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[要 約] 

近年、航空機等の輸送機器に適用される樹脂系複合材料として、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

した熱可塑性樹脂複合材料が注目されている。 

 本調査研究報告書は、平成１９年度調査結果をふまえ、航空機用途を目指した 新の素

材技術動向、材料開発や部品製造設備の動向、および航空機部品への適用技術を調査し、

今後の研究開発や開発目標について提言をまとめたものである。 
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序 章 

１．背景と目的 

 近年、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として、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。 

 本調査研究では、平成１９年度調査結果をふまえ、航空機用途を目指した 新の材料技

術開発動向および成形設備等の課題を把握した。具体的には、マトリックス樹脂、プリプ

レグ等の素材技術、構造部材適用技術および熱可塑樹脂複合材料およびこれを適用した構

造に対する認定取得の考え方、成形に必要な装置等について、現状を調査した上で今後さ

らに克服すべき技術課題の抽出、開発目標設定を行った。 

 

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航空機分野への適用に関する調査委

員会」を設立し、航空機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。 

 

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 

熱可塑性樹脂複合材料は、自動車その他の産業分野への適用拡大に伴って、樹脂特性の

改良・開発、プリプレグ等の素材、及び部材製造技術について進展がみられる。これら熱

可塑性樹脂素材技術の開発動向、及び部材化等の複合化技術の開発動向について調査した。 

（２） 航空機部品用材料開発に関する調査研究 

複合材料は樹脂、繊維形態、成形プロセス等の違いによって、その材料特性が変化し、

適用対象も異なってくる。それらの材料特性を応用し、航空機部品に 適化された材料開

発について技術課題の抽出、開発目標設定を行った。 

（３） 航空機部品への製造設備に関する調査研究 

熱可塑性樹脂複合材料は、生産性や製品性能の向上を目指し、成形技術や製造設備技術

が大幅な向上を見せている。航空機部品に対して、これらの技術を応用し、製品化を実現

するための課題、及び 新の技術動向を調査した。 

（４） 航空機部品への適用技術に関する調査研究 

 熱可塑性樹脂複合材料を航空機へ適用するために必須となる材料や構造の品質・性能の
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実証や認証取得の方法を、実績を積みつつある欧州の現状を中心に理解すべく、エアバス

社等の訪問調査を行った。また、欧州における材料開発の状況、航空機部品等への適用・

開発状況を調査すべく、欧州訪問調査を実施した。 

（５）スケジュール 

下半期      半期別・月別 
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④航空機部品への適用技術に関する調査研究 
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⑥報告書の作成・公表 
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第１章 航空機への適用部品 

１．１ 航空機機体構造への適用事例 

熱可塑性樹脂複合材料は 1990 年代より欧州を中心として航空機部品への製品化が進め

られてきた。欧州の機体への採用が米国製の機体への採用よりも圧倒的に多いのが現状で

ある。 

  

１．２ 複合材料適用部位の検討 

1.2.1 材料特性面からの検討 

 熱可塑性樹脂複合材料は熱硬化性樹脂複合材料に対して、高い靭性を発現できる点と成

形温度は高いが短時間で成形できる点が主要なメリットとして上げられる。 

1.2.2 繊維、マトリックス樹脂面からの検討 

 航空機機体構造（エンジン周りを除く）の耐熱要求は、真夏の炎天下で駐機中に機体表

面温度が約 80℃程度となり、巡航高度の約 1 万ｍ付近では約-55℃程度になるため、その

間の温度領域での運航条件に応じた必要とされる機械的な特性を保証できることが必要と

なる。 

1.2.3 成形設備面からの検討 

 適用される材料、部材の形態、求められる性能、生産性等を考慮して適切な成形法を選
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択する必要がある。 

1.2.4 二次加工面からの検討 

 熱可塑性樹脂複合材料の組み立て方法として、融着があげられる。これによるメリット

は、孔明け作業による強化繊維の損傷という問題がないこと、高価なファスナーを必要と

しないこと、重量軽減につながることである。 

  

１．３ 近の研究事例 

1.3.1 エアバス社調査結果 

エアバス社に対する聞き取り調査の結果、熱可塑性樹脂複合材料の認証取得について、

現行の認定基準は熱硬化性樹脂複合材料を想定しているため、そのまま適用すると認定取

得は困難であり、現在は適用される部位ごとに運用環境設計基準を設定し、試験による実

証を通じて認定を取得していることが判った。 

1.3.2 欧州における 新開発状況 

欧州の ALCAS （ Advanced Low Cost Aircraft Structures ）、及び DINAMIT

（Development and Innovation for Advanced Manufacturing of Thermoplastics）につい

て紹介する。 

  

