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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向調査等の補助

事業のテーマの一つとして財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会に「熱

可塑性樹脂複合材料の機械工業分野への適用に関する調査」を調査委託いたし

ました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸

甚です。 

 

 

平成２０年３月 

 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 



まえがき 
 
 航空機の機体材料分野では、最近開発が進められたボーイング 787 やエアバス A380、そ

してエアバス A350 また日本で開発計画中の MRJ に見られるように、大幅な樹脂系複合材

料の適用を図る急激な変化が起こっています。その適用により軽量化およびメインテナン

ス性が大きく改善されることが、期待されています。 
その動向は地上での輸送機器へも波及し、既に樹脂系複合材料が適用されていたレーシ

ングカーだけではなく、一般の車両へも適用は浸透しつつあります。この樹脂系複合材料

の適用拡大は、今後種々の分野で一層顕著になってゆくものと考えます。 
 このように樹脂系複合材料の適用拡大が期待されていますが、次に課題となってくるの

は、金属の中で鉄鋼やチタン合金そしてアルミニウム合金が競合したように、種々の樹脂

系複合材料の中でどういったタイプのものが想定される対象に適合しているかを選択して

いくことと考えます。 
 樹脂系複合材料は繊維とマトリックス樹脂で構成されますが、繊維の種類や量、また樹

脂の種類によって非常に広範囲の製品特性、また製造特性を有しています。これらのさま

ざまな特性を持つ種々の樹脂系複合材料を、効果的に使い分けて活用していくことこそが、

今後の航空機や自動車産業のみならず機械工業分野全般で、日本が世界に対して競争力を

維持、向上していくための課題と考えます。 
 本調査では特に複合材料のマトリックス樹脂に着目し、従来広範囲に適用されてきた熱

硬化性樹脂ではなく、熱可塑性樹脂の複合材料を取り上げました。熱可塑性樹脂複合材料

は、従来から高靭性やリサイクル性等の特長が認められていましたが、製造性や成形性等

に大きな課題があります。しかしそれらの技術課題の改善が進み、適用分野を拡大してい

ます。 
 そこで熱可塑性樹脂複合材料について、最近の素材や成形、製品化技術の開発動向、複

合材料としての材料特性や種々の分野の適用動向を調査し、今後の展望や技術課題の抽出

を図るとともに、熱硬化性樹脂複合材料との棲み分け等について検討することにしました。 
 本調査報告書は、財団法人次世代金属・複合材料研究開発協会（RIMCOF）が、社団法

人日本機械工業連合会から委託された、平成 19 年度「熱可塑性樹脂複合材料の機械工業分

野への適用に関する調査」に対して、日本の代表的な輸送機器メーカー、複合材料メーカ

ーおよび有識者からなる調査委員会での調査および検討の成果を取り纏めたものです。 
 本報告書が、今後の企業、研究機関、政府等での、今後の材料適用計画や開発計画、施

策に対し、広く利用していただければ幸いです。 
 
平成２０年３月 

財団法人 次世代金属・複合材料研究開発協会 
理事長    大橋 忠晴 
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序 章 

 
１．背景と目的 
 従来、航空機等の輸送機器に適用される樹脂系複合材料のマトリックス樹脂はプリプレ

グ製造性、成形性等の理由から主にエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂が使用されていた。し

かしながら、近年、高靭性、リサイクル性、量産性等の特長を有すると共に従来の技術課

題であったプリプレグ製造性、成形性を改善する技術が開発されつつある熱可塑性樹脂複

合材料が注目されている。 
 そこで、本調査研究では、熱可塑性樹脂複合材料を対象に樹脂、プリプレグ等の材料製

造技術、成形技術、材料特性等、本材料の技術ポテンシャルを調査した上で機械工業分野

への適用を拡大するための技術課題を明らかにする。さらに、航空機分野、自動車分野を

中心に本材料の適用実績を調査すると共に、今後の適用候補対象について提言を行う。 
 
２．調査研究体制 
 産学の学識経験者による「熱可塑性樹脂複合材料の機械工業分野への適用に関する調査

委員会」を設立し、航空機分野、自動車分野を主な対象として、熱可塑性樹脂複合材料に

ついて以下の内容に関する技術動向調査を実施した。そして、今後の研究開発課題や将来

の機械工業部品への適用の可能性について提言を行った。さらに、熱硬化性樹脂複合材料

との棲み分けについて提言した。 
 
３．調査研究項目・スケジュール 
（１）素材技術動向に関する調査研究 

近年、熱可塑性樹脂複合材料の適用拡大を目指して、種々の特性の樹脂が開発されてき

た。それとともに、それらの樹脂を繊維とを複合化する技術についても進展がみられる。

それら熱可塑性樹脂の開発動向、及びそれらを用いたプリプレグ化等の複合化技術の開発

動向について調査した。 
 

（２）材料特性に関する調査研究 
複合材料は樹脂、繊維形態、成形プロセスの違い等によって、その材料特性が変化し適

用対象も異なってくる。それらの材料特性について調査した。また、熱可塑性樹脂複合材

料と従来使用されてきた熱硬化性樹脂複合材料の、材料特性の相違を比較検討し、使い分

け等を検討した。 
 

（３）成形技術動向に関する調査研究 
熱可塑性樹脂複合材料は、最近成形技術や成形装置が大幅な進展を見せている。また、

熱硬化性樹脂複合材料には見られない接合技術も可能で、その適用技術も進展してきた。

その他の製品化のための技術も含め、最近の技術動向を調査した。 
 

（４）機械工業部品への適用動向に関する調査研究 
近年種々の分野で、熱可塑性樹脂複合材料適用が拡大している。それらについて、航空

機、自動車、ジェットエンジン、船舶等の適用進展動向について調査した。特に、最近熱

可塑性樹脂複合材料の欧州における適用の進展が著しいので、現地で航空機部品や自動車

部品等の適用状況の海外調査を Stork Fokker 社、Ten Cate 社、そして Delft 大学その他を視
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察することにより実施する。その際あわせて（１）項および（３）項に関わる調査も実施

した。 
 
 
（５）スケジュール 

下半期      半期別・月別 
 
 
 
  項 目 

平
成
19
年
／
11 

 
 

 
 

 
 

12 

平
成
20
年
／
１ 

 
 

 
 

 
 

２ 

 
 

 
 

 
 

３ 

①素材技術動向に関する調査研究

②材料特性に関する調査研究 

③成形技術動向に関する調査研究

④機械工業部品への適用動向に関

する調査研究 

⑤委員会の開催         

⑥報告書の作成・公表 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 



 

- 3 - 

第１章 素材技術動向 
 
１．１ 熱可塑性樹脂技術動向 
 
1.1.1 熱可塑性樹脂とは 
 
(1)熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂 

熱硬化性樹脂は、硬化する前までは、常温や加熱状態で流動性をもっている。加熱によ

り硬化が進行し、硬化が終了すると固化する。硬化時に架橋反応により網目構造をとる（図

1.1.1-1（a））。一旦固化すると加熱をしても元の流動性は示さない。さらに高温に加熱する

と分解してしまう。この様に加熱をすると網状構造となって不溶不融の状態に硬化する合

成樹脂が熱硬化性樹脂である。熱硬化性樹脂としては１９０９年にフェノール樹脂が工業

化されたのが始まりである。フェノール樹脂は今でもよく使われており平成１９年では国

内で年間２９５千ｔが生産され熱硬化性樹脂の中で一番である 1)。 
熱可塑性樹脂は常温では固体であり加熱すると溶融して流動性及び可塑性を示す。冷却

すれば再び固化し、再び加熱すれば流動性を示す。この様に可逆的に変化し加熱すると可

塑性を示す合成樹脂が熱可塑性樹脂である。線状あるいは分枝状の化学構造をもつ高分子

からなる（図 1.1.1-1（b））。その成形の容易さから熱可塑性樹脂は熱硬化性樹脂よりも広く

使われる。よく使われる熱可塑性樹脂としてはポリエチレン樹脂が挙げられ、平成１９年

のその国内生産量は年間３２３万ｔを数える 1)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 熱硬化性樹脂イメージ          (b) 熱可塑性樹脂イメージ 
 

図 1.1.1-1 熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂のイメージ図 
 
(2)熱可塑性樹脂：結晶性樹脂と非晶性樹脂 

熱可塑性樹脂はその性状から結晶性樹脂と非晶性樹脂に大別される。 
結晶性樹脂は鎖状高分子が規則正しく配列した部分（結晶相）と無定形の部分（非晶相）

からなる。図 1.1.1-2(a)にイメージ図を示す。結晶相は融点を示す。非晶相はガラス転移点

を示す。鎖状高分子の配列により結晶が生成されるので延伸により高分子の配列が促進さ

れ結晶化が促進される。また、結晶も配列するようになる（図 1.1.1-2(b)）。合成繊維はこの
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現象を利用している。図 1.1.1-3 に代表的な結晶性樹脂であるポリブチレンテレフタレート

の DSC チャートを示す。２２３℃に融点を示す吸熱ピークが表れている。融点を越えて加

熱すると樹脂として流動性を示す。一般的に非晶性の熱可塑性樹脂よりも溶融状態での流

動性は高い。結晶性の熱可塑性樹脂単体では高い機械的強度は示さないが、繊維や充填材

で強化すると高い機械的強度を示す。分離している結晶相と結晶相が強化材を通じ応力を

分担できるためと思われる。ポリエステル樹脂、ナイロン（ポリアミド）樹脂、ポリエチ

レン樹脂、ポリプロピレン樹脂などが結晶性の熱可塑性樹脂である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)結晶性樹脂イメージ    (b)合成繊維イメージ    (c) 非晶性樹脂イメージ 
 

図 1.1.1-2 非晶性樹脂と結晶性樹脂のイメージ図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1.1-3 ポリブチレンテレフタレートの DSC チャート 
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非晶性樹脂は鎖状高分子が無定形の構造をとる部分（非晶相）で構成される（図 1.1.1-2(c)）。
非晶性樹脂はガラス転移点のみを示す。ガラス転移点を越えて加熱すると軟化してくる。

さらに加熱すると流動性を示す。非晶性の熱可塑性樹脂は結晶化しないため成形後の収縮

率が低く、寸法精度や表面外観が良い。ポリスチレン樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリカーボネー

ト樹脂などが非晶性の熱可塑性樹脂である。 
高分子の結晶の生成は熱履歴によって変化し、高分子の構造やその分子量によりその生成

しやすさも変化する。当然、結晶相は生成するがその量が少なく境界領域にあるような樹

脂も存在する。その樹脂の特性を結晶相が反映しているのか、非晶相が反映しているかの

分類に過ぎないとも言えよう。 
 
 
(3)熱可塑性樹脂の合成反応：付加重合と重縮合 

熱可塑性樹脂の合成反応は種々あるが付加重合と重縮合の二つが主流となる。 
付加重合は単量体が成長鎖末端に付加的に結合する反応を成長過程とする連鎖重合反応

をいう。ビニル重合、ジエン重合、あるいはアセチレンの重合のように二重結合や三重結

合のところで反応がおこる場合と、環式化合物の開環による場合とがある。付加重合が進

行している場合の成長鎖末端がラジカルまたはイオンのいずれかに対応して、それぞれラ

ジカル重合、イオン重合という。後者はさらにカチオン重合とアニオン重合に分れる。重

合方法には塊状重合、溶液重合、乳化重合、懸濁重合、固相重合などがある。連鎖反応で

は分子量は反応時間に依らない。図 1.1.1-4 に反応式の一例を示す。 
重縮合は二つの分子が反応し水のような比較的小さな分子を分離して結合する縮合反応

の繰返しによる重合体生成反応をいう。付加重合と異なり、反応形式は逐次反応(逐次重合)
になる。縮合反応は可逆反応であるので縮合反応によって生成する低分子化合物を除きな

がら反応を進める必要がある。逐次反応では分子量は反応時間と共に増大する。図 1.1.1-5
に反応式の一例を示す。この場合水が分離される。 
 
 
 
 
 

図 1.1.1-4 付加重合（ラジカル重合）例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1.1-5 重縮合例 

　　　　Ｏ　　　　　Ｏ
　　　　　∥　　　　　∥
　ｎＨＯ－Ｃ－Ｃ６Ｈ４－Ｃ－ＯＨ　＋　ｎＨＯ－Ｃ２Ｈ４－ＯＨ

→

　　　　Ｏ　　　　　Ｏ
　　　　　∥　　　　　∥
　ＨＯ－（Ｃ－Ｃ６Ｈ４－Ｃ－Ｏ－Ｃ２Ｈ４）ｎ－ＯＨ　＋　ｎＨ２Ｏ

ＨＯＯＨ　＋　ｎＣＨ２＝ＣＨ２　　→　　ＨＯ－（ＣＨ２－ＣＨ２）n －ＯＨ

開始剤　　　　　　モノマー　　　　　　　　　　ポリマー
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1.1.1 項参考文献 
1)経済産業省化学工業統計速報平成１９年１２月分 

 
1.1.2 熱可塑性樹脂の高性能化 
 
(1)高耐熱化 
 熱可塑性樹脂の歴史の初期に既にナイロン６６（Ｎｙ６６）が１９４１年に工業化され

ている 1)。Ｎｙ６６はヘキサメチレンジアミンとアジピン酸から合成される。Ｎｙ６６の融

点は２６５℃であり現在でもエンジニアリングプラスチックと呼ばれる耐熱樹脂である。

荷重たわみ温度（高荷重）はＧＦ３０wt％強化タイプで２５５℃前後である。 
 その後、この耐熱性を超えるまでに３０年余りの年月が必要であった。ポリアミドイミ

ド（ＰＡＩ）が１９７２年に開発され 2)、ポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）が１９７３

年に工業化されている。ＰＡＩはＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２

８２℃を示し、ＰＰＳはＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２６０℃を

示す。次いでポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）が１９８０年に開発され、p-オキシ

安息香酸の重縮合物の全芳香族ポリエステルが１９７９年に工業化された。ＰＥＥＫはＧ

Ｆ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）３１５℃を示し、p-オキシ安息香酸とビ

フェノールとフタル酸との共重縮合物の全芳香族ポリエステルはＧＦ３０wt％強化タイプ

で荷重たわみ温度（高荷重）３１０℃を示す。後者の全芳香族ポリエステルは溶融時に液

晶を形成する液晶ポリマー（ＬＣＰ）である。そして、１９８５年前後にＧＦ３０wt％強

化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）３４９℃を示す全芳香族液晶ポリエステルが工業化

されている。これらを図にしたものを図 1.1.2-1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1.2-1 熱可塑性樹脂の耐熱性向上の変遷 
 

 技術動向として耐熱性を上げるためにポリマー骨格に芳香環を導入すると共に芳香環同

士の結合を比較的軟らかいアミド結合やエステル結合から硬いイミド結合やカルボニル結
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合に換えてきている。ポリイミドや全芳香族ポリエステルで更に耐熱性を向上させる試み

が続いているが、溶融成形ができなくなってきており熱可塑性が保てなくなっている。熱

可塑性樹脂の耐熱性としては限界のレベルに達してきていると思われる。 
 
(2)高靭性化

 熱可塑性樹脂の高靭性化はポリブタジエン等のゴム成分を導入することが一般的である。

ポリスチレン（ＰＳt）樹脂では重合時にブタジエンを共重合することで高衝撃ポリスチレ

ン（ＨＩＰＳ）樹脂を得ることができる。スチレン－ブタジエン共重合体に適宜ポリスチ

レンを添加し全体としてのゴム含有量を調整する。ポリスチレンの機械的強度、耐薬品性

向上を目的にアクリロニトリル－スチレン（ＡＳ）樹脂が開発された。さらにＡＳ樹脂の

高靭性化のために開発されたのがアクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）樹

脂である。ＡＢＳ樹脂は、高衝撃ポリスチレン樹脂とは異なり、ブタジエンゴム粒子にア

クリロニトリル－スチレンをグラフト重合させグラフトゴムをまず合成する。所謂、コア

－シェル構造を有しているこのグラフトゴムをＡＳ樹脂に添加しＡＢＳ樹脂を製造する。

ＡＢＳ樹脂は１９４８年に工業化された 1)。１９３０年に工業化されたポリスチレンから

１８年後にスチレン系樹脂の集大成がなされたと言えよう。図 1.1.2-2 にＡＢＳ樹脂のモル

フォロジーを示す。黒い粒子がブタジエンゴムである。マトリックス樹脂としてＡＳ樹脂

が海、ブタジエンゴムが島の海／島構造をとる。このグラフトゴム技術の応用は他の樹脂

にもなされポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）樹脂（アクリル樹脂）、ポリ塩化ビニル

（ＰＶＣ）樹脂などに展開されている。しかしながら、その耐衝撃性発現機構は異なり、

ポリ塩化ビニル樹脂では、ゴム粒子が破壊し空隙を生成しマトリックス樹脂であるポリ塩

化ビニル樹脂の塑性変形を促すことで外力による応力を緩和させている。一方、ＡＢＳ樹

脂ではグラフトゴムの周辺に集中する応力を、マトリックス樹脂であるＡＳ樹脂のクレー

ズ生成を促すことにより、緩和する機構となる。クレーズとは微小クラックであり、グラ

フトゴムがクレーズの発生と伝播を促し、かつ、クレーズをクラックに生長するのを抑制

している。重合技術の進化と共に添加剤としてはスチレン－ブタジエン－スチレン（ＳＢ

Ｓ）樹脂の様にブロック共重合体などが展開されている。 
 ＡＢＳ樹脂に遅れて１９５８年にポリカーボネート（ＰＣ）樹脂が工業化されている。

ＡＢＳ樹脂は樹脂を変性して耐衝撃性を向上させているが、ポリカーボネート樹脂では単

一樹脂としての高靭性化を達成している。その樹脂自体の優れた塑性変形能力により外力

による応力の緩和を図っている。このことは逆に溶融時の流動性の悪さを招いている。 
 
(3)ポリマーアロイ 
 新しい構造の樹脂の開発がさらに進む一方で、樹脂の変性ではなく樹脂と樹脂を合わせ

る事によりそれぞれの特徴を生かした改良方法としてポリマーアロイ（polymer alloy）の考

え方が生み出された。１９６７年にはポリフェニレンエーテル（ＰＰＥ）樹脂と高衝撃ポ

リスチレン（ＨＩＰＳ）樹脂のポリマーアロイが工業化された。ＰＰＥだけでは流動性に

乏しいので、ＨＩＰＳを加えることにより耐熱性を極端に落とすことなく改良できたもの

である。ＰＰＥとポリスチレンは完全に相溶し一つのガラス転移点を与える。この様に完

全に相溶する系は珍しく実用的なところではこの系のみである。 
 完全に相互に溶け合いはしないが混和する性質を相容性と言う。相容性が高い系がポリ

カーボネート（ＰＣ）樹脂とＡＢＳ樹脂の系である。このＰＣ／ＡＢＳアロイはＰＣ樹脂

からみれば流動性の改良、ＡＢＳ樹脂からみれば耐熱性及び耐衝撃性の改良となる。ＰＣ

／ＡＢＳアロイのモルフォロジーを図 1.1.2-3 に示す。黒い粒子がブタジエンゴム、白い相
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がＡＳ樹脂、少し黒味がかった相がＰＣ樹脂相である。ＰＣ樹脂相が海、ＡＢＳ樹脂相が

島の海／島構造をとっている。どちらが海相になるか島相になるかは、混合比により変化

する。この様に各樹脂相がミクロンオーダーで分離している様をミクロ相分離構造と言う。

ミリオーダーで相分離してしまうとそれぞれの樹脂特性の平均以下の特性しか得られず樹

脂として実用的にならない。ミクロ相分離構造の制御こそポリマーアロイ技術の核で 
ある。この他に比較的相容性の良い組み合わせはＰＣ樹脂／ポリエステル樹脂、ポリエス

テル樹脂／ＡＢＳ樹脂などが挙げられる。 
 ナイロン樹脂とＰＰＥ樹脂は相容性が悪く単純に混合しただけではミクロ相分離構造を

とらず、もっと大きなドメインサイズに別れ実用的なものにはならない。この様な場合二

つの樹脂を相容化する技術が必要となる。既にこの系の相容化技術が開発されナイロン／

ＰＰＥアロイが工業化されている。ナイロン／ＰＰＥアロイはナイロンの耐薬品性と  

ＰＰＥの耐熱性を併せ持っている。 
  実用化されている主なポリマーアロイを特長と共に以下に挙げる 

・ ＰＣ／ＡＢＳ    ：耐衝撃性、耐熱性、成形性 
・ ＰＣ／ポリエステル ：耐熱性、耐薬品性、寸法安定性 
・ ポリエステル／ＡＢＳ：耐薬品性、寸法安定性 
・ ナイロン／ＡＢＳ  ：耐薬品性、寸法安定性 
・ ナイロン／ＰＰＥ  ：耐薬品性、耐熱性、寸法安定性 
・ ＰＰＥ／ＰＳｔ   ：耐熱性、成形性 
・ ＰＰＳ／ＰＰＥ   ：耐薬品性、耐熱性、寸法安定性 
 

1.1.2 項参考文献 
1)プラスチック読本、㈱プラスチックス・エージ 
2)エンジニアリングプラスチック、共立出版㈱ 
3)X. F. Xu et al, “Effects of polybutadiene-g-SAN impact modifiers on the morphology and 

mechanical behaviors of ABS blends” European Polymer Journal, Volume 41, Issue 8, Pages 
1919-1926(2005) 

4)G. Wildes et al, “Fracture characterization of PC/ABS blends: effect of reactive compatibilization, 
ABS type and rubber concentration” Polymer, Volume 40, Issue 25, 1999, Pages 7089-7107(1999) 

 
1.1.3 開発の新しい視点 
 
(1)精密重合

 樹脂の変性や新しい骨格をもつ樹脂の開発が頭打ちとなる中で、従来の樹脂の分子の立

体構造を制御することで性能を向上させる方法が検討されている。 
 立体構造制御は古くは Ziegler-Natta 触媒によるプリプロピレンの重合に始まる。１９５５

