
日機連２２先端－５ 
 
 
 
 
               

平成２２年度 

テキスタイル･プリフォーム高度化による 

炭素繊維強化複合材料の機械工業分野への 

適用拡大に関する調査報告書 
 
 
 
 
 
 
 
               

平成２３年３月 

 
 
 
     

社団法人 日本機械工業連合会 

財団法人 素 形 材 セ ン タ ー 
 
  
          この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 
      http://ringring-keirin.jp 

 



序 

 

我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立

国維持には必須条件です。  
 しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、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は進んでいま

す。 そして、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、

技術開発推進も一つの解決策として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、ものづくり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に係わる調査

のテーマの一つとして財団法人素形材センターに「テキスタイル･プリフォー

ム高度化による炭素繊維強化複合材料の機械工業分野への適用拡大に関する

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２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 

 

 

 



はしがき 

 

 近年の民間航空機開発競争の中で、環境意識の高まり、原油高に起因する省燃費に対

する要請に応えるため、欧米で開発が進んでいるボーイング 787 やエアバス A350XWB

に見られるように、大幅な樹脂系複合材料の適用が図られています。 

その動向は地上での輸送機器へも波及し、自動車を代表とする一般車両への適用を目

指した研究開発が進んでいます。このような樹脂系複合材料の適用拡大は、今後種々の

産業分野で一層顕著になってゆくものと考えます。 

 特に、低コスト複合材技術として、炭素繊維を、多様な構造を一体化した形状に設計

し、織物等として賦形したテキスタイル・プリフォーム、たとえば三次元織物やノンク

リンプ・ファブリックなどを用い、レジン・トランスファー・モールディング法などに

よりマトリックス樹脂を注入する成形方法が注目されています。とりわけ欧米において

はキーテクノロジーとなるテキスタイル・プリフォームの研究開発が航空機メーカー、

繊維機械メーカー、大学などにより盛んに行われ、連続した適切な形状を得る技術を確

立し、実用化を達成しつつあります。 

一方、日本におけるテキスタイル・プリフォームの研究開発は、これまで適用対象製

品が少なかったなどの理由により、欧米に比し遅れを取っています。 

そこで、テキスタイル･プリフォームの最先端の設計技術や製造技術について、国内、

欧米等の現状を調査し、今後取り組むべき技術課題を抽出し、今後の研究開発ニーズに

ついて検討することとしました。 

 本調査報告書は、財団法人素形材センターが、社団法人日本機械工業連合会から委託

された、平成 22 年度「テキスタイル･プリフォーム高度化による炭素繊維強化複合材料

の機械工業分野への適用拡大に関する調査」に対して、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２３年３月 

財団法人 素形材センター 

会長  緒方 謙二郎 
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序 章 

 

１．背景と目的 

近年の民間航空機開発競争の中で、航空機用構造部材は、省エネルギー化、軽量化や低

コスト化を狙いに炭素繊維強化複合材料（CFRP）の適用が急速に拡大している。特に、低

コスト複合材技術として、炭素繊維を、多様な構造を一体化した形状に設計し、織物等と

して賦形したテキスタイル・プリフォームを用い、レジン・トランスファー・モールディ

ング法（RTM）などによりマトリックス樹脂を注入する成形方法が注目されている。とり

わけ欧米においてはこの工法のキーテクノロジーとなるテキスタイル・プリフォームの研

究開発が航空機メーカー、繊維機械メーカー、大学などにより盛んに行われ、連続した適

切な形状を得る技術を確立し、実用化を達成しつつある。 

一方、日本においては、これまで適用対象製品が少なかったなどの理由により、欧米に

比し実用化水準において遅れを取っている。したがって、本工法の根幹となる技術である、

テキスタイル・プリフォームの最先端技術水準を調査し、今後の機械工業部品への適用の

可能性や適用するための技術課題を明らかにする必要がある。   

 

２．調査研究体制 

産学の学識経験者による「テキスタイル・プリフォーム調査委員会」を設立し、機械工

業分野を対象として、テキスタイル・プリフォーム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テキスタイル・プリフォーム設計・製造技術の動向 

インターネット検索及び国内のメーカー、海外では欧州、米国メーカーを直接訪問

して調査し技術課題を把握した。 

②テキスタイル・プリフォームを用いた複合材成形技術の動向及び開発の仕組み 

テキスタイル・プリフォームだけでは部材にならないので、それを成形するための

技術（RTM,RFI 等）に関し、開発動向をインターネット検索及び海外メーカーを直接

訪問して調査した。又、欧州、米国の複合材料に関する開発体制（産学官連携の仕組

み等）についても調査した。 

③航空機用構造部材を中心とした機械工業部品への適用動向 

テキスタイル・プリフォームを用いた複合材部品がどのような製品に適用されてい
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るかあるいは適用をねらっているか航空機用構造部材を中心として自動車部品等も

あわせてインターネット検索及び海外メーカーを直接訪問して調査した。 

 

４．事業のタイム・スケジュール 

上半期 下半期      半期別・月別

 

 

  項 目 

平
成
22
年
／
８９10 11 12

平
成
23
年
／
１２３

①テキスタイル・プリフォーム設計・製造

技術の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②テキスタイル・プリフォームを用いた複

合材成形技術の動向及び開発の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③航空機用構造部材を中心とした機械工業

部品への適用動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④委員会の開催          ○ ○  ○  ○ 

 

 

