工具摩耗 

経験やカンをたよりに切削条件の検討を行っている 
例が多く、条件出しに時間を要する。 
また、最適条件を得ることが難しい状況にある。 

○高速度カメラの映像と切削抵抗測定から繊維の切残しが

発生する条件を調査・解析した。

   →上下方向にかかる力が大きいほど切残し量が多い 
ことが分かった。  

製造現場において、実機を用いての評価が可能！ 

加工後の被削材の寸法や、表面粗さ、刃具の観察など

も実施し、総合的に最適条件の検討を行っています。 

時間（s） 

時間（s） 

切残し多 

切残し小 

高速度カメラ画像 切削抵抗波形 加工後の写真 

同期 

緑：上下方向にかかる 
切削抵抗  

＜不具合の実例＞ 

キーワード マイクロペッキング加工、CFRP/Ti合金重ね板、精度向上、能率向上

サンドビック株式会社 コロマントカンパニー
テーマ CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工に最適化されたドリル刃形状の開発

企業・機関名

CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工においては、各種弊害が見られる。
*通常では下穴加工、リーマ加工を併せて3-4工程で加工を行ってい
る場合が多く、多大な加工時間を要する
*CFRPとTi合金といった異なる材料を同一工具で加工をする必要が
あり、切削条件を低く設定する必要がある
*Ti合金の切りくずでCFRP表面がダメージを受け、加工面品質を確
保するのが困難である
より大径の穴加工が増加の傾向にあり、改善が急務である。

《お客様からの要求事項》
*サイクルタイム削減の為、使用工具数を低減する
*一穴あたりの加工コストを削減させる
*製品精度は確保したまま、加工能率を向上させる

CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工に、マイクロペッキング加工とそれ
に最適化された刃形状のドリルを適用することで、一発加工化が可
能になり、様々な効果を得られた。

マイクロペッキング加工とは、パワーフィーダやCNCマシン等の穴あ
けユニットに当該機構アタッチメントを取り付けることで、通常の切削
送りと併せてドリル1回転あたり複数回の軸方向の微振動を与えて穴
あけ加工を行う方法で、以下の特長がある。
《加工の特長と利点》
*部分的に薄い切りくずが生成されるため、その箇所から分断
*チタン/アルミ等のメタル部では細かい切りくずが生成、排出
*切りくずによるCFRP表面の損傷抑制
*低動力な加工が可能
*潤滑油を刃先へ確実に供給

マイクロペッキング加工に最適化されたドリル刃形状を開発、適用す
ることで、PCD刃先を欠損させることなく切りくずを細かく分断し、
CFRPとTi合金重ね板の加工能率を大幅に改善し、寸法精度の向上
を可能とした。

提案技術のポイント 効果

CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工に、マイクロペッキング加工に最適化された刃形状のドリルを適用す
ることで、工程数を低減し、加工能率を大幅に改善しながら、同時に品質も向上させることが可能となっ
た。

*設備台数や工具種類の低減
*穴あけコスト、工具室在庫コストの低減
*ドリル寿命の延長
*穴径公差、面粗さの向上
*デラミネーション、バリの低減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

PRECORP INC. （USA Utah、サンドビックグループ）
(役割：PCD工具の製造、要素試験による製品性能評価) 無

従来技術 新技術

本技術の活用例 *航空機の機体部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・パワーフィーダと固定治具や吸引装置とのマッチング、メンテナンス不足により加工が不安定になる可能性もある。
マイクロペッキング機構アタッチメントのパワーフィーダ取付けに一部制約があり、適用に際し、別途特殊アダプタ化
などの対応を要する。
・切削工具とアプリケーション技術の同時提案により、お客様の高能率加工に貢献していきたい。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・複合材加工を行っている、今後予定のある企業ならびに設備関連企業
・複合材加工の評価技術、設備を有する大学等研究機関

ホームページ http://www.sandvik.com/ja-jp/

認証取得 ISO9001, ISO14001

名古屋市名東区上社1-1801

資本金・従業員数 260,000 万円 約350 人 海外拠点 AB SANDVIK COROMANT（スウェーデン）他
企業概要

所在地 〒 465-0025

問合せ先
部署・担当者 航空機産業開発室　四本（よつもと）

連絡先 TEL 052-778-1062 E-mail shuji.yotsumoto@sandvik.com

生産品目 切削工具 主要取引先 重工業、自動車、機械、素材関連企業

マイクロペッキング加工に最適化されたドリル刃形状 
（86BPTR型） 
シンニング、すくい角、ねじれ角、ホーニング処理をマイクロ

ペッキング加工に最適化し、切削抵抗の低減、刃先強度と

切りくず処理・排出性能のバランスを確保している。 
MQL適用に対応した油穴付き仕様。 

従来型ドリル刃形状 

 切りくずの状態 
従来加工 マイクロペッキング加工 
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効果提案技術のポイント

澁谷工業株式会社
テーマ

キーワード 切断技術

レーザアブレーション加工機によるCFRP（CFRTP)切断技術

企業・機関名

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

―

本技術の活用例 ・ＣＦＲＰ部品切断用途

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・更なる切断速度UPを目指している。
・板厚4mmまではレーザ切断を、厚板はウォータジェット切断を提案

石川県金沢市大豆田本町甲５８

113億9,201 万円 1,732 人

〒 ９２０－８６８１

海外拠点 USA(Virginia)、China(Sanhai)、Thailand

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

http://www.shibuya.co.jp/

パッケージプラント事業　メカトロシステム事業

ISO９００１、１４００１　（メカトロ事業部）　

特機営業本部　営業課　　中村　聖一

TEL ＋８１－７６－２６２－２２１６ E-mail se-nakamura@shibuya.co.jp

主要取引先

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非接触でドライ加工が可能なレーザ加工により繊維のほつれや水との接触の無いCFRP加工の切断技術
を提供する。
しかし、従来のレーザ加工機では熱影響が激しく切削加工同様の加工品質を得ることはできない。そこで
短パルスレーザとレーザビーム高速走査を組合せることにより熱加工を極限まで抑え、且つ小径穴加工
を高品質に加工可能なレーザ加工システムの開発を行っている。

熱影響を抑えた切断

開発進度

なし

共同研究実施者とその役割 知的財産権

なし

従来型レーザ加工機（炭酸ガスレーザ） レーザアブレーション加工機 

７５０ mm/min 

Laser power [W] 
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t1mm CFRTP Cutting Speed 

Treget 
CO2 Laser Fiber Laser 

Cutting Sample （t1.5mm、40 X 25 mm2) 

φ2mm 

Hole 

●切断部の熱影響が大きい ◎ 熱影響を低減した高品質切断が可能 

Cutting Sample （t1.5mm、40 X 25 mm2) 

＜課題＞ 
・ 切断速度の高速化 

   750 mm/min @t1mm 
  ↓ 

   > 2,000 mm/min 
         @t1mm 

・ 切断板厚アップ 
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キーワード エア駆動、穿孔、デラミネ―ション防止、CFRP、複合材

株式会社スギノマシン
テーマ CFRP等の素材へのエア駆動を利用した加工機による穿孔加工

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・当社の穴あけ技術を活かし、軽量、コンパクトな、ポータブルドリリングユニット
　「ニューコンフィーダ」を開発。
・高トルク・高耐久性エアモータを内蔵。
・高精度主軸構造により、安定した穿孔加工が可能。

・CFRPの穿孔加工における
　バリ、デラミネーションの抑制
・加工機の軽量化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・CFRPの穿孔加工
・航空機をはじめ、造船や車両、建築等の分野における穿孔加工

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・エンドユーザの希望に合わせて、技術提案、設計、製作が可能

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ポータブル加工機を用いた、各種穿孔加工を実施するエンドユーザ

ホームページ http://www.sugino.com

認証取得

富山県滑川市中野島1800番地

資本金・従業員数 232,467 万円 1,350 人 海外拠点 米国、メキシコ、フランス、ドイツ、中国、タイ、シンガポール、インドネシア等

企業概要

所在地 〒 936-8588

問合せ先
部署・担当者 精密機器事業本部

連絡先 TEL 076-475-5113 E-mail 　mt@sugino.com

生産品目 超高圧水切断装置、湿式・乾式微粒化装置、ドリリングユニット等 主要取引先

・従来のポータブル加工機では主軸精度が 
低いため、ＣＦＲＰの穿孔加工では、 
バリ・デラミネーションの発生や工具 
寿命低下の問題があった。 

・従来のポータブル加工機の構造では 
材質に合わせた加工条件を設定できない。 
そのため、異種材料が積層されたワークでは 
加工時間が長くなり、効率が悪かった。 

・高精度な主軸構造により、高い振れ精度を実現。 
バリ・デラミネーションを抑制し、安定した加工と 
工具の長寿命化が可能。 

・主軸回転用のエアモータと、前進、後退用の 
エアシリンダを搭載した完全エア駆動。 
エアの特性により加工負荷に合わせた加工条件 
で駆動するため、異種材料が積層されたワーク 
でも効率よく加工することができる。 

・二段送り速度制御ユニットを搭載することで、 
貫通時の微速送りが設定でき、 
バリ・デラミネーションの抑制が可能。 

ＣＦＲＰへの適用例 

バリ・デラミネーション 
の発生 

バリ、デラミネーション 
の抑制 

ＣＦＲＰ穿孔事例 

ポータブル ドリリングユニット 
ニューコンフィーダ 

効果提案技術のポイント

澁谷工業株式会社
テーマ

キーワード 切断技術

レーザアブレーション加工機によるCFRP（CFRTP)切断技術

企業・機関名

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

―

本技術の活用例 ・ＣＦＲＰ部品切断用途

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・更なる切断速度UPを目指している。
・板厚4mmまではレーザ切断を、厚板はウォータジェット切断を提案

石川県金沢市大豆田本町甲５８

113億9,201 万円 1,732 人

〒 ９２０－８６８１

海外拠点 USA(Virginia)、China(Sanhai)、Thailand

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

http://www.shibuya.co.jp/

パッケージプラント事業　メカトロシステム事業

ISO９００１、１４００１　（メカトロ事業部）　

特機営業本部　営業課　　中村　聖一

TEL ＋８１－７６－２６２－２２１６ E-mail se-nakamura@shibuya.co.jp

主要取引先

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非接触でドライ加工が可能なレーザ加工により繊維のほつれや水との接触の無いCFRP加工の切断技術
を提供する。
しかし、従来のレーザ加工機では熱影響が激しく切削加工同様の加工品質を得ることはできない。そこで
短パルスレーザとレーザビーム高速走査を組合せることにより熱加工を極限まで抑え、且つ小径穴加工
を高品質に加工可能なレーザ加工システムの開発を行っている。

熱影響を抑えた切断

開発進度

なし

共同研究実施者とその役割 知的財産権

なし

従来型レーザ加工機（炭酸ガスレーザ） レーザアブレーション加工機 

７５０ mm/min 

Laser power [W] 
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t1mm CFRTP Cutting Speed 

Treget 
CO2 Laser Fiber Laser 

Cutting Sample （t1.5mm、40 X 25 mm2) 

φ2mm 

Hole 

●切断部の熱影響が大きい ◎ 熱影響を低減した高品質切断が可能 

Cutting Sample （t1.5mm、40 X 25 mm2) 

＜課題＞ 
・ 切断速度の高速化 

   750 mm/min @t1mm 
  ↓ 

   > 2,000 mm/min 
         @t1mm 

・ 切断板厚アップ 
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キーワード 　ウォータージェット、熱影響、複雑形状の加工、難削材の加工 (材質、形状を問わず)

株式会社スギノマシン
テーマ 　ウォータージェット技術の応用による難削材等の加工

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・従来の機械加工やレーザー加工に代わり、ウォータージェット加工を採用する
　ことにより、非接触および高密度加工を行い、加工対象の変形、歪みを小さく
　することができる。

・ツール寿命の長期化
・加工断面の精度向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・CFRP、プラスチック成型品等の穿孔や、切断加工

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・研磨材、高圧水対応部品などの消耗品に、ランニングコストがかかる。
・安全性の高いポンプ等の技術が確立されれば、加工速度や切断能力を向上させることができる。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・装置の長寿命化を実現するために、高圧化技術に耐えうる部品を製造・販売する企業

ホームページ http://www.sugino.com

認証取得

富山県滑川市栗山2880番地

資本金・従業員数 232,467 万円 1,350 人 海外拠点 米国、メキシコ、フランス、ドイツ、中国、タイ、シンガポール、インドネシア等

企業概要

所在地 〒 936-8577

問合せ先
部署・担当者 プラント機器事業本部　名古屋営業グループ　辻　義隆

連絡先 TEL (052)973-3070 E-mail y.tsuji@sugino.com

生産品目 超高圧水切断装置、湿式・乾式微粒化装置、ドリリングユニット等 主要取引先

・CFRPの切断において、樹脂と繊維の部位が 
あるが、レーザーを用いると、樹脂の部位 
のみを溶かしてしまい、適切な切断を行う 
ことが困難であった。 

・ウォータージェットを利用しているため、熱に 
よる樹脂の溶解を引き起こすことがなく、 
安定した加工面を得ることができる。 

・非接触および高密度加工のため、加工対象物 
の変形、歪み等が小さい。さらに、機械加工の 
ようなツールの摩耗が発生しないため、装置の 
長寿命化を図ることができる。 

ＣＦＲＰへの適用例 
ウォータージェット加工 レーザー加工 

機械加工 
・CFRP等の複合材を加工する場合、繊維を 

適切に加工することが難しく、ツール寿命 
が短くなってしまう。さらに、ツールが摩耗 

した状態で加工を行うと、対象物の切断面 
が悪化してしまう。 

材 質 ： ＣＦＲＰ 
厚  さ ： ６ｍｍ 
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企業概要

所在地 〒 508-0011

企業・機関名

生産品目 OA機器部品、コールドチェーン機器部品、家電機器部品など

岐阜県中津川市駒場1153

資本金・従業員数 7,500 万円 92 人 海外拠点

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 企画開発室　リーダー　多賀 雅彦

連絡先 TEL 0573-65-4141 E-mail kikaku@suzuki-kogyo.com

主要取引先 非公開

ホームページ http://www.suzuki-kogyo.com/

認証取得 ISO9002, ISO14001

・CFRPを加工したアイスクリーム用のスプーン「WARM　TECH　SPOON」を開発、製品化しました。
・CFRPの他にも自然石や木材などを加工して装飾品やアクセサリーの開発を行っています。

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・熱伝導の高効率化と強度不足が反比例となり、高熱伝導と強度が両立すれば、更なる効果や低価格化が実現でき
ます。
・熱伝導の良さを利用した商品開発。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ピッチ系の熱伝導の知見を有する大学・研究機関等

　

提案技術のポイント 効果

大型、小型の2台のウォータージェットにより、CFRPの切削、穴開け加工を高精度で行うことができま
す。

様々な材料の試作加工が可能

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　　　　　　自社技術 無

従来技術 新技術

キーワード ウォータージェット、切削加工、穴開け加工

鈴木工業株式会社
テーマ ウォータージェット加工機による高精度加工

NX-5AXによる加工 

アブレシブジェットカッタNC-5AX アブレシブジェットカッタKATANA2 
加工範囲（2,000mm×1,000mm×200mm） 加工範囲（240mm×200mm×200mm） 

CFRP板の穴開け加工（厚さ25mm） アクリル板にウォータージェッ

トでアート作画 

2機種の使い分けにより、大型の部材から小物まで様々な材料の切断、 

穴開け、切削等の加工を可能としています。 

CFRPの穴開けは層間剥離をすることなく、厚さ25mmを可能としました。 

また、KATANA2により、材料を切断することなく表面を”掘る”ことにより、 

アクリル板やガラス版にアート画を描くこともできます。 

◆これらの他に、CFRPの 

熱伝導性を活かしたアイ 

スクリーム用のスプーン 

も商品化しています。 

CFRPのウォータージェットによる加工においては、割れや欠け、

バリ、層間剥離などの問題が発生するため、材料に合った加工条件

を見出すことが必要になります。 

層間剥離 

バリの発生 

ケバの発生 

ケバの発生（層間剥離も起きている） 

キーワード 　ウォータージェット、熱影響、複雑形状の加工、難削材の加工 (材質、形状を問わず)

株式会社スギノマシン
テーマ 　ウォータージェット技術の応用による難削材等の加工

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・従来の機械加工やレーザー加工に代わり、ウォータージェット加工を採用する
　ことにより、非接触および高密度加工を行い、加工対象の変形、歪みを小さく
　することができる。

・ツール寿命の長期化
・加工断面の精度向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・CFRP、プラスチック成型品等の穿孔や、切断加工

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・研磨材、高圧水対応部品などの消耗品に、ランニングコストがかかる。
・安全性の高いポンプ等の技術が確立されれば、加工速度や切断能力を向上させることができる。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・装置の長寿命化を実現するために、高圧化技術に耐えうる部品を製造・販売する企業

ホームページ http://www.sugino.com

認証取得

富山県滑川市栗山2880番地

資本金・従業員数 232,467 万円 1,350 人 海外拠点 米国、メキシコ、フランス、ドイツ、中国、タイ、シンガポール、インドネシア等

企業概要

所在地 〒 936-8577

問合せ先
部署・担当者 プラント機器事業本部　名古屋営業グループ　辻　義隆

連絡先 TEL (052)973-3070 E-mail y.tsuji@sugino.com

生産品目 超高圧水切断装置、湿式・乾式微粒化装置、ドリリングユニット等 主要取引先

・CFRPの切断において、樹脂と繊維の部位が 
あるが、レーザーを用いると、樹脂の部位 
のみを溶かしてしまい、適切な切断を行う 
ことが困難であった。 

・ウォータージェットを利用しているため、熱に 
よる樹脂の溶解を引き起こすことがなく、 
安定した加工面を得ることができる。 

・非接触および高密度加工のため、加工対象物 
の変形、歪み等が小さい。さらに、機械加工の 
ようなツールの摩耗が発生しないため、装置の 
長寿命化を図ることができる。 

ＣＦＲＰへの適用例 
ウォータージェット加工 レーザー加工 

機械加工 
・CFRP等の複合材を加工する場合、繊維を 

適切に加工することが難しく、ツール寿命 
が短くなってしまう。さらに、ツールが摩耗 

した状態で加工を行うと、対象物の切断面 
が悪化してしまう。 

材 質 ： ＣＦＲＰ 
厚  さ ： ６ｍｍ 
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キーワード フェムト秒レーザ、ピコ秒レーザ、多軸スキャナー、レーザ切断、レーザ孔明け加工