年に Natta は初めてポリプロピレンの重合に成功したが 1)、このポリプロピレンはアイソタ

クチック構造であったため結晶性及び高い融点（１６５℃）を示した。現在ではポリスチ

レン樹脂に応用され、１９９７年にシンジオタクチックポリスチレンが工業化された。通

常ポリスチレン樹脂は非晶性樹脂に分類されるがシンジオタクチックポリスチレンは結晶

性を持ち、融点は２７０℃を示す。そのためＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高

荷重）２３８℃を示す 2)。立体構造を制御することで汎用プラスチックがエンジニアリング

プラスチックに生まれ変わった。図 1.1.3-1 に立体構造の種類を示す。 
その他、精密重合により、ブロックポリマー・末端官能性ポリマー・星形ポリマーなど、

官能基・特殊な空間形態を持つ新たな高分子の合成が検討されている。これらの高分子は
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通常の高分子と同じ原料を用いながら新たな機能を発現することが期待される。 

 
図 1.1.2-2 ＡＢＳ樹脂のモルフォロジー3) 

 

 
図 1.1.2-3 ＰＣ／ＡＢＳアロイのモルフォロジー4) 
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図 1.1.3-1 立体構造 
 
 
(2)植物由来樹脂 
 二酸化炭素削減、石油資源からの脱却の意識の高まりから、植物由来樹脂の開発気運が

高まってきている。地球温暖化を防止するためこの開発の意義は大きい。図 1.1.3-2 に示す

ように二酸化炭素サイクルとエネルギーサイクルを回すことが可能になる。現在、工業化

されているのはトウモロコシ等から合成されるポリ乳酸である。融点は１７５℃であるが

結晶化速度が遅いという問題を抱えている。また、２００６年にはヒマ（トウゴマ）の種

子から抽出されたひまし油を元に、１１－アミノウンデカン酸を生成、これを合成して得

られるナイロン１１樹脂が製品化されている 3)。研究段階としては微生物が生産する  ポ

リ（3-ヒドロキシ酪酸）が挙げられる（融点１７８℃）4)。 
 
1.1.3 項参考文献 
1)高分子化学、㈱朝倉書店 
2)出光興産㈱ウエブサイト 
3)富士通㈱ウエブサイト 
4)常盤豊、生物工学、第 85 巻、第６号、２００７年 
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－－－－Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

Ｈ ＨＨ Ｈ

ＸＸ Ｘ Ｘ

ＨＨＨ Ｈ

－ － －－ －

－

－

－

－

－ － －

－

－－－

アイソタクチック構造
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図 1.1.3-2 二酸化炭素サイクルとエネルギーサイクル 
 
 
１．２ 代表的な複合材料用熱可塑性樹脂の紹介 
  
1.2.1 ナイロン樹脂 
 結晶性樹脂でガラス繊維など複合材との親和性も高くエンジニアリングプラスチックと

して扱いやすい。特長としてアミド基を有する為に吸水性が高く、結晶性が高い樹脂で耐

薬品性に優れる。アミド基の水素結合により、優れた強靭性、耐衝撃性、柔軟性を示す。

モノマーを変更した種々の樹脂がある。 
ナイロンはラクタムの開環重合反応で合成される「ナイロン－ｎ」と、ジアミンとジカ

ルボン酸の共重縮合反応で合成される「ナイロン－ｎ、ｍ」とがある。いずれも名称中の

ｎまたはｍ部分の数字はモノマー成分の炭素数に由来する指数である。例を次に示す。 
 
「ナイロン－ｎ」（開環重合反応）  

ナイロン６ － ε-カプロラクタム（炭素数６）  
ナイロン１１－ ウンデカンラクタム（炭素数１１）  
ナイロン１２－ ラウリルラクタム（炭素数１２）  

 
「ナイロン－ｎ、ｍ」(共重縮合反応)  

ナイロン６６ － ヘキサメチレンジアミン（炭素数６）+ アジピン酸（炭素数６）  

植物由来樹脂
生産

二酸化炭素

植物由来樹脂

使用／廃棄／焼却

エネルギー

植物由来樹脂
生産

二酸化炭素

植物由来樹脂

使用／廃棄／焼却

エネルギー
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ナイロン６１０－ ヘキサメチレンジアミン（炭素数６）+ セバシン酸（炭素数１０）  
 
(1)ナイロン６ 

ナイロン６はカプロラクタムを開環重合したポリアミドで融点２２５℃、比重１．１４

を示す。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２１０℃前後を示す。 
 

 
(2)ナイロン６６ 

ナイロン６６はヘキサメチレンジアミンと アジピン酸の重縮合したポリアミドで融点

２６５℃、比重１．１４を示す。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２

５５℃前後を示す 
 

(3)ナイロン１１ 
ナイロン１１はウンデカンラクタムを開環重合したポリアミドで融点１８７℃、比重１．

０４を示す。ナイロン６及び６６に比べて融点、吸水性が低く、耐寒衝撃性に優れている。 
 
(4)ナイロン１２ 

ナイロン１２はラウリルラクタムを開環重合したポリアミドで融点１７６℃、比重１．

０２を示す。ナイロン６及び６６に比べて融点、吸水性が低く、耐寒衝撃性に優れている。

ポリアミドの中では最も低密度である。 
 
(5)ナイロン６１０ 

ナイロン６１０はヘキサメチレンジアミンとセバシン酸を重縮合したポリアミドで融点

２２５℃、比重１．０８を示す。屈曲疲労特性が優れる。 
 

1.2.2 ポリエステル樹脂 
結晶性樹脂でガラス繊維など複合材との親和性も高くエンジニアリングプラスチックと

して扱いやすい。高温高湿度の環境下では加水分解する。耐熱性が良い。連続使用上限温

度が高い。機械的特性が良く強度、剛性が高い。クリープ特性が良い。電気的特性が良く

絶縁破断強さ、体積固有抵抗が高い。耐薬品性、耐候性が良い。 
ジカルボン酸とジオールとの重縮合反応で合成される。中でも最も多く生産されている

ものはテレフタル酸とエチレングリコールから製造されるポリエチレンテレフタレート 
(ＰＥＴ) である。ジカルボン酸成分としてテレフタル酸、２、６－ナフタレンジカルボン

酸、ジオール成分としてエチレングリコール、１、３－プロパンジオール 、１、４－ブタ

ンジオールが使われる。 
 

(1)ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ） 
 結晶化速度が速く成形性に問題はない。長期耐熱性が良好である。吸水率が小さい。結

晶性樹脂としては寸法安定性に優れる。耐薬品性に優れる。耐候性が良い。融点２２４℃、

比重１．５２を示す。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２１０℃前後

を示す。 
 
(2)ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ） 
 他の結晶性樹脂と比較して結晶化速度が極めて遅いが改質技術によって改良されている。
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結晶化を十分進めれば耐熱性に優れる。耐薬品性に優れる。耐候性が良い。融点２５５℃

を示す。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２１５～２３５℃を示す。 
 
1.2.3 ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂 

透明性、耐衝撃性、耐熱性等において高い物性を示す。透明性をもつために光学用途に

使用することもできる。エンジニアリングプラスチックスの中でも平均して高い物性を示

す樹脂であるが、繊維強化すると強みである耐衝撃性が落ちる。難燃性を有するがあまり

高くない。耐薬品性はあまり良いとは言えない。特にアルカリ剤、溶剤では劣化する。エ

ステル基を有する為、高温高湿度の環境下では加水分解する。溶融時の粘度が高いため流

動性に劣る。 ビスフェノールＡとホスゲン（もしくはジフェニルカーボネート）を原料と

して生産される。塩化カルボニルを用いる場合は、界面重縮合でポリマー化される。また、

ジフェニルカーボネートを用いる場合は、エステル交換による重合で合成される。モノマ

ーはすべてカーボネート基で連結されている。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度

（高荷重）１４８℃前後を示す。 
 

 
1.2.4ＰＰＳ樹脂 
 ベンゼン環と硫黄原子が交互に結合した単純な直鎖状構造を持つ、結晶性の熱可塑性樹

脂。ＰＰＳ樹脂単独では脆く耐熱性も低いが補強材を添加すると極めて優れた機械特性と

耐熱性を示す。開発当初、ＰＰＳは直鎖状に分子量を高めることが技術的に困難だったた

め、射出成形に充分な粘度を付与することが出来なかった。しかし、様々な検討が行なわ

れ、酸素存在下で熱処理を行なうと架橋が進み溶融粘度が高まることが見いだされ、さら

に重合中に塩化リチウム･有機酸塩･水などを添加すると直鎖状のまま分子量の向上が図れ

る現象が発見された。現在では、前者は酸化架橋型ＰＰＳ、後者は直鎖型ＰＰＳと区分さ

れている。酸化架橋型は射出成形用に、直鎖型は射出成形用に加え繊維加工やフィルム成

形用として用いられている。融点は２８０℃前後を示し高い耐熱性を持つ。強度や剛性が

きわめて高く、高温下での機械的物性の低下が少ない。耐クリープ性、耐疲労性に優れる。

耐磨耗性にも優れる。ただし靭性には劣る。耐薬品性に優れる。２００℃以下の温度環境

でＰＰＳを溶解させる溶剤は存在しない。吸水率も極めて小さい。難燃性に優れる。これ

は、酸素指数が４４と高い上、炎に当たった際に表面が炭化し内部を保護する性質を持つ

ためである。電気特性にすぐれ体積固有抵抗値が高く、絶縁性に優れる。流動性が高く、

薄肉など成形性に優れる。また成形収縮率も低く、寸法安定性に優れる。精密な成形が可

能。ただし成形時の結晶化度が物性に大きく影響するため、樹脂温度や金型温度の設定な

ど成形条件のコントロールには留意が必要となる。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ

温度（高荷重）２６０℃を示す。 
 
1.2.5ＰＥＥＫ樹脂 
ベンゼン環がエーテルとケトンにより結合した直鎖状ポリマー構造を持つ、結晶性の熱

可塑性樹脂。熱可塑性樹脂としては融点３４０℃を示し非常に高い耐熱性を有する。ＤＳ

Ｃによるガラス転移点は１４３℃を示す。非強化状態で荷重たわみ温度（高加重）は約１

５０℃。ＧＦ３０wt％強化タイプで３１５℃を示す。耐疲労性に優れる。耐磨耗性や寸法

安定性も良好。耐薬品性に優れる。高い機械的強度、剛性を示す。応力亀裂を生じにくい。

難燃性に優れる。絶縁性や耐放射線性に優れる。加水分解安定性に優れる。滑り摩擦特性

に優れ、磨耗を最小限に抑える。 
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1.2.6ＰＥＫＫ樹脂 
  ベンゼン環がエーテルとケトンにより結合した直鎖状ポリマー構造を持つ、結晶性の

熱可塑性樹脂。ＰＥＥＫ樹脂のエーテル結合を一つケトンに置き換えた構造。ケトンに置

き換え剛直な構造にすることによりＰＥＥＫ樹脂よりも耐熱性に優れる。ＤＳＣによるガ

ラス転移点が１６０℃の結晶性樹脂で３６０℃の融点を有する。ＧＦ３０wt％強化タイプ

で荷重たわみ温度（高荷重）３２１℃を示す。現在では Oxford Performance Materials, Inc 等
から入手できる。 
 
1.2.7 ポリイミド（ＰＩ）系樹脂 
 ポリイミド樹脂は芳香環骨格とイミド構造を持ち、高い耐熱性が期待できるがイミド結

合のみでは熱可塑性樹脂としては実用化されていなかった。そのため、他の結合を導入し

加工性を向上させている。現在ではイミド結合が含まれている樹脂をポリイミド樹脂と呼

んでいる 
 
(1)ポリイミド（ＰＩ）樹脂 

三井化学からガラス転移点が２５０℃の熱可塑性ポリイミド（商標：オーラム）が上市

されている。これは構造的にはポリエーテルイミド（ＰＥＩ）と呼ぶべきものであるがメ

ーカーではポリイミドと呼んでいる。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）

２４５℃を示す。さらに、詳細構造は定かではないがＳＡＢＩＣイノベーティブプラスチ

ックスが２００７年に非晶性熱可塑性ポリイミド樹脂（商標：Extem）を工業化した。これ

はガラス転移点が最高で３１１℃という極めて優れた耐熱性を示し、高い長期使用温度、

２５０℃超まで維持される強度、剛性、耐クリープ性、さらに塩素系溶剤を含む幅広い薬

剤への耐薬品性を特長とする。難燃性を有し、透明である。しかしながら、ＧＦ３０wt％
強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２５５℃に留まっている。 

 
(2)ポリアミドイミド（ＰＡＩ）樹脂 
 ソルベイアドバンストポリマーズ株式会社が提供しているポリアミドイミド（商標：ト

ーロン）。優れた耐熱性を持ち長期連続使用においても特性の低下が少ない。優れた機械強

度と強靭性を兼ね備え、金属に似たクリープ特性を示す。耐薬品性に優れ、一部のアミン

と強酸を除きほとんどの有機溶剤に溶解しない。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性を有する事

から摺動材として信頼がおける。アルミ合金、炭素鋼等の金属と類似の線膨張係数を示す。

難燃剤無添加で難燃性を示す。優れた電気絶縁特性を持つ。射出、押出、圧縮成形という

一般的な方法で成形が可能。寸法安定性が良く精密な設計が可能で、長期で過酷な条件で

も安定な形状を保つ。成形後のポストキュアが必要。ガラス転移点は２８９℃。ＧＦ３０

wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２８２℃を示す。 
 
(3)ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）樹脂 
 ＳＡＢＩＣイノベーティブプラスチックスが提供しているポリエーテルイミド（商標：

ウルテム）。ガラス転移点は２１７℃。温度の上昇時に物理的機械的特性において優れた安

定性を備える。２００℃まで剛性と強度を維持。優れた寸法安定性を持つ。オイル、脂肪

族炭化水素、アルコール、酸、希釈液などに触れても強度を維持し、強度と応力亀裂耐性

を維持する。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）２１０℃を示す。 
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1.2.8 全芳香族ポリエステル樹脂 
 新日本石油が提供する液晶ポリマー（ＬＣＰ）である全芳香族ポリエステル樹脂（商標：

ザイダー）は熱可塑性樹脂の中で最高の耐熱性を示し、広い温度範囲で卓越した強度、弾

性率を示す。難燃性を有する。高弾性でありながら優れた制振特性を持つ。成形収縮率、

線膨張係数が小さく寸法安定性に優れる。耐薬品性に優れる。薄肉流動性に優れるうえ、

バリが発生しにくいといった優れた加工性を持つ。固化速度が速い。結晶化度が殆ど金型

温度に依存しないため、低い金型温度での成形が可能。アウトガスが殆ど発生せず、型腐

食が起きにくい。荷重たわみ温度（高荷重）３４９℃を示す。 
 
1.2.9 ポリプロピレン（ＰＰ）樹脂 

比重が小さく、水に浮かぶ。吸湿性がなく、薬品に強い特色がある。しかし、耐光性、

耐熱性が低い。上記に紹介しているエンジニアリングプラスチックと比較すると強度に劣

る。近年、リサイクルの観点から自動車内外装に良く使われ出した。エラストマーとアロ

イ化されバンパー材料として用いられるようになっている。ガラスの不連続長繊維含有ポ

リプロピレンは自動車のフロントエンドモジュールなどの二次構造材にも使われ始めてい

る。ＧＦ３０wt％強化タイプで荷重たわみ温度（高荷重）１５０℃前後を示す。 
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表1.2-1 熱可塑性樹脂物性表 

＊JIS K7191-96 
 

ナイロン66 ナイロ

ン６ 

ＰＢＴ 

 

ＰＥＴ 

 

ＰＣ 

 

ＰＰＳ ＰＥＥＫ PEKK 

 

Extem 

XH2315

トーロン

5030 

ウルテム

2300 

ザイダー

RC-210 

ＰＰ 

項目/ASTM番号 ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ ＧＦ30％ 

比重/D792 1.36-1.37 1.36 1.52-1.55 1.53-1.60 1.42-1.43 1.55-1.57 1.52 1.51 1.52 1.61 1.51 1.60 1.12 

吸水率(%)/D570 0.6-0.7 1.1-1.3 0.06-0.07 0.05-0.10 0.1 0.01-0.02 0.1 0.04 0.59 0.24 0.18 0.02  

引張強度(MPa) /D638 190 150-190 120-150 150 120-130 150-190 170-190 190 150 220 170 148 100 

引張破断伸び(%)/D638 3-5 4-5 3-6 2-3 3-5 2 3 2 3 2 3 1.3 2-3 

曲げ強度(MPa) /D790 240-280 220-260 190-210 210-250 160-190 200-250 270 260 210 340 230 187 150 

曲げ弾性率 

(GPa) / D790 

7.2-9.0 7.8-8.8 7.6-9.8 9.0-10.4 7.3-8.6 9.5-11.0 10.5-10.7 11 9.0 11.7 9.0 17.4 6.5-6.8 

アイゾット衝撃強度 

（J/m）/D256 

80-90 90-130 80-110 80-100 100-180 70-130 90-110 94 80 80 80 110  

荷重たわみ温度高荷重

（℃）/D648 

242-255 209-215 205-218 215-236 144-149 260-270 315 321 255 282 210 349 * 

148-154 

線膨張率 

（10-5
／K）/D696 

3-4 3 2-3 2-3 2 2-3 - - - 1.6 2.0 - - 

絶縁破壊強度 

（MV/ｍ）/D149 

18-25 15-25 17-32 22-32 19-30 12-18 - - - 33 24 25.2 - 

アーク抵抗(s) /D495 110-148 121-160 105-146 79-127 100-120 35-127 - - - 4.4 85 188 - 

誘電率/D150 3.5-3.9 3.3-4.0 3.2-4.0 3.4-4.0 3.1-3.5 3.8-4.0 - 3.3 - 4.2 3.7 3.6 - 
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１．３  プリプレグの製造技術 
 連続繊維系熱可塑性樹脂プリプレグの製造方法は、繊維への樹脂含浸方法の種類から、

次のような方法が存在する。 
①  溶融法（ホットメルト法） 
②  溶剤法 
③  パウダー法 
    ・ドライパウダーコーティング法 
    ・パウダーサスペンション法 
④  樹脂フィルム含浸法（フィルムスタッキング法） 
⑤  混織法（コミングル） 

各々の製造技術の特徴および製造方法について、以下の項で詳細に示す。 
 
1.3.1 溶融法（ホットメルト法） 
 この方法は、押出機で熱可塑性樹脂を溶融し、溶融バスの中に連続繊維を通し、繊維内

部に樹脂を含浸させる製造方法である。この方法の長所は、設備投資が少なく ､ エネルギ

ーの消費も少なく、環境問題も無い点にある。また、短所は、使用できる樹脂に制限され

る点（樹脂の粘度レベルに依存する）にある。 
溶融法を用いた製造技術について、図1.3.1-1に一例を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.1-1  溶融法によるプリプレグ製造概念図 1)  
 
1.3.1項参考文献 
1) Richard L.Moyer, Hercules inc, “ Methods of making continuous length reinforced plastic  
   articles” US3993726  
 
1.3.2 溶剤法 
 この方法は、樹脂（主として非晶性樹脂）を溶媒で溶かした溶液を用いて強化繊維に含

浸させる製造方法である。この方法の長所は、高品位なプリプレグが得られること、幅が

広いプリプレグが得られる点にある。また、短所は、危険な溶媒を使用すること、溶媒の

除去回収が難しい点にある。 
溶剤法を用いた代表的な製造技術として、熱濃硫酸のみが溶媒である PEEK 樹脂にジフ

ェニルスルフォンを可塑剤として用い、樹脂粘度を低下させ、強化繊維に含浸させる方法

が提案されている 1) 。また、 PEI 樹脂を有機溶剤に溶解し、織物基材に含浸させた織物プ

リプレグも提案されている（ TenCate  CETEX ）。  

押 出 機  40

ク ロ ス ヘ ッ ド ダ イ 41

ロ ー ビ ン グ 42 

水 ス プ レ ー 46, 47
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1.3.2項参考文献 
1) OGSWELL FREDERIC N and STANILAND PHILIP A ,ICI PLC (GB)  
    “ Method of producing fiber-reinforced composition” US4541884  
 
 
1.3.3 パウダー法 
 熱可塑樹脂パウダーを用いた製造方法には、ドライパウダーコーティング法と溶液に分

散させたサスペンション法に分類される。パウダー法の長所は、使用できる樹脂が多いこ

と、高品位なプリプレグが得られること、プリプレグ特性（目付け、ＲＣ、幅）の自由度

が高い点にある。また、短所は、樹脂をパウダー化する必要があり、そのコストが高い点

にある。パウダー法を用いた製造技術のドライパウダーコーティング法およびサスペンシ

ョン法について、以下に一例を示す。 
 
(1) ドライパウダーコーティング法 
 この方法は、ドライパウダーを強化繊維に付着させ、次の工程で加熱しパウダーを溶融

含浸させる方法である。図1.3.3-1は、ドライパウダーに静電気を付与しながら散布し (24)、
強化繊維に付着させ、オーブン (25)で加熱溶融含浸させる一例である。図1.3.3-2は、流動

床で分散させたドライパウダーを強化繊維に付着させ、オーブンで加熱溶融含浸させる一

例である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.3-1  パウダーコーティング法によるプリプレグ製造概念図 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.3-2  流動床法によるプリプレグ製造概念図 2)

パ ウ ダ ー コ ー テ ィ ン グ チ ャ ン バ ー  24

オ ー ブ ン 25

冷 却 30  

静 電 気 発 生 源 24
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(2) パウダーサスペンション法 
 樹脂パウダーを水あるいは溶剤に均一分散させた槽の中に強化繊維を通し、パウダーを