１．４ 適用部位の提案 

1.4.1 耐衝撃性を考慮した適用部位 

 物が衝突する可能性が高いのは翼の前縁、機体の下面側である。材料・加工技術・設計

技術・評価技術など実用化に向けた開発途上においては、脚扉のような取り外し可能で、

飛行時間ごとに点検可能な部品が好ましいと思われる。 

1.4.2 高レート生産性に対応する適用部位 

 航空機の構造部材の部品点数は、自動車の 100 倍相当と言われていることから、構成部

品として多量に必要となるリブ、フレームやクリップ等は、高レート生産性対策の上で

も有効な適用部位と思われる。 

 

１．５ 熱可塑性樹脂複合材料を適用する上での課題 

1.5.1 現有材料での課題 

 欧州では、PEEK や PPS の改良材料の開発が積極的に行われているが、我が国におい

ても機械的特性、成形性に優れた独自の材料開発が望まれる。 

1.5.2 高効率製造設備 
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 品質安定性の確保や高効率で製造可能な基本技術保有を目指し、ALCAS で取組まれて

いるような成形技術のコンセプトを見極める技術開発が必要と思われる。 

1.5.3 認証関係 

 熱硬化性樹脂複合材料の認証取得には、材料自身の特徴、特性を加味したデータ取得を

図り、材料認証、プロセス認証につなげていく必要がある。 

 

第２章 航空機部品への適用材料 

２．１ 航空機用複合材料に求められるコンポジット特性 

航空機用複合材料に求められるコンポジット特性として、材料の選択方法、材料挙動の

説明、試験方法、データ処理方法、構造設計の考え方等については、米軍規格、FAA のガ

イドライン、JAXA の先進複合材料力学特性データベースなどに示されている。しかし、

具体的に目標とする設計上の数値は、機体メーカーの機密事項であり、一般には公開され

ていない。炭素繊維強化複合材料を、航空機用途として使用する場合、コンポジット特性

として、(1) 静的力学特性、(2)衝撃特性、(3)耐水性、及び(4)耐熱性を考慮する必要がある。 

 

２．２ 既存コンポジット材料特性 

熱可塑性樹脂複合材料として用いられる樹脂としては、ポリフェニレンサルファイド 

(PPS)、ポリエーテルイミド(PEI) 及びポリエーテルエーテルケトン(PEEK)等が挙げられる。

PPS 及び PEI は、成形温度が低い樹脂であることから成形性に優れ、熱硬化性樹脂複合材

料対比でのコストを低減しつつ、金属材料対比での重量軽減を達成することができる。た

だし、PPS は耐衝撃性及び耐熱性に劣ることから一次構造部材としての適用は困難である。

PEEK は機械特性、特に耐衝撃特性に優れていることから、航空機の一次構造部材に好適

な材料であるが、耐熱性、成形温度及びコストが課題となっている。このうち、耐熱性向

上の検討は、現在種々のメーカーで行われている。 

 

２．３ 航空機複合材料に求められる熱可塑性マトリックス樹脂特性 

 現状、航空機部材用のマトリックスとして使用される熱可塑性樹脂は十分な力学的性能

を発現している。たとえば、エポキシ樹脂複合材料の特性値と比較し、PEEK 樹脂複合材

料の特性値は遜色がない。弾性率の発現性がやや劣るが、層間破壊靭性値は約 10 倍の値

を示す。PEEK 樹脂の曲げ弾性率はエポキシ樹脂と比較し大差はないので、複合材料の弾

性率の向上は炭素繊維側からのアプローチが効果的であろう。 

近年、PEEK 樹脂から共重合成分を変更した PEKK 樹脂が実用化されている。PEKK
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樹脂は、コスト及び成形性を含め、一般的なスーパーエンジニアリング樹脂の中で高得点

を示す。また、Tg を上げて高温時の強度を高めた樹脂（PEEK-HT）が Victrex から上市

されている。 

  

第３章 航空機部品製造に関する調査 

３．１ 現在の製造技術 

 熱可塑性樹脂複合材料で板状の材料は、熱間プレス成形や熱間折り曲げ成形のようなプ

ロセスで所定の形状に成形される。また部品同士の接触部分のみを加熱して組み立てる融

着技術も組立方法として適用されている。また部材同士を高温で圧着するコ・コンソリデ

ーション技術なども研究されている。 

 

３．２ 将来の製造方法 

 近年、自動積層機を使用したダイレクトコンソリデーション技術の開発が進んできてお

り、材料の 適化と合わせ、熱硬化性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。 

 