株式会社　タマリ工業
テーマ 極短パルスレーザによるＣＲＦＰの切断～精密微細孔加工

提案技術のポイント 効果
軽量化が新製品開発の必須要件となってきています。その手法として軽量材料としてCFRPの適用の
検討が進みつつあります。ＣＦＲＰの加工に際して、極短パルスのフェムト秒レーザ、ピコ秒レーザにより
熱影響層の少ない切断～精密微細孔加工が可能です。また、多軸スキャナーを併用することで５０μ
ｍサイズの異型孔の加工も可能です。　もちろんＣＦＲＰだけではなく金属、セラミック、ガラス等の加工
にも対応可能です。

計量化５０％

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　４月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社開発 無

従来技術 新技術

・自動車のボデー部品、内装部品
・家電製品、情報機器等の構成部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・適正なレーザ加工条件の検討、試作評価
・対象とする製品の使用にマッチしたレーザ加工システムのご提案

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ＣＦＲＰの切断・孔明け等の加工を必要とされている企業
・ＣＦＲＰの非熱加工を研究課題として取り組んでおられる大学、研究機関

主要取引先 豊田通商㈱、㈱豊通マシナリー、㈱東陽

ホームページ http://www.tamari.co.jp

認証取得 　無

問合せ先
部署・担当者 レーザ事業部　理事　三瓶和久

連絡先 TEL 0563-57-1171 E-mail k-mikame@tamari.co.jp

企業概要

所在地 〒 445-0802

企業・機関名

生産品目 レーザ加工機、レーザ加工

愛知県西尾市米津町五郎田1-1

資本金・従業員数 1,000 万円 44 人 海外拠点 　無

本技術の活用例

熱影響部 

フェムト秒レーザによる非熱加工 ファイバーレーザによる熱加工 

 ｆsecパルス発振 

TruMicro5050  

Wavelength：1030nm 

Power：40W 

PRF：200kHz 

Pulse Width：750～

1000fsec 
Pulse Energy：0.2mJ

Peak Power：200MW 

フェムト秒レーザ 多軸スキャナー 

異型孔加工 

300×70μｍ 
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　航空機主翼に取り付けられるメンテナンス用の薄板パネル部品群は多種多様なサイズや形状から構
成される。それらの穴あけやトリミング加工では個々のパネル形状に応じて個別の加工ジグを揃えるこ
とはコスト的負担と段取り替えの時間的無駄が大きい。そこで、多種多様なパネル部品の加工に対応
するため、吸着パッドが個々の形状に応じて移動可能な加工用治具を開発した。また、たわみやすい
薄板パネル向けのドリル工具についても開発した。

・加工時間が最大約３０％に削減

・ドリル穴の加工不良を抑制

開発進度

石川県工業試験場
・たわみやすい薄板パネル部品向けの
　ドリル工具の開発と性能評価

共同研究実施者とその役割 知的財産権

無

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成28年3月完了予定。進捗状況 90％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

http://www.to-ko.co.jp/

航空宇宙機器部品製作（樹脂、ゴム・スポンジ、金属）

AS 9100

代表取締役社長　間戸朋之

TEL 076-281-3411 E-mail info@to-ko.co.jp

主要取引先

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

石川県かほく市若緑２６２－１

2,000 万円 10 人

〒 929-1205

海外拠点

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

本技術の活用例 ・航空機のCFRP/GFRP薄板パネル部品の加工（穴あけ・トリミングなど）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・加工治具装置の高剛性化

効果提案技術のポイント

東興産業株式会社
テーマ

キーワード 穴あけ、トリミング、パネル、複合材、プラスチック

FRPパネル部品の穴あけ・トリミング加工

企業・機関名

多品種ＦＲＰ複合材パネルを対象とした穴あけ・トリミング加工の高能率化 

従来の加工方法 開発技術 

・熟練工による手作業 

・多品種の部品に対して、 
固定ジグを個々に揃える 
ことが困難 

・切削抵抗によりパネル部品がたわみ、ドリルの 
 抜ける寸前に跳ね返りが発生 

・作業者による品質のバラツキ 

吸着盤可動式治具 
○多品種のパネル部品の固定に対応！ 

段付きドリルの適用 
○切削抵抗の低減により、

たわみによる跳ね返りを防止！ 

キーワード フェムト秒レーザ、ピコ秒レーザ、多軸スキャナー、レーザ切断、レーザ孔明け加工

株式会社　タマリ工業
テーマ 極短パルスレーザによるＣＲＦＰの切断～精密微細孔加工

提案技術のポイント 効果
軽量化が新製品開発の必須要件となってきています。その手法として軽量材料としてCFRPの適用の
検討が進みつつあります。ＣＦＲＰの加工に際して、極短パルスのフェムト秒レーザ、ピコ秒レーザにより
熱影響層の少ない切断～精密微細孔加工が可能です。また、多軸スキャナーを併用することで５０μ
ｍサイズの異型孔の加工も可能です。　もちろんＣＦＲＰだけではなく金属、セラミック、ガラス等の加工
にも対応可能です。

計量化５０％

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　４月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社開発 無

従来技術 新技術

・自動車のボデー部品、内装部品
・家電製品、情報機器等の構成部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・適正なレーザ加工条件の検討、試作評価
・対象とする製品の使用にマッチしたレーザ加工システムのご提案

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・ＣＦＲＰの切断・孔明け等の加工を必要とされている企業
・ＣＦＲＰの非熱加工を研究課題として取り組んでおられる大学、研究機関

主要取引先 豊田通商㈱、㈱豊通マシナリー、㈱東陽

ホームページ http://www.tamari.co.jp

認証取得 　無

問合せ先
部署・担当者 レーザ事業部　理事　三瓶和久

連絡先 TEL 0563-57-1171 E-mail k-mikame@tamari.co.jp

企業概要

所在地 〒 445-0802

企業・機関名

生産品目 レーザ加工機、レーザ加工

愛知県西尾市米津町五郎田1-1

資本金・従業員数 1,000 万円 44 人 海外拠点 　無

本技術の活用例

熱影響部 

フェムト秒レーザによる非熱加工 ファイバーレーザによる熱加工 

 ｆsecパルス発振 

TruMicro5050  

Wavelength：1030nm 

Power：40W 

PRF：200kHz 

Pulse Width：750～

1000fsec 
Pulse Energy：0.2mJ

Peak Power：200MW 

フェムト秒レーザ 多軸スキャナー 

異型孔加工 

300×70μｍ 
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企業・機関名

ＣＦＲＰ成形品を面取り加工する場
合、層間剥離や繊維の切残しの発生
が問題になると考えられていた。

弊社には他社にはない、難材のタン
グステン・カーバイトやセラミックスの
卓越した加工技術があり、従来から
培ったその技術をベースとして、
CFRPの加工機を開発。

CFRPの特性にある層間剥離や繊維
の切残しなどがでないように工夫を
凝らした。

キーワード 面取り 高生産 高品質 C面

株式会社 ニシムラ ジグ
テーマ CFRPのコーナーカットの専用面取り加工機

　１．アイディア段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　２．試作・実験段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　③．開発完了　段階（平成２８年　６月完了予定。進捗状況　％）
　４．製品化完了　　（納入実績　　有　・　無　）

無し 無し

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

従来の技術を生かした他社にはない独自性のある研削加工技術
切削機の工程短縮及びコスト削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

本技術の活用例 炭素繊維の一般加工市場

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

特になし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

成形メーカー・加工メーカーとの情報交換

ホームページ http://www.nishimura-jig.jp/

認証取得 グッドデザイン・IF賞等

石川県金沢市北安江4-11-32

資本金・従業員数 1,000 万円 20 人 海外拠点 台湾
企業概要

所在地 〒 920-0022

問合せ先
部署・担当者 総務 島野桂子　　取締役会長 西村 明

連絡先 TEL 076-223-2727 E-mail nishimura-jig@par.odn.ne.jp

生産品目 工作機用省力化機器製造 主要取引先 機械加工業者
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キーワード 穴加工、穴あけ、切断、研削加工

株式会社ノリタケカンパニーリミテド
テーマ 研削工具「グリットエース」　（切削から研削化による高品質・高能率加工の実現とコスト削減）

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

・切削工具よりも小さな砥粒（ダイヤモンド）が切刃となって加工するため、加工面の品質が向上します。
・砥粒が均一に配列し、突出し高さをもって強固に保持した構造により、高能率加工を実現できます。

・加工時間の短縮
・加工面品質の向上
・加工コストの削減
・工具寿命の延長

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）

　④．製品化完了　　　（納入実績　　㊒　・　無　）

有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・航空機の機体（CFRP）への穴あけ加工
・自動車部品（金属）の高能率加工

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・グリットエースは切削工具よりも高い回転数で使用した場合に工具の性能を最大限に発揮することができます。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・用途開発のため、航空機、自動車、等を生産しているメーカーとの連携

ホームページ http://www.noritake.co.jp/

認証取得 ISO14001，ISO9001

愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番36号

資本金・従業員数 156億32百 万円 5,089 人 海外拠点 アメリカ、タイ、中国、ドイツ、他
企業概要

所在地 〒 451-8501

問合せ先
部署・担当者 工業機材事業本部　営業企画部　ダイヤG　　米倉　康光

連絡先 TEL 052-561-9807 E-mail grinding@n.noritake.co.jp

生産品目 研削工具、セラミック部品、焼成炉等の設備、食器、他 主要取引先 自動車、自動車部品、鉄鋼、軸受、航空機のメーカー等

【切削工具】 

DLCリーマ         PCDリーマ 

【研削工具】 

グリットエース 

【ＣＦＲＰの穴仕上加工のテスト】 

（拡大写真） 
【面粗度の比較】 

DLCリーマ グリットエース 

（1穴目） （1穴目） （1穴目） （100穴目） 【加工面の比較】 

グリットエースは、切削工具よりも高品位に工具寿命を延長できます 

（テスト条件） 

 加工物寸法 ：75×75×10 mm 

 送り速度 ：73mm/min 

 取代 ：φ0.2mm 

 穴寸法 ：φ13mm 

PCDリーマ 

企業・機関名

ＣＦＲＰ成形品を面取り加工する場
合、層間剥離や繊維の切残しの発生
が問題になると考えられていた。

弊社には他社にはない、難材のタン
グステン・カーバイトやセラミックスの
卓越した加工技術があり、従来から
培ったその技術をベースとして、
CFRPの加工機を開発。

CFRPの特性にある層間剥離や繊維
の切残しなどがでないように工夫を
凝らした。

キーワード 面取り 高生産 高品質 C面

株式会社 ニシムラ ジグ
テーマ CFRPのコーナーカットの専用面取り加工機

　１．アイディア段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　２．試作・実験段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　％）
　③．開発完了　段階（平成２８年　６月完了予定。進捗状況　％）
　４．製品化完了　　（納入実績　　有　・　無　）

無し 無し

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

従来の技術を生かした他社にはない独自性のある研削加工技術
切削機の工程短縮及びコスト削減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

本技術の活用例 炭素繊維の一般加工市場

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

特になし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

成形メーカー・加工メーカーとの情報交換

ホームページ http://www.nishimura-jig.jp/

認証取得 グッドデザイン・IF賞等

石川県金沢市北安江4-11-32

資本金・従業員数 1,000 万円 20 人 海外拠点 台湾
企業概要

所在地 〒 920-0022

問合せ先
部署・担当者 総務 島野桂子　　取締役会長 西村 明

連絡先 TEL 076-223-2727 E-mail nishimura-jig@par.odn.ne.jp

生産品目 工作機用省力化機器製造 主要取引先 機械加工業者
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ホームページ

航空機のＣＦＲＰを使用した機体部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・工具形状はユーザー毎の加工、要求精度にあった形状も検討可能
・ダイヤモンドコーティング工具の除膜・再研削・再コート技術が確立されれば、ユーザーコストダウンにさらに貢献
できる見込み

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

本技術の活用例

2,800 人 米国、中国、ブラジル、タイ他

問合せ先
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/

認証取得 ＩＳＯ９００１　ＩＳＯ１４００１

部署・担当者 工具事業部　ラウンドツール製造所　技術部 （杉木）

連絡先

切削工具　ベアリング　油圧　ロボット　鋼材他

富山県富山市不二越本町１－１－１

資本金・従業員数 160 海外拠点
企業概要

所在地

生産品目

TEL 076-423-5104 E-mail t-sugiki@nachi-fujikoshi.co.jp

〒

主要取引先 自動車メーカー各社、重工メーカー各社

億円

９３０－８５１１

・強度が高く、相手攻撃性の高い炭素複合繊維（CFRP）の切削加工において、従来のダイヤモンド
コーティングに対し、結晶性を高め耐摩耗性を向上させたクリスタルダイヤコートの採用により、工具
寿命を大幅に向上

工具寿命（従来品の2倍以上）
切り残し・デラミネーション抑制

キーワード ＣＦＲＰ穴加工　デラミネーション抑制　工具寿命向上

従来技術 新技術

開発進度 共同研究実施者とその役割

日本工業大学（コーティング膜の性能評価） 有

知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

株式会社 不二越
テーマ クリスタルダイヤコートによるＣＦＲＰ穴加工用ドリルの長寿命化

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

ＣＦＲＰ（炭素繊維強化樹脂）加工の問題点 

ＣＦＲＰ＝Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ Ｐｌａｓｔｉｃｓ 

炭素繊維の織物を重ね、樹脂で固めた新素材 

１）摩耗が早い 

  ・固い炭素繊維：６，０００～８，０００ＨＶ 

⇒従来のダイヤモンドコーティングでは摩耗の進行が早く、短寿命

２）層間剥離（デラミネーション）、切り残しが出やすい 

  ・切れ味が悪いと積層された炭素繊維が切断されずに層間での剥離、 

  または切り残しが発生し、品質不良となる 

３）熱に弱い 

  ・樹脂の耐熱温度は約２００℃：加工熱を上げられない 

⇒低抵抗で切れ味に優れたシャープな切れ刃が必要

ドリルへの適用例 

開発品 １，０００穴加工後
切れ味を維持 

従来品 ５００穴加工後 
デラミ・切り残し発生 

ダイヤモンドを示すピーク 
↑ 

a) ラマン分光分析 

結晶性が低い 
↑ ↑ ↑ 

第1逃げ面 

第2逃げ面 

第3逃げ面 

ダイヤモンドを示すピーク 
↑ 

ダイヤモンドに起因
するピーク強度が
高くなり結晶性が高
いことを示す 

a) ラマン分光分析 

b) コーティング表面のSEM写真 a) CFRP穴あけ加工裏面 b) コーティング表面のSEM写真 a) CFRP穴あけ加工裏面 

切れ味向上のため
の工具設計 

長寿命化のための 
コーティング設計 

形状・コーティングの 
開発で工具長寿命化 
とデラミ抑制を実現 ↓ ↓ ↓ 
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企業概要

所在地 〒 100-8324

問合せ先
部署・担当者 特殊機能材カンパニー企画開発部電子材料グループ 　堀江　茂

連絡先 TEL 　03-3283-4736 E-mail 　shigeru-horie@mgc.co.jp

生産品目 各種化学製品等の製造、売買 主要取引先 非公開

ホームページ 　http://www.mgc.co.jp/

認証取得 ISO-9001、ISO-14001

東京都千代田区丸の内2-5-2　三菱ビル

資本金・従業員数 4,197,000 万円 2,392 人 海外拠点 米国、ドイツ、シンガポール、タイ、中国

本技術の活用例 ・CFRP部品、チタン部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・加工の課題をお伺いして開発課題を設定し、性能向上につなげます。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CFRP加工、チタン加工、航空機製造、自動車製造

ドリル孔あけの課題
CFRP：ドリル摩耗,ケバ,デラミネーション,孔径精度

　チタン：ドリル摩耗,切削油と洗浄,孔径精度,白化,バリ
　CFRP+チタン：上記の課題に加えて､生産性

提案技術のポイント 効果

・固体潤滑シートを、CFRP/チタンの最外層に載せて、ドリル孔あけすることで、ドリル寿命及び/または
孔品質が向上する開発品です。
・ドリル孔あけをドライプロセスにできます。

ドリル寿命20%以上増
共孔あけの生産性向上

孔品質向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成  28年  12月完了予定。進捗状況  80％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

名古屋大学 梅原研究室
（役割：開発指針と評価） 有

従来技術 新技術

キーワード ドリル孔あけ、ドリル寿命、デラミネーション、ケバ、バリ、孔径精度、ドライプロセス

三菱ガス化学株式会社
テーマ ドリル孔あけ固体潤滑シート　ＣＦＲＰ／チタングレード

企業・機関名

切削油不要 
固体潤滑シート 
LE Sheet®サンプル2 

CFRP/チタン 
固体潤滑シート 
LE Sheet®は､ドリル切
刃摩耗を低減できま
す｡ 

固体潤滑シート
LE Sheet®は､直
下のCFRP孔外観
不良を低減でき
ます｡ 

ホームページ

航空機のＣＦＲＰを使用した機体部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・工具形状はユーザー毎の加工、要求精度にあった形状も検討可能
・ダイヤモンドコーティング工具の除膜・再研削・再コート技術が確立されれば、ユーザーコストダウンにさらに貢献
できる見込み

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

本技術の活用例

2,800 人 米国、中国、ブラジル、タイ他

問合せ先
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/

認証取得 ＩＳＯ９００１　ＩＳＯ１４００１

部署・担当者 工具事業部　ラウンドツール製造所　技術部 （杉木）

連絡先

切削工具　ベアリング　油圧　ロボット　鋼材他

富山県富山市不二越本町１－１－１

資本金・従業員数 160 海外拠点
企業概要

所在地

生産品目

TEL 076-423-5104 E-mail t-sugiki@nachi-fujikoshi.co.jp

〒

主要取引先 自動車メーカー各社、重工メーカー各社

億円

９３０－８５１１

・強度が高く、相手攻撃性の高い炭素複合繊維（CFRP）の切削加工において、従来のダイヤモンド
コーティングに対し、結晶性を高め耐摩耗性を向上させたクリスタルダイヤコートの採用により、工具
寿命を大幅に向上