強化繊維に付着させ、次の工程で加熱しパウダーを溶融含浸させる方法である。パウダー

サスペンション法を用いた製造技術について、以下に一例を示す。 
図1.3.3-3は、アセトンやエタノール等の有機溶剤に樹脂パウダーを均一分散させた樹脂

槽 (30)に連続繊維を通し、樹脂パウダーを繊維に付着させ、オーブン (31)で加熱溶融含浸

させる一例である。溶剤の回収、環境負荷の面で課題はある。 
また、図1.3.3-4は、水分散サスペンション法の一例である。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.3-3  溶剤分散のパウダーサスペンション法によるプリプレグ製造概念図 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.3-4  水分散のパウダーサスペンション法によるプリプレグ製造概念図 4)  
 
1.3.3項参考文献 
1) DAVIES ROBERT M and RAMASAMY ALAGIRUSAMY, HEXCEL COMPOSITES GMBH 
    “Flexible low bulk pre-impregnated tow” EP1281498  
2) J.MUZZY , “ Electrostatic Prepregging of Thermoplastic matrices.”  
     SAMPE Journal, Vol.25, No.5, p.15 (1989)  
3) KOSUDA HIROYUKI, NAGATA YASUHISA and ENDOH YOSHIHIRO, TOHO RAYON  
   “ Method for producing carbon fiber reinforced thermoplastic resin product” US489728  

4) MILLS STUART D, PHILLIPS PETROLEUM CO,“ Molding process for forming a tape of  
    long reinforcement ” US4900499  

ド ラ イ チ ャ ン バ ー 
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1.3.4 樹脂フィルム含浸法 
 樹脂フィルムと強化繊維を合わせ、ダブルベルトプレスや間欠プレス方式で樹脂を溶融

含浸させる製造方法である。この方法の長所は、高品位なプリプレグが得られること、幅

の広いプリプレグが得られる点にある。また、短所は、使用できる樹脂に制限される点

（樹脂フィルム化が必須 ）、 高価なプレス装置が必要であるためプリプレグコストが高い

点にある。樹脂フィルム含浸法を用いた製造技術について、以下に一例を示す。 
図1.3.4-1は、開繊糸と樹脂フィルムを用いた連続含浸法の一例である。開繊糸を用いる

ことで樹脂の含浸性を向上させる点に特徴がある。 
図1.3.4-2は、ダブルベルトプレスを用いた樹脂フィルム含浸法の一例である。 
図1.3.4-3は、強化繊維基材をオーブン (4) で予め加熱し、基材に樹脂フィルムを貼合せ、

基材の蓄熱を利用し樹脂を含浸させる一例である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.4-1  開繊糸を用いた樹脂フィルム含浸法によるプリプレグ製造概念図 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.4-2  ベルトプレスを用いた樹脂フィルム含浸法によるプリプレグ製造概念図 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.3.4-3  樹脂フィルム含浸法によるプリプレグ製造概念図 3)  
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1.3.4項参考文献 
1)川邉 和正 , “強化繊維束の開繊技術と新しい複合材料 ” 繊維機械学会誌 :  
     繊維工学  Vol. 55  No.11, p416 (2002)  
2) MICHAEL EFFING, DUPONT ADVANCED MATERIAL SYSTEMS  
     “ The TEPEX system”  デュポン複合材料シンポジウム ,(1993 年12月 3 日 )  
3) LENFERINK ROBERTUS GERARDUS and VAN DREUMEL WILHELMUS HENDRIKU,  
   TEN CATE ADVANCED COMPOSITES B “ Method for manufacturing a dimensionally  

    stable fabric cloth and fabric cloth obtained therewith ” EP1005979  

 

1.3.5 混織法（コミングル）法 
 この方法は、強化繊維と熱可塑性樹脂繊維とを複合化し、複合糸を作製する技術である。

複合糸を織物加工（一方向、平織、組紐、多軸織物  等）し、中間材料を得、これを直接

加熱成形工程に通し、熱可塑性樹脂繊維を強化繊維に含浸させ製品を得る。 
この方法の長所は、高品位なプリプレグが得られること、プリプレグ特性（目付け、Ｒ

Ｃ、幅）の自由度が高いこと、幅の広いプリプレグが得られる点にある。また、短所は、

使用できる樹脂に制限される点（繊維化が必須 ）、 熱可塑樹脂の繊維化コストが高い点に

ある。混織法を用いた製造技術について、以下に一例を示す。 
図1.3.5-1は、強化繊維 (2) と熱可塑性樹脂繊維 (3) を延伸域(11,12)、裂断帯域(13,14)を

通過させ、各々の繊維を混合させ、複合糸を得る一例である。 
図1.3.5-2は、溶融したガラス繊維と溶融した熱可塑性樹脂繊維とを連続的に合わせ複合

糸を得る一例である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.5-1  混織法（コミングル）による         図 1.3.5-2  混織法（コミングル）による   
         複合糸の製造概念図 1)                     複合糸の製造概念図 2)     
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図1.3.5-3は、強化繊維と熱可塑性樹脂繊維を複合化した複合組紐（強化繊維を芯材にと

して、その周りに組紐状に熱可塑性樹脂繊維を被覆した紐状の複合基材 ）、 複合撚紐（強

化繊維を芯材としてその周りに撚紐状に熱可塑性樹脂繊維を被覆した紐状の複合基材）を

作製し、多軸配向編み工程を用いた複合材料の一例である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             複合組紐                            複合撚紐 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.3.5-3  複合糸および複合糸を用いた多軸配向編みの製造概念図 3)  
 
1.3.5項参考文献 
1) GUEVEL JEAN, FRANCOIS MARC and BONTEMPS GUY,  SCHAPPE SA“  Hybrid yarn  
  for composite materials made from thermoplastic matrix and method for producing the same”   
  EP0354139  
2) RONCATO GIORDANO and FEDEROWSKY ROBERT, SAINT GOBAIN VETROTEX 
 “ Process and device for producing a yarn or ribbon formed from reinforcement fibers and  
    a thermoplastic organic material ” US5011523  
3) http://www.fukui-fibertech.co.jp/technology/technologies/index.html  
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1.3.6 商品化されている連続繊維系熱可塑性樹脂プリプレグ 
 現在、市販されている連続繊維系熱可塑性樹脂プリプレグを表に示す。溶融法、パウダ

ー法、樹脂フィルム含浸法、混織法（コミングル）法  等、製造方法は様々であり、各社

の特徴を活かした連続繊維系熱可塑性樹脂プリプレグが製造販売されている。 
 
表  1.3.6-1  市販されている熱可塑性樹脂プリプレグ 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.6項参考文献 
1) Michael Buck, Phoenix TPC, Inc, “Continuous Fiber Thermoplastic Composites Materials &  
   Processing Technologies” 10th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition 2007  
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1.3.7 熱可塑性樹脂プリプレグの製造方法に関する課題 
 熱硬化性プリプレグと比較し、熱可塑性プリプレグは、硬くてドレープ性がなく、タッ

クも低く、プリプレグとしての取扱い性、加工性が極めて悪いのが現状である。これらを

改良するため、種々の製造方法が開発され、各社から連続繊維系熱可塑性樹脂プリプレグ

が上市されている。現状、連続繊維系熱可塑性プリプレグの製造コストは高く、特に炭素

繊維を用いたプリプレグには、 PEEK 、 PEI 、 PPSのような高価な熱可塑性樹脂を用いた

高付加価値プリプレグが適用されているに過ぎない。 
今後の連続繊維系熱可塑性プリプレグの市場拡大には、コンポジット成形プロセスの技

術革新が必要であり、その成形プロセスに適した熱可塑性プリプレグが、今後のプリプレ

グ製造方法のスタンダードになると言えよう。 
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第２章 複合材料としての材料特性の開発動向 
 
第１章において熱可塑性樹脂の技術ならびに動向について触れた。本章では、熱可塑性

樹脂をマトリックスとした複合材料としての材料特性について述べていく。そのまえに、

熱可塑性樹脂複合材料の経緯について簡単に触れておく。 
 
２．１ 熱可塑性樹脂複合材料の開発の歴史 
 
射出成型の強化材として、炭素繊維を用いる動きは 1980 年以前から行われていた。炭素

繊維を不連続繊維のまま強化材として用いると、炭素繊維の持つ優れた剛性ならびに強度

を十分に活かすことができない。ただし、ガラス繊維を強化材に使用した場合と比べて、

もちろん強度・弾性率が大きくなる。さらに、電磁波遮蔽性など新しい付加価値を有する

ことになる。熱可塑樹脂は、熱硬化性樹脂に比べて高温での成形が必要となり、射出成形

の優れた加工性などに比べて、連続繊維を用いた熱可塑性樹脂複合材料の開発は成形技術

がネックになって、不連続繊維のものに比べて遅れていた。連続繊維強化の熱可塑性樹脂

複合材料は、連続繊維強化熱硬化性樹脂複合材料に比べて以下のメリットがある。 
① 耐衝撃性に優れた複合体が得られやすい。 
② 成形時間が短く、生産性に優れる。 
③ 熱融着・熱賦形が可能で、宇宙空間での加工等に適す。 
④ リサイクル使用が可能である。 
⑤ プリプレグの保存安定性に優れる。（冷凍保存の必要なし） 

連続繊維タイプの熱可塑性樹脂複合材料のマトリックスとしては、繊維間への樹脂の十

分な含浸新が達成できるものであれば、いかなる樹脂でも用いられる。今までに検討され

たものとしては、ナイロン６、ナイロン６６、PPS、PBT、PET、PEEK、PSU、PES、PAI、
PEI などがあり、ほとんどのエンジニアリングプラスチックが検討されている。 

PEEK は ICI 社が１９７０年代後半に開発した全芳香族結晶性高分子で、結晶性高分子の

中では、Tg および融点が高く、かつ溶融時熱安定性が非常に優れた樹脂である。PSU など

の非晶性高分子より弾性率が高く、靭性も優れている。また、自己消火性で良好な難燃性

を有し、酸、アルカリ、熱水に対しても耐性が存在する。PEEK 自体は通常のエンジニアリ

ングプラスチックとして注目されていたものの、上記の熱硬化性プラスチックの大きな欠

点であった耐衝撃性が極めて高いことから PEEK をマトリックスとする熱可塑性樹脂が大

いに脚光を浴びることになった。 
PEEK の開発ならびに研究は 1980 年代に入って大いに進んだ。次章で取り上げることに

なるが、航空機への熱可塑樹脂の適用という意味で、1990 年ごろから航空機部材への適用

を目指した開発が続けられている。 
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２．２ 複合材料としての材料物性 
 
複合材料の諸特性は、繊維に依存するものと樹脂に依存するもの、界面特性に依存する

ものにある程度峻別できる。上記、熱可塑性樹脂複合材料の歴史で触れたように熱硬化性

樹脂と比較した場合の熱可塑性樹脂のメリットは高靭性である。高靭性であることが熱可

塑性樹脂複合材料の材料物性を特徴づけている。複合材料の引張特性は繊維の弾性率なら

びに強度が支配的である。そのため、熱硬化性樹脂であれ、熱可塑性樹脂であれ大きな違

いは見られない。一方、層間破壊靱性や 45°引張試験などは樹脂の特性が支配的であるた

め熱硬化性樹脂のその特性を大きく上回る。一方で、熱可塑性樹脂の中には、樹脂弾性率

が小さいものもある。その場合、樹脂の弾性率が支配的である圧縮特性などは期待するこ

とができない。しかし、樹脂靭性の向上は航空機で重要視される衝撃後圧縮強度の向上に

役立っている。図 2.2-1 にエポキシ樹脂および熱可塑性樹脂（PEEK）を用いた場合の衝撃

試験後の内部損傷面積を超音波探傷装置を用いて評価し、比較したグラフを示す。このグ

ラフからも PEEK 樹脂を用いることにより、通常エポキシ樹脂よりも耐衝撃性が優れてい

ることがわかる。エポキシ樹脂の 3501-6 では、損傷面積がその他の対象材料に比べて極め

て大きくなっている。 
 
 
 

 
 
 

図 2.2-1 衝撃エネルギーと損傷面積の関係 (24 プライ擬似等方性積層板)１） 
 
 
同様に、衝撃後の圧縮強度を評価したグラフを図 2.2-2 に示す。このグラフから熱可塑性

樹脂複合材料が内部損傷面積の大きさによらず、圧縮強度の低下率が低いことがわかる。
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一方で、初期の圧縮強度が低くなっている。これは、樹脂が高靭性化されることで層間は

く離強度を向上させ、衝撃による損傷を小さくした上で、圧縮強度の低下を招かないよう

にしているが、靭性向上により樹脂が軟化し、樹脂自体の剛性が小さくしたことによって、

圧縮強度そのものが低下したものと考えられる。 
靭性向上することのメリットは衝撃後圧縮強度や層間破壊靭性強度が向上すること以外

にも、材料が構造に適用される場合の設計強度に対しても当てはまる。構造物の設計強度

はこの絶対強度に対して、安全率を加味することで評価する。靭性向上の効果は樹脂複合

材料での過剰な安全率の適用を回避するのに大きく役立つ。 
通常エポキシ樹脂をマトリックスとした場合、熱硬化性樹脂複合材料の許容設計ひずみ

は 3000μ程度とされているが、熱可塑性樹脂（PPS）を使用した熱可塑性樹脂複合材料の設

計許容ひずみは 6000μとしていることであった。許容設計ひずみが熱硬化性樹脂複合材料

の２倍となると、材料使用量も大幅に軽減でき、軽量化できるメリットがある。 
これらの特性を有していることを踏まえて、各種熱可塑性樹脂を使用したときの材料物

性について次項で紹介していく。 
 
 
 
 

 
 

 
図 2.2-2 ＣＡＩ強度と衝撃荷重の関係（24 プライ擬似等方積層板）１） 

 
 
2.2 項参考文献 
1)  K. Srinivasan, W.C. Jackson and J. A. Hinkley, “Response of composite materials to low 

velocity impact.”, NASA TECHNICAL MEMORANDUM 102755 
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2.2.1 PEEK 
PEEK（ICI 社）は結晶性樹脂で、高い耐熱性を有し、溶融時の熱安定性に優れている。

また靭性に優れ、炭素繊維と組み合わせると優れた耐衝撃性を発現できる。この樹脂を用

いた長繊維強化型のプリプレグ APC-2 が ICI 社より出ており、これを用いた研究例が多く

データの蓄積が進んでいる。引張強さは 100MPa と高く、特に、破断ひずみは 80%である。

さらに、熱変形温度が 152℃で融点は 334℃である。PEEK のプリプレグの成形には少なく

とも 400℃程度での含浸が必要になってくる。 
 
(1)材料物性（文献調査） 

PEEK を使った複合材料特性について紹介する。引張強度ならびに弾性率に関しては、

PEEK ならびにエポキシ樹脂においても変化が無いことがわかる。一方、層間破壊靱性が

10 倍以上高いことがわかる。上記でも触れたように、層間破壊靱性は衝撃後圧縮強度特性

ならびに擬似等方積層板の引張試験時における 90°層トランスバースクラック強度に影響

を及ぼす。本特性は、繊維強化複合材料が持っていた欠点を補うに余りある値である。石

川２）らは、航空機向けに開発された PEEK 材料の衝撃後圧縮特性をその層間はく離の形状

を評価しながら詳細に観察している。エポキシ樹脂複合材料として、AS/410 を用い、PEEK
複合材料として、AS4/APC-2 を用いた衝撃後の損傷に関して図 2.2.1-1 に示す。 
 

 
図 2.2.1-1 エポキシ樹脂とＰＥＥＫ樹脂による衝撃荷重後の損傷面積ならびに形状の変化 

上部 C-Scan 映像,  下部 B-Scan 映像 1） 
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損傷面積は小さくなっていることがわかる。形状的には特異な方向性が出ることも無く、

ほぼ円形を保っている。また、図 2.2.1-2 からもわかるように、石川らの実験においても残

留圧縮強度は PEEK を用いることで通常のエポキシ樹脂よりも高いとされた。衝撃後圧縮

強度には、破壊靱性が高い樹脂ほど損傷面積が小さくなり、残留衝撃後圧縮強度が小さく

なっていることが紹介されている。 
一方で、融点が 335℃と高く優れた材料特性に比して成形の温度が高いことは様々なコス

トに対して影響を及ぼしている。次項で紹介する PPS および PA などは成形温度が低いこと

から熱可塑性樹脂複合材料の展開には大きく向いている。 
融点が高いことにより、材料内部の熱残留応力も高くなっている。引張強度に関しては、

本熱残留応力は大きな影響を及ぼさないものの層間破壊靱性に関しては影響を及ぼしてい

るとされている 2）。 

 

図 2.2.1-2 衝撃荷重と残留圧縮強度の関係 1） 
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(2)商品の材料物性 
ICI 社のカタログデータを表 2.2.1-1 に載せる。 

 
表 2.2.1-1 連続一方向強化熱可塑性樹脂複合材料の物性（PEEK）3） 

 AS4/PEEK AS4/3501-6 
繊維含有率 Ｖｆ    ％ 61 62 
ガラス転移温度     ℃ 
融点          ℃ 

143 
335 

 

０° 引張強度     MPa 
      引張弾性率    GPa 

2130 
134 

2140 
148 

９０° 引張強度    MPa 
       引張弾性率   GPa  
    引張破断ひずみ ％ 

80 
8.9 
1.0 

- 
- 
- 

０° 曲げ強度     MPa 
      曲げ弾性率    GPa 

1880 
121 

1790 
124 

９０° 曲げ強度    MPa 
       曲げ弾性率   GPa  

137 
8.9 

- 
- 

０° 圧縮強度     MPa 1100 - 
層間せん断強度     MPa 105 127 
層間破壊靭性 ＧＩＣ   J/m2 2400 200 

 
2.2.1 項参考文献 
1)  Takashi Ishikawa, Sunao Sugimoto, Masamichi Matsushima and Yoichi Hayashi, “Some 

experimental findings in compression after impact (CAI) tests of CF/PEEK(APC-s) and 
Conventional CF/Epoxy flat plates.” Composite Science & Technology, 55, 1995, 349-363 

2)  Patricia P. Parlevliet, Harald E.N. Bersee and Adriaan Beukers, “Residual stresses in 
thermoplastic composites – a study of the literature. Part III: Effects of thermal residual 
stresses”, Composite PartA, 38 (2007) 1581–1596 

3)  ICI 社カタログデータ 
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2.2.2 PPS 
PPS（Philips 社製）は結晶性樹脂で、Tg が 87℃と比較的低いが耐薬品性に優れる。この

系による研究例も多い。現在、本樹脂を用いた TenCate 製の熱可塑性プリプレグが有名であ

る。 
 
(1)材料物性（文献調査） 

君家らは、PPS、ナイロン、エポキシ樹脂の繊維方向、繊維直角方向の引張強度の評価を

行っている。図 2.2.2-1 から、繊維直角方向に関してはナイロンの伸びが起因して、非常に

大きな変形となった。君家らが用いた樹脂の特性については表 2.2.2-1 に示す。 
ナイロン６の最大ひずみは極めて大きいことが繊維直角方向の歪み増大につながってい

ることがわかる。繊維方向での樹脂依存性が少ないものの、繊維直角方向での樹脂依存性

が大きいことがわかる。君家らの報告は 1996 年のものであり、PPS の複合材料としての特

性は大きく向上している。 
 

  
 

(a) 繊維方向              (b) 繊維直角方向 
 

図 2.2.2-1 引張試験における応力歪み線図 1） 
 
 
 

表 2.2.2-1 ナイロンおよび PPS の樹脂の特性 1） 
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(2)商品の材料物性 
Philips 社のカタログデータを表 2.2.2-2 に Phoenixx 社データを表 2.2.2-3 に載せる。 

 
 

表 2.2.2-2 連続一方向強化熱可塑性樹脂複合材料の物性 1（PPS）2） 
 AS4/PPS AS4/3501-6 

繊維含有率 Ｖｆ    ％ 59 62 
ガラス転移温度     ℃ 
融点          ℃ 

92 
280 

 

０° 引張強度     MPa 
      引張弾性率    GPa 

1800 
134 

2140 
148 

９０° 引張強度    MPa 
       引張弾性率   GPa  
    引張破断ひずみ ％ 

27 
9.9 
- 

- 
- 
- 

０° 曲げ強度     MPa 
      曲げ弾性率    GPa 

1730 
121 

1790 
124 

９０° 曲げ強度    MPa 
       曲げ弾性率   GPa  

- 
- 

- 
- 

０° 圧縮強度     MPa 970 - 
層間せん断強度     MPa - 127 
層間破壊靭性 ＧＩＣ   J/m2 - 200 

 
 

表 2.2.2-3 連続一方向強化熱可塑性樹脂複合材料の物性 2（PPS）3） 
 AS4C/PPS AS4/3501-6 

繊維含有率 Ｖｆ    ％ 53 62 
ガラス転移温度     ℃ 
融点          ℃ 

- 
- 

 

０° 引張強度     MPa 
      引張弾性率    GPa 

1841 
114 

2140 
148 

９０° 引張強度    MPa 
       引張弾性率   GPa  
    引張破断ひずみ ％ 

49 
8.8 
- 

- 
- 
- 

０° 曲げ強度     MPa 
      曲げ弾性率    GPa 

1503 
101 

1790 
124 

９０° 曲げ強度    MPa 
       曲げ弾性率   GPa  

- 
- 

- 
- 

０° 圧縮強度     MPa 
     圧縮弾性率    GPa 

1007 
107 

- 

層間せん断強度     MPa - 127 
層間破壊靭性 ＧＩＣ   J/m2 - 200 
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2.2.2 項参考文献 
1)  Naoyuki Oya and Hiroyuki Hamada, “Mechanical properties and failure mechanisms of carbon 

fibre reinforced thermoplastic laminates”, Composites Pan A 28A (1997) 823-832 
2)  Philips 社カタログデータ 
3)  旧 Phoneixx 社カタログデータ 
 