３．３ 製造設備に求められる能力 

 熱可塑性樹脂複合材料の成形技術ごとにプレス機やヒーター、融着のための数々の設備

があるが、特徴としてそれぞれが部品毎に専用性の高い設備であるといえる。熱可塑性樹

脂複合材料を適用するメリットの一つに、熱硬化性樹脂複合材料よりも高レート生産への

適用が可能なことがある。そのため製造設備は対象とする部品が も効率的に生産できる

ように、成形治具も含め専用設計されるものとなる。 

 

第４章  航空機部品適用までの方法 

４．１ 複合材部品の認定方法 

4.1.1 現状の材料及び部品の認定方法 

現状、複合材料が適用されている航空機の主構造部品では、熱硬化性樹脂であるエポキ

シ樹脂がマトリックス樹脂として主に用いられている。米国における複合材料の認定プロ

セスは、FAA（連邦航空局）が発行している、DOT/FAA/AR-00/47がガイドラインとなっ

ている。認定作業には、材料特性の安定性やデータの信頼性を検証するために、材料の製

造バッチや複合材パネルの製造数を増やし、大量の試験が要求される。 

材料の認定と平行して、複合材部品の設計のために、設計データを取得する必要がある。
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設計データは、複合材料の認定作業で取得した強度特性データに加え、適用する部品に必

要な強度特性データを取得する。取得したデータは、統計処理され、設計計算に使用され

る。 

以上の材料及び部品の認定方法は、ヨーロッパにおいても、ほぼ同様の手順が取られて

いる。 

4.1.2 認定方法における熱可塑性樹脂複合材料と熱硬化性樹脂複合材料の違い 

熱可塑性樹脂複合材料と熱硬化性樹脂複合材料は、ガラス転移温度でその特性が大きく

変化するため、実機適用する際にも、ガラス転移温度が使用上限温度の目安とされる。そ

のため、耐熱温度等暴露環境及び想定荷重（Environmental design criteria）を明確にし、試

験により強度計算値を取得する必要がある。 

 

４．２ 航空機部品への適用時に想定される課題 

4.2.1 認定上の課題 

熱可塑性樹脂複合材料部品を航空機の主構造部位に適用する場合、基本的には、熱硬化

性樹脂複合材料部品の認定アプローチを踏襲するが、熱可塑性樹脂複合材料の特性を考慮

すると、認定上、プリプレグの管理、部品製造中の管理、更に、部品製造後の修理手法の

開発等、配慮しなければならない課題が存在する。 

4.2.2 技術開発課題 

航空機には自動車の 100 倍以上の部品点数が必要とされる。そのため、航空機に複合材

料を適用するために、高レートかつ低コストの部品成形法の開発が大変重要となってくる。   

そこで、熱可塑性樹脂複合材料の航空機部品への適用拡大にとって、(1)樹脂開発、(2)

接合技術、(3)製造設備、及び(4)修理技術が重要な課題となる。 

 

第５章 海外現地調査結果 

５．１ 現地出張調査概要 

出張期間：2009年1月10日～1月18日 

調査訪問先：Pinette Emidecau Industries社（フランス）、Krauss Maffei社（ドイツ）、

Faser Institut Bremen大学（ドイツ）、Airborne Composite社（オランダ）、デルフト

大学（オランダ）、Victrex社（イギリス） 

 

５．２ 調査先概要 

5.2.1 調査概要 
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熱可塑性樹脂複合材料の適用進展が著しい欧州の状況について、本年度は欧州の熱可塑

性樹脂複合材料の成形技術･装置の開発状況について調査を実施した。 

今回の調査では、熱可塑性樹脂 PEEK の製造メーカーである Victrex 社から熱可塑性

樹脂に特化した成形機械を開発・製造している Pinett Emidecau Industries 社と Krauss 

Maffei 社、ファブリケーターの Airborne 社、さらに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 Faser Institut Bremen 大学までと、熱可塑性樹脂系複合材