工具寿命（従来品の2倍以上）
切り残し・デラミネーション抑制

キーワード ＣＦＲＰ穴加工　デラミネーション抑制　工具寿命向上

従来技術 新技術

開発進度 共同研究実施者とその役割

日本工業大学（コーティング膜の性能評価） 有

知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

株式会社 不二越
テーマ クリスタルダイヤコートによるＣＦＲＰ穴加工用ドリルの長寿命化

企業・機関名

提案技術のポイント 効果

ＣＦＲＰ（炭素繊維強化樹脂）加工の問題点 

ＣＦＲＰ＝Ｃａｒｂｏｎ Ｆｉｂｅｒ Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ Ｐｌａｓｔｉｃｓ 

炭素繊維の織物を重ね、樹脂で固めた新素材 

１）摩耗が早い 

  ・固い炭素繊維：６，０００～８，０００ＨＶ 

⇒従来のダイヤモンドコーティングでは摩耗の進行が早く、短寿命

２）層間剥離（デラミネーション）、切り残しが出やすい 

  ・切れ味が悪いと積層された炭素繊維が切断されずに層間での剥離、 

  または切り残しが発生し、品質不良となる 

３）熱に弱い 

  ・樹脂の耐熱温度は約２００℃：加工熱を上げられない 

⇒低抵抗で切れ味に優れたシャープな切れ刃が必要

ドリルへの適用例 

開発品 １，０００穴加工後
切れ味を維持 

従来品 ５００穴加工後 
デラミ・切り残し発生 

ダイヤモンドを示すピーク 
↑ 

a) ラマン分光分析 

結晶性が低い 
↑ ↑ ↑ 

第1逃げ面 

第2逃げ面 

第3逃げ面 

ダイヤモンドを示すピーク 
↑ 

ダイヤモンドに起因
するピーク強度が
高くなり結晶性が高
いことを示す 

a) ラマン分光分析 

b) コーティング表面のSEM写真 a) CFRP穴あけ加工裏面 b) コーティング表面のSEM写真 a) CFRP穴あけ加工裏面 

切れ味向上のため
の工具設計 

長寿命化のための 
コーティング設計 

形状・コーティングの 
開発で工具長寿命化 
とデラミ抑制を実現 ↓ ↓ ↓ 
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効果提案技術のポイント

メカトロ・アソシエーツ株式会社
テーマ

キーワード ロボットシステム、切削加工、ＦＲＰ、複合材、プラスチック

航空機・自動車産業に向けたFRP複合材切削加工ロボットシステム

企業・機関名

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

　切削工具メーカーなど

本技術の活用例 ・航空機・自動車などのCFRP/GFRP部品の切削加工（トリミング・穴あけなど）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・３Dデータによる立体樹脂加工（３Dプリンタ加工）への適応
・本開発機をパッケージ化することで代理店を増やし、販路拡大を狙う。

石川県小松市一針町ヌ５７-１

2,000 万円 20 人

〒 923-0043

海外拠点 タイ　中国

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

http://www.mec-as.co.jp/

治具・ロボットシステム

ISO 9001（FM615309）

代表取締役　酒井良明

TEL 0761-21-6166 E-mail y-sakai@mec-as.co.jp

主要取引先 コマツ

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　ＦＲＰ複合材やプラスチック材料を対象とした切削加工分野において、従来のＮＣ工作機械に替わる
加工機として、切削加工用ロボットシステムを提供する。専用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムにより、３ＤＣＡＤ
データからのツールパスの生成が可能。ＮＣ工作機械に比べ、設備導入コストの削減や設備占有面積
の縮小化が図られる。

設備導入コスト：約３０％削減
設置スペース：約５０％削減

開発進度

石川県工業試験場
・切削工具の性能評価による適性工具の選定
・ロボット加工におけるＦＲＰ複合材加工条件
　の導出

共同研究実施者とその役割 知的財産権

無

・ 設備導入コストが高い 
・ 設備占有面積が大きい 
・ 機械摺動部への粉塵混入の懸念 

○ 設備導入コストを抑制

○ 設備占有面積が小さく、レイアウト変更が容易

○ 切削ロボット専用CAD/CAMシステムの開発
オフラインによりティーチングレスでトリミング加工のツール  

パスを演算出力します.

○ クランプ治具による協調作業
 パネル状部品を押さえるクランプ治具が、工具との干渉を 

   避けるため、ロボットの動きと連動し開閉を行います. 

  ＦＲＰ複合材の切削加工ロボットシステムの開発 

ＮＣ工作機械による加工 多関節産業用ロボットによる加工 

ＣＦＲＰ材料の 
切削加工 専用CAD/CAMシステム

によるツールパスの演算 
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企業概要

所在地 〒
〒

９２０－００５９
４７０－０１６２

問合せ先
部署・担当者 営業部　取締役営業部長　富山秀也

連絡先 TEL ０５６１－３８－２１０１ E-mail ｈｔｏｍｉｙａｍａ＠ｕｈｔ．ｃｏ．ｊｐ

生産品目 機械工具および産業機械の製造、販売 主要取引先 工具取扱い商社、電子部品メーカ等

ホームページ http://www．ｕｈｔ．ｃｏ．ｊｐ

認証取得 ＩＳＯ９００１：２００８、ＩＳＯ１４００１：２００４

石川県金沢市示野町南１６８　（金沢開発センター）
愛知県愛知郡東郷町大字春木字下鏡田４４６－２６８　（本社）

資本金・従業員数 ３億５４０ 万円 １１５ 人 海外拠点 中国北京

本技術の活用例 ＣＦＲＰ材等の複合材料の加工

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

実用上の装置サイズと能力の最適化や、製品化における量産コストの低減

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

装置の更なる小型・軽量化のため新アクチュエータの開発関連企業

　●切削抵抗が大きく熱が発生する為、雲状の切削粉塵発生。
　　（実切削体積の約１０倍程度に拡大する）

　●切くずより発生した粉塵が飛散し易い。
　　（作業環境が悪い）

　●現状の切削工具、希少金属である超硬を使用したドリルで
　　の加工でも数十穴でバリが発生し、工具寿命が短い。

　
　●加工数１０００穴以上の先端交換式のドリル
　
　●中空構造で工具中心から切削粉塵を吸引できる中空式の
　　ドリル

　●切削粉塵の捕集率９９．５％以上の集塵装置
　
　●各種条件に応じ回転数・送り速度等を自在にコントロール
　　できる穿孔装置

提案技術のポイント 効果

ＣＦＲＰ加工に於ける従来の穿孔技術では、１本のドリルで数十穴加工出来る程度であり、またその
切削粉塵の処理にも問題があった。
特殊専用ドリルと穿孔装置システムにより、１０００穴以上の穿孔加工、および切削粉塵をまわりに飛
散させることが無くなり、作業環境の劇的な改善が可能です。

・穿孔加工数　１０００穴以上
・切削粉塵捕集率　９９．５％以上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階（平成２３年　９月完了予定。進捗状況１００％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

株式会社ノトアロイ（役割：工具材質の開発）
ビーティーティー株式会社（役割：工具の加工・研磨）
名古屋市工業研究所（役割：加工品質の評価）
学校法人大同学園　大同大学（役割：技術指導）
国立大学法人　岐阜大学（役割：穿孔部の損傷評価）

有

従来技術 新技術

企業・機関名 ＵＨＴ株式会社
テーマ ＣＦＲＰ穿孔加工の作業環境改善に対応する冷却・吸塵機能を備えたシステム

キーワード 穿孔加工、吸塵装置

従来型ドリルによる加工風景 

穿孔装置 

高品位な穴加工を実現 

コントローラ画面 穿孔装置システム 

穿孔装置 

穿孔装置コントローラ 

効果提案技術のポイント

メカトロ・アソシエーツ株式会社
テーマ

キーワード ロボットシステム、切削加工、ＦＲＰ、複合材、プラスチック

航空機・自動車産業に向けたFRP複合材切削加工ロボットシステム

企業・機関名

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

　切削工具メーカーなど

本技術の活用例 ・航空機・自動車などのCFRP/GFRP部品の切削加工（トリミング・穴あけなど）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・３Dデータによる立体樹脂加工（３Dプリンタ加工）への適応
・本開発機をパッケージ化することで代理店を増やし、販路拡大を狙う。

石川県小松市一針町ヌ５７-１

2,000 万円 20 人

〒 923-0043

海外拠点 タイ　中国

連絡先問合せ先
ホームページ

企業概要

所在地

資本金・従業員数

生産品目

認証取得

部署・担当者

http://www.mec-as.co.jp/

治具・ロボットシステム

ISO 9001（FM615309）

代表取締役　酒井良明

TEL 0761-21-6166 E-mail y-sakai@mec-as.co.jp

主要取引先 コマツ

新技術従来技術

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　ＦＲＰ複合材やプラスチック材料を対象とした切削加工分野において、従来のＮＣ工作機械に替わる
加工機として、切削加工用ロボットシステムを提供する。専用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムにより、３ＤＣＡＤ
データからのツールパスの生成が可能。ＮＣ工作機械に比べ、設備導入コストの削減や設備占有面積
の縮小化が図られる。

設備導入コスト：約３０％削減
設置スペース：約５０％削減

開発進度

石川県工業試験場
・切削工具の性能評価による適性工具の選定
・ロボット加工におけるＦＲＰ複合材加工条件
　の導出

共同研究実施者とその役割 知的財産権

無

・ 設備導入コストが高い 
・ 設備占有面積が大きい 
・ 機械摺動部への粉塵混入の懸念 

○ 設備導入コストを抑制

○ 設備占有面積が小さく、レイアウト変更が容易

○ 切削ロボット専用CAD/CAMシステムの開発
オフラインによりティーチングレスでトリミング加工のツール  

パスを演算出力します.

○ クランプ治具による協調作業
 パネル状部品を押さえるクランプ治具が、工具との干渉を 

   避けるため、ロボットの動きと連動し開閉を行います. 

  ＦＲＰ複合材の切削加工ロボットシステムの開発 

ＮＣ工作機械による加工 多関節産業用ロボットによる加工 

ＣＦＲＰ材料の 
切削加工 専用CAD/CAMシステム

によるツールパスの演算 
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企業概要

所在地
〒
〒

９２０－００５９
４７０－０１６２

問合せ先
部署・担当者 営業部　取締役営業部長　富山秀也

連絡先 TEL ０５６１－３８－２１０１ E-mail ｈｔｏｍｉｙａｍａ＠ｕｈｔ．ｃｏ．ｊｐ

生産品目 機械工具および産業機械の製造、販売 主要取引先 工具取扱い商社、電子部品メーカ等

ホームページ http://www．ｕｈｔ．ｃｏ．ｊｐ

認証取得 ＩＳＯ９００１：２００８、ＩＳＯ１４００１：２００４

石川県金沢市示野町南１６８　　（金沢開発センター）
愛知県愛知郡東郷町大字春木字下鏡田４４６－２６８　（本社）

資本金・従業員数 ３億５４０ 万円 １１５ 人 海外拠点 中国北京

本技術の活用例 加工粉塵が気になる現場

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

各種産業分野での市場ニーズの把握

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

労働安全衛生について調査する研究機関等

　●可搬式の吸塵装置は大きく、スムーズな移動が難しい、
　　近距離での配置を必要とするため作業の邪魔になる。

　●大型吸塵装置システムは大掛かりな配管工事を必要と
    し、高額な設備費や容易にレイアウト変更が出来ない。

　●集塵機が無い場合、作業者保護のための防護服・マスク
　　メガネ・手袋等を必要とし、作業性が悪くなり作業者へ
　　の大きな負担や、専用の作業場やエアシャワー等の大掛
　　かりな設備も必要となる。

　●小型・軽量のため、身に着けてあらゆる場所で効率的な
　　集塵が可能となり、クリーンな現場環境の維持が可能。
　（軽微な人体保護で良い）

　●粉塵の取扱において、作業者はそれらに触れること
　　なく廃棄処理をすることが可能。

　●集塵袋に、日時、加工内容、粉塵量、作業者等を記載す
　　ることで作業管理が可能。

提案技術のポイント 効果
航空機や自動車産業では、軽量化による省エネや、エコ活動、強いては地球環境保全のために、次世代材料といわれるCFRP
材等の使用が多くなってきている。それらの材料は、主にドリル加工や研削加工等が必要とされ、発生する切粉や微粉塵は、作
業者周辺の環境配慮から、防護服・防塵マスク・防塵メガネ等が必要とされている。
今回開発した「携帯型サイクロン式集塵機」は、作業時に発生するそれらを、出来るだけ加工部に近い個所で効率的に捕集す
ることにより、発生する粉塵の殆どが回収可能である。軽量でコンパクトにできており、また、作業者が容易に着脱可能な構造
から、作業環境の悪化を懸念する各種産業分野での活用が期待できる。

・作業環境の改善
　（作業者の健康管理強化）
・作業性の向上
　（小型・軽量のため）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況９０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

学校法人大同学園　大同大学（役割：技術指導） 有

従来技術 新技術

企業・機関名 ＵＨＴ株式会社
テーマ 小型軽量の携帯型サイクロン式吸塵装置

キーワード 携帯型吸塵装置、安全環境、作業管理

大型吸塵装置 

可搬式吸塵装置 

携帯型サイクロン式吸塵装置 

サイクロン 

集塵袋 

排気フィルタ 

集塵袋で作業管理 

熱圧着 
（有害粉塵の密閉） 

防護服 

エアシャワー 
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企業・機関名 あいち産業科学技術総合センター
テーマ 大気圧プラズマを利用した異種材料の接合技術に関する研究

キーワード 大気圧プラズマ、表面改質、熱圧着、レーザ接合

提案技術のポイント 効果

・従来の接着剤に代わり、大気圧プラズマ処理による表面改質を行うことにより、接着剤レス接合が
可能
・ボルトやリベット接合の様な煩雑な接合工程が不要
・CFRPのみならず、多くの樹脂材料と金属材料の接合が可能

コスト：３０％削減
強度：5.4MPa以上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　28年　 3月完了予定。進捗状況  80％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

輝創株式会社（役割：レーザ加工技術、装置販売）
名古屋工業大学（役割：界面温度のモニタリング） 有

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・自動車のインパネ・電装・車体部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・熱圧着工程の時間が要すため、現在、レーザを用いた迅速接合を検討中。
・接合品質の確保のため、接合装置の開発を実施中。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・自動車・航空宇宙関連の部品製造において、樹脂と金属の接合を必要とする企業

ホームページ http://www.aichi-inst.jp/

認証取得

愛知県刈谷市恩田町一丁目157番地1

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点 なし
企業概要

所在地 〒 448-0013

問合せ先
部署・担当者 産業技術センター　自動車・機械技術室　鈴木正史

連絡先 TEL 0566-24-1841 E-mail info@aichi-inst.jp

生産品目 主要取引先 －

接着剤 
・接合強度の不足 
・乾燥工程に時間を要する 

ボルト・リベット 
・気密性の確保が困難 

・大気圧プラズマ処理により、

CFRP、金属の表面改質を行い、
接着剤レスの接合が可能 

CFRPと金属の異種材料接合への適用 

企業概要

所在地
〒
〒

９２０－００５９
４７０－０１６２

問合せ先
部署・担当者 営業部　取締役営業部長　富山秀也

連絡先 TEL ０５６１－３８－２１０１ E-mail ｈｔｏｍｉｙａｍａ＠ｕｈｔ．ｃｏ．ｊｐ

生産品目 機械工具および産業機械の製造、販売 主要取引先 工具取扱い商社、電子部品メーカ等

ホームページ http://www．ｕｈｔ．ｃｏ．ｊｐ

認証取得 ＩＳＯ９００１：２００８、ＩＳＯ１４００１：２００４

石川県金沢市示野町南１６８　　（金沢開発センター）
愛知県愛知郡東郷町大字春木字下鏡田４４６－２６８　（本社）

資本金・従業員数 ３億５４０ 万円 １１５ 人 海外拠点 中国北京

本技術の活用例 加工粉塵が気になる現場

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

各種産業分野での市場ニーズの把握

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

労働安全衛生について調査する研究機関等

　●可搬式の吸塵装置は大きく、スムーズな移動が難しい、
　　近距離での配置を必要とするため作業の邪魔になる。

　●大型吸塵装置システムは大掛かりな配管工事を必要と
    し、高額な設備費や容易にレイアウト変更が出来ない。

　●集塵機が無い場合、作業者保護のための防護服・マスク
　　メガネ・手袋等を必要とし、作業性が悪くなり作業者へ
　　の大きな負担や、専用の作業場やエアシャワー等の大掛
　　かりな設備も必要となる。

　●小型・軽量のため、身に着けてあらゆる場所で効率的な
　　集塵が可能となり、クリーンな現場環境の維持が可能。
　（軽微な人体保護で良い）

　●粉塵の取扱において、作業者はそれらに触れること
　　なく廃棄処理をすることが可能。

　●集塵袋に、日時、加工内容、粉塵量、作業者等を記載す
　　ることで作業管理が可能。

提案技術のポイント 効果
航空機や自動車産業では、軽量化による省エネや、エコ活動、強いては地球環境保全のために、次世代材料といわれるCFRP
材等の使用が多くなってきている。それらの材料は、主にドリル加工や研削加工等が必要とされ、発生する切粉や微粉塵は、作
業者周辺の環境配慮から、防護服・防塵マスク・防塵メガネ等が必要とされている。
今回開発した「携帯型サイクロン式集塵機」は、作業時に発生するそれらを、出来るだけ加工部に近い個所で効率的に捕集す
ることにより、発生する粉塵の殆どが回収可能である。軽量でコンパクトにできており、また、作業者が容易に着脱可能な構造
から、作業環境の悪化を懸念する各種産業分野での活用が期待できる。

・作業環境の改善
　（作業者の健康管理強化）
・作業性の向上
　（小型・軽量のため）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況９０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

学校法人大同学園　大同大学（役割：技術指導） 有

従来技術 新技術

企業・機関名 ＵＨＴ株式会社
テーマ 小型軽量の携帯型サイクロン式吸塵装置

キーワード 携帯型吸塵装置、安全環境、作業管理

大型吸塵装置 

可搬式吸塵装置 

携帯型サイクロン式吸塵装置 

サイクロン 

集塵袋 

排気フィルタ 

集塵袋で作業管理 

熱圧着 
（有害粉塵の密閉） 

防護服 

エアシャワー 
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・軽量の長尺ロールが作成でき、且つ低コスト

・成形機は約1ｍ程度

ウインテック株式会社
テーマ 水に浮く世界最軽量のカーボンロール

東レ株式会社（役割：炭素繊維に関する情報提供と加工
方法）
愛媛大学（役割：真円度等に関する分析評価）

有

企業・機関名

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・成形時間は約5分（ロール全長2ｍ作成時）

・成形のために大型の設備を必要とする

人 なし

・何枚ものプリプレグを1枚ずつ巻くため折り
重なり部分において厚みの差が生じる

・全て同じ金型より射出成形されているため、真

円度が高い

キーワード カーボンロール、射出成形、静電気対策、長尺ロール、低コスト

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果
・従来のシートワインディング製法に代わり、射出成形法を採用することにより生産性、真円度を大幅
に向上
・質量を従来の熱可塑性樹脂カーボンロールの約半分に近づけることで慣性抵抗を抑え、速度変化
に追従しやすい
・軽量の長尺ロールが作成でき、且つ低コスト

静電対策ロール：
表面固有抵抗10¹～10²Ω
成形時間：
8Ｈ→5min(ロール全長2ｍ時)