 
2.2.3 PA 
ナイロン樹脂はエンジニアリングプラスチックの中で最も扱い易い樹脂とされている。

自動車部品においても汎用的に使われている。エンジン周りの高温になる部分、エンジン

カバー、ラジエータータンク、インマニ等には、ポリプロピレンなどの汎用樹脂では耐熱

性に問題があるため、ナイロン樹脂が多用されている。これら樹脂は射出用途であり、一

般的には短繊維強化されたものが一般的である。自動車では、ガラス繊維強化のものが主

流である。一方、ナイロン樹脂を使った連続繊維強化複合材料を見てみると、一般的には

スポーツ用途に適用された事例が多く、航空機用途に展開しているものは少ない。 
 
(1)材料物性（文献調査） 

ナイロン樹脂を使った複合材料特性としては、大谷らの論文に代表されるように高い靭

性を用いて、繊維直角方向においても優秀な特性を出すことで知られている。現在、ナイ

ロンでは、リアクション成形を用いることで樹脂粘度を下げ、より低温で硬化できる手法

の研究が行われている１）。引張弾性率ならびに引張強度を、朱子織材を使って評価した結果

を図 2.2.3-1 に示す。 
スタンピング成形とリアクション成形では引張特性について大きな差が出ないことがこ

の結果が示している。ナイロン樹脂においては、織物基材を使った汎用用途への展開が進

んでいる。特に、靭性が必要になるファンブレードなどには、これらの樹脂が適用を叫ば

れている。 
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図 2.2.3-1 リアクション成形とスタンピング成形による引張特性の差１） 
 



- 35 - 

(2)商品の材料物性 
PA6 をマトリックス樹脂とした Phoneixx 社の一方向熱可塑性樹脂複合材料の特性データ

を表 2.2.3-1 に示す。 
 
 

表 2.2.3-1 連続一方向強化熱可塑性樹脂複合材料の物性（PA）２） 
 AS4C/PA6 AS4/3501-6 

繊維含有率 Ｖｆ    ％ 49 62 
ガラス転移温度     ℃ 
融点          ℃ 

- 
- 

 

０° 引張強度     MPa 
      引張弾性率    GPa 

1379 
110 

2140 
148 

９０° 引張強度    MPa 
       引張弾性率   GPa  
    引張破断ひずみ ％ 

49 
7.2 
- 

- 
- 
- 

０° 曲げ強度     MPa 
      曲げ弾性率    GPa 

1413 
117 

1790 
124 

９０° 曲げ強度    MPa 
       曲げ弾性率   GPa  

74 
9.3 

- 
- 

０° 圧縮強度     MPa - - 
層間せん断強度     MPa - 127 
層間破壊靭性 ＧＩＣ   J/m2 - 200 

 
 
2.2.3 項参考文献 
1)  M.D. Wakeman, L. Zingraff , P.-E. Bourban , J.-A.E. Ma˚nson and P. Blanchard, Stamp forming 

of carbon fibre/PA12 composites – A comparison of a reactive impregnation process and a 
commingled yarn system”, Composites Science and Technology 66 (2006) 19–35 

2)  旧 Phoneixx 社カタログデータ 
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2.2.4 その他 
冒頭にも述べたように、エンジニアリングプラスチックの強度向上狙い強化材を入れる

工夫は全体的に行われている。航空機用途としては、PEI や PEKK といった樹脂が用いられ

る可能性が高い。 
最後に現在認定を受けている TenCate 社の CETEX PEI のデータ表 2.2.4-1 に示す。 
 

表 2.2.4-1 CETEX PEI データシート その１ １） 
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表 2.2.4-1 CETEX PEI データシート その２ １） 

 

 
 
 
2.2.4 項参考文献 
1)  旧ブライト社ＨＰより http://www.brytetech.com/products_view.aspx?productid=39 
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２．３ 熱可塑複合材料の規格化 
 
 熱可塑性樹脂複合材料の規格化の動向として、航空機製造メーカーの規格化動向を調査

した。その結果、ボーイング、エアバス等のスペックで、規格化されていることがわかっ

た。ボーイングは BMS8-353 というスペック番号で熱可塑性樹脂として PEI を使ったものが

認定されている。一方、エアバスにおいても PPS 樹脂を使った熱可塑性樹脂複合材料が規

格化されていた。 
 
２．４ 熱可塑樹脂複合材料としての今後の課題 
本章では参考にできるデータがなく疲労ならびにクリープのデータが集められなかった。

硬化反応が伴う熱硬化性樹脂に比べて、熱可塑性樹脂では完全硬化していないため、長期

耐久性評価が必須となる。また、結晶化のばらつきなどの議論も出ることが考えられる。 
しかし、注意すべきことは樹脂の特性が複合材料化されたときにどのような特性を発揮す

るかであり、複合材料の特性にクリティカルにならないサイズの欠陥であれば、複合材料

特性としては問題が発生しないことになる。今後、この見極めをすることが重要である。 
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第３章 成形技術、製品化技術の動向 
 
３．１ 成形技術 
 熱可塑性樹脂複合材料は、再加熱することにより再成形できる、プレス成形など単純な

プロセスを適用できオートクレーブの必要がないなど、熱硬化性樹脂複合材料とは異なっ

た特徴を有する。熱可塑性樹脂複合材料の材料形態および成形技術について、主として航

空機の実機部品に適用されている技術を調査した。 
 
3.1.1 材料形態 
 熱可塑性樹脂複合材料の部材を成形するための基本的な材料は以下のような形態で供給

されている。 
 
(1)積層板（RTL） 

積層板（RTL : Reinforced Thermoplastic Laminate）は、織物の複合材を重ね、高温でプレ

ス（コンソリデーション）して平板にしたものである。RTL は一定厚さの平板でかつ小型

の部品に適しているが、寸法に制限があり、複雑な曲面形状や大型の部品には適さない。 
 
(2)プリプレグ（prepreg） 
一方向（UD）テープや織物の繊維に樹脂を完全に含浸させた材料形態であり、一般に固

い板状のものになるので、積層の作業性が悪い。特に UD テープについては自動積層機に

用いられる。 
 
(3)セミプレグ（semipreg, semi-impregnated material） 

織物や一方向繊維に熱可塑性樹脂を完全に含浸させずドレープ性をもたせ、取り扱いや

すくしたものである。通常、熱硬化性プリプレグと同じように、積層し、オートクレーブ

で成形（コンソリデーション）される。RTL に比べ、大型形状や複雑形状の成形が可能で

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.1-1 RTL と炭素繊維セミプレグ 1) 
 
3.1.1 項参考文献 
1) Jon Fox-Rubin, “Considerations for Thermoforming Continuous Fiber Reinforced Composites”, 

SAMPE Japan Tutorial Seminar, 2007 
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3.1.2 成形技術 
基本的には、熱可塑性樹脂複合材料は、熱硬化性樹脂複合材料と同様の方法でプリプレ

グやセミプレグの積層により成形される。一定断面部材やチューブの場合は、プルトルー

ジョン（pultrusion）や短繊維によるインジェクションモールディング(injection moulding)
なども用いられる。 
さらに、熱可塑性樹脂複合材料は、熱間プレス成形（press-forming）や熱間折り曲げ成

形（thermo-folding）のような単純なプロセスで成形できるので自動化しやすい。また、繰

り返し加熱することができるので、再成形が可能である。さらに、熱可塑性樹脂複合材料

同士の融着が可能であり、組立のためのボルト、穴あけ等の加工を省略することによるコ

ストダウンの可能性がある。 
図 3.1.2-1 に実機に適用されている熱可塑性樹脂複合材料の主な成形過程を示す 1)。以下

に、それぞれの特徴について述べる。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.2-1 熱可塑性樹脂複合材料の成形過程 1) 
 
 
 
 
(1)熱間プレス成形（press-forming） 
熱間プレス成形の成形過程を図 3.1.2-2 に示す。所定の形状に切り出した RTL をヒータ

で加熱し、粘度が下がったところでヒーターから取り出し、金型でプレスして成形する。

図 3.1.2-3 のように、RTL の端を引っ張るブランクホルダーを用いて、繊維のしわを防ぐ等、

種々の RTL の保持方法が開発されている 2)。プレス後、圧力を加えながら冷却し、再硬化

させる。硬化後、金型から取り出し、必要に応じてトリム、あるいは機械加工する。 
製品の形状によっては、プレス前に薄板で裁断して、トリム加工を省略する net-shape 

forming も可能である。薄板なので片側から加熱するだけでよく、取扱い性が良い。 
熱間プレス成形は多くの部品に幅広く適用されている。例えば、Gulfstream 450/550 の尾

翼のリブや Airbus A340 のキールビームのリブなど、適用例が増えつつある 3) 4)。 
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図 3.1.2-2 熱間プレス成形の工程 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.2-3 ブランクホルダーの例 2) 
 
 
 
(2)熱間折り曲げ成形（thermo-folding） 
熱間折り曲げ成形は RTL を直線に沿って加熱し、この線に沿って RTL を曲げる方法で

あり、直線的な単純形状の成形に有効である。プロセス時間が短く、部品を一定厚さで加

工できる。Gulfstream 450/550 の方向舵などに適用されている。 
また、図 3.1.2-4 のようにサンドイッチパネル端部のスキンを折り曲げたフロアパネルが

実用化されており、Fokker 70/100 のカーゴフロアパネル（Glass/PEI）や Gulfstream 450/ 550 
の floor board、Airbus Beluga の floor bard （Carbon/PEI）などに適用されている 1)。さらに、

図 3.1.2-5 のようにサンドイッチパネルそのものを曲げる成形方法も検討されている。 
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図 3.1.2-4 フロアパネルの端部処理 6)    図 3.1.2-5 サンドイッチパネルの成形 7) 

 
 
(3)融着（Welding）  
 熱可塑性樹脂は加熱することにより溶融するので融着が可能である 8)。機械的な接合で

は、穴あけ加工やチタンなどの高価なリベットを使う必要がある。また、穴の周囲への応

力集中、電気化学的腐食、熱膨張係数の差、ドリルによる強化繊維の損傷などの問題があ

る。一方、接着剤による接合は特殊な表面処理と接着条件が必要であり、PPS のような耐

溶剤性の高い樹脂では十分な接着力を得るのは難しい。また、いずれの方法も多くの工程

を必要とするためコストが高い。 
これに対し融着では、接着部は点ではなく面であり、接着面のせん断強度は樹脂そのも

ののせん断強度に近い。リベット等もないので重量軽減にもつながる。装置は簡素で安価

であり、加工時間も短く、ファスナーや接着剤よりも低コストの可能性がある。また、装

置は可搬可能であり修理にも適用できる可能性がある。 
さらに、層間に欠陥が見つかった場合など、再加熱することにより修理が可能である。 
融着には以下の種類がある。 

 
a)抵抗融着（Resistance Welding） 

連続融着に最もよく使われ、自動化も進んでいる。溶融面積が限られているので周辺の

強度低下のリスクが少ない。 
図 3.1.2-6 (a)に原理を示す。抵抗融着は部品の間に加熱体（welding element）をはさんで、

加圧により剥離を防ぎながら、通電加熱する。 
抵抗融着の装置は、トランス、加圧機、温度センサーで構成される。加熱体としては、

線、メッシュ、エキスパンドメタルフォイルなどの金属、カーボンファイバー、カーボン

でコーティングされたグラスファイバーなどの非金属導電体が使われる。また、加熱体に

は電気的な絶縁が必要であり、耐熱性のある、例えば PTFE などのコーティングが使われ

る 9)10)。 
 
b)誘導融着(Induction Welding) 

図 3.1.2-6 (b)に原理を示す。誘導融着ではカーボンファイバーそのものが発熱するので、

抵抗融着に比べて小さい電流で接合が可能である。磁性体粒子を含む樹脂は電磁場で発熱

する。 
誘導融着の装置は、誘導発生器、誘導コイル、コイルの冷却装置、加圧装置で構成され
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る。誘導コイルは銅製のチューブであり、航空機構造部品のような大型の部材を融着する

場合は、磁界をコイルの下になるように設計し、コイルを構造体に沿って動かして融着す

る。 
 
抵抗融着と誘導融着の特徴を表 3.1.2-1 に示す 11)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1.2-6 融着の概要 (a)抵抗融着、(b)誘導融着 12) 
 

表 3.1.2-1 抵抗融着と誘導融着の比較 
融着方法 抵抗融着 誘導融着 

制御 
すべてのパラメータが測定・制御で

きるので制御しやすい 
直接加熱ではないので、温度等の制御

が複雑 
融着材料 電気的な絶縁が必要 融着用の抵抗や電熱線が不要 

融着方法 
加熱体で加熱されるので、常に融着

面全体が接触している必要有。両端

から電線が必要 

コイルの部分で加熱されるので、全体

を融着する場合は複雑な動きになる 

品質 
加熱体の質により融着の品質が影

響される（局所的なコールド／ホッ

トスポット） 

誘導コイルの操作により融着の品質

が影響される 

加熱ムラ 加熱体の端に加熱ムラが生じる 部材の端に加熱ムラが生じる 
 
 
c)超音波融着（Ultrasonic Welding） 
超音波融着は、超音波振動により樹脂を発熱させ融着する方法である。図 3.1.2-7 に構成

を、図 3.1.2-8 に外観を示す。超音波により界面で熱が発生し、樹脂が溶融する。圧力をか

けるとともに冷却することで接着する。材料内部に加熱体のような異物が入らないため、

高い融着強度が得られるとともに、材料ごとに異なる熱膨張率の差に起因する問題を避け

ることができる。 
融着時間は数秒で済むが、小さなサイズしか接着できないこと、サポートツールが届く

範囲の制限があることより、今のところスポット融着に限られている。フロアパネルのイ

ンサート 6)、フロアビームのブラケットの接合などに適用されている。また、セミプレグ

積層時の仮止めにも使われている。  
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図 3.1.2-7 超音波融着の構成 13)            図 3.1.2-8 超音波融着機の外観 6) 
 
 
 
(4)コ・コンソリデーション（co-consolidation） 
熱可塑性樹脂複合材料は高温で圧着することにより、コンソリデーション中に部品同士

を接着することができる。図 3.1.2-1 のように、プリプレグやセミプレグを裁断後、積層あ

るいはプリフォームして、オートクレーブ中でコンソリデーションするのと同時に、他の

部品を接着して複雑な形状の部品を製造することが可能である。後工程での接合の必要が

ないのでコスト削減が可能であり、また、リベット等を使用しないので、重量低減効果も

大きい。 
Airbus A340 や A380 の主翼リーディングエッジなどに適用されている。 

 
(5)その他 
 図 3.1.2-1 に示した成形法のほかに、ストリンガーなどの一定断面の部材やチューブには、

プルトルージョン（pultrusion）が適用されている。材料は、粉末樹脂、液体樹脂を混合し

た繊維、あるいはプリプレグが用いられる。概要を図 3.1.2-9 に示す。シンプルで連続成形

でき、品質がよく、低コストである。 
一方、一般的に熱硬化性樹脂に比べ、熱可塑性樹脂は粘度が高く、繊維間に樹脂が含浸

されるのに時間がかかるため、高速成形は難しい。また、コストを抑えるためには大量に

作る必要がある、ロッド、ビーム、楕円形状など単純な形状に限られる、繊維方向が限ら

れる、温度と圧力の最適化が必要などの課題もある。 
また、加熱前は低粘度であり、加熱すると反応して熱可塑性樹脂になり固まるというリ

アクションタイプの樹脂が開発されている。従来の熱可塑性樹脂よりも取扱い性が改善さ

れており、プルトルージョンだけでなく RTM などへの適用も期待されている 14)。 
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図 3.1.2-9 熱可塑性樹脂複合材料のプルトルージョン工程 15) 
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14)鵜沢潔, “FRP 成形の現状と将来”, 材料, Vol.55(1), p131, 2006 
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３．２ 製品化技術 
 炭素繊維複合材は自動化と連続成形により成形コストを低くすることができる。実際に

製品として部品を作る場合には、３．１項で述べた成形技術に加え、自動化によるコスト

ダウンや成形後の加工処理、検査技術等の製品化技術も重要である。以下にこれらについ

て述べる。 
 
3.2.1 自動化技術 

自動化は、成形速度を大きくすると共に、成形の精度を改善し、人為的ミス、作業費、

材料のスクラップを減らすことができる。自動化技術としては、フィラメントワインディ

ング、ATL（Automated Tape Laying）、および AFP（Automated Fiber Placement）があげられ

る。 
フィラメントワインディングはツールを回転させながら表面を連続繊維で覆っていく方

法である。 
ATLは幅の広いプリプレグテープを比較的フラットな表面上にコンパクションローラー

を使って積層していく方法である。 
AFP は複雑な形状の表面に、任意の方向と位置に正確に幅の細い多数のプリプレグテー

プをコンパクションローラーを使って積層する方法であり、より複雑な形状の積層が可能

である。 
熱可塑性樹脂複合材料では、図 3.2.1-1 に示すように、積層と同時に加熱することにより

プリプレグを接合し（ダイレクトコンソリデーション）、オートクレーブでのコンソリデー

ションを省略することができる可能性がある。 
 AFP を用いた実機適用部品としては、ADC 社が製造した Dasault のスキンパネル、Bell 
Helicopter の垂直安定板やフロアパネル等が挙げられる 1) 2)。 

また、FiberForege 社は Tailored BlankTMと呼ばれるシステムを開発している 3)。例えば図

3.2.1-2 のように UD テープを最小限必要な形状に自動積層した後、プレスして複雑な形状

に成形できるので、廃棄される材料を減らすことが可能である。航空機関連では、座席へ

の適用が検討されている。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.1-1 AFP による積層と固化の模式図および装置外観 2) 
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図 3.2.1-2 Fiberforge 社の Tailored BlankTMシステムにより積層された UD テープ 3) 
 
 
3.2.1 項参考文献 
1)Michael J. Pasanen, et al., “Manufacturing Process Development of a Thermoplastic Matrix 

Composite Horizontal Stabilizer”, American Helicopter Society 58th Annual Forum, 2002 
2)Mike Favaloro and David Hauber, “Process and Design Considerations for the Automated Fiber 

Placement Process”, SAMPE 2007 
3) Jon Fox-Rubin, “Considerations for Thermoforming Continuous Fiber Reinforced Composites”, 

SAMPE Japan Tutorial Seminar, 2007 
 
 
3.2.2 機械加工技術 
 孔開けやトリム加工については、熱硬化性樹脂複合材料と同様、NC 加工、ウォーター

ジェットなどが使われる。ただし、加工時の発熱により樹脂が溶融する可能性が高いので、

適切な刃具の選定や冷却方法を工夫する必要がある。また、金属板金加工のように、シャ

ーやパンチングも使用されている。 
 
3.2.3 品質保証技術 
 複合材料部品の品質は、樹脂と繊維の分布、繊維の直線性や方向などの繊維の乱れ、ボ

イドや層間剥離、異物の混入など内部欠陥に影響される。これらの検査は従来より熱硬化

性樹脂複合材料で十分に研究されてきている。外観的なものは目視検査で行われるが、内

部の欠陥は非破壊検査で行われる。 
 熱可塑性樹脂複合材料においても熱硬化性樹脂複合材料と同様に、非破壊検査としては

超音波検査が主に使われている。超音波検査には、透過法、反射法、共振法に分類され、

さらに探触子の使い方により、水浸法、ウォーター・ジェット法、接触法に分けられ、製

品の大きさや形状により使い分けられている。 
また、Ｘ線や熱イメージングなどの適用も検討されている 1)。 

 
3.2.3 項参考文献 
1)Andre J. Duarte, et al., “Reinforced Thermoplastic Laminate Applications for Aerospace – A 

Research Direction”, 33rd International SAMPE Technical Conference, 2001 
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３．３ 今後の課題 
3.3.1 二次構造部材 
 熱可塑性樹脂複合材料は、既に織物材料を使用した二次構造部品に多く採用されている。

したがって欧州ではプレスフォーミングやコ・コンソリデーション技術はほぼ確立されて

いると考えられる。日本において、これらの材料技術および成形技術を、いかに効率良く

取り込むのかが大きな課題である。また適用部位を拡大し、かつ国際競争力を有する部品

を供給するためには、更なるコストダウンを目的とした日本独自の成形方法の改善が必要

であろう。 
 
3.3.2 一次構造部材 
 胴体や主翼などの大型一次構造部材への適用を想定した場合、一次構造部材の自動成形

に適した UD テープの開発およびそれに適した成形技術の開発が鍵となる。欧州では、新

材料開発とともに脱オートクレーブツールや自動積層ダイレクトコンソリデーション技術

の開発が進められている。熱硬化材料技術が成熟している日本にとって、設計/材料/成形

分野が一体となって熱可塑材料一次構造部材の成立性を見極めることが重要である。 
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第４章 不連続繊維熱可塑性複合材料の素材、材料特性、成形技術の開発動向  

 

４．１ 不連続繊維熱可塑性複合材料の概要 
この章に記述する不連続繊維熱可塑性複合材料とは、上述の各章に報告された連続繊維

とは異なり、繊維長が 12mm から 200mm 程度に短く切断された強化繊維と、熱可塑性樹脂

をマトリックスとした複合材料を指すものとする。  

 連続繊維熱可塑性複合材料との相違点は、強化繊維の長さが短いため、機械的強度や弾

性率などの性能は劣るが、一方深絞り成形や、複雑な形状の成形品を生産することが可能

となる。 

成形プロセスも、射出成形、圧縮成形、サーモフォーミング、フィラメント・ワインデ

ィング、内圧成形などにより、成形コスト低減の可能性が期待されている。 

ガラス繊維とＰＰ、ポリプロピレン樹脂による不連続繊維熱可塑性複合材料は、1960

年代末に米国で、Stampable シートとして、AZDEL® が生産開始されて今日に至ってい

る。  

さらに LFT, Long Fiber Thermoplastics ペレットが 1990 年後半から登場し、徐々に市

場シェアが増加している。 

 また 2000 年に入って、ガラス繊維ロービングとＰＰ樹脂を直接に混捻し、圧縮プレス 

または射出成形で製品化するシステムが、欧州を中心に開発されて、その導入が進みつつ

ある。  

 