料分野のほぼ全ての分野におけるトップランナーを視察することが出来た。 

5.2.2 熱可塑性樹脂複合材料の状況 

一般に、熱可塑性樹脂複合材料の成形には専用の装置・設備が要求される。今回の視察

を通して、欧州調査では、単なる材料開発に留まらず、成形方法とその成形装置までの全

てにわたる要素技術がひろく研究されていることが確認された。とくに、成形装置の開発

は、開発コストの問題や性能評価の複雑さから、一社が独自に開発することが難しい。欧

州の今日の状況は十数年にわたる長期的な産学官を挙げた取り組みの成果である。訪問先

の多くで、熱可塑性樹脂複合材料の利点として成形コストの低減を挙げていたが、それは

これら技術インフラとも言える成形設備・装置の技術があってはじめて可能となる。 

一方で、熱可塑性樹脂複合材料を航空機レベルの一次構造部材に適用するためにはまだ

解決すべき課題が多いことも確認できた。PEEK に替わる低コスト高耐熱樹脂材料の要求

は単なる材料価格の問題だけでなく、もっと低い成形温度への要求でもあった。 

以上の課題に対して、Victrex 社は内製化を通した製造コストの削減を進めてはいるも

のの、新たな樹脂開発のアナウンスは無かった。また、Airbus 社の動向でも主構造として

の採用は A350 以降になるとのことだった。当面は、欧州においてもまだ小部品・二次構

造部材を中心とした適用が先行していくと考えられる。 

 

第６章 まとめ 

 以下、熱可塑性樹脂複合材料の航空機分野への適用に関する分析結果をまとめる。 

６．１ 民間航空機構造部材に求められる要件 

航空機構造部材に求められる要件として、①信頼性、②高稼働性、③長寿命性、④軽量

性、⑤居住性が挙げられる。 

機体構造全体が樹脂系の複合材料化することによって、「耐雷・帯電防止」などの新たな

課題が提起されているが、複合材料化の流れは今後も変わらないであろう。 

 

６．２ 欧米における熱可塑性樹脂複合材料の位置づけ 
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ボーイング、エアバスとも、将来の世界の航空輸送需要想定に基づく物と人の輸送手段

について、以下のようなビジョンがある。 

① 大型機による長距離輸送と小型機による短距離輸送需要の増大 

② ボーイング：主に熱硬化性樹脂複合材料を応用した機体構造様式の変革 

③ エアバス：熱硬化性樹脂複合材料に加え、熱可塑性樹脂複合材料の適用展開 

① 欧州においては、熱可塑性樹脂複合材料に関し、産業構造の構築、要素技術開発、

評価機関等に対する戦略的・野心的な投資がなされている。 

 

６．３ 日本の現状と今後あるべき姿 

 わが国の航空機用複合材料は、以下のような現状である。 

① 機体メーカーがボーイング、エアバスの Tier1，Tier2 として熱硬化性樹脂複合材

料部材を製造 

② 材料メーカーが炭素繊維および熱硬化性樹脂複合材料用素材を提供 

③ ブレークスルーの核となる革新技術に対して組織的かつ長期的な投資を一部実施 

④ 炭素繊維と熱硬化性樹脂複合材料の成形法や関連する精密工作機械を中心とした

技術ストックは十分にあるものの、技術伝承や人材育成に不安がある 

⑤ 航空機用熱可塑性樹脂複合材料に関する設計技術や認証方法などの構築は未着手 

⑥ 自動車用熱可塑性樹脂複合材料の研究開発は世界と肩を並べて実施しているが、

自動車用途と航空機用途では技術開発要素が大きく異なる 

 今後、我が国において産業競争力の維持拡大のために以下のような視点からの基盤整備

が早急に必要と結論づけられる。 

① 航空機開発にビジョンを持ち、欧米の手法を取り入れつつ、産・官・学の連携及

び研究開発スキームによる独自の複合材料関連技術開発に取り組むことが重要 

② 今後の航空機では、構造要素の多様化に対応するためには熱可塑性樹脂複合材料

の研究開発も不可欠である。しかしながら、わが国では航空機用熱可塑性樹脂複

合材料の検討は未着手であり、早急に研究開発を開始すべきである。 

③ 以下の技術は日本が優位性を持つ分野であって、これらの要素技術ならびにその

融合化による付加価値創成は我が国の得意分野である。 

・炭素繊維メーカーの持つ素材技術 

・機体メーカーの持つ熱硬化性樹脂複合材料の成形技術 

・ロボットによる自動化生産等の製造設備技術 

すなわち、熱可塑性樹脂複合材料は欧州に遅れはあるものの、我が国の炭素繊維や
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成形装置関連技術の高さを武器に将来の優位性が期待される分野と考えられる。 

 

 ６．４ 日本における航空機用熱可塑性樹脂複合材料研究開発の提案  

上述の諸要件を考慮し、わが国の特徴を生かしつつ、産業構造や評価機関、人材育成の

ビジョン、さらに産官学の連携およびその体制整備を国として開始すべきであって、以下

の研究開発が望まれる。 

① 熱可塑性樹脂複合材料の開発 

② 材料・成形加工方法の開発研究 

③ 適用対象は中小型構造部材から開始し、大型構造に展開 
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