・回転しているマンドレル（芯金）の外側にシート状の繊維に樹脂を
含侵し半硬化状態にしたもの（プリプレグ）を巻きつけ、加熱硬化後
マンドレルを　引き抜いてパイプ状のものを成形する方法。（上図は
焼成中のもの、炉に 入れて約8時間焼く）

・射出成形により成形時間を大幅に短縮。
＋

・軸芯を一直線に保ちながらロール間を溶着していく成形機を開発

・焼成時間が長く、高コスト

開発進度

資本金・従業員数 1,000

ホームページ http://www.wintec-japan.jp/

認証取得

部署・担当者 技術部　茅原　史斗

連絡先 TEL 089-955-8822 E-mail h-kayahara@wintec-japan.jp

東レ、ユニチャーム、旭化成、花王、大王製紙、リブドゥ

万円 20

本技術の活用例

問合せ先

・各製造分野におけるフリーロール部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・射出成形できる限界の厚みを追及しているため、高荷重（約10ｋｇ以上）での使用はたわみが発生。現在、厚みを増し構造を変
更することで高荷重にも耐えうるロールを作成中
・金型を必ず必要とするため、初期投資約100～200万円
・弊社での成形・組立した部品販売としたい

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

海外拠点
企業概要

所在地 〒 791-0314

・射出成形を得意とされている会社、または金型成形を得意とされている会社

主要取引先生産品目 蛇行修正機（ＨＡＷ）/無人化製造ライン設計・開発

愛媛県東温市松瀬川1022

プリプレグ 

マンドレル 

溶着して連結する 
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企業概要

所在地 〒 509-0302

問合せ先
部署・担当者 可児支店　開発技術部長

連絡先 TEL ０５７４－６３－１１５５ E-mail h.tsuji@saekisogo.co.jp

生産品目 総合建設 主要取引先 官公庁等

ホームページ http://www.saekisogo.com/

認証取得 ISO9001:ISAQ033　　　　　　ISO14001:ISAE056

岐阜県加茂郡川辺町上川辺１６４３

資本金・従業員数 5,000 万円 68 人 海外拠点 特になし

本技術の活用例 既設建物（鉄骨造）の耐震補強部材
土木建造物（橋梁メインワイヤー、土留め壁アースアンカー）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・民間鉄骨造建物の耐震化は、高コスト、工場臨時閉鎖等の要因により普及していない。耐震化率向上には、低コス
ト、短工期が必須条件であり、尚且つ建物を使用しながら施工できる”無溶接工法”が開発出来れば、耐震化促進に
結びつく。
・特許工法を確立し、工法協会を組織運営することで、全国的に民間建物の耐震性能確保を加速させる。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・高強度繊維材による端子の開発技術に知見を有する樹脂加工関連企業
・耐震補強部材を既存鉄骨に無溶接接合技術の知見を有するボルト製造企業

　

【問題点】
・取付を溶接にて行うため火気が発生するので養生が必要。
・部材は鉄のため、重量が重く、必要以上の補強が必要。
・重量物であるため人力では困難で荷揚、取付用設備が必要。
・現場施工が多いため、施工日数を要する。
・施工設備が必要で、工場を稼働しながら施工することは困難

　

【特徴】
・高強度→鉄の５．５倍の引張強度を有する補強部材
・軽量化→鉄の1/6の重量であり人力施工が可能
・低コスト→従来工法の33％工事費削減

提案技術のポイント 効果

高強度繊維材と金属端子の締結を利用することで、鉄骨造建物に耐震補強部材として、取付けること
が可能になる。これにより、低コスト、高強度、短工期の耐震補強工法を実現することができ、”ものつく
り大国日本”の底辺を支える民間企業が保有する鉄骨造建物（工場、倉庫）の耐震性能を確保出来る。

コスト：33％削減　工期：50％削減
↓

民間建物の耐震化が加速
↓

企業のBCPが確立

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成27年　8月完了予定。進捗状況100％）
　２．試作・実験段階　（平成27年 12月完了予定。進捗状況 30％）
　３．開発完了　段階　（平成29年　3月完了予定。進捗状況　0％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

愛知工業大学（実験設備の提供と、実験方法のアドバイ
ス、結果の考察） 有

従来技術 新技術

キーワード 高強度繊維と金属端子の接合技術

佐伯綜合建設株式会社
テーマ 高強度繊維材と金属端子の締結を利用した鉄骨造建造物の高機能耐震化工法の開発

企業・機関名

既存鉄骨造建物の耐震補強工法 

多点接合端子をCFRP化 

・軽量の長尺ロールが作成でき、且つ低コスト

・成形機は約1ｍ程度

ウインテック株式会社
テーマ 水に浮く世界最軽量のカーボンロール

東レ株式会社（役割：炭素繊維に関する情報提供と加工
方法）
愛媛大学（役割：真円度等に関する分析評価）

有

企業・機関名

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

・成形時間は約5分（ロール全長2ｍ作成時）

・成形のために大型の設備を必要とする

人 なし

・何枚ものプリプレグを1枚ずつ巻くため折り
重なり部分において厚みの差が生じる

・全て同じ金型より射出成形されているため、真

円度が高い

キーワード カーボンロール、射出成形、静電気対策、長尺ロール、低コスト

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果
・従来のシートワインディング製法に代わり、射出成形法を採用することにより生産性、真円度を大幅
に向上
・質量を従来の熱可塑性樹脂カーボンロールの約半分に近づけることで慣性抵抗を抑え、速度変化
に追従しやすい
・軽量の長尺ロールが作成でき、且つ低コスト

静電対策ロール：
表面固有抵抗10¹～10²Ω
成形時間：
8Ｈ→5min(ロール全長2ｍ時)

・回転しているマンドレル（芯金）の外側にシート状の繊維に樹脂を
含侵し半硬化状態にしたもの（プリプレグ）を巻きつけ、加熱硬化後
マンドレルを　引き抜いてパイプ状のものを成形する方法。（上図は
焼成中のもの、炉に 入れて約8時間焼く）

・射出成形により成形時間を大幅に短縮。
＋

・軸芯を一直線に保ちながらロール間を溶着していく成形機を開発

・焼成時間が長く、高コスト

開発進度

資本金・従業員数 1,000

ホームページ http://www.wintec-japan.jp/

認証取得

部署・担当者 技術部　茅原　史斗

連絡先 TEL 089-955-8822 E-mail h-kayahara@wintec-japan.jp

東レ、ユニチャーム、旭化成、花王、大王製紙、リブドゥ

万円 20

本技術の活用例

問合せ先

・各製造分野におけるフリーロール部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・射出成形できる限界の厚みを追及しているため、高荷重（約10ｋｇ以上）での使用はたわみが発生。現在、厚みを増し構造を変
更することで高荷重にも耐えうるロールを作成中
・金型を必ず必要とするため、初期投資約100～200万円
・弊社での成形・組立した部品販売としたい

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

海外拠点
企業概要

所在地 〒 791-0314

・射出成形を得意とされている会社、または金型成形を得意とされている会社

主要取引先生産品目 蛇行修正機（ＨＡＷ）/無人化製造ライン設計・開発

愛媛県東温市松瀬川1022

プリプレグ 

マンドレル 

溶着して連結する 
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企業概要

所在地 〒 116-0013

企業・機関名

生産品目 熱可塑性樹脂の溶着溶断装置及び自動化装置

東京都荒川区西日暮里２－２－１７

資本金・従業員数 8,863 万円 150 人 海外拠点 アメリカ、中国、タイ

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 名古屋営業所：長谷川　又は　本社技術部：小野塚

連絡先 TEL 052-709-6321/03-3802-5101 E-mail s_hasegawa@sedeco.co.jp又はonozuka@sedeco.co.jp

主要取引先 自動車、電機、電子情報通信、光学、医療、化学、事務器文具、玩具など

ホームページ http://www.sedeco.co.jp/

認証取得 ISO14001

多岐にわたるCFRTP製品の溶着・溶断

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

当社が保有する様々な工法の中から、最適な工法をご提案致します。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

樹脂成型品の製造企業、研究機関

提案技術のポイント 効果

・溶着溶断装置の総合メーカーによる工法提案、設備提供
　　　超音波溶着（溶断）、熱板溶着（接触式/非接触式）、振動溶着
　　　電磁誘導溶着、スピン溶着、レーザ溶着（溶断）、高周波溶着など

・量産化
・自動設備化
・工数短縮、加工の短時間化
・リサイクル性の向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

名古屋大学（役割：CFRTP溶着評価）
金沢工業大学（役割：CFRTP溶着評価）
東京大学（役割：CFRTP溶着評価）
岐阜県工業技術研究所（役割：CFRTP溶着評価）

従来技術 新技術

キーワード 溶着技術、溶断技術、自動化、低コスト、短時間、量産化

精電舎電子工業株式会社
テーマ CFRTPを使用した成形品同士の溶着・溶断

熱可塑性CFRPは熱溶着による接合が可能であるが、 
熱溶着技術は多岐に渡り、最適な溶着技術の選定が困難である。 

超音波溶着機 

半導体レーザ溶着機 レーザ加工機 

振動溶着機 

熱板溶着機 

電磁誘導ウェルダー 

スピンウェルダー 
高周波ウェルダー 

溶着 ・ 溶断 の

あらゆる技術 と 機器 
をご提供します。 
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企業・機関名 タイムオートマシン株式会社
テーマ 「T-LOCプロセス」　高密着強度を有する親水性薄膜の形成処理技術

キーワード 表面改質技術、親水性、薄膜、シリコーンゴム、オレフィン系熱可塑性エラストマ－

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

＊フレームレスによる高機能・高性能な処理方法の技術開発へ
　　大気圧・低温・高密度エネルギー照射技術（プラズマ、ＵＶ、レーザー等）に知見を有する大学・公設試・企業

Ｂ．発熱体管理

本技術の活用例

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

技術ニーズ

Ｃ．異材質接合

応　用　範　囲 自動車分野事例　＜　量産中／開発中　＞

スピードメーターパネルの意匠　：　メタリック調塗装　

企業概要

所在地 〒 501-2356 岐阜県関市巾３－４２－１

資本金・従業員数 2,000 万円 10 人

認証取得

海外拠点 なし

生産品目 自動機、表面改質装置の設計･製作・販売 ㈱槌屋、㈱中外、光伝導機㈱、桜井㈱

問合せ先
部署・担当者 営業本部　専務取締役本部長　谷口　英明

連絡先 TEL ０５７５－２３－４５８５ E-mail h-taniguchoi@time-auto.co.jp

ホームページ http://www.time-auto.jp

なし（親会社　タイム技研㈱が取得済）
主要取引先

任天堂㈱、ｴﾇ・ｴｽ・ｹｲ㈱、㈱東海理化電機製作所、㈱ミツトヨ

Ａ．部品の加飾

＊安全性（フレーム＜火炎＞使用禁止区域での防火対応）
　→　処理効果の長寿命のため、処理工程を分離可能・・・安全区域へ
＊最難密着性のフッ素樹脂や複合材（ＣＦＲＴＰ）に対し接合強度不足
　→　新処理工法の技術開発中　・・・　名古屋大学

ＴＰＯ等の印刷・塗装・コート
（オレフィン系熱可塑性エラストマー）

シリコーンゴムとの接着

シリコーンゴムとの接着

金属やＴＰＯ等との接着

オーディオエンブレムの意匠　：　トップコート（クリア）

内装品の意匠　：　ＵＶ硬化型インクジェット印刷

センターコンソールスイッチの意匠 ： ウレタン塗装、トップコート

ＥＶ用リチウムイオンバッテリーの水冷用放熱シート ： 水性接着剤

ＴＰＯ材製ベルトモールの植毛 ： 水性接着剤

効　　　果
材料費：10～50％削減（材質変更等）
密着力： 2～10倍向上（ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑやPP樹脂等）
労務費：10～50％削減
持続性：１週間以上（親水性効果）

提案技術のポイント
・超親水性 ： 表面張力＜73mN/m以上＞の濡れ性を実現する
・高密着性 ： 難密着素材の超親水化により接合強度をアップする
・工数低減 ： 高速処理＜500mm/s＞により処理時間を短縮する
・長寿命　 ： ナノレベル親水性薄膜で濡れ性効果の持続時間が長い

ＶＯＣ：100％削減（揮発性有機化合物）・環境対応 ： 水性の塗料・インク・接着剤・コート剤との相性が良い

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

岐阜大学（役割：バーナー燃焼）

名古屋大学（役割：表面分析）
有

従来技術 新技術

プライマー層 

接着剤、インク、テープ、塗料など 

次工程(接着剤など塗布) 

表面乾燥工程 

プライマー塗布工程 

洗浄工程 

上層材 

プライマーによる 

前処理工程 

基材(樹脂、ゴム、金属、ガラスなど) 

基材(樹脂、ゴム、金属、ガラスなど) 

基材(樹脂、ゴム、金属、ガラスなど) 

基材(樹脂、ゴム、金属、ガラスなど) 

乾
燥
工
程
が
削
減
さ
れ
、

リ
ー
ド
タ
イ
ム
大
幅
短

気化・混合手段 
（液体有機金属＋可燃ガス） 

燃焼バー

溶射 

（瞬時吹付け） 

ラジカル反応 

（官能基の生成） 

フレーム（火炎）による

前処理技術 

基材(樹脂、ゴム、金属、ガラスなど) 

次工程(接着剤など塗布) 上層材 
強固な接着面 

基材(樹脂、ゴム、金属、ガラスなど) 

接着剤、インク、テープ、塗料など 

基材(樹脂、ゴム、金属、ガラスなど) 

フレームによるナノレベル親水性薄膜の形成 

企業概要

所在地 〒 116-0013

企業・機関名

生産品目 熱可塑性樹脂の溶着溶断装置及び自動化装置

東京都荒川区西日暮里２－２－１７

資本金・従業員数 8,863 万円 150 人 海外拠点 アメリカ、中国、タイ

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 名古屋営業所：長谷川　又は　本社技術部：小野塚

連絡先 TEL 052-709-6321/03-3802-5101 E-mail s_hasegawa@sedeco.co.jp又はonozuka@sedeco.co.jp

主要取引先 自動車、電機、電子情報通信、光学、医療、化学、事務器文具、玩具など

ホームページ http://www.sedeco.co.jp/

認証取得 ISO14001

多岐にわたるCFRTP製品の溶着・溶断

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

当社が保有する様々な工法の中から、最適な工法をご提案致します。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

樹脂成型品の製造企業、研究機関

提案技術のポイント 効果

・溶着溶断装置の総合メーカーによる工法提案、設備提供
　　　超音波溶着（溶断）、熱板溶着（接触式/非接触式）、振動溶着
　　　電磁誘導溶着、スピン溶着、レーザ溶着（溶断）、高周波溶着など

・量産化
・自動設備化
・工数短縮、加工の短時間化
・リサイクル性の向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

名古屋大学（役割：CFRTP溶着評価）
金沢工業大学（役割：CFRTP溶着評価）
東京大学（役割：CFRTP溶着評価）
岐阜県工業技術研究所（役割：CFRTP溶着評価）

従来技術 新技術

キーワード 溶着技術、溶断技術、自動化、低コスト、短時間、量産化

精電舎電子工業株式会社
テーマ CFRTPを使用した成形品同士の溶着・溶断

熱可塑性CFRPは熱溶着による接合が可能であるが、 
熱溶着技術は多岐に渡り、最適な溶着技術の選定が困難である。 

超音波溶着機 

半導体レーザ溶着機 レーザ加工機 

振動溶着機 

熱板溶着機 

電磁誘導ウェルダー 

スピンウェルダー 
高周波ウェルダー 

溶着 ・ 溶断 の

あらゆる技術 と 機器 
をご提供します。 
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企業概要

所在地 〒 476-0002

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　前田利光

連絡先 TEL 052-604-8650 E-mail maeda@maeda-kogyo.co.jp

生産品目 レーザ受託加工、受託開発 主要取引先 トヨタ自動車、アイシン精機、トヨタ紡織

ホームページ  http://www.maeda-kogyo.co.jp

認証取得 ISO9001, ISO9100

愛知県東海市名和町四ノ下２２

資本金・従業員数 3,500 万円 37 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 ・自動車のボデー部品、内装部品
・OA機器等の内装部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・本技術の適用を必用とする製品の選定、必要な強度特性、耐久特性の把握。
・耐久評価を含めた、強度評価試験の実施、対策を織り込みと実用技術としての完成。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・製品としてCFRPと金属の接合技術を必要とされている企業
・異種材料の評価技術をお持ちで、研究課題として取り組んでおられる大学、研究機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：：：：

提案技術のポイント 効果

自動車の軽量化は燃費向上、省エネルギーのための必須要件である。現在、軽量材料としてCFRPの
適用が検討されている。本研究では『エラストマをインサート材として用いる異種材料のレーザ接合技
術』を応用し、金属材料とCFRPの接合を実用技術として完成させるためのシステムを開発する。

軽量化；５０％

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況８０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

大阪大学（役割：シミュレーションによる光整形の最適
化解析、提案）
産業技術総合研究所（役割：接合部の強度評価・解析、
非破壊検査技術の開発）
岡山県工業技術センター（役割：接合状態の評価解析、
強度向上手法の検討・提案）

無

従来技術 新技術

キーワード レーザ接合技術、DOEによる光整形技術、加工システム

前田工業株式会社
テーマ 自動車部品等の軽量化を促進するためのメタルとCFRPのレーザを用いる異材接合技術のシステム開発

企業・機関名

・部品点数が多い⇒ボルト・ナット・Oリング・カラー等 

・工程数が多い⇒カラー圧入・Oリング組付・ボルト締結 

【ボルト締結】 【レーザ溶着】 
・接合材間にインサート材（熱可塑性エラストマー）を挿入し

レーザ加熱により接合 

・DOE（回折光学素子）による光整形⇒大面積の均質加熱 

曲げによるCFRP破断 破断面：凝集破壊 



－ 130 －

接
合

企業・機関名 LORD Corporation
テーマ カーボンコンポジット製品の接着工法

キーワード 軽量化、高信頼性、接着、接合、異種材料

提案技術のポイント 効果

・　旧来、金属で構成されていた部品の一部または全部を置き換えることにより、軽量化を実現できます。
・　接着は原理的に面での接合となるため、機械締結で問題となる応力集中を避けることができます。
・　異種材料の接合にも対応できます。

・軽量化
・接合信頼性の向上
・見栄えの改善

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

　　　　　　自社技術 無

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・車両、モバイル機器など、軽量化のメリットが見込める分野

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・現行品では、コンポジット材料と金属など、特性の大きく異なる素材間の接着には一部制約あり。
・ユーザー各々のニーズに応じて、最適なプロセスの提案や新製品開発も可能。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・コンポジット材の接合技術を必要としている、あるいはコンポジット材の接合にまつわる様々な問題を研
究している企業や研究機関など