 炭素繊維の不連続熱可塑性複合材料に就いては、米国 DuPont 社が、1980 年代後半に、

LDF® Thermoplastic Composites の研究開発を、航空宇宙用途を目指して推進したが、その

後このプロジェクトは中断された。  

これに代わって、フランスの Schappe Techniques 社が 2000 年以後に、独自の炭素繊

維の不連続熱可塑性複合材料 TPFL® を開発し、現在そのマーケティングを進めている。 
 

４．２ 不連続繊維熱可塑性複合材料の素材 

以下に不連続繊維熱可塑性複合材料を構成している素材に就いて記述する。 

 

4.2.1 強化繊維     

現在世界的に最も多く使用されているのは、ガラス繊維、E-glass であり、熱可塑樹脂

マトリックスとの界面親和性改善のため、カップリング材を付着させるなどの表面処理を

行っている。 

一方、炭素繊維も 12mm～25mm 長の Long Fiber ペレットの強化材として、パソコンの筐

体などに使用が増加している。 
さらに牽切紡績プロセス（Stretch Breaking Process）による不連続炭素繊維を、熱可塑性

繊維と混繊した材料も、用途開発が進んでいる。 
天然繊維の亜麻、苧麻なども環境適応素材として、着実に活用が進んでいる。 
 
4.2.2 熱可塑性樹脂マトリックス  

現在市場で最も多く使用されているマトリックス樹脂は、PP, ポリプロピレンである。 
次にナイロン 6、ナイロン 12、ナイロン 66 や、ポリカーボネートが挙げられる。 
さらに PPS, PEI, PEEK などのエンジニアリングポリマーも特殊な用途に使用されている。 
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4.2.3 不連続熱可塑複合材料の生産プロセス 
現在世界的に使用されている不連続熱可塑複合材料の、代表的な生産プロセスは下記の

通りである。 
(1)GMT（Glass Mat Thermoplastics） 

1960 年代末に米国でガラス繊維メーカーの PPG と Union Carbide 社が、 ガラス繊維の

マットに PP 樹脂を含浸したシートを AZDEL® の商標で生産開始、さらに欧州でも 1982
年に市場展開が始まった。 

1990 年に Volkswagen の Golf に世界最初の GMT 製の Front end モジュールが採用され

た後、2000 年頃までは GMT の需要が増大したが、後述の LFT や LFT-D の登場により、

最近はそのシェアを奪われている。 
日本ではスイスの Quadrant 社が、日本 GMT 社を買収して、クアドラント・コンポジッ

ト・ジャパン社を設立し、四日市工場で GMT を生産している。 
  
(2)LFT（Long Fiber Reinforced Thermoplastics） 
英国の ICI 傘下の LNP 社が、約 25 年前に開発して特許を得た、長繊維のペレット

Verton® の生産プロセス。その後日本の川崎製鉄が同社を買収して事業展開したが、さら

に GE Plastics に売却し、昨年にはサウジアラビアの Arabic 社に買収された。 
LFT は各国のメーカーが種々のプロセスを開発し、現在ガラス繊維/PP の LFT が自動車

部品を中心に需要が伸長している。LFT 生産メーカーの代表例及び商標を以下に示す。 
a)Ticona,（Celstran® Compel®） 
b)Owens Corning, Sabic（StaMax ® Verton®）, 
c)チッソ（ファンクスター®）    
d)Saint-Gobain Vetrotex（Twintex ® G PP）。 同社の Twintex ®はコミングルガラス/PP ヤ
ーンを引抜き成形しペレット状にカットしたものである。材料物性を表 4.2.3-1 に示す。 

表 4.2.3-1 Saint–Gobain Vetrortex 社 Twintex ® の材料物性 1) 
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e)東洋紡績 Quick Form ®  
連続繊維に熱可塑性樹脂を独自の方法で含浸したテープ状プリプレグをカットした QF
ランダムシート。現在はガラス長繊維 74% wt%/PP26wt %が中心であり、生産フローシ

ートを図 4.2.3-1 に示す。又強度特性を図 4.2.3-2 及び 4.2.3-3 に示す。 

 
図 4.2.3-1 東洋紡 Quick Form ® 生産フローシート 2) 

 

 
  図 4.2.3-2 QF ランダムシートの特性 2)     図 4.2.3-3 QF の耐衝撃性 2) 
 
(3)LFT-D プロセス     

2000 年以降ペレット化のプロセスを省略し、ガラス繊維ロービングと PP 樹脂を直接に

混捻しロボットによりプレス成形、または射出成形をして構造材を生産する LFT-D システ

ムが出現し、欧州では最近 LFT による成形品の生産量を上回る増勢を示している。 
LFT-D システム成形機の生産メーカーとしては Dieffenbacher, Krauss- Maffei, Husky がある。 
Dieffenbacher のプロセスを図 4.2.3-4 に示す。 
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図 4.2.3-4 ドイツ Dieffenbacher 社 LFT-D プロセス 3) 
 
(4) 牽切紡績プロセス(Stretch Breaking Process)による混繊方式  

フランスの Schappe Techniques が開発して現在種々の用途に使われ始めた Thermoplastic 
TPFL®で、炭素繊維を Stretch Breaking Process により切断したトウに、同様に切断したナ

イロン 12, PPS, PEEK の繊維を均一に混繊している。ヤーン、織物、ブレイド、UD など

の品種を生産している。図 4.2.3-5 及び図 4.2.3-6 に外観写真を示す。 

     
図 4.2.3-5 Schappe Techniques 社の Thermoplastic TPFL® UD とヤーン 4) 

  

図 4.2.3-6 Schappe Techniques 社の Thermoplastic TPF®L ブレイドと Multiaxial Fabric 4) 
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4.2.3 項参考文献 

1) Vetrotex Saint Gobain 社 TWINTEX G PP Brochure 

2) 東洋紡績 Quick Form 説明パンフレット 

3) Dieffenbacher 社 LFT-D Brochure 

4) Schappe Techniques 社 TPFL Brochure     

 
４．３ 不連続繊維熱可塑性複合材料の材料特性                                

SMC (Sheet Molding Compound) などの熱硬化性の不連続繊維複合材料と比較した、顕著

な材料特性としては、優れた機械的特性、高いノッチ耐衝撃性、音響と振動減衰性、 

耐腐食性、量産性、リサイクル性 などが挙げられる。 

また最近では、従来指摘されたクリープ問題の減少化傾向も窺われる。 

 

４．４ 最近の不連続繊維熱可塑性複合材料の成形・製品化技術の開発動向    

過去 10 年の間に欧州を中心として、成形とその製品化技術の研究開発が進み、目覚しい

発展を遂げている。 

特に上述の LFT や LFT-D のプロセスに就いては、自動車メーカーの車体重量軽減化と、

量産によるコストと生産サイクル時間の節減対策として、ガラス/ＰＰによる射出成形、射

出圧縮成形システムの目覚しい研究開発が、車メーカー、成形業者、機械設備メーカー、

研究開発機関の連携により長期的な計画で推進されている。 

また Schappe Tchniques の TPFL®もスイスの Lausanne 大学との共同研究により、独自

の内圧成形プロセスを開発させている。またフランスの RocTool 社と共に、成形ツールを

誘電加熱する高速プレスシステムによる成形品の開発を行っている。  
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第５章  熱硬化性樹脂複合材料と比較した、熱可塑性樹脂複合材料の特徴 
 

本章では、主に航空機部品に使用される熱可塑性樹脂複合材料を熱硬化性樹脂複合材

料と比較し、その特徴を明らかにする。 
 
５．１ 熱可塑性樹脂複合材料と熱硬化性樹脂複合材料の基礎特性 
 

熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂は、表 5.1-1 に示すように、可逆性か非可逆性であるか

に 大の特徴がある。 
 

表 5.1-1 熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂の特徴 
 

熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 
化学反応が既に完了した樹脂 
固体→液体→固体の可逆変化が可能 
成形終了後でも熱溶融するため再成形が可 

化学反応（架橋反応）により硬化させる樹脂

可逆変化が不可能（非可逆性樹脂） 
成形終了後再成形不可 

 
 

 
 

 
 

 
 

化学反応を伴わないので成形時間が短い 化学反応が必要なので成形時間が長い 
昇温制御が十分でないと樹脂の性能が発揮

されない 
 

熱可塑性樹脂複合材料の特徴は、熱硬化性樹脂複合材料と比較すると、図 5.1-1 に示

すように、一般的には靭性、耐衝撃、耐熱特性に優れている。また、冷凍保管が不要で、

保管寿命がなく、可逆特性を生かし、不具合発生時に再加工ができる等、有望な材料で

ある。 
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図 5.1-1 航空機用樹脂のガラス転移温度と複合材料の衝撃後圧縮特性 1) 
 

航空機に適用される熱可塑性樹脂複合材料及び熱硬化性樹脂複合材料の各々の特徴、

利点、欠点を表 5.1-2 に示す。 
 

表 5.1-2 航空機に適用される熱可塑性樹脂複合材料は熱硬化性樹脂複合材料と比較 
 
 熱可塑性樹脂複合材料 熱硬化性樹脂複合材料 

特徴 

・化学変化はなく、硬化が不要 
・後成形、再加工が可能 
・高粘度/低流動性 
・短時間成形が可能である 

・硬化中に化学変化を起こす 
・変化は非可逆性である 
・低粘度/高流動性 
・硬化時間が長い（2 時間程度） 
・タック性がある 

利点 

・熱硬化性樹脂に比べ靭性が高い 
・熱硬化性樹脂に比べ耐衝撃性が高い 
・不具合品は再加工が可能 
・高速（低コスト）成形が可能 
・冷凍保存の必要がない 
・熱硬化性樹脂に比べ吸湿率が低い 

・加工温度は相対的に低い 
・繊維の濡れ性がよい 
・複雑な形状への成形が可能 

欠点 

・熱硬化性樹脂に比べ耐薬品性が悪い 
・成形温度が非常に高い 
・熱硬化性樹脂に比べ複雑物は不適 
・機械加工性の悪いものがある。 

・成形に時間がかかる 
・保存時間に制限がある 
・冷凍保存が必要である 
・不具合品は再加工が不可能 
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５．１項参考文献 
1)：先端複合材料の設計と加工 内田盛也 編著 
 
 
５．２ 熱可塑性樹脂複合材料の歴史 
 

1990 年代、超音速旅客機 SST 等への主翼等主構造へ複合材料を検討する中で、熱硬化

性樹脂（エポキシ、ビスマレイミド）でカバーできない、耐熱、高靭性を重視した複合

材料のマトリックス樹脂として、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、熱可塑型ポリ

イミド（PIXA：三井化学）等の熱可塑性樹脂に関しての研究が盛んに行われた 1)。設計

手法、製造技術に関して、多くの検討がなされたが、加工温度が高く、機械加工性が悪

い、設備費用等の問題で製造コストにメリットが出ず、耐溶剤性にも問題があり、実機

への適用には至らなかった。図 5.2-1 に製作された供試体の例を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5.2-1 熱可塑性樹脂複合材料供試体の例（富士重工製作） 

 
 
５．２項参考文献 
1)：平成 10 年度運輸用エネルギー使用合理化先端材料開発成果報告書「輸送用先端複合材

料設計製造技術の研究開発」 
 
 
５．３ 航空機に多く適用されている熱可塑性樹脂複合材料 
 

航空機に多く適用されている熱可塑性樹脂複合材料のマトリックス樹脂としては、主

構造部品以外への熱硬化樹脂複合材料の代替、アルミ合金部品の代替として、ポリフェ

ニレンスルフィド（PEI：1989 年くらいより）、ポリフェニレンスルフィド（PPS：1997
年くらいより）であり。部品としては、エアバス社の機体の主翼前縁構造（図 5.3-1 参

照）や内装構造等に適用されている。そのメリットは、熱硬化樹脂複合材料に対し、製



- 57 - 

造が低コスト。アルミ合金部品に対し軽量化が可能となる点である（図 5.3-2 参照）。強

化材である繊維の形態としては、長繊維、短繊維、繊維の種類としては、炭素繊維、ガ

ラス繊維等、適用が拡大されている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5.3-1 エアバス社の熱可塑性樹脂複合材料主翼前縁構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.3-2 熱可塑性樹脂複合材料の重量及びコスト 
 

また、近年（1997 年くらいより）、PPS に対して耐熱性能に優れ、PEEK に対して材料

費の安い、ポリエーテルケトンケトン（PEKK）が出てきた（図 5.3-3 参照）。 
PEKK をマトリックスとする熱可塑性樹脂複合材料は、航空機の設計上重要となる、

吸湿後、高温（82℃）下での有孔圧縮強度及び衝撃付与（1500in-lb/in）後の圧縮強度が、

熱硬化樹脂（エポキシ）複合材料と比較しても優れた性能を発揮しており（図 5.3-4 参

照）、今後、PEKK マトリックス熱可塑性樹脂複合材料が航空機の主構造部品に適用され

ていく可能性がある。PEKK マトリックス熱可塑樹脂複合材料の代表的な強度特性を熱

硬化樹脂（タフエポキシ）複合材料と比較し図 5.3-5 に示す。 
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また、材料メーカーの考える、今後の、航空機への熱可塑性樹脂複合材料の適用拡大

ストーリーを図 5.3-6 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.3-3 PEKK の材料価格と性能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5.3-4 PEKK マトリックス熱可塑性樹脂複合材料特性：熱硬化樹脂複合材料との比較 

（Cytec Engineered Materials 社資料より） 
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図 5.3-5 PEKK マトリックス熱可塑性樹脂複合材料特性：熱硬化樹脂複合材料との比較 

（Cytec Engineered Materials 社資料より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.3-6 航空機への熱可塑性樹脂複合材料の適用拡大ストーリー 
（Stork Fokker 社資料より） 
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５．４ 熱可塑性樹脂複合材料と熱硬化性樹脂複合材料の成形方法比較 
 

航空機部品に使用される熱硬化性樹脂複合材料は、高品質な部品を製造するために、

プリプレグを積層（レイアップ）し、オートクレーブで成形されるケースが多い。その

工程を、図 5.4-1 に示す。オートクレーブ成形の場合、図 5.4-2 に示すように、積層した

プリプレグを真空バギングする必要がある。真空バギング作業は作業者の技量が必要で

あり、副資材と呼ばれる成形補助材料を多く必要とする。また、プリプレグ材の管理（冷

凍保管、保管期間、室温における作業可能時間）が必要であり、積層作業は、温度管理

されたエリアで実施されている。更に、オートクレーブにおいて硬化時間（2 時間程度）

を要する。成形条件（温度、圧力、時間）は、熱硬化樹脂の化学的反応特性を熟知した

上で設定する必要がある。熱可塑性樹脂複合材料においても、オートクレーブ成形され

る場合があるが、表 5.4-1 に示すように、成形温度が高いために、真空バギングに使用

される副資材も高温に耐えうる材料が必要になるため、製造コスト的にメリットが低く

なる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.4-1 熱硬化性樹脂複合材料の成形工程 
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図 5.4-2 真空バギングの例 
 
 
 

表 5.4-1 熱可塑性樹脂の成形温度 
 

熱可塑性樹脂 熱硬化樹脂 
 

PPS PEI PEKK エポキシ（参考） 
成形温度 
硬化温度（℃） 

329 332 343 121 177 

ガラス 
転位温度（℃） 

88 210 156 ― ― 

 
 

航空機部品に適用される熱可塑性樹脂複合材料の成形方法としては、ホットプレス成

形が一般的である。図 5.4-3 にその成形工程を示す。成形工程は、プリプレグを板状に

積層し加熱、素板を成形。その素材を再加熱、プレス成形し 終部品形状にトリムする

（プレス成形前にトリムを実施する場合もある。）。特徴としては、プリプレグに対し保

管期限がなく、室温において保管が可能である。更に成形時間が短く、不具合の発生時

には再成形も可能である。ただし、プリプレグにタック（粘着）力がないので、積層時

には、必要に応じて、超音波接合機等を用い、樹脂の一部を溶かし、融着させる必要が

ある。更に、複雑な形状に対する積層は難しい。 
部品と部品の接合に関しては、熱硬化樹脂複合材料の場合は、フィルム接着剤を用い

たオートクレーブによる接着や、ペースト接着剤による接着が実施される。一方、熱可

塑性樹脂複合材料の場合、接着剤による接着も可能であるが、熱可塑性樹脂を抵抗加熱、

誘導加熱、超音波加熱技術を適用した融着も可能である（図 5.4-4 参照）。 
熱硬化樹脂複合材料には、RTM（Resin Transfer Molding）等の成形方法が存在するが、



- 62 - 

熱可塑性樹脂複合材料の成形に単純に適用できるものはなく、工場、設備を含め、全く

違った考え方に基づき、複合材料部品の製造を計画する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.4-3 熱可塑性樹脂複合材料の成形方法例（ホットプレス成形） 
（FIBERFORGE 社、Stork Fokker 社資料より） 
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図 5.4-4 熱可塑性樹脂複合材料の抵抗融着技術 
 
 
 
 
５．５ 期待される熱可塑性樹脂複合材料の将来 
 

航空機に使用される熱可塑性樹脂複合材料の将来に対しては、主構造への適用、自動

化、低コスト化が課題である（図 5.5-1 参照）。自動化としては、近年、自動積層機（ATP）
を使用したダイレクトコンソリデーション（In-Situ プロセス）技術（図 5.5-2 参照）の

開発が進んできており、材料のチューニングと合わせ、熱硬化樹脂複合材料に比べ、部

品の製造時間、コストの低減が見込める有望な技術となりつつある。また、ADP
（ADVANCED PULTRUSION）のような連続成形技術が熱可塑性樹脂複合材料に対して

も開発が進められており（図 5.5-3 参照）、今後、熱可塑性樹脂複合材料の適用が拡大さ

れると予想される。 
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図 5.5-1 熱可塑性樹脂複合材料の過去・現在・未来 
（Cytec Engineered Materials 社資料より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5.5-2 熱可塑性樹脂複合材料のダイレクトコンソリデーション（In-Situ プロセス）技術 
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図 5.5-3 熱可塑性樹脂複合材料の連続成形技術 
（Cytec Engineered Materials 社資料より） 
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第６章 熱可塑性樹脂複合材料の機械工業部品への適用動向 
 
６．１ 航空機 
 熱可塑性樹脂複合材料の航空機への適用機種、適用部位等に関する調査は、SAMPE 
Journal（November/December 2005）にオランダの Stork Fokker 社の Arnt Offringa 氏（Director 
R&D）が投稿した航空機用熱可塑複合材料に関する特集記事１）と欧州 SAMPE（International 
Conference 2005 Paris）で米国 Cytec 社の Jia-Mo Bai 氏他が投稿した熱可塑複合材料に関す

る前刷原稿２）を選択して実施した。以下にその概要を紹介する。 
 
6.1 項参考文献 
1) A. Offringa,“Thermoplastics in Aerospace, New Products Through Innovative 

Technology”,SAMPE Journal, Vol.41, No.7, November/December 2005, pp.19-27 
2）J-M. Bai, D. Leach and J. Pratte, “Thermoplastic Composites for Primary Structural Aircraft 

Applications”, SAMPE Europe International Conference 2005 Paris, pp.315-320 
  
6.1.1 民間機 
 Arnt Offringa 氏によると 1980 年代、航空機構造用途にも適用可能な高性能な熱可塑樹脂

（PEEK 等）が開発され、複合材料部品の低コスト化を可能とすることから開発が進めら

れた。材料は、glass/PEI や carbon/PEI で Fokker 100 や Gulfstream 450 及び 550 の floor board
等の試作評価、Fokker 50 で carbon/PPS 製の main landing gear door を試作、飛行実証試験等

を経て、図 6.1.1-1 に示す A340-500/600 の wing fixed leading edge（J-nose）に適用された。

材料は glass/PPS である。その後、加工法等改良を加え、図 6.1.1-2 に示す A380 の J-nose
に適用された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 6.1.1-1 A340-500/600 の J-nose 
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6.1.2 軍用機 
 Jia-Mo Bai氏によると軍用機関係では、Rafaleに carbon/PEEK 製の engine tunnel（図6.1.2-1
参照）が適用され、F-22 には carbon/PEEK 製の weapons bay doors（図 6.1.2-2 参照）、

undercarriage doors、forward fuselage が適用された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.1.1-2 A380 の J-nose 

図 6.1.2-1 Rafale の engine tunnel 
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6.1.3 ヘリコプタ 
 Jia-Mo Bai 氏によるとヘリコプタ関係では、EH101 に carbon/PEEK 製の floor panels が適

用された。 
 
6.1.4 主たる開発品 
 Arnt Offringa 氏によると Joint Strike Fighter(JSF)の engine access cover や horizontal tail（図

6.1.4-1 参照）を stiffeners、spars、ribs と skin を一体成形する co-consolidation technology で

試作評価された。また、大型機の floor beam（図 6.1.4-2 参照）を一方向 carbon/PEKK で試

作評価している。 
 
 
 
 
 
 

図 6.1.2-2  F-22 の weapons bay doors 
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図 6.1.4-1  JSF の horizontal tail 

図 6.1.4-2 大型機の floor beam 
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6.1.5 将来展望 
 Arnt Offringa 氏によると熱可塑性樹脂複合材料の将来展望として図 6.1.5-1 に示すように

rudders、leading/trailing edges のような部品は、近い将来実用化が可能であり、長期的には

wing や fuselage の主構造を目指すとしている。そのためには、積層の自動化、接合技術等、

熱可塑固有の周辺技術を含めた技術確立が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

long term

short term

long term

short term

図 6.1.5-1 熱可塑性樹脂複合材料の適用可能部位 
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6.1.6 実用化に向けた技術課題 
 調査結果を踏まえ、以下に提言する。 
 