ホームページ http://www.lord.com/lord-japan-inc

認証取得 ISO 9001、　ISO/TS16949、　ISO14001

東京都新宿区西新宿8-4-2　野村不動産西新宿ビル　８F　（日本拠点）

資本金・従業員数 非公開 円 約3000 人 海外拠点 米国（本社）、アジア、ヨーロッパ　26ヶ国
企業概要

所在地 〒 160‐0023

問合せ先
部署・担当者 営業部　シニアマネージャー　川口　淳

連絡先 TEL 03-5338-9011 E-mail atsushi_kawaguchi@lord.com

生産品目 防振部品、接着剤、センサー 主要取引先 Boeing, GM, 国内外大手自動車メーカ、部品メーカ

・常温接着にも対応し、作業性を向上しつつ熱による

基材のダメージや歪みを排除 

・多様な素材との”異種材接着”を、アクリル・ウレタ

ン・エポキシのラインナップで実現 

カーボンコンポジット＋接着工法 従来の接合方法とその課題 

CFRP/CFRP CFRP/その他の素材 

接着剤 

素材面の課題 

・十分な強度を確保するため金属を利用 

-->構造強度と引換えに重量化 

金属素材 

・溶接痕、リベット、ボルトが露出 

-->接合方法ゆえの外観の制約 

・点接合のため、応力集中に起因した各種弊害 

接合方法の課題 

リベット、溶接痕 

・軽量化が必要な用途でCFRP、エンプラ等の樹脂採

用が拡大。接着工法を用いることで… 

・面接合による高い接合信頼性確保 

・外観の自由度UP 

-->名古屋に配置されたアジア地域の開発拠点（Asia 

Pacific Tehcnology Center）で、貴社のご要望に合わ

せた製品/製造工程の提案/開発（最適化）を行うこと

ができます 

企業概要

所在地 〒 476-0002

問合せ先
部署・担当者 代表取締役　前田利光

連絡先 TEL 052-604-8650 E-mail maeda@maeda-kogyo.co.jp

生産品目 レーザ受託加工、受託開発 主要取引先 トヨタ自動車、アイシン精機、トヨタ紡織

ホームページ  http://www.maeda-kogyo.co.jp

認証取得 ISO9001, ISO9100

愛知県東海市名和町四ノ下２２

資本金・従業員数 3,500 万円 37 人 海外拠点 なし

本技術の活用例 ・自動車のボデー部品、内装部品
・OA機器等の内装部品

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・本技術の適用を必用とする製品の選定、必要な強度特性、耐久特性の把握。
・耐久評価を含めた、強度評価試験の実施、対策を織り込みと実用技術としての完成。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・製品としてCFRPと金属の接合技術を必要とされている企業
・異種材料の評価技術をお持ちで、研究課題として取り組んでおられる大学、研究機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：：：：

提案技術のポイント 効果

自動車の軽量化は燃費向上、省エネルギーのための必須要件である。現在、軽量材料としてCFRPの
適用が検討されている。本研究では『エラストマをインサート材として用いる異種材料のレーザ接合技
術』を応用し、金属材料とCFRPの接合を実用技術として完成させるためのシステムを開発する。

軽量化；５０％

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況８０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

大阪大学（役割：シミュレーションによる光整形の最適
化解析、提案）
産業技術総合研究所（役割：接合部の強度評価・解析、
非破壊検査技術の開発）
岡山県工業技術センター（役割：接合状態の評価解析、
強度向上手法の検討・提案）

無

従来技術 新技術

キーワード レーザ接合技術、DOEによる光整形技術、加工システム

前田工業株式会社
テーマ 自動車部品等の軽量化を促進するためのメタルとCFRPのレーザを用いる異材接合技術のシステム開発

企業・機関名

・部品点数が多い⇒ボルト・ナット・Oリング・カラー等 

・工程数が多い⇒カラー圧入・Oリング組付・ボルト締結 

【ボルト締結】 【レーザ溶着】 
・接合材間にインサート材（熱可塑性エラストマー）を挿入し

レーザ加熱により接合 

・DOE（回折光学素子）による光整形⇒大面積の均質加熱 

曲げによるCFRP破断 破断面：凝集破壊 
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接
合

企業・機関名 LORD Corporation
テーマ 線膨張率の異なる素材間の接着技術

キーワード 軽量化、高信頼性、接着、接合、異種材料

提案技術のポイント 効果
・　複数材料を組み合わせ利用する複合材料技術が様々な市場で検討されている
・　当該技術の採用に当たっては、高温加工工程での線膨張係数の違いによる母材の歪みやクラック
の発生など接合部に生じる負荷の影響が問題となっている。
・　LORDでは、「常温硬化」、並びに「柔軟性を有する接着剤」の2つの技術を用い、当該課題の解消を
ご支援しています。

・　複合材料生産時の母材ダメージ
の軽減（歩留まり向上）
・　常温硬化採用による生産プロセ
スの簡素化/設備負担の軽減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成28年　4月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

本技術の活用例 異なる線膨張係数を有する素材（金属とCFRPの組み合わせなど）を用いたパネルなど
の製造

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

硬化時間と混合後の使用可能時間のバランス
線膨張率の差が非常に大きい場合には複合的なアプローチが必要

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

異種材によるパネル等を実用化検討されている工法とデザインの最適化を行って頂け
る企業、研究機関など

ホームページ http://www.lord.com/lord-japan-inc

認証取得 ISO 9001、　ISO/TS16949、　ISO14001

東京都新宿区西新宿8-4-2　野村不動産西新宿ビル　８F　（日本拠点）

資本金・従業員数 非公開 円 約3000 人 海外拠点 米国（本社）、アジア、ヨーロッパ　26ヶ国
企業概要

所在地 〒 160‐0023

問合せ先
部署・担当者 営業部　シニアマネージャー　川口　淳

連絡先 TEL 03-5338-9011 E-mail atsushi_kawaguchi@lord.com

生産品目 防振部品、接着剤、センサー 主要取引先 Boeing, GM, 国内外大手自動車メーカ、部品メーカ

接着剤 

塗布 

硬化 

（高温） 

接着工法の課題 

熱 

熱 

接着工法の課題 

技術Ⅰ） 

常温硬化 

技術Ⅱ） 

柔軟な接着層で線膨張差の影響吸収 

接着剤 

塗布/ 

硬化 

常温 

高温 

可逆 

金属等 CFRP等 接着剤 

・ 複数素材を接合する接着剤の多くは、 

  「塗布」「加熱硬化」の工程が必要 

・ 接着するのは硬化（加熱）時 

-->各母材が膨張した状態で硬化（=変形） 

常温 

・ 開発中の接着剤は常温硬化が可能 

-->加熱硬化の工程が不要 

・ 接着性能が発現するのは常温環境 

-->接着時に線膨張率の影響は無 

・ 硬化後の接着剤は、柔軟性に乏しい 

-->常温冷却時、線膨張係数の影響を受け

て母材が変形しがち 

・ 硬化後も一定の柔軟性を有する 

-->使用温度環境の影響を接着剤が吸収 

（母材に負荷がかかり辛い≒母材が変形し

づらい） 

金属等 CFRP等 接着剤 
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塗
装

企業・機関名

小松精練㈱　稲畑ファインテック㈱　鹿島建設㈱ＪＦＥ建材㈱

認証取得 ＩＳＯ９００１

石川県能美市浜町ヌ１５０－１

資本金・従業員数 2,000 万円 18

〒 ９２９－０１２４

生産品目 染料　再帰反射インク・塗料・塗装・微粒子分散 主要取引先

問合せ先
部署・担当者 技術開発部　大町　信一

連絡先 TEL 0761-55-2220 E-mail s.oomachi@komatsuprocess.co.jp

ホームページ http://www.komatsuprocess.co.jp/

成形後塗装の様な塗装技術や設
備不要　キャラクター等のデザイン
加飾が容易

開発進度 共同研究実施者とその役割　 知的財産権

人 海外拠点

本技術の活用例 弊社製品フラッシュサイン　　ランドセル加飾

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

熱可塑性ＣＦＲＰ成形可能温度での転写可能シートの開発　　成形同時加飾可能シートの開発

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

公設試験研究機関

企業概要

所在地

キーワード 高輝性反射　転写　一体成形　加飾

株式会社　小松プロセス
テーマ 高輝性転写膜等の一体成形法に依る炭素繊維複合材料への加飾研究開発

　１．アイディア段階（平成    年    月完了。　　進捗状況      ％）
　２．試作・実験段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　　％）
　３．開発完了　段階（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　　％）
　４．製品化完了　　（納入実績　　有　・　無　）

小松精練㈱：試作品の作成販売
谷口製紐㈱：炭素繊維の樹脂含浸及びチップ化
㈱小松プロセス：加飾シートの設計・製作

従来技術 新技術

提案技術のポイント 効果

再帰反射等高輝性加飾　一体成形加飾

①再帰反射（光を選択的に光源の方向に高効率的に反射する性質）を利用した加飾
②転写を利用し、成形時には加飾は完了する。

日中の見え方 夜間ヘッドライト照

射時の見え方 

1 2 3 1 2 3 

① 再帰反射無し加飾（一般塗装又は転写加飾）

② カラー再帰反射加飾も可能

③ 従来再帰反射加飾（再帰反射光が白っぽい）

①従来は成形後、塗装専門工場に移動し塗装が必

要である。 
運搬費用、塗装費用等別途必要である。 

②再帰反射機能を付与するには、反射テープや

シートを貼る方法が有るが、立体局面に自由に張る

事が困難で有る。 
 一体型接着では無く、剥がれ易く耐久性に問題が

有った。 

③絵柄等のデザイン塗装には、マスキングを行い、

その都度乾燥し複数回の塗装が必要であり極めて

非効率である。 

①成形加工完了時には、加飾が完了しており、塗装

特殊技能無しでも、成形業者内で加飾が可能になる。

塗装の為の移送が不要になる。 

②ＣＦＲＰと一体になり、曲面への加飾が可能であり

且つ剥がれなく、堅牢である。 

③絵柄等のデザイン加飾が極めて容易になる。

④再帰反射機能加飾が容易に出来る。

一般塗装・再帰反射高輝性塗装との比較 

企業・機関名 LORD Corporation
テーマ 線膨張率の異なる素材間の接着技術

キーワード 軽量化、高信頼性、接着、接合、異種材料

提案技術のポイント 効果
・　複数材料を組み合わせ利用する複合材料技術が様々な市場で検討されている
・　当該技術の採用に当たっては、高温加工工程での線膨張係数の違いによる母材の歪みやクラック
の発生など接合部に生じる負荷の影響が問題となっている。
・　LORDでは、「常温硬化」、並びに「柔軟性を有する接着剤」の2つの技術を用い、当該課題の解消を
ご支援しています。

・　複合材料生産時の母材ダメージ
の軽減（歩留まり向上）
・　常温硬化採用による生産プロセ
スの簡素化/設備負担の軽減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成28年　4月完了予定。進捗状況　60％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 無

従来技術 新技術

本技術の活用例 異なる線膨張係数を有する素材（金属とCFRPの組み合わせなど）を用いたパネルなど
の製造

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

硬化時間と混合後の使用可能時間のバランス
線膨張率の差が非常に大きい場合には複合的なアプローチが必要

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

異種材によるパネル等を実用化検討されている工法とデザインの最適化を行って頂け
る企業、研究機関など

ホームページ http://www.lord.com/lord-japan-inc

認証取得 ISO 9001、　ISO/TS16949、　ISO14001

東京都新宿区西新宿8-4-2　野村不動産西新宿ビル　８F　（日本拠点）

資本金・従業員数 非公開 円 約3000 人 海外拠点 米国（本社）、アジア、ヨーロッパ　26ヶ国
企業概要

所在地 〒 160‐0023

問合せ先
部署・担当者 営業部　シニアマネージャー　川口　淳

連絡先 TEL 03-5338-9011 E-mail atsushi_kawaguchi@lord.com

生産品目 防振部品、接着剤、センサー 主要取引先 Boeing, GM, 国内外大手自動車メーカ、部品メーカ

接着剤 

塗布 

硬化 

（高温） 

接着工法の課題 

熱 

熱 

接着工法の課題 

技術Ⅰ） 

常温硬化 

技術Ⅱ） 

柔軟な接着層で線膨張差の影響吸収 

接着剤 

塗布/ 

硬化 

常温 

高温 

可逆 

金属等 CFRP等 接着剤 

・ 複数素材を接合する接着剤の多くは、 

  「塗布」「加熱硬化」の工程が必要 

・ 接着するのは硬化（加熱）時 

-->各母材が膨張した状態で硬化（=変形） 

常温 

・ 開発中の接着剤は常温硬化が可能 

-->加熱硬化の工程が不要 

・ 接着性能が発現するのは常温環境 

-->接着時に線膨張率の影響は無 

・ 硬化後の接着剤は、柔軟性に乏しい 

-->常温冷却時、線膨張係数の影響を受け

て母材が変形しがち 

・ 硬化後も一定の柔軟性を有する 

-->使用温度環境の影響を接着剤が吸収 

（母材に負荷がかかり辛い≒母材が変形し

づらい） 

金属等 CFRP等 接着剤 





検査・評価
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キーワード 欠陥探傷、フェーズドアレイ超音波法、デラミネーション

富山県工業技術センター
テーマ フェーズドアレイ超音波探傷法を用いたCFRPの欠陥評価支援

提案技術のポイント 効果

・アレイ探触子を用いた電子走査方式による超音波探傷試験法。
・一般的な波形信号による超音波探傷と異なり、プローブでスキャンすることにより、「欠陥の有無」、
「分布状況」、「大きさ」などを画像情報から確認することができる。
・CFRPの打痕等に伴う層間剥離（デラミネーション）の検査に適する。

　　　　　　　　従来　　  　　　新技術
・画像化：　波形信号　⇒　2D,3D画像
・微小欠陥検出：　数mm ⇒ φ0.3mm
・探傷時間短縮：　100分  ⇒ 1分
                         （100×100mm)

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成27年2月設備導入。ノウハウ蓄積中。進捗状況　40％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

東芝電力検査サービス株式会社（役割：装置メーカー） 無

従来技術（シングルプローブ） 新技術（フェーズドアレイプローブ）

航空機機体　等

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

水浸式（水槽利用）における最大ワークサイズ(面積）： 1m × 1m

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CFRPの成形技術に知見を有する関連企業及び大学等研究機関
・CFRPの非破壊評価技術、設備を有する企業及び大学等研究機関

主要取引先 -

ホームページ http://www.itc.pref.toyama.jp/

認証取得 -

問合せ先
部署・担当者 ものづくり研究開発センター　　山岸英樹

連絡先 TEL 0766-21-2121 E-mail yamagisi@itc.pref.toyama.jp

企業概要

所在地 〒 933-0981

企業・機関名

生産品目 -

富山県高岡市二上町150番地

資本金・従業員数 - 万円 56 人 海外拠点 -

本技術の活用例

Scale 0.500 us/div  Start Time 0.500 us

・波形信号のため専門的（経験・技能必要） 

・欠陥サイズの判別が困難 

・微小欠陥の検出が困難（S/N比が小さい） 

・広い面積の探傷には時間がかかる 

・画像化で理解容易（２D、３D表示） 

・欠陥のサイズや位置が分かる 

・S/N比が高く、微小欠陥探傷も可能 

・広い面積を高速探傷できる 

CFRTPのデラミネーション検出への適用例 
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企業・機関名 名古屋市工業研究所
テーマ Ｘ線ＣＴによるトレーサを使った繊維配向観察

キーワード 繊維配向観察、Ｘ線ＣＴ

提案技術のポイント 効果

・表面をめっき処理したＣＦを観察用トレーサとして使用
・X線CT画像における繊維と樹脂のコントラスト改善により広範囲の配向観察が可能
・繊維含有率の高いサンプルのデータ処理も簡素化できる

・観察範囲の拡大
・測定時間の短縮化
・データ処理の効率向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　27年　 3月完了。    進捗状況 100％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

国立研究開発法人産業技術総合研究所
中部センター(トレーサの作製)

出願中

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・自動車部品、スポーツ用品
・樹脂流動解析、構造解析の高精度化

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・繊維長が極端に短い場合の配向観察は困難
・詳細な配向解析を必要とする場合は観察範囲が狭まる

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・当該技術シーズを積極的に利用していただける企業があれば、お問い合わせ下さ
い。

ホームページ http://www.nmiri.city.nagoya.jp

認証取得 -

愛知県名古屋市熱田区六番３－４－４１

資本金・従業員数 - 万円 93 人 海外拠点 -
企業概要

所在地 〒 ４５６－００５８

問合せ先
部署・担当者 材料技術部　有機材料研究室　名倉あずさ

連絡先 TEL 052-661-3161 E-mail kikaku@nmiri.city.nagoya.jp

生産品目 - 主要取引先 -

・汎用Ｘ線ＣＴによるＣＦの観察は困難 
 
・観察可能なＸ線ＣＴを用いても 
  一度に観察できる範囲は数ミリ角程度 
 
・繊維含有率(Vf)が高いサンプルほど 
 繊維に関するデータが膨大になり 
 データ処理が煩雑 

・汎用Ｘ線ＣＴによるトレーサの配向観察 
 によりＣＦの配向を間接的に評価可能 
 
・コントラスト改善による観察範囲の拡大 
 
・数％含まれるトレーサのみを観察するため 
 データ処理の手間はVfに依存しない 

射出成形品中の繊維配向観察例 
ＣＦＲＰ射出成形品のＸ線ＣＴ撮影 トレーサ１ｗｔ％含有ＣＦＲＰ射出成形品のＸ線ＣＴ撮影 

ＣＦの一部をトレーサに 
置き換えて成形 

（最大値投影法（ＭＩＰ）による表示） 
（最大値投影法（ＭＩＰ）による表示） 

流動方向（ＭＤ） 

ウェルド 

観察範囲 

１ｍｍ 

１ｍｍ 
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企業概要

所在地 〒 ５６４－００４１

問合せ先
部署・担当者 本社　代表取締役　馬場末喜

連絡先 TEL ０６－６３８４－９５６３ E-mail baba-sueki@beamsense.name

生産品目 工業用X線透視装置 主要取引先 パナソニック株式会社

ホームページ http://beamsense.co.jp/

認証取得 なし

大阪府吹田市泉町二丁目１９－１６

資本金・従業員数 1,000 万円 5 人 海外拠点 中国、台湾、タイ、マレーシアに代理店

本技術の活用例 ・自動車の樹脂部品の検査
・各種電子機器の小型部品の検査

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・ナノ焦点X線発生装置が高価であるために、システムが高価に成る。コストが改善されれば工場への採用が拡大。
・また、ナノ焦点X線発生装置のX線出力が弱く、撮影に時間がかかる。X線CCDの感度を改善して、撮影時間の短縮。
・ナノ焦点X線発生装置が改善されるまで、弊社での実証サービスを継続的に進めていく。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・３DCT画像処理技術に知見を有する３D-CAD関連企業
・３DCT評価技術や設備を有する大学等研究機関