(1)材料技術  

材料／加工技術／設計技術が蜜に連携して、熱可塑性樹脂複合材料の特質、特徴を見極

めながら開発を進めることが、その成否を決める上で非常に重要となってくると思われる。

中でも材料技術の位置付けは高く、日本においても熱可塑性樹脂複合材料を航空機構造部

材として実用化を図るためには、材料の独自開発も視野に入れた国産化が大きなポイント

となる。 
 
(2)専用設備の開発導入 
 熱可塑性樹脂複合材料の特性蓄積を重ねながら、熱硬化性樹脂複合材料との棲み分けを

明確にする必要があると考える。そのためには、製造設備的にも熱硬化とは大きく異なる

ため、具体的な部材イメージを前提としたコストとパフォーマンスが両立できる適正な、

かつエネルギー効率に優れた熱可塑用専用設備の開発導入が不可欠である。 
  
(3)データの蓄積 
 熱可塑性樹脂複合材料の航空機構造部材としての実績は、熱硬化性樹脂複合材料に比べ

て少ない。構造部材としての信頼性、安定性を高めていくためには、材料・加工技術と共

に長期耐久性評価等基盤的な評価のデータ蓄積を図る必要があろう。 
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６．２自動車 
 本項では、熱可塑性樹脂複合材料が自動車に適用された事例を紹介する。特に、エクス

テリア・インテリアならびに採用された理由について記す。 
 
6.2.1 自動車における熱可塑性』樹脂利用の概況 
自動車においては、量産性が重視されることから成形性に優れている熱可塑性樹脂の利

用が顕著である。しかしながら、自動車は１０００円/ｋｇ程度の商品であることから、高

価な炭素繊維の利用は自動車において進んでいるとは言いがたい。コストを強く意識され

る車種には、炭素繊維を適用することが難しい。その意味では、強化繊維としては炭素繊

維ではなく、ガラス繊維を適用した事例は数多く見ることができる。 
また、上記理由から自動車会社において熱可塑部品が採用されるメリットは、最終的に

コストメリットが得られるところに限られている。ライフサイクルでのコスト構造につい

て、自動車は航空機のそれと違う。自動車ユーザーの自動車軽量化への要望が高くない。

そのため、自動車会社側も、軽量化への意識がそれほど高くない。さらに、航空機と違っ

て、構造的に最適化できる余地が大きい。 
また、車における熱可塑性樹脂複合材料位置づけは、航空機の熱硬化性樹脂複合材料を熱

可塑性樹脂に置き換えたものと違い、熱可塑性樹脂の強度向上を目的として、繊維を混入

したというほうが近い。このような背景の下、自動車部品への適用事例を紹介したい。 
 
6.2.2 エクステリアへの応用 
自動車エクステリア部品の樹脂化されたものの中で、最も大きい部品がフロントバンパ

ーである。フロントバンパーが樹脂化された要因は衝突保護と軽量化によるところが大き

い。しかし、現在のところ、日本車の樹脂バンパーはゴム変性ポリプロピレンが使われて

いることがほとんどである。図 6.2.2-1 に示した事例は、日本車ではない。熱可塑性繊維強

化プラスチックが採用されるか、非強化熱可塑性プラスチックが採用されるかの基準は定

かではないが、対人用の衝突安全にあるものと考えられる。 
 

 
 

図 6.2.2-1 フロントバンパーの適用事例１） 
 
 
自動車のエクステリアとしては、ディフューザーがある。2007 年に発売された日産ＧＴ

－Ｒでは、その一部に熱硬化性樹脂複合材料が採用されている。大判面を成形することか

ら熱可塑性樹脂複合材料が採用されたケースもあったものの、ＧＴ－Ｒでは逆にその一部

に熱可塑性樹脂単品を採用している部分もある。単なる樹脂部品に取って代わる可能性が
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あるところである。一方で、図 6.2.2-2 や図 6.2.2-3 で紹介しているリアのバックドアには、

日本の自動車会社も含めて採用している例が多い。これは、飛行機が新規材料をＪ－ＮＯ

ＳＥで試用するのに対して、自動車ではバックドア等で試すことがある。これは、塗装に

よるところが大きい。金属の部品と樹脂部品で色が変わってはならないが、金属と樹脂で

は人間の目では、その差がわかることが多い。そのため、連続しないバックドアなどを使

って、新規材料を使用することがある。また、現在のバックドアが車体の形状から丸みを

帯びている形状をとっていることが多いのも、その一つである。図 6.2.2-3 で紹介している

自動車もバックドアの丸みは顕著である。熱可塑性樹脂のひけの問題を、考えるとアウタ

ーで使うよりも紹介図の通り、インナー側で用いることのほうが多い。航空機とは比較に

ならない表面品位が求められるためである。 
 
 

 
 

図 6.2.2-2 バックドアへの適用事例１１） 
 
 
 

 
 

図 6.2.2-3 バックドアへの適用事例２１） 
 
6.2.2 項参考文献 
1)  QUADRANT 社ＨＰ http://www.quadrantcomposites.com/ 
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6.2.3 インテリアへの応用 
一方、インテリアへの応用に関しては、ドアインナーパネルならびに後部座席のシート

バックなどに適用された例がある。ドアインナーパネルに応用された例を考えると比較的

大型部品でありながら複雑形状を要求される場所への適用が進んでいる。一方、シートバ

ックに適用される理由としては、各部品機能の一体化である。トランク一体型のリアシー

トには、後部座席の乗客保護を目的としてリアシートに隔壁を入れることを義務付けられ

る。隔壁に構造体としてのスチールフレームが取り付けられる構造を取っている。隔壁部

分の役割とスチールフレームの役割を一体化することにより、重量軽減ならびにコスト低

減を狙ったものである。 
インパネまわりの部品についても、熱可塑性樹脂複合材料が使用された例があるが、現

行の自動車部材では熱可塑性』樹脂単体で使われることが多い。インテリアパーツでは、

強度をそれほど要求されないことがその理由である。樹脂そのもので構造が成り立つ場合

が多い。 
図 6.2.3-1 ならびに図 6.2.3-2 にシートバックの事例を示している。これらシートバック

の特徴は開断面をとりながらリブ構造により強度剛性を持たせているところである。本構

造を一体成形で作製できることが熱可塑性樹脂複合材料の大きなメリットといえるだろう。 

 
図 6.2.3-1 シートバックへの適用事例１１） 

 
 

 

図 6.2.3-2 シートバックへの適用事例２１） 

 
6.2.3 項参考文献 
1)  QUADRANT 社ＨＰ http://www.quadrantcomposites.com/ 
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6.2.4 その他 
最後に、樹脂部品として多く使われるようになったのが、ラジエーターコアサポートで

ある。日産自動車では、スカイラインに炭素繊維製のラジエーターコアサポートを採用し

てからＧＴ－Ｒにおいても同様にラジエーターコアサポート、インパネなど積極的に炭素

繊維製の熱可塑性樹脂複合材料を採用している。 
 

 
 

(a)樹脂製    (b)樹脂＋スチールハイブリット   (c) スチール製 
 

図 6.2.4-1 各種ラジエーターコアサポート１） 
 
日産社の HP では、図 6.2.4-2 に示すように、これら新規部品を採用した理由として軽量

化を上げており、その効果によって従来よりも燃費向上に役立っていると紹介している。

スカイラインにおいては、ラジエーターコアサポートは、スチール製からガラス繊維強化

樹脂複合材料に変わり、次に炭素繊維強化樹脂複合材料になった。スチール製のものに比

べて、成形性に優れているので、車体形状が丸みを帯びていても問題なく形状ができると

いう理由から樹脂製になったとも考えられる。しかし、炭素繊維製を採用した理由につい

ては不明確である。 
 

 
図 6.2.4-2 新型採用品による LCI 解析結果２） 

 
6.2.4 項参考文献 
1) カルソニックカンセイＨＰ http://www.calsonickansei.co.jp/ 
2)  日産自動車ＨＰ http://www.nissan-global.com/JP/ENVIRONMENT/ 
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6.2.5 航空機との差異について 
航空機との差異については冒頭で触れたとおりであるが、航空機においては小部品を熱

可塑性樹脂複合材料で作製することが行われているが、重量軽減がシビアではない自動車

会社においては、小部品はその量ならびに品質が高いスチール製を用いることがほとんど

である。樹脂化ならびに繊維強化樹脂複合材料に求められているものは、一体成形により

その小部品を省くことである。上記 LCA 結果にもあるように、一体化したことによる組立

工数の削減が実施され、部品組立における CO2排出量も大幅に減少している。今まで、自

動車に熱可塑性樹脂複合材料が採用された多くの事例を考えると、すでに樹脂化されてい

る部品がより大型化、軽量化を求められて、繊維強化されていると考えるのが普通である。 
 
 
 
 



- 77 - 

６．３ その他 
 
6.3.1 航空エンジン・ガスタービン 

航空機体分野では、FRP を用いることで軽量化が可能となることで、機体の高性能化や

燃料消費率の低下が実現されている。軽量化は機体に限らず、航空ジェットエンジンにお

いても要求される．したがって、樹脂基複合材料の利用が望まれるがジェットエンジンは

部位によって使用温度が大きく異なるので、部位によって材料に要求される耐熱温度が異

なる 1)。ジェットエンジンの構造は図 6.3.1-1 に示されるようにファン、圧縮機、燃焼機、

タービンの 4 つに区分される。各部位における環境温度および材料温度は異なっており、

FRP の耐熱温度の制限のため適用部位はファン部分が中心ということになる。ファン部分

の部品にはノーズコーン、ファンケースパネルライナー、インナーフェアリング、インレ

ット・エクジットガイドベーンとプラットフォーム、DEC（Digital Electric Control）ケース

などがある。 
実際に適用された場合にはファン部分はバードストライクに代表される異物飛び込み損

傷（Foreign Object Damage；FOD）が問題となるため、耐衝撃性が非常に重要な要素となる。

また、作動液や燃料、洗浄液にさらされることも考えられるので耐環境性も要求される。 
 
 

 
図 6.3.1-1 航空エンジン（GE90）の基本構造 1) 

 
 
現在までにジェットエンジンに樹脂基複合材料を適用した例としてはインターナショナ

ルエアロエンジンズの V2500 が挙げられる。V2500 は米・英・日・独・伊の 5 カ国により

共同開発された中型民間航空機搭載用ターボファンエンジンである。図 6.3.1-2 に示すよう

に V2500 ではノーズコーン、パネルライナー、プラットフォーム、フェアリングが熱硬化

性樹脂複合材料で製造されている。また、上に挙げた以外にも、ロールスロイス社製エン

ジンのトレントシリーズでもノーズコーンなどが熱硬化性樹脂複合材料で製造されており、

複合材料の利用は着実に拡大している。 
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図 6.3.1-2 V2500 における FRP 適用部位 2) 

 
V2500 で複合材料が用いられる部品は静止部分が多かったが、これは耐衝撃性への信頼性

の低さが原因である．ロールスロイス社は RB211-22 の開発段階において複合材ファンブレ

ード（動翼）の採用を計画したが、バードストライクに対する要求を満たすことができず

断念した．しかし、近年になり米国ゼネラルエレクトリック社が GE90 のファンブレードに

熱硬化性樹脂複合材料を採用した（図 6.3.1-3）．GE90 はボーイング B777 の航続距離延長タ

イプに使用されるエンジンであり、非常に大きな推力が要求された．このため、直径 3m に

及ぶファンを有する超大型エンジンとなったが、そのサイズのために熱硬化性樹脂複合材

料化による重量低減メリットが大きいことが採用の要因となった． 

 

図 6.3.1-3 GE90-115B ファンブレード（左側）1) 
 

さらに、GE90-115B をベースに開発され、ボーイング B787 や B747-8 に搭載される GEnx
ではファンブレードに加えてファンケースも熱硬化性樹脂複合材料製となっている。ファ

ンケースはファン動翼飛散時のコンテイメント性が要求されるが、GEnx ではその要求を満

たしながら金属ケースに対する軽量化を実現している。GEnx においてはエンジン入り口部
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のほとんどが複合材料化されたことになり、今後開発されるエンジンにおいても複合材料

の採用が拡大する可能性が高い． 
 

 
図 6.3.1-4 GEnx の構造 3) 

 
以上で挙げた例は熱硬化性樹脂を母材とする複合材料が主である。熱可塑性樹脂複合材

料の適用例は現状ではほとんど見られないが、熱硬化性樹脂複合材料と比較して破壊じん

性に優れる耐衝撃性の要求されるファン部位の部品を構成する材料としては適用の可能性

は高い。 
現在、熱可塑性樹脂複合材料をファンブレードへ適用しようという動向はわずかながら

にドイツのDLR（Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt）の研究4)において見られる。DLR
に所属するLeyensらは、ファンブレードの軽量化を達成するためのデザインコンセプトとし

て、チタン基複合材料、またはチタン基複合材料と熱可塑性樹脂であるPEEKを母材とする

複合材料のハイブリッド構成によるファンブレードを提案している．しかしながら、PEEK
は成形温度が高いため、熱硬化性樹脂と比較してジェットエンジン材料に要求される性能

が優れていても量産化という点においては課題が多くあるようである。 
また、 図6.3.1-5にあるようなエアバス社のA380のエンジン部の空気取り入れ口には

TenCate社の熱可塑性樹脂複合材料（CETEX）が用いられているという報告もある5)。この

取り入れ口では継ぎ目のない構造とすることで騒音の減少効果も有している。このように、

ファンブレードといった動翼以外では一部の部品において熱可塑複合材料の使用例が見ら

れる。 
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図 6.3.1-5 A380 エンジンカウル 5) 

 
 

6.3.1 項参考文献 
1)堀部恭平，川平浩司，酒井淳，榊純一，“GE90-115B エンジンの開発”，石川島播磨技報，

Vol.43，pp.161-168.(2003) 
2)邉吾一，石川隆司,先進複合材料工学，培風館，pp.187-189 
3)GE 社ウェブサイト，http://www.geaviation.com/ 
4)Christoph Leyens, Frank Kocian, Joachim Hausmann, Wolfgang A. Kaysser, “Materials and 
design concepts for high performance compressor components”, Aerospace Science and Technology, 
Vol.7, pp.201-210.(2003) 
5)FlexForm 社ウェブサイト，http://www.flexformtech.com/news.php 
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6.3.2 船舶 
(1)はじめに 
 複合材料とくに FRP は、自由な形状加工性、優れた比強度・比剛性および耐食性を有す

るなど、多くの材料特性が船体構造に適している。しかしながら、実際の船舶構造への複

合材料の利用は小型船と大型船とで極端にその様子が異なっており、一概に幅広く適用さ

れているとは言えない。 
 船舶が航空機や自動車あるいは他の一般工業用品と大きく異なるのは、圧倒的な量産化

率の低さであり、一部の小型舟艇やプレジャーボートを除いて、一品毎のカスタム設計・

ワンオフ成形がその多くを占める点であろう。 
 モーターボート、ヨット、沿岸小型漁船等に代表される小型船は、FRP の中小規模・小

量生産の製造技術による船体製造コストの低減に効果があり、その結果、GFRP 材料の出

現と共にほぼ総ての小型船の主要構造材料となった。一方、一般に大型船の製造コストは、

全体の 40～60％にも及ぶ多くの割合を材料費が占めており、材料コストの問題だけでも複

合材料の利用を否定するのに十分であった 1)-4)。また、軽量効果を見ても、航空機のよう

に構造重量の軽量化がさらに全ヴィークル重量の軽量化を促す Growth Factor は期待出来

ず、さらには車両のように運動性能が飛躍的に向上にする訳でもない。そのため、大型船

の構造材料には鉄鋼材など金属材料のみが使用されているのが現状である。とくに日本国

内においては、1982 年（昭和 57 年）に全改定された国交省の強化プラスチック船(FRP 船)
特殊基準により、FRP 構造の艇は全長 35ｍまでしか認められていない 5)。しかもこの規定

では、ガラス繊維とポリエステル樹脂をハンドレイアップ法という手作業で成形する材

料・工法のみが認定されている。 
 以上の如く、国内の造船業界は、航空・自動車産業との比較において、小型船を扱う一

部を除き、複合材料利用の取り組み・研究に積極的ではなかったといえる。一方、国外で

は、大型船においても、高速フェリーや防衛関連の特殊用途船舶に軽量性・非金属・高強

度（衝撃波）、ステルス性などの要求から船体構造に複合材料を用いる例は多く報告されて

いる 6)-11)。 
 
(2)船体構造用複合材料の特徴 
 船体構造は、航空機と大きく異なる使用環境・負荷条件のため、複合材料構造も航空機

のそれとは異なる構造が多く見られる。船体構造の特徴を簡単に整理すると、 
荷重・使用条件として、 
 ・水圧・波浪による強い面外荷重 
 ・波浪中の船体挙動にともなう複雑な荷重（ねじり&曲げ） 
 ・滑走・スラミングによる連続的衝撃荷重 
 ・広い使用環境条件（-40℃～80℃、WET 条件） 
があげられ、これらは航空機構造と大きく異なる条件である。要するに、船体構造は、高

いパネル剛性/強度と動荷重/疲労耐久性を持ち、３次元応力状態に耐荷することが要求さ

れているといえる。そのため、 
船体構造には以下のような複合材料構造が多く用いられている。 
 ・厚肉積層構造 
 ・サンドイッチ構造 
 ・数多くの二次接合/継手構造（T ジョイント） 
また、船舶の特徴として、 
 ・建造コストの制約が大きい 
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 ・ワンオフ・少数生産 
 ・開発・設計期間が短い 
 ・低い製造品質管理・長い（あるいは殆ど無い）メンテ周期 
などの制約条件が課せられる。 
 以上から、船体構造への複合材料の適用は、初期の簡易成形型による WET ハンドレイ

アップ成形法から、今日の大型・低コスト・高品質を目指した VaRTM 成形法に変遷され

ているものの、室温または低温硬化が可能な熱硬化性樹脂材料と成形型の組み合わせによ

る複合材料構造のみが利用されてきた。 
 
(3)熱可塑性樹脂複合材料の船体構造用への適用例 
 上記のような背景から、僅かな例外を除き、船体構造への熱可塑性樹脂複合材料の適用

は殆ど見られない。小型で大量生産されている船体に小型マリンビークルがあり、

YAMAHA マリンジェットの例でも１機種 5,000 台/年程度となっているが、本船体は US
内を生産拠点にしていることも、現在は全て SMC 材かハンドレイアップ成形となってい

る。 
 全長 2ｍ程度の小型舟艇では高い強度･剛性が要求されないことから、熱可塑性樹脂によ

るブロー成形が採用されている例もある。図 6.3.2-1 のトッパー級ヨットは 1970 年代から

現在までに世界で 4 万艇以上生産されている 12)。トッパーヨットは PP、リョービボートは

PE が使用されている 13)。 
 現在、熱可塑性樹脂複合材料がヨット主構造に適用されている唯一の例は図 6.3.2-2 の

Twincat15 級ヨットである。このヨットはフランス ÉireComposites 社が Twintex(GF/PP)を用

いて成形している。ÉireComposites 社は電気ヒータと空冷装置を組み合わせた真空バッグ

成形システムにて低コスト成形を図っている。同社は、熱可塑性樹脂複合材料を用いるこ

とで、軽量・高強度、優れた耐久性に加え、高いリサイクル性が得られると評価している
14)。 
 

 
図 6.3.2-1 熱可塑性樹脂製小型ボート(左：トッパー級ヨット 12)、右：リョービボート 13)) 
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図 6.3.2-2 2WIN-12 社製 Twincat15 級カタマランヨット 14) 

 
 船体特有の複合材料構造の一つにフォームコアによるサンドイッチ構造があるが、近年、

船体用複合材料として熱可塑性樹脂によるフォーム材が開発されている。これは従来の塩

ビ系フォーム材の欠点である高温時の二次発砲や耐溶剤性などの解決と、スラミングや機

雷爆破に代表される衝撃せん断特性の改善を目的とし、さらに低コスト化を図ったもので

ある。主に発砲PET材、EPP材などが開発され利用に供され始めている 15) (図6.3.2-3参照)。 
 

 
図 6.3.2-3 熱可塑性樹脂製フォームサンドイッチパネルの衝撃試験結果 15) 

(上：塩ビフォーム、下：EPP) 
 
(4)今後の動向と課題 
 船体構造は、衝撃荷重や WET 環境等、熱可塑性樹脂複合材料のもつ利点が期待されて

いる分野であるが、その適用には多くの課題が在る。建造コストの制約が最も大きいが、

今後自動車分野で非連続繊維熱可塑樹性脂複合材料の利用が進んで行けば、小型マリンビ

ークルなど量産艇への適用は十分実現可能である。 
 また、ワンオフ・少数生産、大型構造に対応可能な熱可塑性樹脂複合材料の成形技術も

重要な課題である。こちらは、一部の風力発電用ブレードの成形に供され始めたリアクシ

ョンタイプ熱可塑性樹脂を用いた VaRTM 成形法(後述)の船体構造への適用が期待される。 
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6.3.2 項参考文献 
1)天田，千田、山崎、船舶機器における新材料の利用可能性の調査結果，日本舶用機関学

会誌，Vol.32，No.10，pp.768-774，1997 
2)D.W. Chalmers, “The Potential for the Use of Composite Materials in Marine Structures”, 
MARINE STRUCTURES, Vol. 7, pp.441-456, 1994 
3)George Marsh, “FRP has Advantages for Light Marine Structures”, Reinforced Plastics June 
1996, pp.50-54, 1996 
4)George Marsh, “Can composites become serious seagoers?”, Reinforced Plastics, Oct. 2004, 
pp.20-24, 2004 
5)2003 強化プラスチック船規則、強化プラスチック船規則検査要領、日本海事協会 
6)D.J. Hall and B.L. Robson, “A review of the design and materials evaluation programme for the 
GRP/foam sandwich composite hull of the RAN minehunter”, COMPOSITE, Vol.15, No.4, pp.266, 
1984 
7)P. Noury, B. Hayaman, D. McGeorge and J. Weitzenbock, “Lightweight Construction for 
Advanced Shipbuilding-Recent Development”, DNV Research Paper, 2005 
8)“The VISBY class corvette – a vital asset in future maritime security”, NAVY 2000 Symposium 
7- 8th, 2000 
9)Milton O. Critchfield, Thomas D. Judy, “Low-cost design and fabrication of composite ship 
structures”, MARINE STRUCTURES, Vol.7, pp.475-494, 1994 
10)The Skjold Class Fast Reaction Craft, Umoe Mandal 2000, 2001 
11)A.P. Mouritz, E. Gellet, P. Burchill, K. Challis, “Review of advanced composite structures for 
naval ships and submarines”, COMPOSITE STRUCTURES, Vol. 53, pp.21-41, 2003 
12)INTERNATIONAL TOPPER CLASS RULES, ISAF (UK) Ltd., Southampton, UK 
13)Ryobi Boat ACE series, 上州屋カタログより 
14)“Twintex and 2win’s new Twincat”, European Boatbuilder, Issue18, pp.4, 2006 
15)THE 18th CHESAPEAKE SAILING YACHT SYMPOSIUM, ANNAPOLIS, MARYLAND, 
MARCH 2007 
 
 
6.3.3 その他 
 小型風力発電用ブレードには、早くから熱可塑性樹脂複合材料が利用されている分野で

ある。直径 2～3ｍ以下、出力数 KW 程度までの小型発電装置は市街地に設置されることが

多く、生産性に加えて耐衝撃性や損傷後の耐久性の要求から熱可塑性樹脂複合材料が選択

されている 1)。これらの多くは、短繊維/熱可塑性樹脂による射出成形により成形されてい

るが、出力 10kW 程度では連続繊維によるブレードの成形となっている 2)。図 6.3.3-1 は

ÉireComposites 社の GF/PP(Twintex)によるブレードの例である 3)。 
 また、最近では、より大型ブレードに適用するため、リアクションタイプの熱可塑性樹

脂による低温成形技術が研究されている 4)。室温や低温で樹脂粘度が小さいリアクション

タイプ熱可塑性樹脂を用いることで、大型ブレードには VaRTM 成形方法が、中・小型ブ

レードにより生産性の高い RTM 成形法が適用可能となる。図 6.3.3-2 は ÉireComposites 社
と三菱重工、Cyclics 社が開発している熱可塑性樹脂複合材料によるブレードの試作機であ

る 5)。 
ÉireComposites 社によれば、従来の熱硬化性樹脂複合材料に比べ、成形時間を短縮でき

コストダウンも図れるとの事。また製造時の端材を含めてリサイクル性に優れ、揮発成分
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を出さない作業環境等から、本ブレードを Green Blade と称している。 
 

 
図 6.3.3-1 熱可塑性樹脂複合材料製ウィンドブレード 

(JEC2004、ÉireComposites 社ブースから） 
 

   
図 6.3.3-2 VaRTM 成形法による熱可塑性樹脂複合材料製ウィンドブレード 4) 

(ÉireComposites 社 WEB ページから) 
 
6.3.3 項参考文献 
1)たとえば Zephyr Corporation Z500 シリーズ等 
2)Aago Lystrup, Vacume Consolidation of Thermoplastic Compsoite for Wind Turbine Rotor Blade, 
the 27th Riso,International Symposium on Materials Sience,2006 
3) ÉireComposites WEB ページより 
4)K.V Rijswijk, Harald Bersee, Thermoplastic Composite Wind Turbine Blades, Dutch Wind 
Workshops, 2006 
5)“First recyclable wind blade to be developed”, Reinforced Plastics November 2004, pp.8, 2004 
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第７章 海外現地調査結果 
 
 近年、種々の分野で熱可塑性樹脂複合材料適用が拡大している。特に最近熱可塑性樹脂

複合材料の欧州における適用の進展が著しいので、現地で航空機部品や自動車部品等の適

用状況調査を実施した。 
 
７．１ 出張期間と調査場所および出張者 
出張日程：2008 年 1 月 12 日～1 月 20 日 
１月 12 日(土) 成田発  アムステルダム着 
  13 日(日) アムステルダム→アルメロ(蘭) 
  14 日(月) TenCate Advanced Composites→Stork Fokker→アムステルダム(蘭) 
  15 日(火) Dutch Thermoplastic Composites→デルフト(蘭) 
  16 日(水) TU Delft→ハンブルク(独) 
  17 日(木) CFK Valley s Valley Stade→マンハイム(独) 
  18 日(金) IVW→シュツットガルト(独) 
  19 日(土) シュツットガルト→アムステルダム発 
  20 日(日) 成田着 
 
調査場所： 
TenCate； Campbellweg 30 7443 PV Nijverdal, The Netherlands 
Stork Fokker Edisonstraat 1 7903 AN Hoogeveen The Netherlands 
DTC  Pascallaan 15a 8218 NJ Lelystad The Netherlands 
TU Delft Kluyverweg 1 2629 HS Delft The Netherlands 
CFK  Airbus-Str. 1, 21684 Stade, Germany 
IVW  Erwin-Schrödinger-Straße, Gebäude 58 67663 Kaiserslautern Germany 
 
出張者； 
鵜沢潔 ：東京大学 工学系研究科 環境海洋工学専攻講師 
中山良博：川崎重工業(株) 航空宇宙カンパニー技術本部研究部材料技術課上級専門職 
山口晃司：東レ(株)複合材料研究所 研究員 
榎本清志：(財)次世代金属・複合材料研究開発協会 複合材料技術部主幹研究員 
古挽彰 ：(株)ＩＨＩ 技術開発本部 生産技術開発部 
飯塚健治：飯塚テクノシステム(有) 代表 
 
 
 
７．２ 調査先概要 
 今回は、熱可塑性樹脂複合材料の材料開発を進める TenCate 社からファブリケーターの

Stork Fokker 社と DTC 社、また本分野の研究を精力的に進めているデルフト工業大学

（TUD）と IVW、さらには航空機への本格的適用を目指して EC の研究・開発ネットワー

クを具体的な形にした CFK Valley Stade と、熱可塑性樹脂複合材料分野のほぼ全ての分野

におけるトップランナーを調査することができた。 
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7.2.1 熱可塑性樹脂複合材料原材料メーカー(TenCate 社) 
 まず、TenCate 社では、すでに Airbus A340. A380 など多数の部品に採用されている積層

ラミネート材の成形工場を見学し、さらに熱可塑性樹脂複合材料に対する今後の展開・開

発方針を聞くことができた。同社の GF クロスセミプレグは Stork Fokker 社の J-ノーズ外板

材料として、またそれを平板に成形した積層ラミネート材は Stork Fokker 社や DTC 社のリ

ブ・スティフナー材料として供給されている。特に積層ラミネート材は、熱可塑樹脂コン

ポジットの最大の特徴である二次加工(プレス成形、融着等)用の素材として、原材料メー

カーが一次成形して供給するという、従来のコンポジット業界の構造を大きく変革する可

能性をもった材料である。 
 TenCate社は現状の二次構造部材主体の利用状況から一次構造部材への展開を図るため、

CFUD 材の供給と新規樹脂開発を進めている。CFUD 材は US Phoenixx TPC から供給され

る予定。開発中の新規熱可塑樹脂は、価格や性能が PEEK と PPS の中間で、可使温度やタ

フネスが PPS より高い PPS＋(自社開発)との事。 
 
7.2.2 熱可塑性樹脂複合材料成形メーカー(Stork Fokker 社、DTC 社) 
 次に、熱可塑性樹脂複合材料の成形・製造の様子を Stork Fokker 社と DTC 社にて調査し、

実際にビジネス展開している立場から現状と将来方向に関する意見を聞いた。DTC 社は概

して長さ１ｍ以下のスティフナーなど単純な小部品、Stork Fokker 社は A380 の J-ノーズア

ッシーのような大型・組み立て構造、の違いはあるものの、両者とも航空機部材を主とし

て製造している。 
 DTC 社は、主に TenCate 社から積層ラミネート材を購入し、社内ではプレス成形機によ

るフォーミングのみを行っている。Stork Fokker 社は同様に TenCate 社の材料を用いている

が、J-ノーズのリブ材は積層ラミネート材の曲げ加工、外板はセミプレグ材によるオート

クレーブ成形と使い分けている。 
 TenCate 社も含めた三社とも、見学した成形工場は温調・喚起がされているだけの、い

わゆる組み立て工場程度の環境であり、従来のエポキシプリプレｸﾞの積層・材料保管品質

とは大きく異なっていた。一方で、J-ノーズの組み立てラインは穴加工が無い溶接接合の

ためか、むしろクリーンな作業環境に思えた。 
 
7.2.3 熱可塑性樹脂複合材料の大学研究機関(TUD、IVW) 
 また、熱可塑コンポジットを精力的に研究している機関としてデルフト工業大学（TUD）

と IVW を訪問し、将来に向けた研究の様子を確認した。TUD はオランダ最古の工業大学

であり、現在最大にして最高の工業大学でもある。特に、訪問先の航空工学科はオランダ

が航空機事業に力を入れていることもあり極めて大きい。同様に IVW はドイツを代表する

カイザースラウルテン大学の研究機関であり、教育的研究と企業と結びついた研究とが並

列的に実施されるべく、その資金の 65％を大学外から得て居り、やはりドイツ最大規模の

研究施設と言える。 
 両者ともに熱可塑性樹脂複合材料のプレス成形について長く研究してきた。その成果は

織物材の成形として一定の成果を出し、今日の Stork Fokker 社や DTC 社のビジネスに繋が

っている。一方、TUD は航空工学科でもありその用途が航空機構造に限られるのに対して、

IVW は工業分野、特に自動車関連を目標にしていることから IVW では GMT など非連続繊

維コンポジットや溶接技術にも力を入れている。 
 最新の研究として、TUD はリアクションタイプ樹脂＋VaRTM 成形を目指し、IVW は自

動化技術による UD 材の成形と三次元形状に適合した溶接を研究している。これらは共に
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一次構造部材への取り組みであるが、オランダとドイツ両国の特徴が現れているようで興

味深い。  
 
7.2.4 熱可塑性樹脂複合材料適用研究機関(CFK Valley Stade) 
 さらに、CFK Valley Stade では航空機主構造部材に複合材料を適用するための最新の取り

組みを調査した。CFK は、全 EU から複合材料に関する企業・研究者を集め、Airbus 社の

複合材料研究組織である CTC(Composite Technology Center Stade)を主にして、航空機への

CFRP の実用化研究・開発を進める事を目的としている。CFK の設立は地元自治体が出資

した技術クラスターであり、現在 10 の工業分野を基盤として大小 50 件弱の案件について

研究・開発が進められている。CFK へは、企業や個人として個々の研究・開発テーマとと

もに、決められた参加費を払って参加する。50 名以下の小企業の場合、一つの案件参加に

1,500€、一人年間 3,000€、大企業の場合でも 6,000€/案件、12,000€/年人となっており、小

企業なら少ない費用で CFK に参加が可能である。 
 CFK の目標は、複合材料による構造物軽量化(30％：対 AL)とコストダウン＆品質向の両

立を自動化によって達成しようとするものである。今回は CTC で、熱可塑コンポジットの

自動成形機の研究・開発の様子を見学した。これは熱可塑CFUDを In-Situ成形するもので、

装置の全体構成は熱硬化の FP や ATL と同様であるが、ヘッド部分が熱可塑樹脂専用とな

っている。熱可塑性樹脂複合材料では、曲率が一様でない胴体などにタックがない熱可塑

セミプレグを貼り付けるため、ガストーチで加熱して張り付ける等の工夫が必要となる。

この積層ヘッドは IVW とともに開発していた。CFK では、大型 3 次元パネルの成形を通

して航空機部材としての構造研究や、装置の実用レベルを検証している。 
 
７．３ 熱可塑性樹脂複合材料の状況 
 今調査を通して特筆すべきは、その技術がすでに自動車分野ならびに航空機分野に使わ

れていることであろう。つまり、本技術は未来の話ではなく、すでに実用化されている話

である。そしてそのために、EU 圏の大学・研究機関・企業が総合的に、かつ具体的な構

造物の実現化を目標に、研究を進めてきたことが実感できた。 
 一方、今日の熱可塑性樹脂複合材料はまだ小形状・二次部材が主であり、技術開発チー

ムは一次構造材への採用を狙うべく研究・開発を進めている状況であった。 
 また、リサイクルについては、その様子の一部を CFK にて紹介されただけにとどまった。

CFK では熱処理による CF 回収を採用しているが、航空機用途としてのマテリアルリサイ

クルは目指しては無いようであった。 
 
７．４ 熱可塑性樹脂複合材料の課題 
 今回の調査の Key Point は、熱可塑性樹脂複合材料は航空機の一次構造部材に使えるか、

熱可塑性樹脂複合材料はコストメリットがあるか、であった。両者はお互いに独立ではな

く、採算性の成立なしには二次部材であっても採用されることは無い。 
 これらの質問に対して、成形側からは、一次構造に適用するための障害は生産性・コス

トにあるとし、それを使うユーザーサイドとしての Airbus 社はコストの問題だけでなく、

高い成形温度や熱可塑性樹脂の結晶化による材料の不均質さの問題についての指摘もあっ

た。また長期使用に対する熱可塑樹脂の耐久性も検討課題だとの声もあった。 
 一方で、DTC のコメントとして、スティフナーなど小物部品についてはすでに一次構造

部材として使用されているのも事実である。これらはその形状の単純さから単なる成形コ

ストのみならず、積層ラミネート材購入＋プレス成形という分業化による設備投資低減の
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メリットもある。すでに B787 などに利用されており、今後もその利用は拡大すると思わ

れる。 
 逆に言えば、一次構造部材への適用は、材料特性の向上に加えて、大型化、三次元形状

化が課題であるとの声も多かった。とくに熱可塑コンポジットの高成形温度に対応する積

層ジグ、成形ジグは金属材料が主であり、これが、大型化に伴う、型コストや成形エネル

ギーのコスト負担、プロセスタイムの増加が問題になるとの意見であった。 
 以上の課題に対して、TenCate 社では UD 材の開発供給に取り掛かっており、IVW や CFK
はその UD 材を用いた自動積層技術を研究している。また、TUD はリアクションタイプ樹

脂＋VaRTM 成形による、低成形温度・複雑形状への対応・低コスト成形を目指している。 
 
７．５ まとめと所感 
 今回、熱可塑性樹脂複合材料の材料メーカーからファブリケーター、また本分野の研究

実績のある大学、さらには航空機への本格的適用を目指す CFK と、熱可塑性樹脂複合材料

分野のほぼ全ての分野におけるトップランナーを調査することができた。 
 熱可塑成形の研究に欠かせない混錬機や大型プレス成形機等は導入価格や維持費の問題

から日本の大学レベルでは保有・運用することが難しい。しかし、欧州では TUD や IVW
以外にもルーベン大など多数の大学で見ることができ、それだけ EU 全体として熱可塑性

樹脂複合材料の研究が進められてきたことが実感できた。航空機分野のみならず、近年自

動車分野で LFTP(Long Fiber Thermo Plastics)のプレス成形部品が広まりつつあるのも、これ

ら EU 全体の研究・開発の成果であると強く感じた。 
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７．６ 調査場所詳細内容 
 
7.6.1 TenCate Advanced Composites bv 
(1)調査日時 

2008/1/14 9:00-12:00 
 

(2)面談者 
 Frank J Meurs (Managing Director) 

Winand Kok (Product Manager Aerospace) 
 
(3)機関概要 
 創立以来３世紀にわたる、オランダの最も古い歴史を有するテキスタイル総合メーカー。 
現在は産業用繊維と化成品の複合化製品の、防護衣料、防弾用複合材、サッカー用人工芝、

航空宇宙用、産業用複合材などを、オランダ、米国、フランスの工場で生産している。従

業員総数は約 4,000 人。2006 年度の売上げは約 10 億ドル、純利益が 6,500 万ドル。 
最近は M&A を活発に進めて、米国の複合材や防弾装甲関連の企業を買収しグローバル

な事業拡大を図っている。 
 
(4)調査内容 
 複合材料のポートフォリオには、①織物プリプレグ（炭素繊維、ガラス、アラミド繊維

など）②一方向材(UD) ③積層ラミネート④サンドイッチパネル System3 がある。  
その中でも特筆すべきは、熱可塑性複合材料、CETEX（商標）の航空機用途や産業用途

への事業展開で、1987 年にデルフト工科大学との共同開発を始めて以来、Fokker、Airbus
などと航空機向け構造材としての長期にわたる研究開発を継続し、現在 Airbus A340、A380
などに多数の部品が採用されるに至っている。    
現在の航空機用の主たる樹脂マトリックス材料は、半結晶性の PPS と非結晶性の PEI で、

前者は PPS のフイルムを炭素繊維の平織、或いは５枚朱子織物に、部分溶融接着したセミ

プレグを高圧、1.2 m ｘ 3.6 m の 高温プレスで含浸して積層ラミネートシートにする。

後者は非結晶性のため、予め溶剤により含浸した織物を、同様にプレスで積層している。

航空機用途向けの積層枚数は、1~40 プライ。産業用には 122 プライ(38cm 厚) まで生産可

能。 
今後の開発課題として、航空機用の一時構造材への熱可塑複合材の適用を目指して、米

国の UD 材料のメーカーPhoenixx TPC を昨年買収し、さらに耐熱性 Tgの高い樹脂マトリ

ックスとして、PPS+ の開発を進めている。   
サンドイッチパネル System 3 は、航空機内装用で、炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊

維織物に、 PEI のチューブ状コアを融着する。 
 
(5)その他 
 航空機用の CETEX 材料は、既に Airbus（AIMS）と Boeing（BMS 8-353）の材料認定を

受けている。長年にわたる航空機用の CETEX 材料開発、成形、接着などの二次加工技術、

材料評価などの実績は、後発他メーカーの安易な追随を許さないレベルに到達している。 
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7.6.2 Stork Fokker 
(1)調査日時 

2008/1/14 14:00-16:00 
 
(2)面談者 
 Arnt R. offringa (Director R&D, M. Sc. Eng.) 
 
(3)機関概要 
オランダの航空機部品製造メーカーであり、1980 年代から熱可塑材料に注力してきた。

同社の熱可塑材料部品は、欧米の軍用機および民間機の２次構造部材をはじめ、A340 およ

び A380 の主翼固定前縁(J-nose)に適用されている。低コスト化、軽量化を目的とした研究

開発を継続して実施している。短期的には動翼ボックス構造、客室床ビーム等を、長期的

には胴体構造および主翼等、大型一体成形一次構造部材への採用を目指している。同社は、

豊富な技術および蓄積データを有しており、この分野におけるリーディングカンパニーで

ある。  
 
(4)調査内容 
a)熱可塑樹脂 
使用する熱可塑樹脂は、PEEK から PEI に変化し、90 年代の後半から PPS を使用してい

る。しかし、耐熱性が低いという問題から、現在は新しい材料である PEKK を主要材料と

している。 
b)研究室見学 
サイン桁試作品および主翼固定前縁(J-nose)試作品を見学した。サイン桁試作品は、予め

個々に成形したサイン Web、平板フランジ、フィラーを一体成形（コ・コンソリデーショ

ン）したものである。J-nose 試作品は、A380 の J-nose がスキンとリブの融着構造であるの

に対し、セミプレグスキンと成形済のストリンガーの一体成形（コ・コンソリデーション）

部品である。（図 7.6.2-3 及び図 7.6.2-4 参照方） 
c)工場見学 
主に A340 および A380 の J-nose の製造および組立工程を見学した。オートクレーブ硬化

の時間を出来る限り短縮させ、製造コストを低減させることが重要であるため、積層ツー

ル、バッギング材、シール方法等に種々の工夫がなされている。リブとスキンの Resistance 
Welding では、ツールにスキンをセットし、予め Weld Strip を貼り付けたリブの位置決めを

した後、リブの後方から機械的にクランプして融着する手順であった。（図 7.6.2-1 及び図

7.6.2-2 参照方） 
d)大型一次構造 

J-nose (PPS,300℃)等の２次構造部品であれば、オートクレーブを用いた成形が可能であ

るが、一次構造部品では成形温度がより高く、また成形時間が長くなるため、現在のオー

トクレーブ成形技術では部品製造が困難であるとの見解であった。より成形温度の低い熱

可塑樹脂やヒーター埋め込み型ツール等、脱オートクレーブ成形に向けた種々の開発が必

須であるとのこと。 
e)その他（融着、機械加工、修理） 

融着について、A380 では上述の通り、Resistance Welding を適用したが、Induction Welding
の方が容易かつ高品質であるため、現在、実用化のための研究開発を実施中とのこと。 
機械加工について、熱可塑材料は熱に弱いため、ダイヤモンド工具は適しておらず、超
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硬の刃具が適しているとのこと。 
熱可塑部品の修理について、今のところ、コスメチック修理はやっているが、構造修理

の実績は無いとのこと。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.2 項参考文献 

1)“Welcome to Hoogeveen: RIMCOF delegation on Continuous Fiber Reinforced 
Thermoplastics”Jan.14th.2008 プレゼンテーション資料より 

図 7.6.2-1 セミプレグの積層状況 1） 
図 7.6.2-2 スキンとリブの融着作業状況 1） 

図 7.6.2-3 サイン桁試作品 1） 図 7.6.2-4 主翼前縁試作品 1） 
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7.6.3 DTC(Dutch Thermoplastic Composites) 
(1)調査日時 

2008/1/15 09:40-12:00 
 
(2)面談者 

Ir David Manten (General Manager) 
Ir Frank Spee (Engineering & Development) 