提案技術のポイント 効果

・従来の電子顕微鏡観察に代わる、小型のナノ焦点X線CT装置により、内部構造検査機能を大幅に向上
・切断・切削・研磨・蒸着処理が不要となるため環境負荷、作業者の負担が大幅に削減
・ナノ焦点X線断層撮影（CT)で、表面だけでなく内部のナノレベルの３次元立体構造を観察・解析出来る

設備コスト：従来比　約５０％削減
空間分解能：最高倍率で０．２μｍ
設備設置面積：従来比　１／４

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

独立行政法人産業技術総合研究所
（役割：ステレオX線画像からの３次元像の再構成）
国立大学法人京都工芸繊維大学
（役割：３次元X線CTｿﾌﾄに関する研究・開発・評価）
公立大学法人岩手県立大学
（役割：３次元CT画像の計測・情報処理技術の研究）

有

従来技術 新技術

企業・機関名 株式会社ビームセンス
テーマ 新ナノ焦点X線撮影方法による高精細X線透視による樹脂構造の高精度分析

キーワード 非破壊検査技術、繊維配向、３D-CT

・空間分解能が最大２μmで、炭
素繊維の配向は見えるが、単繊

維は見えない。 
 
・単繊維間のボイドが見えない 
 
・単繊維の切断も見分け難い 

・ナノ焦点X線撮像技術により、空
間分解能最大０．２μmとし、６μm
の単繊維の断面観察を実現。 
 
・単繊維とその間の空隙を観察で

きるため、モールド内の微小な欠

陥を観察できる。 
 
・３D表示により現実に近い観察可

ナノ焦点X線CT撮影装置の適用例 

企業・機関名 名古屋市工業研究所
テーマ Ｘ線ＣＴによるトレーサを使った繊維配向観察

キーワード 繊維配向観察、Ｘ線ＣＴ

提案技術のポイント 効果

・表面をめっき処理したＣＦを観察用トレーサとして使用
・X線CT画像における繊維と樹脂のコントラスト改善により広範囲の配向観察が可能
・繊維含有率の高いサンプルのデータ処理も簡素化できる

・観察範囲の拡大
・測定時間の短縮化
・データ処理の効率向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　27年　 3月完了。    進捗状況 100％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

国立研究開発法人産業技術総合研究所
中部センター(トレーサの作製)

出願中

従来技術 新技術

本技術の活用例 ・自動車部品、スポーツ用品
・樹脂流動解析、構造解析の高精度化

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・繊維長が極端に短い場合の配向観察は困難
・詳細な配向解析を必要とする場合は観察範囲が狭まる

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・当該技術シーズを積極的に利用していただける企業があれば、お問い合わせ下さ
い。

ホームページ http://www.nmiri.city.nagoya.jp

認証取得 -

愛知県名古屋市熱田区六番３－４－４１

資本金・従業員数 - 万円 93 人 海外拠点 -
企業概要

所在地 〒 ４５６－００５８

問合せ先
部署・担当者 材料技術部　有機材料研究室　名倉あずさ

連絡先 TEL 052-661-3161 E-mail kikaku@nmiri.city.nagoya.jp

生産品目 - 主要取引先 -

・汎用Ｘ線ＣＴによるＣＦの観察は困難 
 
・観察可能なＸ線ＣＴを用いても 
  一度に観察できる範囲は数ミリ角程度 
 
・繊維含有率(Vf)が高いサンプルほど 
 繊維に関するデータが膨大になり 
 データ処理が煩雑 

・汎用Ｘ線ＣＴによるトレーサの配向観察 
 によりＣＦの配向を間接的に評価可能 
 
・コントラスト改善による観察範囲の拡大 
 
・数％含まれるトレーサのみを観察するため 
 データ処理の手間はVfに依存しない 

射出成形品中の繊維配向観察例 
ＣＦＲＰ射出成形品のＸ線ＣＴ撮影 トレーサ１ｗｔ％含有ＣＦＲＰ射出成形品のＸ線ＣＴ撮影 

ＣＦの一部をトレーサに 
置き換えて成形 

（最大値投影法（ＭＩＰ）による表示） 
（最大値投影法（ＭＩＰ）による表示） 

流動方向（ＭＤ） 

ウェルド 

観察範囲 

１ｍｍ 

１ｍｍ 
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問合せ先

CFRPの引張、疲労、クリープ試験結果の炭素繊維／樹脂のせん断強度による影響解析

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

規格試験対応のための治具作製・増強、各種材料に適した試験条件のバックデータ化

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

海外拠点
企業概要

所在地 〒 100-0004

生産品目 技術シンクタンク、技術コンサルタント、技術サービス

東京都千代田区大手町二丁目7番1号JFE商事ビル8階

資本金・従業員数 100

本技術の活用例

各種試験片、治具の加工業者様

主要取引先

ソリューション本部（千葉）樹脂・複合材料評価センター 尾形 浩行

連絡先 TEL 043-262-2111 E-mail h-ogata@jfe-tec.co.jp

製造業

万円 1,489 人

ホームページ http://www.jfe-tec.co.jp/

認証取得 ISO9001、ISO14001、ISO17025

部署・担当者

提案技術のポイント 効果

・引張（曲げ・圧縮）試験・・・試験対応温度領域を拡充
・疲労・クリープ試験機・・・設備増強により一度に対応可能な試験数、温湿度条件が大幅に拡充
・マイクロドロップレット試験・・・CFRPの強度に大きく影響を及ぼす炭素繊維／樹脂界面の密着性が
評価可能

CFRPをはじめとする樹脂・複合材
料の強度試験メニューラインナップ
が大幅に充実

開発進度 共同研究実施者とその役割

自社技術 無し

従来技術 新技術

知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　27年　 3月完了予定。進捗状況 100％）
　２．試作・実験段階　（平成　27年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

キーワード 超低温～高温引張試験、高温-多湿疲労・クリープ試験、マイクロドロップレット法、官能基分析

JFEテクノリサーチ株式会社
テーマ マルチマテリアル化に向けた技術開発・設備増強

企業・機関名

マイクロドロップ

繊維

L
ｄ

F
ブレード

ブレード

超低温～高温度に対応した引張（曲げ・圧縮）試験機拡充  

-150℃～350℃（湿度制御なし） 

における 

万能試験が可能な50KNの引張試験機を導入し、

お客様のご要望に沿って試験を実施いたします。 

CFRP素材の疲労・クリープ試験機拡充  

高温多湿環境における疲労・クリープ

特性を高効率で評価いたします。  

■100KN疲労試験機（6台） 

・ロードセル：50KN 

・-60℃ ～  +260℃（湿度制御なし）  

・～90℃×90%RH（湿度制御） 

■恒温・恒湿チャンバー設置 

（6連マルチタイプ9台） 

・15KN 

・常温～180℃（湿度制御なし） 

・～90℃×90%RH（湿度制御） 

炭素繊維/樹脂 界面の密着特性評価  

マイクロドロップレット法により、 

炭素繊維/樹脂 界面の密着性を 

評価いたします。  

ブレード  

 

繊維  

樹脂  

 

炭素繊維表面の官能基分析 – Boehm法 - 

炭素繊維表面の官能基（強酸性カルボキシル基、弱酸性

f-ラクトン、フェノール性OH基）を種類に応じて、酸塩

基滴定により定量化 

全酸性官能基  

強酸性 弱酸性 フェノール性 

OH－  

CO32

HCO3

f－ラクトン 

 

引張（曲げ・圧縮）試験機  

CFRP素材の疲労・クリープ試験機拡充  

 官能基分

従来は主として金属材料の試験・評価がメイン 

 

 

 

近年、樹脂・複合材料の 

引張、疲労、クリープ試験のニーズが高まっている 

      

  お客様からも試験のご要望が多く寄せられていた 

炭素繊維表面の官能基情報と 

炭素繊維／樹脂界面のせん断強度を紐付けた解析が可能 

 

一方で・・・ 
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強
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耐
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性

熱硬化樹脂によるFRPの試作
物性評価

①クロス積層板作製 ①機械的物性評価（引張・圧縮・層間）
　（乾式法、湿式法） ②摺動性評価
②注型板作製 ③燃焼試験、電気特性等々・・
　（樹脂物性評価用）
③ロービング試験片作製

　（繊維評価用） 信頼性試験
①クリープ・疲労特性評価

注型板作製  ロービング試験片作製 ②耐薬品性評価
③各種環境耐久性(熱、湿度・・・）

熱可塑樹脂によるFRPの試作

①短繊維（GF,CF）含有材料 組成分析・構造解析
　（同方向二軸混練押出） ①熱分析(DSC, TMA, TG, DMA)
②射出による試験片作製 ②組成分析(末端規定量,繊維含有率)
③クロス・ロービング含有材料 ③硬化特性、流動特性、CAEデータ取得）
　（圧縮成形＋切削加工）

同方向二軸混練押出

企業・機関名 株式会社 ＤＪＫ
テーマ CFRPにとどまらない高分子材料・複合材料の受託研究・試験

生産品目

資本金・従業員数 10,000 万円

キーワード 材料開発のサポーター

本技術の活用例 ものづくりをするためには、高価な製造設備、試験装置、そして何よりも大切なノウハウ・知識が必要なります。
DJKではそのようなご要望にオンデマンドに対応させていただきます。

〒　463-0003

企業概要

名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-22　クリエイションコア名古屋102　　　　TEL052-739-1621所在地

人 海外拠点

新技術

射出成形

問合せ先

  受託試験結果における試験報告書

  ISO9001, ISO17025, ISO14001(横浜Lab)

提案技術のポイント 効果
高分子（プラスチック）、複合材料に関するソリューションカンパニーを目指します。
～第三者研究・試験機関として材料開発に携わるお客様の課題をサポート～
特徴： ①高分子材料の受託試験・研究サービスに特化　　②独立独歩で５１年
　　　　③工業所有権は放棄した上でご対応

材料開発・研究開発の効率化
研究・試験の専門家としてサポート
設備投資による負担の軽減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

自社技術 保持せず

なし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

従来技術

http:www.djklab.com/

案件により弊社のみで対応できない場合、提携先を検討する場合があります。

DJKでは高分子に関する知見と専用の設備・装置を元に、ご依頼案件についてお客様と綿密にお打ち合わせい
たします。見積書等をご提出し、お客様了承の上で試験・試作を開始いたします。実験量に基づく見積ベースで
費用が決定するため、開発に関わる予算取りも簡便です。

ホームページ

認証取得

技術営業部 (東京都港区赤坂2-19-4　FORUM赤坂10F)　　　技術営業部長　 木須　俊明部署・担当者

連絡先 E-mail info@djklab.com

主要取引先 非公開

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

TEL

65

03-3585-8133

FRPの検討実績例（試作と評価） 

問合せ先

CFRPの引張、疲労、クリープ試験結果の炭素繊維／樹脂のせん断強度による影響解析

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

規格試験対応のための治具作製・増強、各種材料に適した試験条件のバックデータ化

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

海外拠点
企業概要

所在地 〒 100-0004

生産品目 技術シンクタンク、技術コンサルタント、技術サービス

東京都千代田区大手町二丁目7番1号JFE商事ビル8階

資本金・従業員数 100

本技術の活用例

各種試験片、治具の加工業者様

主要取引先

ソリューション本部（千葉）樹脂・複合材料評価センター 尾形 浩行

連絡先 TEL 043-262-2111 E-mail h-ogata@jfe-tec.co.jp

製造業

万円 1,489 人

ホームページ http://www.jfe-tec.co.jp/

認証取得 ISO9001、ISO14001、ISO17025

部署・担当者

提案技術のポイント 効果

・引張（曲げ・圧縮）試験・・・試験対応温度領域を拡充
・疲労・クリープ試験機・・・設備増強により一度に対応可能な試験数、温湿度条件が大幅に拡充
・マイクロドロップレット試験・・・CFRPの強度に大きく影響を及ぼす炭素繊維／樹脂界面の密着性が
評価可能

CFRPをはじめとする樹脂・複合材
料の強度試験メニューラインナップ
が大幅に充実

開発進度 共同研究実施者とその役割

自社技術 無し

従来技術 新技術

知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　27年　 3月完了予定。進捗状況 100％）
　２．試作・実験段階　（平成　27年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

キーワード 超低温～高温引張試験、高温-多湿疲労・クリープ試験、マイクロドロップレット法、官能基分析

JFEテクノリサーチ株式会社
テーマ マルチマテリアル化に向けた技術開発・設備増強

企業・機関名

マイクロドロップ

繊維

L
ｄ

F
ブレード

ブレード

超低温～高温度に対応した引張（曲げ・圧縮）試験機拡充  

-150℃～350℃（湿度制御なし） 

における 

万能試験が可能な50KNの引張試験機を導入し、

お客様のご要望に沿って試験を実施いたします。 

CFRP素材の疲労・クリープ試験機拡充  

高温多湿環境における疲労・クリープ

特性を高効率で評価いたします。  

■100KN疲労試験機（6台） 

・ロードセル：50KN 

・-60℃ ～  +260℃（湿度制御なし）  

・～90℃×90%RH（湿度制御） 

■恒温・恒湿チャンバー設置 

（6連マルチタイプ9台） 

・15KN 

・常温～180℃（湿度制御なし） 

・～90℃×90%RH（湿度制御） 

炭素繊維/樹脂 界面の密着特性評価  

マイクロドロップレット法により、 

炭素繊維/樹脂 界面の密着性を 

評価いたします。  

ブレード  

 

繊維  

樹脂  

 

炭素繊維表面の官能基分析 – Boehm法 - 

炭素繊維表面の官能基（強酸性カルボキシル基、弱酸性

f-ラクトン、フェノール性OH基）を種類に応じて、酸塩

基滴定により定量化 

全酸性官能基  

強酸性 弱酸性 フェノール性 

OH－  

CO32

HCO3

f－ラクトン 

 

引張（曲げ・圧縮）試験機  

CFRP素材の疲労・クリープ試験機拡充  

 官能基分

従来は主として金属材料の試験・評価がメイン 

 

 

 

近年、樹脂・複合材料の 

引張、疲労、クリープ試験のニーズが高まっている 

      

  お客様からも試験のご要望が多く寄せられていた 

炭素繊維表面の官能基情報と 

炭素繊維／樹脂界面のせん断強度を紐付けた解析が可能 

 

一方で・・・ 
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企業概要

所在地 〒 104-0031

企業・機関名

生産品目 海外製品輸入商社

東京都中央区京橋2-4-12

資本金・従業員数 2,100 万円 15 人 海外拠点 なし

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 東京営業部　部長代理　中川渉

連絡先 TEL 03-3271-3771 E-mail sales@barnes.co.jp

主要取引先 国内主要電機メーカー、主要自動車メーカー、官公庁その他

ホームページ http://www.barnes.co.jp/

認証取得

・炭素繊維の強度計測・恒温槽内での移動量計測・引っ張り試験器の精度検査・その
他

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・鏡面状態での計測は画像認識が出来ない為不可
・3D計測時はカメラが2台必要

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRPや大きな測定サンプルは
接触式歪みゲージを貼り付けしにくい。

ビデオ伸縮計（DIC画像相関法）なら
サンプルの動きをカメラで撮影できれば

小さなものから大きなものまでの計測が可能。
SetUpも効率的。

提案技術のポイント 効果

・従来の接触式歪みゲージに代わり、ビデオ伸縮計を使用する事により計測の簡易化を実現。
・非接触計測が可能になり、サンプルへの影響が無く純粋な数値が取得出来る。
・画像（映像）を使用する事により小さなものから大きな物まで被計測物の幅が広がる。
・英国NCCで採用。

・測定工数改善
・解像度：0.25um/3microstrain

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無 有

従来技術 新技術

キーワード 非接触、多点同時計測、計測条件制限緩和

日本バーンズ株式会社
テーマ ビデオ伸縮計による歪み計測の効率化
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企業概要

所在地 〒 ５２５－８５７７

問合せ先
部署・担当者 理工学部・機械工学科・日下貴之

連絡先 TEL ０７７－５６１－３９７５ E-mail kusaka@se.ritsumei.ac.jp

生産品目 － 主要取引先 －

ホームページ

認証取得 －

滋賀県草津市野路東１－１－１

資本金・従業員数 － 万円 人 海外拠点 －

本技術の活用例 ・接着接合部の衝撃強度評価
・エネルギー吸収部材の特性評価

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・落錘式衝撃試験やシャルピー試験では，試験機内に発生する応力
波の多重反射によって，高ひずみ速度下での物性を正確に把握する
ことが困難であった．

・ＳＨＰＢ法を用いることによって，試験機内に発生する応力波の多重
反射の影響を受けずに，高ひずみ速度下での物性を正確に把握す
ることができる．

提案技術のポイント 効果
・ＳＨＰＢ法を応用した実験手法を用いることで，高ひずみ速度下における複合材料の各種物性を
　高精度に測定・評価することができる．
・接着強度やエネルギー吸収特性など，自動車等への応用に直結する強度評価ができる．

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

従来技術 新技術

キーワード 物性評価，衝撃強度，破壊靱性，エネルギー吸収

立命館大学
テーマ 各種複合材料の衝撃強度評価技術

企業・機関名

出展；日下貴之ら．ＳＨＰＢ法を用いたＣＦＲＰ積層材の衝撃圧縮

試験法．材料．２０１４，Ｖｏｌ．６３，Ｎｏ．５，ｐ．３６２－３６７ 

企業概要

所在地 〒 104-0031

企業・機関名

生産品目 海外製品輸入商社

東京都中央区京橋2-4-12

資本金・従業員数 2,100 万円 15 人 海外拠点 なし

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 東京営業部　部長代理　中川渉

連絡先 TEL 03-3271-3771 E-mail sales@barnes.co.jp

主要取引先 国内主要電機メーカー、主要自動車メーカー、官公庁その他

ホームページ http://www.barnes.co.jp/

認証取得

・炭素繊維の強度計測・恒温槽内での移動量計測・引っ張り試験器の精度検査・その
他

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・鏡面状態での計測は画像認識が出来ない為不可
・3D計測時はカメラが2台必要

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

CFRPや大きな測定サンプルは
接触式歪みゲージを貼り付けしにくい。

ビデオ伸縮計（DIC画像相関法）なら
サンプルの動きをカメラで撮影できれば

小さなものから大きなものまでの計測が可能。
SetUpも効率的。

提案技術のポイント 効果

・従来の接触式歪みゲージに代わり、ビデオ伸縮計を使用する事により計測の簡易化を実現。
・非接触計測が可能になり、サンプルへの影響が無く純粋な数値が取得出来る。
・画像（映像）を使用する事により小さなものから大きな物まで被計測物の幅が広がる。
・英国NCCで採用。

・測定工数改善
・解像度：0.25um/3microstrain

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

無 有

従来技術 新技術

キーワード 非接触、多点同時計測、計測条件制限緩和

日本バーンズ株式会社
テーマ ビデオ伸縮計による歪み計測の効率化





リサイクル
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キーワード 省エネ型CFRPリサイクル、高機能炭素繊維再生、機能性炭素繊維製品再生

カーボンファイバーリサイクル工業株式会社
テーマ 炭素繊維複合樹脂（CFRP）リサイクル、再生炭素繊維製品製造

提案技術のポイント 効果

１．CFRP樹脂の熱分解と残留炭素焼成除去の２段階処理
２．CFRP樹脂熱分解ガスの燃料としての利用（エネルギー自立型プロセス）
３．排熱の循環利用と過熱水蒸気の利用による徹底した加熱効率化
４．徹底した品質管理と、使用目的にマッチングした繊維状炭素繊維の回収

残留炭素５％以下の高機能炭素繊維回収
省エネ、コストダウン（新品の1/3程度）
省エネ、処理時間短縮（当社従来比20％）
多彩な用途展開が可能（下図参照）

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了段階　　（平成２９年　３月完了予定。進捗状況８０％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

国立大学法人岐阜大学：製品設計と品質保証、世界へ
　の情報発信とグローバルスタンダード化
NEDO:実用化開発補助
製紙メーカー、不織布メーカー：製品開発連携
CFRP成形装置メーカー：トリミング屑再利用化連携
自動車メーカー、CFRPユーザー：CFRP廃材再利用連携

有

従来技術 新技術　

成形資材（射出成型、押出成形、注型成形用資材など）
炭素繊維紙・シート・マット類応用製品（導電シート、面状発熱体、電磁波遮蔽材、アンテナ、音響部品など）
機械部品（歯車、スピンドル、筐体、ロボットアーム、水車、風車など）
スポーツ用品、雑貨（ラケット、釣り具など）
構造部材（自動車部材など）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

当社の炭素繊維再生事業および関連企業と緊密に連携して事業運営できること。
品質管理を厳守できること（炭素繊維は戦略重要物質であり、厳格な原材料・製品管理が求められる）。

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

再生炭素繊維製品共同開発企業および再生炭素繊維製品ユーザー

主要取引先

ホームページ http://698.jp/cfri/index.html

認証取得 特定研究開発等計画認定（中部1307056）、岐阜県経営革新計画承認（平成２１年７月２９日）

問合せ先
部署・担当者 研究開発部長　古匠保雄

連絡先 TEL （0574）49-9836 E-mail yasuo_koshoh@cfri.co.jp

企業概要

所在地 〒 505－0100

企業・機関名

生産品目 活性炭再生

岐阜県可児郡御嵩町御嵩 2193-102

資本金・従業員数 1,000 万円 9 人 海外拠点 なし

本技術の活用例

徹底した省エネを実現した当社のCFRPリサイクル装

置 

自動車用構造部材 



－ 141 －

リ
サ
イ
ク
ル 企業概要

所在地 〒 432-8561

企業・機関名

生産品目

静岡県浜松市中区城北3-5-1

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 工学部化学バイオ工学科　　助教　　岡本　いづみ

連絡先 TEL 053-478-1165 E-mail tiokaji@ipc.shizuoka.ac.jp

主要取引先

ホームページ http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~sakolab/

認証取得

CFRP製造加工工程の廃材のリサイクル
廃棄CFRPのリサイクル

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・大型装置による実証試験
・得られた炭素繊維を利用したリサイクル品の性能評価
・経済性及び環境適合性評価、等

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・装置設計・製造が可能な企業
・リサイクル品の性能評価が可能な企業、大学

提案技術のポイント 効果

・熱分解に比べて、強度劣化の少ない炭素繊維の回収が可能
・樹脂等の付着物は残らず、炭素繊維が織物の場合は織物状で回収が可能。

回収炭素繊維の単繊維引張強度
　→新品繊維に比べて約10％減以下
回収炭素繊維シートを用いたCFRP
　　　　→新品CFRPと同程度の強度

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況８０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

有

従来技術 新技術

キーワード 超臨界流体、亜臨界流体、リサイクル

静岡大学
テーマ 超臨界流体を用いるCFRPのリサイクル技術

樹脂分解物 
（流体中に溶解） 

CFRP 

超臨界流体によりCFRPを処理 
（280～350℃、1～10MPa） 

回収炭素繊維 

CFRP 

熱分解によりマトリックス

樹脂を分解、炭素繊維回

・炭素繊維強度の劣化 

・樹脂分解物の残留 

・炭素繊維強度は新品の９０％程度を維持 

・樹脂分解物の残留付着無し 

・回収炭素繊維シートによるリサイクル  

ＣＦＲＰの強度は、新品ＣＦＲＰと同程度 
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所在地 〒 509-5401

問合せ先
部署・担当者 高砂工業株式会社　開発部開発課　鈴木　基晴

連絡先 TEL 0572-59-1234 E-mail info@takasago-inc.co.jp

生産品目 工業炉、自動搬送機器 主要取引先 未公開

ホームページ http://www.takasago-inc.co.jp

認証取得 ISO9000, ISO14000

岐阜県土岐市駄知町２３２１－２

資本金・従業員数 20,000 万円 300 人 海外拠点 中国　佛仙

本技術の活用例 リサイクル炭素繊維による炭素繊維強化プラスチック素材（プレート、不織布、ペレット）

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

炭素繊維強化プラスチックから炭素繊維を回収する装置の販売、処理委託については要相談

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

一般財団法人　ファインセラミックスセンター

提案技術のポイント 効果

過熱水蒸気により、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を分解し、CFRPから炭素繊維をリサイクルする
処理装置を提供する。、分解した樹脂は炉芯管の外部で燃焼し、その燃焼熱を炉芯管の加熱と水蒸気
の生成、過加熱に利用する。樹脂の燃焼熱を再利用するため、低燃費な運転をすることができる。
また、過熱水蒸気を利用してすることで、リサイクル後の繊維と樹脂の密着性を向上を目指す。

コスト：30%以上
処理時間：480分→120分以内
リサイクル繊維の密着性向上

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２９年　３月完了予定。進捗状況７５％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

一般財団法人　ファインセラミックスセンター
　　　　　　　　　　　　　（リサイクル繊維の評価）
東京大学　　　　　　　　　（アドバイザ）
トヨタ自動車　　　　　　　（アドバイザ）
福井ファイバーテック　　　（アドバイザ）

有

従来技術 新技術

キーワード 炭素繊維回収、過熱水蒸気、処理装置、連続運転

高砂工業株式会社
テーマ 過熱水蒸気による低コストな炭素繊維連続回収技術

企業・機関名

昇降式過熱水蒸気処理装置 

処理温度：７００℃ 
処理時間：８時間 

蒸気発生装置： 小型ボイラ（電気ヒータ） 
過熱水蒸気発生装置：  マイクロ波5kw 
熱      源：      電気ヒータ 

ロータリー式過熱水蒸気処理装置 

処理温度：７５０℃ 
処理時間：２時間以内 

蒸気発生装置： 廃熱ボイラ 
過熱水蒸気発生装置：  廃熱利用 
熱 源：      ガスバーナ＋樹脂分解ガス 

  （起動時：ガス燃焼、連続運転時：樹脂分解ガス） 
※廃熱を利用することで低コストなリサイクルが可能になります。 
また、ボイラからの余剰蒸気を利用することが可能です。（50kg/h以上） 

企業概要

所在地 〒 432-8561

企業・機関名

生産品目

静岡県浜松市中区城北3-5-1

資本金・従業員数 万円 人 海外拠点

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 工学部化学バイオ工学科　　助教　　岡本　いづみ

連絡先 TEL 053-478-1165 E-mail tiokaji@ipc.shizuoka.ac.jp

主要取引先

ホームページ http://cheme.eng.shizuoka.ac.jp/~sakolab/

認証取得

CFRP製造加工工程の廃材のリサイクル
廃棄CFRPのリサイクル

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・大型装置による実証試験
・得られた炭素繊維を利用したリサイクル品の性能評価
・経済性及び環境適合性評価、等

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・装置設計・製造が可能な企業
・リサイクル品の性能評価が可能な企業、大学

提案技術のポイント 効果

・熱分解に比べて、強度劣化の少ない炭素繊維の回収が可能
・樹脂等の付着物は残らず、炭素繊維が織物の場合は織物状で回収が可能。

回収炭素繊維の単繊維引張強度
　→新品繊維に比べて約10％減以下
回収炭素繊維シートを用いたCFRP
　　　　→新品CFRPと同程度の強度

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況８０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

有

従来技術 新技術

キーワード 超臨界流体、亜臨界流体、リサイクル

静岡大学
テーマ 超臨界流体を用いるCFRPのリサイクル技術

樹脂分解物 
（流体中に溶解） 

CFRP 

超臨界流体によりCFRPを処理 
（280～350℃、1～10MPa） 

回収炭素繊維 

CFRP 

熱分解によりマトリックス

樹脂を分解、炭素繊維回

・炭素繊維強度の劣化 

・樹脂分解物の残留 

・炭素繊維強度は新品の９０％程度を維持 

・樹脂分解物の残留付着無し 

・回収炭素繊維シートによるリサイクル  

ＣＦＲＰの強度は、新品ＣＦＲＰと同程度 



－ 143 －

リ
サ
イ
ク
ル

キーワード リサイクル炭素繊維、不織布

髙安株式会社
テーマ リサイクル炭素繊維およびそのシート

提案技術のポイント 効果

ＣＦＲＰやプリプレグから物性の劣化を抑えて炭素繊維を取り出す。
再生した炭素繊維はフィラメントとしては利用できないので、短繊維からなるシート（乾式不織布、ペー
パー）に加工する。

炭素繊維を再利用できる

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非公開 無

従来技術 新技術

自動車、産業機械関係の部品
導電性シート

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

量産化とコストダウン

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

用途開発に自動車部品、産業機械メーカーおよび成形加工メーカー等

主要取引先 東レ（株）、トヨタ紡織（株）、旭化成(株)、東洋紡織(株) その他

ホームページ http://www.takayasu-rf.co.jp/

認証取得 ISO9001、ISO14001

問合せ先
部署・担当者 技術部　西河　裕

連絡先 TEL ０５８－３８２－２２３１ E-mail h.nishikawa@takayasu-rf.co.jp

企業概要

所在地 〒 ５０４－０８２８

企業・機関名

生産品目 合繊短繊維、樹脂ペレット

岐阜県各務原市蘇原村雨町３－４７

資本金・従業員数 9,000 万円 132 人 海外拠点 中国

本技術の活用例

•リサイクル炭素繊維１００％でも表面状態の

良い乾式不織布ができる。 
•熱可塑性樹脂の繊維を混合したシートから

加熱プレスで成型品を得られる。 

•リサイクル炭素繊維１００％では表面が粗く、

不均一な乾式不織布しかできなかった。 
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所在地 〒 456-8587

問合せ先
部署・担当者 材料技術研究所　高信頼性材料グループ・和田匡史

連絡先 TEL 052-871-3500 E-mail m_wada@jfcc.or.jp

生産品目 研究・開発 主要取引先 －

ホームページ http://www.jfcc.or.jp/

認証取得 －

名古屋市熱田区六野２－４－１

資本金・従業員数 － 86 人 海外拠点 －

本技術の活用例 ・各種CFRPからの繊維回収および繊維表面改質

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

・現状はバッチ/電気加熱式のため，処理能力および処理コストで劣る
・連続式の低コスト・大量処理システムを開発予定
・リサイクル炭素繊維の用途開発が不十分

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

・CFRP部品製造メーカー

提案技術のポイント 効果

・過熱水蒸気中でCFRPを処理することにより，樹脂を分解気化し，様々な繊維長・状態で回収が可能
・プロセスガス（N2等）を添加した過熱水蒸気中で処理することにより，繊維の表面改質を行い，樹脂と
の密着性を改善

リサイクル繊維における樹脂との
密着性改善に関わる後工程を省略
し，リサイクルCFRPの製造コストの
大幅低減

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成２８年　３月完了予定。進捗状況　５０％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

高砂工業株式会社（役割：低コスト・大量処理システム
の開発） 有

従来技術 新技術

キーワード リサイクル，過熱水蒸気，繊維表面改質

一般財団法人ファインセラミックスセンター
テーマ 過熱水蒸気を利用したCFRPからの繊維回収と繊維表面改質

企業・機関名

・様々な繊維長・状態で回収可能（回

収繊維の用途展開が多様） 
・ガス添加処理により，繊維の表面

改質が可能（樹脂との密着性改善） 

キーワード リサイクル炭素繊維、不織布

髙安株式会社
テーマ リサイクル炭素繊維およびそのシート

提案技術のポイント 効果

ＣＦＲＰやプリプレグから物性の劣化を抑えて炭素繊維を取り出す。
再生した炭素繊維はフィラメントとしては利用できないので、短繊維からなるシート（乾式不織布、ペー
パー）に加工する。

炭素繊維を再利用できる

共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

非公開 無

従来技術 新技術

自動車、産業機械関係の部品
導電性シート

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

量産化とコストダウン

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

用途開発に自動車部品、産業機械メーカーおよび成形加工メーカー等

主要取引先 東レ（株）、トヨタ紡織（株）、旭化成(株)、東洋紡織(株) その他

ホームページ http://www.takayasu-rf.co.jp/

認証取得 ISO9001、ISO14001

問合せ先
部署・担当者 技術部　西河　裕

連絡先 TEL ０５８－３８２－２２３１ E-mail h.nishikawa@takayasu-rf.co.jp

企業概要

所在地 〒 ５０４－０８２８

企業・機関名

生産品目 合繊短繊維、樹脂ペレット

岐阜県各務原市蘇原村雨町３－４７

資本金・従業員数 9,000 万円 132 人 海外拠点 中国

本技術の活用例

•リサイクル炭素繊維１００％でも表面状態の

良い乾式不織布ができる。 
•熱可塑性樹脂の繊維を混合したシートから

加熱プレスで成型品を得られる。 

•リサイクル炭素繊維１００％では表面が粗く、

不均一な乾式不織布しかできなかった。 





その他
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企業概要

所在地 〒 768-8602

企業・機関名

生産品目 ボイラ・食品加工機器・水処理機器

香川県観音寺市八幡町三丁目４番１５号

資本金・従業員数 25,000 万円 314 人 海外拠点 なし

本技術の活用例

問合せ先
部署・担当者 技術本部　開発部　高畠重俊

連絡先 TEL 0875-25-5450 E-mail takabata@samson.co.jp

主要取引先 ボイラ・食品加工機器・水処理機器の使用ユーザー

ホームページ http://www.samson.co.jp/index.html

認証取得 ISO9001、ISO14001

・炭素繊維部品を硬化させる際に必要となるオートクレーブなど高温熱使用機器
　への熱供給

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

なし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

なし

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

共同開発者
　・東京ガス株式会社
　・大阪ガス株式会社
　・東邦ガス株式会社

無

新技術

提案技術のポイント 効果
　熱媒ボイラは、熱媒による加熱で300℃までの高温熱を常圧で得られることから、化学・油脂・プラス
チック・ゴム・石油・繊維・塗装工業など幅広い産業分野で利用されている。本製品は環境性に優れる
ガス燃料を用いた熱出力233kWの簡易熱媒ボイラに、高温の排ガスを利用して燃焼用空気を加熱する
エアヒータと、出力100％から25％間で燃焼量を自動制御する燃焼比例制御システムを採用し、高性能
化を図った。また、多缶設置により3,728kWまでの大容量熱媒システムを構築できる。

・ランニングコスト22%低減
　（従来機比）
・電力デマンド低減
・待機ボイラのバックアップ運転
　により熱供給停止リスク回避

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

キーワード 高温熱供給システム　省エネルギー　熱媒ボイラ

株式会社サムソン
テーマ 炭素繊維製造設備に適した高効率高温熱供給システム

既設 大容量熱媒ボイラ 
 ・ボイラ技士免許必要 
 ・法定検査必要 

①スマート熱媒供給システムのメリット（熱出力1100～1200kWの場合） 
 

従来技術 

②運転効率特性 

③多缶設置・台数制御システム 

 
ＳＮ－２０ＧＨ 
従来機（ＳＮ－２０ＧＮ） 

SN-20GH×5台 項　　目 大容量ボイラ×1台

不要 取扱資格 ボイラ技士

不要 法定検査 必要（費用負担）

不要 ばい煙発生施設の届出 必要

不要
ばい煙測定

（維持管理コスト）
定期的な
測定が必要

待機ボイラが起動し
熱供給を継続

故障時
バックアップ

なし
（熱供給停止）

熱供給停止

リスク回避 

コスト低減 
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企業概要

所在地 〒 461-8680

問合せ先
部署・担当者 技術開発本部原子力安全技術研究所　池堂和仁

連絡先 TEL 050-7772-8766 E-mail Ikedou.Kazuhito@chuden.co.jp

生産品目 電力 主要取引先 なし

ホームページ http://www.chuden.co.jp

認証取得

愛知県名古屋市東区東新町1番地

資本金・従業員数 43,070,000 万円 17,000 人 海外拠点 ワシントン、ロンドン

本技術の活用例 ・原子力発電所における残留放射性ヨウ素除去
・原子力施設事故における一時避難所などの建物内空気清浄装置

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

なし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

なし

提案技術のポイント 効果
　沸騰水型原子力発電所（ＢＷＲ）では、タービンおよび復水器の開放点検の際、運転時に原子炉内で
発生した放射性ヨウ素がタービン建屋内に散逸し、大気中に放出される可能性があることから、残留す
る放射性ヨウ素に対する防護策を実施している。
　従来は活性炭粒子フィルターを使用した局所排風機で放射性ヨウ素を除去していたが、装置が大型
のため移動性に問題があったことから、移動性に優れた新型局所排風機を製作することとした。

・コンパクト化（移動性向上）
・安価（装置価格・保守費の低減）
・保守・操作の簡素化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

(株)日本環境調査研究所（共同開発者） 有

従来技術 新技術

キーワード 原子力、放射性ヨウ素、放射性セシウム、活性炭素繊維、局所排風機、陽圧装置

中部電力株式会社
テーマ 活性炭繊維フィルターを使用した新型局所排風機

企業・機関名

局所排風機の小型化 

・コンパクト化 
 （従来品の１／３） 
・従来品より安価 



２０１５年度版炭素繊維複合材分野における技術シーズ集　索引
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企業名 テーマ 都道府県名 ページ