 
(3)機関概要 
オランダ北東部 Lelystad 工業団地の一角にある、熱可塑コンポジットの成形メーカー。

会社規模は社員 14 名、このうち製造担当 7 名と、小規模ベンチャー企業に属する。 
DTC 代表の Manten 氏は 1993～1998 年の間デルフト工科大学に在籍し、卒業後デルフト

大学内で間借りして起業した。最初のプロダクトは熱可塑 CFRP による靴底板の成形で

ある。 
現在、小型プレス成形を用いた熱可塑コンポジットによる航空機部材成形を主としてい

る。プレス成形の範囲でプリプレグを用いた熱硬化コンポジットの成形も行っている。 
製造技術は主に代表の Manten 氏と Mr. Frank Spee(デルフト大出身)が担当。CATIA に

よる型設計からプレスフォーミングのシュミレーション(PAM-Forｍ:ESI 社)なども担当

している。 
設備： 
小型プレス機 2 台(それぞれプリヒート機とセット、図 7.6.3-1 参照)、大型プレス機 1 台、

C-SCAN(ボーイング認定を取得、マニュアル操作＆半自動計測処理、ミノルタ製探傷ヘ

ッド＋自社製トラバース＆計測システム)、3 次元自動計測機(三豊製)、NC マシン(材料カ

ット＆製品トリム用)成形型、冶工具の設計は自社、加工は外注。 
 
(4)調査内容 

航空機用小型部材は、ほぼ全て TenCate 社の CETEX を購入し、社内ではプレス成形機

によるフォーミングのみを行っている。 
生産性を上げるため、専用のスライディング装置とパレット（プレス金型より一回り大

きい）によってワークを固定し、プリヒート→プレス→取り出し、の工程がスムーズに

流れるように構成さている。部材形状にあわせて一回り大きくトリムされたワーク材は

専用のハンガーに固定されることで、プリヒート、プレスの間に直接ワークに手を触れ

ずに済むだけでなく、プレス加工中の製品の皺、よれの発生を抑えている。プレスフォ

ーミング中に適度にエクセスされ材料にテンションが加わることが品質良い成形のキー

ポイントに成っているようで、このシステムは撮影禁止であった。 
プレス成形はアングル材など単純形状の成形には金型を用い、複雑な 3 次元形状にはラ

バーモールドを使用している。ラバーモールドは基本的にはオス型がラバーを用いて、メ

ス型に金属を用いることが多い。 
現在はリブ等の小物を作ることが多い。これは以下の理由による。 ①ラミネートで供

給された材料の折り曲げが可能であり、板厚が変化しない小物に関してはプレス成形のみ

で終わるため極めて経済的であること。②特に、同様の形を多く作らなくてはいけないフ

ランジなどは本成形が極めて有効であること。図 7.6.3-2 にプレス成形したサンプル部品を

示す。逆に、部品の大きさは素材（積層板）の大きさおよびプレスの容量に依存するため、

大面積部品および板厚が変化する形状部品には不向きである。 
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現在，注力しているのは熱可塑コンポジット成形プロセスの自動化である。自動化を行うこ

とでコストダウンを行いながら，品質向上を目指している。 
現在、ボーイングの認定を受けている工場であり、これが強みである。成形のみならず、

Ｃ－ＳＣＡＮを用いた非破壊検査においてもボーイングからの認定を受けている。ボーイ

ング・エアバスにおいても熱可塑の小部品を採用するところが増えてきているとのこと。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.6.3-1 小型プレス機 

図 7.6.3-2 プレス成形したサンプル部品 
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7.6.4 TU Delft 
(1)調査日時 

2008/1/16 10:00-14:00 
 
(2)面談者 
 Prof. Ir. Adriaan Beukers (Charholder Design & Production of Composite Structures) 

Dr. Ir. Harald E.N. Bersee (Design & Production of Composite Structures) 
 
(3)機関概要 
 オランダ最古の工業大学であり、現在最大にして最高の工業大学でもある。特に、訪

問先の航空工学科はオランダが航空機事業に力を入れていることもあり極めて大きい。 
訪問したのは Faculty of Aerospace Engineering、Design & Production of Composite 

Structures の長である Prof. Beukers 氏。 
機関規模を研究者の人数で表すと、 

Aerospace Engineering：Dr 学生全 50 名、Ms 学生 30 名/年 
Design & Production of Composite Structures：Dr 学生全 10 名、Ms 学生 15 名/年、教員

は全 8 名(Prof. Beukers 含む) 
Aerospace Engineering は他に Metallic Structures、Fundamentals of Materials、Engineering 

Mechanics、Aero Space Structures を合わせた 5 つの専攻で構成されている。 
Design & Production of Composite Structures は、バイオを含む材料・プロセス、破壊・耐

久性、自動成形やさらに軽量構造、風力発電ブレードの分野までほぼ全てのコンポジッ

ト技術を研究している。Prof. Beukers 曰く、‘コンポジット構造の実現化’を目指してい

るとのこと。 
専攻エリアは非常に広く、設備も充実しており、大学の運営施設としては最大規模。

見学できた設備だけでも以下の通り、 
設備： 
引張り試験機(薄板材試験用)3 台、疲労試験機 1 台、 
小型オートクレーﾌﾞ（φ800×1200 程度）1 台、昆連機(＋シート成形機)2 台、 
小型ブレーディンｸﾞマシン(マンドレルφ200 程度)、 
プレス機(オイルヒータ付 500×5002 台、大型 1500×1001 台）、 
台上融着装置（超音波融着機 2 台、簡易インダクション装置 1 台） 
リアクション成形実験エリア(VaRTM 装置) 
モデリングエリア(CNC モデル加工機、ウッドクラフト装置一式) 
化学分析エリア（ドラフトチャンバー8 台、分光分析装置など多数） 
NDT(C-Scan、1500×2000 水槽＆トラバース装置)1 台 

さらに、CNC マシニングセンター数台、ポリプレグカッターなどが、設置工事中であった。 
 
(4)調査内容 
 Design & Production of Composite Structures では、複合材料の材料設計・構造設計・設計

基準の領域を横断するように、繊維/ポリマーや材力/成形プロセスの分野から総合的なア

プローチをしている。 
現在は熱可塑コンポジットの研究が主となっているようだが、引張・曲げなどの基礎

物性はもちろんのこと疲労特性に力を入れており、疲労に関する大小数々の試験機が並

んでいた。これらは FMLC 材(Fiber Metal Laminates Centre of Competence)の開発時から続
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いている装置であり、一角では FMLC 材(GLARE と思われる)を後加工（曲げ加工）した

ものの材料試験を行っていた。 
設備の稼動状況をみると、プレス成形や融着については一息ついている感があり、訪

問時に見学できたのはリアクション樹脂による VaRTM 成形の研究のみであった。 
プレス成形技術は IVW と並んでデルフト大が長く取り組んできた技術であり、繊維配

向やプレス加工方法による成形性を、実験や積層板の層ずれまで考慮したシミュレーシ

ョンで検証し研究を進めている。 
低粘度のリアクションタイプ熱可塑樹脂は低温プロセスの VaRTM 成形を可能にし、大

型化、三次元形状への対応、さらには非高耐熱型による低コスト化までが可能となる。デ

ルフト大では PA-6 などを中心に研究を進めている。 
設備調査時の写真を図 7.6.4-1～図 7.6.4-12 に示す。 

 
(5)その他 
 博士課程の学生には研究費として年間５万ユーロほど出費しており、学生には３万ユー

ロほどが収入として残るとのこと。これは年収４００万以上に相当し、学振などよりも多

い額になる。 
他のコンポジット研究では、ナチュラルファイバーの研究を同志社大学の藤井先生たち

と研究を進めている。その中で、熱可塑性コンポジットを使った研究も進めており、用途

としては、航空機ならびに風車などが対象になっている。 
 

        
図 7.6.4-1 プレス機(外観)  図 7.6.4-2 プレス機内部   図 7.6.4-3 大型プレス機用プリヒーター 

    

 

   
    図 7.6.4-4 昆錬機＆シート成形機    図 7.6.4-5 分析と設置中エリア (全体はこの 3 倍) 
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図 7.6.4-6              図 7.6.4-7            図 7.6.4-8FMLC 材用ジグ 
リアクション樹脂の成形システム    VaRTM 成形された試験片  
 
 

       
図 7.6.4-9 融着試験機   図 7.6.4-10       図 7.6.4-11        図 7.6.4-12 

     超音波融着機     電磁誘導本体とヘッド   過熱様金属メッシュ 
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7.6.5 CFK Valley Stade 
(1)調査日時 

2008/1/17 10:00-12:00 
 
(2)面談者 
 Dr. Andreas Baar (Head of Main Office) 

Prof. Dr. -Ing. Wilm Unckenbold (Private University of Applied Sciences) 
Niko Naumann (Dipl. Wirt. -Ing., Composite Technology Center Stade) 

 
(3)機関概要 
 エアバスの尾翼工場近くに設立された炭素繊維複合材料の開発センター（High 
Technology Cluster）である。中にはリサイクルに特化したセンターや大学なども設立され

ている。CFK はドイツ語で CFRP の意味。 
 
(4)調査内容 
 CFK Valley ではNaumann氏の案内によりCTC (Composite Technology Center Stade)の工場

設備において、自動化された Tape placement 装置が稼動している様子を見学した。現在は

PEEK、PPS、PEI が多く用いられているが、成形性、耐熱性の点から PEKK が注目されて

いる。 
現在、熱可塑性樹脂複合材料（TPC）の製造プロセスの自動化技術の開発が進められて

いるが、自動化技術が進歩し製造コストが低下すれば、TPC の適用範囲は現状よりも拡大

していくだろうとのこと。また、TPC の市場がさらに成長するためには、材料そのものの

コストの低下も必要であるという。今後、TPC の適用拡大が望まれるのは、第一は自動車

分野であり、海上石油採掘事業や装甲車などでも期待できるとのこと。また、TPC の部品

製造プロセスには基材とスチフナなどの取り付けパーツの接合性向上のための十分な加工

時間が必要であり、製造スピードの点で妥協することなく、この問題が解決されることが

必要であるという。 
CFK Valley にはいくつかのセクションが存在し、成形プロセスだけではなくリサイクル

をメインとする部署も存在する。リサイクル技術の基礎は確立されており、今後の課題は

リサイクル規模をいかに拡大していくかとのこと。 
 
(5)その他 
 CFK Valley はニーダーザクソン州の自治体が中心となって設立した技術クラスターであ

る。参加する企業は、参加のための費用が要求されるが、欧州ではエアバスを中心に航空

機関係のメーカーやコンポジットを扱うメーカーなどの連携が重要視されることから、こ

のようなクラスターも活性化されているものと思われる。（図 7.6.5-1 および図 7.6.5-2 参照） 
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図 7.6.5-1 CFK Valley の参加メンバー 
 
 
 

 
 

図 7.6.5-2 CFK Valley の組織構成 
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7.6.6 ＩＶＷ 
(1)調査日時 

2008/1/18 14:00-17:00 
 
(2)面談者 

Prof. Dr. –Ing. Alois K. Schlarb (Chief Executive Officer) 
Ralf Schledjewski (Dr. –Ing., GL Manufacturing Science) 

 
(3)機関概要 

Kaiserslautern 大学の複合材料研究所であり、日本では湘南工科大学と共同研究を行って

いる。教育的研究と企業と結びついた研究とが並列的に実施されている。研究対象はポリ

マー系のコンポジットに限定しており、材料の研究開発、プロセス開発、解析、試験、分

析等あらゆる分野を手掛けている。アプリケーションとしては航空機、軽量構造、建築、

自動車、医療機器など多岐に渡り、200 のプロジェクトをかかえている。 
 
(4)調査内容 
a)プレス成形 
ナノパーティクルによる剛性・強度向上などの樹脂技術や繊維混入熱可塑樹脂を使った

プレス成形などを行っていた。熱可塑プレス成形は大きくＧＭＴを用いたものとガラス長

繊維ペレット（２５ｍｍ）を使ったものが行われていた。これらを使って、プレス成形を

行い、自動車用部品を多く成形していた。ＩＶＷでのプレス成形はデルフト大学での取り

組みと違い、自動車会社からの依頼によるものかアズモールド成形も行っていた。 
図 7.6.6-1 に展示してあった成形部品を示す。 

b)ラミネート 
熱可塑ラミネートを作るために、ダブルベルトプレスも設置されていた。幅 600ｍｍで

400 度までの高温にすることが可能とのこと。ダブルベルトプレスは使っている鉄の消耗

が激しいことから消耗品の価格が高価となるという欠点があるとのこと。 TenCateでは、

結局大型プレス機でバッチ式により成形を行うことになった過去があるそうだ。 
c)自動積層 
自動積層を約１０年間研究しており、熱可塑用自動積層装置を使用してダイレクトコン

ソリデーション曲面部品(CF/PEEK 14ply)があった。プリプレグはガストーチで加熱する。

また、ツールの加熱も必要である。この技術を応用して、CFK Valley にあったファーバー

プレースメント用積層ヘッドを開発したものと思われる。 
d)融着 

融着に関しても１０年間研究しており、ロボットを用いた Induction Welding を開発して

いた。これは実際に BMW のバンパーに適用しており、出力を上げれば、航空機一次構造

(PEEK 等)にも適用出来る技術であるとのこと。レーザーやマイクロ波による加熱も研究中

とのこと。 
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図 7.6.6-1 熱可塑複合材料をプレス成形した部品 
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第８章 課題抽出および産業化への方策 
 

軽量化要求の厳しい航空宇宙分野だけでなく、自動車をはじめとする種々の機械工業分

野において樹脂系複合材料は急激に適用対象を拡大している。そしてそれぞれの分野の要

求に応じて、樹脂系複合材料は、技術的に発展し適用形態を変えつつ浸透していっている。 
具体的には、樹脂系複合材料はマトリックス樹脂によって大きく熱硬化性樹脂複合材料

と熱可塑性樹脂複合材料に大別でき、従来から複合材料が適用されてきた航空機などの重

要機械分野では、熱硬化性樹脂複合材料がほとんどであった。しかし複合材料がその他の

分野へ適用展開され、また航空機分野でもエアバス A380 やボーイング 787 のように大幅

な適用拡大がなされる中で、熱硬化性だけでなく熱可塑性樹脂複合材料も着実に適用領域

を広げてきつつある。 
今回の熱可塑性樹脂複合材料の適用動向調査を通して、特に欧州における適用技術の大

幅な進展が確認された。その顕著な事例としてはエアバス社の主翼リーディングエッジ、

A380 エンジンカウルがある。そして欧州は、現在も強力な開発体制で適用研究と関連技術

開発を推進しつつある。また、熱硬化性、熱可塑性の両者を棲み分けさせて適切に活用し、

両者あわせて複合材料全体の適用拡大を図ろうとする検討の中で、両者それぞれの適用上

の課題も相互比較によって明確になった。 
まず、熱硬化性樹脂複合材料の課題を以下に示す。 
 
① 高コスト（炭素繊維が低コスト化されても熱硬化性樹脂が依然高価であり、熱硬化

性樹脂プリプレグの冷凍保管や大型の成形設備に多額の投資と運転資金が必要とな

る。これに対し、熱可塑性樹脂プリプレグは常温で保管可能で、経年劣化の心配が

ないなど、付帯設備の低コスト化が期待できる。） 
 
② 成形に時間がかかる（ただし、日本では NEDO で炭素繊維強化熱硬化性樹脂の迅速

成形プロジェクト（2003fy-2007fy）が行われ、注目されている。） 
 
③ 成形に大規模設備が必要（世界的に、航空機以外はオートクレーブ成形から RTM や

真空アシスト RTM によるニアネットシェイプ成形にシフトしているが、熱硬化性樹

脂は二次加工が困難であるため製品の最終形状に近い大きなものを一体成形する必

要があり、やはり成形設備は大型にならざるを得ない。） 
 
④ 二次加工性・賦形性が悪い（金属材料のように汎用素材を深絞り加工したり、部材

を溶接して製品や構造体を組立・成形できれば、大規模成形設備を持たない中小企

業でも社会のニーズに応じた様々な製品を企画・生産可能となる。） 
 
⑤ 補修・リサイクルが困難（図８－１は鉄鋼と炭素繊維強化熱硬化性樹脂（CFRTS）

と炭素繊維強化熱可塑性樹脂（CFRTP）の処女材による部品とリサイクル材による

部品の製造エネルギーを比較したもので、炭素繊維強化複合材料はリサイクルが環

境負荷の面でも極めて効果的であることを示している。しかしながら、熱硬化性樹

脂は加熱しても軟化せず、補修やリサイクルが技術的に困難であって、ライフサイ

クルコストで考えると不利である。） 
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図８－１ 炭素繊維強化複合材料におけるリサイクルの効果 

 
 一方、熱可塑性樹脂は一般に低コストで迅速成形性に優れ、加工性・リサイクル性・耐

衝撃性が良く、上記の熱硬化性樹脂複合材料での問題を一気に解決できる可能性が高い一

方で、本調査を通して、繊維強化された場合の次のような課題が抽出された。 
 
① 繊維（繊維と樹脂の界面）関連： 

熱可塑性樹脂は一般に炭素繊維との接着性が悪いため、炭素繊維表面の物理的・化

学的改質による樹脂との界面接着性の改善が必要と考えられる。樹脂側への官能基

の導入も界面接着性向上に効果的と考えられるが、吸湿劣化や靱性低下等の要因と

もなるため、目的に応じた開発が必要となるであろう。 
 

② 樹脂関連： 
二次加工性・リサイクル性・耐衝撃性の良さは熱可塑性樹脂の魅力的な特徴である

が、この熱可塑性という性質は耐熱性とは相反する特性であり、耐熱性を有する熱

可塑性樹脂の開発は限界に達してきているのではないか。また、一次構造に適用し

ていくためにはクリープ特性などの長期耐久性データの蓄積が必要となるであろう。 
 

③ 中間基材・成形方法関連： 
射出成形による低体積含有率・不連続繊維・低力学特性の用途では問題とならない

（不連続繊維の場合の研究開発動向は本報告書第４章参照のこと）が、高体積含有

率・連続繊維・厚肉・高力学特性の用途では目的に応じた成形方法とそれに適した

中間基材の開発が不可欠であろう（航空機二次構造部材と一次構造部材に分けた技

術開発動向と課題の整理は本報告書第３章参照のこと）。 
すなわち、熱可塑性樹脂は分子量が大きいため炭素繊維束への含浸が困難である。

よって、樹脂が予め含浸されたシートであるプリプレグを作成するにあたっては、

樹脂によっては高圧含浸設備が必要であったり、溶剤を用いる必要があったりして、

一般に費用も環境負荷も高くなる。 
また、熱可塑性樹脂によるプリプレグは、常温では硬くてドレープ性がなく、タッ

クも低く、プリプレグとしての取扱い性、加工性が極めて悪いため、樹脂未含浸の

セミプレグの形態もあるが、最終成形物の力学特性を確保するためには、プリプレ

グ以上に高度な成形技術が必要と考えられる。 
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 以上のように、熱可塑性樹脂複合材料は未解決課題も多い材料ではあるが、熱硬化性樹

脂複合材料の持つ課題を補完する特長を持ち、棲み分けての相互連携適用により、構造体

のさらなる軽量化や安全性向上への寄与が期待できる。 
 なお、熱可塑性樹脂複合材料として一部実用化されているものもあるが、真にそのポテ

ンシャルを発揮させるためには、樹脂開発、繊維開発、中間基材開発、成形手法開発の連

携が不可欠であろう。その意味において、欧州の開発体制では、炭素繊維メーカーが欠け

ており充分な体制とはいいがたい。 
 一方、炭素繊維というコア技術をその誕生から現在まで 40 年間育成し世界のトップシェ

アを維持し続け、かつ世界の航空機に炭素繊維強化複合材料を供給してきた我が国でこそ、

この分野における組織的・系統的・抜本的な研究開発を行うべきであり、例えば、以下の

ような研究項目が考えられる。 
 
① 炭素繊維強化熱可塑性樹脂中間基材の開発 

 我が国の樹脂系ナノテク技術を結集し、炭素繊維との接着性・含浸性はもちろ

ん、加工性・リサイクル性と耐熱性・耐候性・耐衝撃性等を両立させるマトリ

ックス樹脂を開発する。 
 上記樹脂との界面特性を最適化させた炭素繊維により、各種成形方法に適した

中間基材を開発する。 
 

② 炭素繊維強化熱可塑性樹脂の成形・加工技術の開発 
 航空機等の高信頼性を求められる一次構造部材・二次構造部材を高速・低コス

トに製造する熱可塑性樹脂ならではの設計指針を策定し、プレス成形・溶着・

ステッチング等を組み合わせた成形・加工技術を開発する。 
 熱可塑性樹脂ならではの自動化による品質向上・コスト削減の指針策定と必要

な技術開発を行う。 
 炭素繊維強化熱硬化性樹脂との適材適所での使い分けも考慮した、コストとリ

スクの極小化の考え方を確立するとともに、炭素繊維強化熱硬化性樹脂とのハ

イブリッド化の可能性も追求する。 
 

③ 熱可塑性樹脂複合材料構造のライフサイクルマネジメント技術の開発 
 ３Ｒ性の向上によるライフサイクルコストの極小化を追求し、二次加工性の良

い熱可塑性樹脂複合材料ならではの合理的設計（すなわち材料使用量の極小化）

技術、ならびに性能低下の小さいリペア・リサイクル技術を開発する。 
 材料・設計データベースの高効率な蓄積や検査・品質管理の高度化のためのＩ

Ｄタグの利用など、新しいライフサイクルマネジメントの方法論と技術を開発

する。 
 
 なお、以上の項目は、それぞれを単なる要素技術として研究するのではなく、ターゲッ

トを明確にした構造実現化の中で、総合的に研究開発・評価を進める必要がある。そのた

めには、具体的な開発目標・構造を定め、フィージビリティスタディや開発プロジェクト

等を通して、産官学各分野の参加による総合的な研究開発を行うことが効果的であろう。 
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