株式会社アーク 熱可塑性CFRPのプレス成形に関するトータルサービス 大阪府 56

株式会社IHI 熱可塑CFRPプリフォーム自動積層機（形状切断積層機） 東京都 14

株式会社IHI 熱可塑プリプレグ自動積層による等方性基材の生産効率向上 東京都 15

株式会社IHI スタンパブルシート成形（ハイサイクル成形）システム 東京都 57

株式会社IHI 熟可塑型成形システム 東京都 58

あいち産業科学技術総合センター 編み物を基材としたCFRTPの製造技術 愛知県 16

あいち産業科学技術総合センター 大気圧プラズマを利用した異種材料の接合技術に関する研究 愛知県 124

株式会社浅野研究所 高応答IRヒーターを用いた CFRTPシートの加熱 愛知県 59

株式会社アスカ CFRPと金属等からなる複合素材部品自社内一貫製作 徳島県 102

株式会社アマダマシンツール
サーボプレスを活用したCFRP打ち抜き（～2.0㎜）による、切断面の品質向上と成形時
間短縮

神奈川県 60

アルケマ株式会社 新規マトリックス樹脂と新規フィラーにより今までにない新規炭素繊維複合材 東京都 1

株式会社イケックス工業 VaRTM成形金型 愛知県 61

石川県工業試験場 ラミネート法による熱可塑性CFRPスタンパブルシートの製造技術 石川県 17

石川県工業試験場 熱可塑性CFRPのドリル加工技術 石川県 103

石川県プレス工業協同組合 熱可塑性ＣＦＲＰ材のプレス成形技術 石川県 62

伊勢金型工業株式会社 炭素繊維複合熱可塑性樹脂（CFRTP）による軽量化 三重県 63

一村産業株式会社 熱可塑性CFRPシートの開発及び用途展開 石川県 18

株式会社イノアックコーポレーション カーボンと発泡品の組合せにより軽量・低コストの実現 愛知県 2

茨木工業株式会社（東明工業グループ） 連続繊維と不連続繊維を組合わせたハイブリット成形 大阪府 64

今井航空機器工業株式会社
ホットプレス法によりCFRP製三次元大型形状品の高精度、高効率成形を可能とする、
低熱歪み金型の開発

岐阜県 65

ウインテック株式会社 水に浮く世界最軽量のカーボンロール 愛媛県 125

王子ホールディングス株式会社 熱プレス成形可能な不織布タイプの熱可塑性複合素材(CFRTP) 東京都 19

カーボンファイバーリサイクル工業株式会社 炭素繊維複合樹脂（CFRP）リサイクル、再生炭素繊維製品製造 岐阜県 140

カジレーネ株式会社 高サイクル成形を実現する混繊糸（繊維状中間材料）の開発 石川県 20

川崎重工業株式会社 航空局認定　航空機用低コスト複合材料「KMS-6115」 岐阜県 3

川崎重工業株式会社 新世代鉄道車両台車＜efWING＞ 兵庫県 50

川崎油工株式会社 成形設備の成形速度領域拡大（高速化）と成形データロギング 兵庫県 66

株式会社ギケン CFRPバリ抑制ドリルによる工程短縮、コスト削減効果の実現 福井県 104

株式会社北岡鉄工所 難削材をダイヤモンド工具でサクサク材に 三重県 105

北川精機株式会社 CFRTP連続繊維 積層シートの成形装置 広島県 21

岐阜県工業技術研究所 熱可塑性CFRPの立体成形技術 岐阜県 67

岐阜県工業技術研究所 熱可塑性CFRPの切削加工工具の開発 岐阜県 106

岐阜県産業技術センター 熱可塑性ＣＦＲＰ積層板の立体成形技術 岐阜県 22

株式会社岐阜多田精機 ＣＦＲＰ材に対するインジェクションプレス型の応用 岐阜県 107

株式会社　栗本鐵工所 Ｃａｒｂｏｎ－ＬＦＴＤ システム 大阪府 68

株式会社　栗本鐵工所 High Pressure－RTM システム 大阪府 69

コマツ産機株式会社 ACサーボプレスを活用した熱可塑性CFRPハイサイクル成形 石川県 70

小松精練株式会社 新規な熱可塑性炭素繊維シート 石川県 23

小松精練株式会社 新規な熱可塑性炭素繊維TOWチップを用いた厚板プレート 石川県 71

か行

あ行

企業概要

所在地 〒 461-8680

問合せ先
部署・担当者 技術開発本部原子力安全技術研究所　池堂和仁

連絡先 TEL 050-7772-8766 E-mail Ikedou.Kazuhito@chuden.co.jp

生産品目 電力 主要取引先 なし

ホームページ http://www.chuden.co.jp

認証取得

愛知県名古屋市東区東新町1番地

資本金・従業員数 43,070,000 万円 17,000 人 海外拠点 ワシントン、ロンドン

本技術の活用例 ・原子力発電所における残留放射性ヨウ素除去
・原子力施設事故における一時避難所などの建物内空気清浄装置

技術課題・制約・条件・
ビジネスプラン

なし

本技術の改良、新技術開
発に当たり必要な連携先

なし

提案技術のポイント 効果
　沸騰水型原子力発電所（ＢＷＲ）では、タービンおよび復水器の開放点検の際、運転時に原子炉内で
発生した放射性ヨウ素がタービン建屋内に散逸し、大気中に放出される可能性があることから、残留す
る放射性ヨウ素に対する防護策を実施している。
　従来は活性炭粒子フィルターを使用した局所排風機で放射性ヨウ素を除去していたが、装置が大型
のため移動性に問題があったことから、移動性に優れた新型局所排風機を製作することとした。

・コンパクト化（移動性向上）
・安価（装置価格・保守費の低減）
・保守・操作の簡素化

開発進度 共同研究実施者とその役割 知的財産権

　１．アイディア段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　２．試作・実験段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　３．開発完了　段階　（平成　　年　　月完了予定。進捗状況　　％）
　４．製品化完了　　　（納入実績　　有　・　無　）

(株)日本環境調査研究所（共同開発者） 有

従来技術 新技術

キーワード 原子力、放射性ヨウ素、放射性セシウム、活性炭素繊維、局所排風機、陽圧装置

中部電力株式会社
テーマ 活性炭繊維フィルターを使用した新型局所排風機

企業・機関名

局所排風機の小型化 

・コンパクト化 
 （従来品の１／３） 
・従来品より安価 



小松精練株式会社 新規な熱可塑性炭素繊維ストランドロッド 石川県 72

株式会社小松プロセス 高輝性転写膜等の一体成形法に依る炭素繊維複合材料への加飾研究開発 石川県 132

株式会社サーモテック 金型への媒体循環温度を高低間で瞬時に切り替え、急加熱・急冷却を行うシステム 大阪府 73

株式会社最新レーザ技術研究センター ＣＦＲＰ複合材料部材の新レーザ溶接技術の開発 愛知県 108

サイバネットシステム株式会社 統合CAE環境で実現するCFRP成形シミュレーション（射出、含浸、プレス） 東京都 51

佐伯綜合建設株式会社
高強度繊維材と金属端子の締結を利用した鉄骨造建造物の高機能耐震化工法の開
発

岐阜県 126

株式会社The MOT Company 熱硬化性ＣＦＲＰのプレス成形量産化技術 東京都 74

サカイオーベックス株式会社
熱可塑性樹脂を含浸させた炭素繊維開繊糸プリプレグによる高強度化・軽量化・成形
時間短縮

福井県 24

サカイ産業株式会社/サカイ・コンポジット
株式会社

炭素繊維をはじめとした高機能繊維の製織技術および成形加工技術 静岡県 75

株式会社 阪口製作所 炭素繊維のプレス加工技術 京都府 76

株式会社佐藤鉄工所 高速加熱及び高速搬送機構を備えたFRTPハイブリッド成形装置 愛知県 77

株式会社サムソン 炭素繊維製造設備に適した高効率高温熱供給システム 香川県 145

国立研究開発法人産業技術総合研究所
中部センター

マイクロ波プロセスのCFRP成形への適用化 愛知県 25

株式会社三協製作所  金属被覆管　ハイブリッド構造 神奈川県 78

三光合成株式会社 炭素繊維成形技術、金型製作 富山県 79

サンコロナ小田株式会社 熱可塑性ランダムシート 石川県 26

サンドビック株式会社コロマントカンパニー CFRPとTi合金重ね板穴あけ加工に最適化されたドリル刃形状の開発 愛知県 109

三洋化成工業株式会社 炭素繊維用集束剤 京都府 4

サンワトレーディング株式会社
カーボンやガラスの織物に熱可塑性樹脂を完全に含浸させた連続繊維熱可塑材料
CFRTP GFRTP

岐阜県 27

株式会社CFCデザイン
熱伝導率の異方性の改善と低気孔率化を実現した新しいC/Cコンポジット(FS320)の開
発

福井県 5

JFEテクノリサーチ株式会社 マルチマテリアル化に向けた技術開発・設備増強 東京都 136

静岡県工業技術研究所
浜松工業技術支援センター

繊維を組み合わせた織物による繊維強化プラスチックの振動・剛性特性の制御 静岡県 28

静岡県工業技術研究所　浜松工業技術支援セ
ンター／浜松地域CFRP事業化研究会

素形材(UDテープ)加工とTAM成形法の活用によるCFRTPの素形材から成形品までの
一貫生産

静岡県 80

静岡県工業技術研究所
浜松工業技術支援センター

CFRP切削加工の評価による切削条件の最適化支援 静岡県 110

静岡大学 超臨界流体を用いるCFRPのリサイクル技術 静岡県 141

澁谷工業株式会社 レーザアブレーション加工機によるCFRP（CFRTP)切断技術 石川県 111

株式会社SHlNDO 開繊ノン・クリンプ・ファブリック（開繊NCF） 福井県 29

新日鉄住金マテリアルズ株式会社 炭素繊維シートを用いた鋼構造物，コンクリート構造物の補強工法 東京都 30

新日鉄住金マテリアルズ株式会社 熱可塑性炭素繊維メッシュ材 東京都 31

新日鉄住金マテリアルズ株式会社 高熱伝導性炭素繊維複合材 東京都 81

新日本工機株式会社
6インチ幅程度のCFRPプリプレグテープを3次元形状構造物に自動積層する機械の開
発

大阪府 82

株式会社スギノマシン ウォータージェット法を利用したバイオマスナノファイバー複合材料の開発 富山県 6

株式会社スギノマシン CFRP母材に使用される樹脂の効率的な撹拌脱泡 富山県 32

株式会社スギノマシン 湿式微粒化処理を利用した新素材の開発 富山県 33

株式会社スギノマシン CFRP等の素材へのエア駆動を利用した加工機による穿孔加工 富山県 112

株式会社スギノマシン ウォータージェット技術の応用による難削材等の加工 富山県 113

鈴木工業株式会社 ウォータージェット加工機による高精度加工 岐阜県 114

株式会社　駿河エンジニアリング CFRTPハイブリッドプレス成形金型による成形時間の短縮と表面品質の向上 静岡県 83

精電舎電子工業株式会社 CFRTPを使用した成形品同士の溶着・溶断 東京都 127

セーレン株式会社／ＫＢセーレン株式会社 CFRTP用混繊糸 福井県 7

セーレン株式会社／ＫＢセーレン株式会社 ハイブリッド（有機繊維配合CFRP）FRP 福井県 34

さ行



株式会社第一システムエンジニアリング 樹脂流動解析ソフトウェアMoldex3Dを使った圧縮成形シミュレーション 愛知県 52

株式会社第一システムエンジニアリング 樹脂流動解析ソフトウェアMoldex3Dを使った射出成形シミュレーション 愛知県 53

大同工業株式会社 熱可塑性CFRP材料のロールフォーミング工法による高効率成形 石川県 84

タイムオートマシン株式会社 「T-LOCプロセス」　高密着強度を有する親水性薄膜の形成処理技術 岐阜県 128

株式会社タカギセイコー 熱可塑性複合材料の量産成形技術 富山県 85

高砂工業株式会社 過熱水蒸気による低コストな炭素繊維連続回収技術 岐阜県 142

髙安株式会社 リサイクル炭素繊維およびそのシート 岐阜県 143

多摩川精機株式会社 旋回駆動安定台の軽量化 長野県 54

株式会社タマリ工業 極短パルスレーザによるＣＲＦＰの切断～精密微細孔加工 愛知県 115

中部電力株式会社 活性炭繊維フィルターを使用した新型局所排風機 愛知県 146

津田駒工業株式会社 炭素繊維複合材積層ライン 石川県 35

株式会社 ＤＪＫ CFRPにとどまらない高分子材料・複合材料の受託研究・試験 愛知県 137

株式会社テクノソルバ 複合材設計に欠かせない強度評価を支援するソフトウェアを開発 神奈川県 55

テックワン株式会社 長尺熱可塑性CFRPシート 石川県 36

東海精機株式会社 C-SMC専用製造機（当社名称：ＳＭＣ含浸機） 静岡県 37

東海精機株式会社 ＳＭＣシート自動計量裁断機 静岡県 38

東興産業株式会社 FRPパネル部品の穴あけ・トリミング加工 石川県 116

東洋染工株式会社／八田経編株式会社 熱可塑性樹脂補強シート材 福井県 39

東洋炭素株式会社 C/Cコンポジット製網 大阪府 40

東レ株式会社 航空機構造用Ａ－ＶａＲＴＭ成形技術 東京都 8

東レプラスチック精工株式会社 熱可塑CFRP素材および2次加工技術 東京都 41

トーヨーマテラン株式会社 回収炭素繊維を利用したセメント系複合材料開発 愛知県 9

徳田工業株式会社 炭素繊維複合材のオートクレーブレス成形型 岐阜県 86

株式会社TOMI-TEX 炭素繊維立体織物の製造 福井県 42

富山県工業技術センター フェーズドアレイ超音波探傷法を用いたCFRPの欠陥評価支援 富山県 133

名古屋市工業研究所 Ｘ線ＣＴによるトレーサを使った繊維配向観察 愛知県 134

株式会社 ニシムラ ジグ CFRPのコーナーカットの専用面取り加工機 石川県 117

日華化学株式会社 炭素繊維複合材料の電子線（EB)による迅速硬化・成型技術の開発 福井県 10

日本バーンズ株式会社 ビデオ伸縮計による歪み計測の効率化 東京都 138

日本ポリマー株式会社 樹脂成形工程向けフッ素樹脂離型シート 愛知県 87

株式会社ノリタケカンパニーリミテド CFRTPプリプレグ・シート材の加熱工程の効率化、処理時間短縮 愛知県 88

株式会社ノリタケカンパニーリミテド グリットエース 愛知県 118

株式会社ビームセンス 新ナノ焦点X線撮影方法による高精細X線透視による樹脂構造の高精度分析 大阪府 135

広島県立総合技術研究所 炭素繊維複合材料利用技術 広島県 89

広島県立総合技術研究所 熱可塑性CFRP用ハイサイクル金型技術 広島県 90

有限会社ヒロセ金型 SMC材プレス成形の変肉部品 岐阜県 91

一般財団法人ファインセラミックスセンター 過熱水蒸気を利用したCFRPからの繊維回収と繊維表面改質 愛知県 144

福井県工業技術センター 福井県独自の炭素繊維複合材料技術(薄層チョップドテープ積層材（ランダム材）） 福井県 43

福井県工業技術センター 福井県独自の炭素繊維複合材料技術(薄層プリプレグシート） 福井県 44

福井ファイバーテック株式会社 コスト低減を目標とした大型構造部材 愛知県 92

フクビ化学工業株式会社 高強度！軽量化！連続成形炭素繊維複合材 福井県 45

は行

な行

た行



藤倉ゴム工業株式会社 強度を上げる積層方法 東京都 93

株式会社 不二越 クリスタルダイヤコートによるＣＦＲＰ穴加工用ドリルの長寿命化 富山県 119

北陸エステアール協同組合 炭素繊維を編んだ面状発熱体 富山県 46

ポリマーエンジニアリング株式会社 HP-RTM注入機によるＣＦＲＰ成形のハイサイクル化 愛知県 94

前田工業株式会社
自動車部品等の軽量化を促進するためのメタルとCFRPのレーザを用いる異材接合技
術のシステム開発

愛知県 129

丸八株式会社 熱可塑樹脂、熱硬化樹脂プリプレグシート及び先端複合材料の実用化 福井県 47

丸八株式会社 タイプ４（樹脂ライナー）　106MPa複合容器蓄圧器による　水素社会インフラ構築 福井県 95

三重金属工業株式会社 自動車などの構造強度部品の軽量化 三重県 96

三重県工業研究所 熱可塑性樹脂繊維複合材料に関する取組み 三重県 97

三井化学株式会社 CFRTP向けTPX®樹脂 東京都 11

三菱ガス化学株式会社 ドリル孔あけ固体潤滑シート　ＣＦＲＰ／チタングレード 東京都 120

三菱重工プラスチックテクノロジー株式会社 LFT（長繊維強化熱可塑性樹脂）材料の射出成形における繊維切断の抑制 愛知県 98

三菱レイヨン株式会社 ピッチ系炭素繊維成形材料によるＣＦＲＰの低コスト化、量産化の実現 東京都 48

株式会社ミツヤ 低コストの薄層熱可塑性樹脂炭素繊維セミプレグシート 福井県 49

株式会社名機製作所 チョップド糸を使った熱可塑性樹脂直接成形 愛知県 99

メカトロ・アソシエーツ株式会社 航空機・自動車産業に向けたFRP複合材切削加工ロボットシステム 石川県 121

UHT株式会社 ＣＦＲＰ穿孔加工の作業環境改善に対応する冷却・吸塵機能を備えたシステム 石川県 122

UHT株式会社 小型軽量の携帯型サイクロン式吸塵装置 石川県 123

株式会社ラピート 高強度・耐熱・難燃・防煙・軽量化による高速閉塞移動空間の火災死亡者の削減 岡山県 100

理研ビタミン株式会社 炭素繊維強化熱可塑性樹脂の曲げ弾性率、曲げ強度の向上 東京都 12

立命館大学 各種複合材料の衝撃強度評価技術 滋賀県 139

株式会社レテックス RTM（樹脂注入）成形法によるＦＲＰ（強化プラスチック）製品製造 富山県 101

LORD Corporation カーボンコンポジット部品被雷時の損傷防止用耐雷層 東京都 13

LORD Corporation カーボンコンポジット製品の接着工法 東京都 130

LORD Corporation 線膨張率の異なる素材間の接着技術 東京都 131
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