⑤報告書の作成・公表  
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第 1章 テキスタイル・プリフォーム(Tex-Pref)および Tex-Pref 複合材料の成形法の技術動

向 

１． １ 織物、組紐、編物構造の原理、製造装置と要素技術の基礎 

近年、先端材料分野において、軽量性と高強度を有し軽量効果の大きな材料を指向して、

炭素繊維等の高性能繊維を用いたプリフォーム (織物状強化基材)が活用されている。 

 プリフォームの構成は 終製品の要求性能を発現すべく決められるが、その繊維配列と

組織化は織物、組物、網物、縫合、タフティングなどの技術が共働した工程で行われるこ

とが多く、プリフォームの構成及び製法の様式は多種・多様である。 

各組織の特徴を次に示す。 

織物組織；面状-2 軸織：広面形成、織物組織の安定性、 

面状-多軸織：広面形成、力学特性の等方性、曲面成形性 

立体-多軸織：立体賦形(各種異形断面、円周・半径方向配列)、力学特性 

の三次元的等方性、耐衝撃性 

組物組織：長尺形成、長手方向力学特性の向上、異形断面(H,I 形断面等) 

編物組織：広面形成、生産性 

今後、プリフォーム製造技術は多機能化繊維配列や複数部品一体構造化など、多くの機

能を有する高次構造繊維組織体の製造を可能にし、複合材料の高性能化、生産コスト面に

寄与することが期待される。 

プリフォーム活用上の指標を導くため、各種のプリフォームを形態と繊維配列の軸数及

び組織様式によって次のように整理した。 

面状、立体に大別したプリフォームについて、ロービング(糸、繊維束)１とロービング

２で構成された繊維層をロービング 1 または 2 で接合した組織を面状-２軸とし、各層を

ロービング１、２、と異なる第３のロービングで接合した組織を面状-多軸、また３重以

上の組織を多層組織として整理した。更に、立体には、多軸方向のロービングが直交す

るもの、円周方向、半径方向に配列する環状織物を含めた。通常の組物はそれを展開し

た場合、面状 2 軸、面状 3 軸に相当する組織であるが、製法の特殊性を考え別途の項目

とし、それぞれについての特徴と活用例を整理した。 

1.1.1 Tex-Pref に用いられる繊維について 

 Tex-Pref に用いられる繊維としてはガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維等が挙げられ

る。ガラス繊維は比較的コストが安いために も多く用いられる１）。ガラス繊維は組成の

異なるいくつかの種類があり、E-glass と呼ばれる種類が も多く用いられているが、高い

高強度・高弾性率が要求される場合は S-glass が用いられる。Tex-Pref に用いられるガラス
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繊維は、工程通過性を改善するための収束剤が付与されたり、樹脂との接着性を改善する

目的で各種表面処理が施されたりすることが一般的である２）。Kevlar®等のアラミド繊維も

Tex-Pref に用いられることが多い。アラミド繊維は比重が軽く、引っ張り強度が高い、伸

度が高く柔軟で加工性に優れるという特徴があるが、繊維軸方向に対して直径方向の強度

が低いため圧縮強度が低いという欠点がある１）。 

航空機等の高性能が要求される用途では炭素繊維が多く用いられる１）。以下、本項では

Tex-Pref に使用される炭素繊維について説明する。通常、炭素繊維は数千本のフィラメン

トが集合したトウの状態で製造される。トウに含まれるフィラメントの本数が多いほど生

産性は高くなるが、多数のフィラメントからなるトウをそのまま用いて作製したコンポジ

ットは、フィラメント数の少ないトウを用いて作製したコンポジットと比較して機械特性

が低くなる２）。この問題を解決するためにトウを開繊して幅を広げ、薄くした状態でコン

ポジットとする技術が検討されている。３）、４）、５）。トウを開繊する方法としては、例えば、

トウあるいは織物をロール等に接触させる方法６）、７）、８）、が、三菱レイヨン、東レから開

示されている。また、さらにそのロールを振動させる方法９）、トウまたは織物に流体を噴

射する方法１０）１１）が東レから開示されている。さらには、トウをたるませた状態で交差

方向から気流を通過させる方法１２）が福井県から、織物に水中で超音波を照射する方法１３）

が日本石油から開示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1.1.1-1 ロールによる開繊（三菱レイヨン）６） 
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図 1.1.1-2 流体による開繊（東レ）１１） 

図 1.1.1-3 気流による開繊（福井県）１２） 



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tex-Pref は UD プリプレグと比較して賦形性に優れるが、連続した炭素繊維を用いた

Tex-Pref では賦形性に限界がある。そこでより賦形性の高い Tex-Pref を得ることを目的と

した不連続な炭素繊維からなる強化繊維が開発されている。例えば、TPFL®（Schappe 

Technique 社製）は、牽切紡を用いて作製される不連続な炭素繊維と連続した有機繊維の混

紡糸１４)である。また、SBCF®（Hexcel 社製）も TPFL®と同じく牽切紡を用いた不連続な

炭素繊維であるが、こちらは実質的に炭素繊維のみからなる紡績糸である１５)。この牽切紡

は高い賦形性とコンポジットの機械特性を両立するための技術としてだけでなく、相対的

に生産性が高く、低コストである、フィラメント数の多い（太い）トウから、相対的に生

産性が低く、高コストである、フィラメント数の少ない（細い）トウを得る技術としても

用いられる場合がある。また、有機繊維と不連続な炭素繊維からなる繊維としては

Discotex®（Pepin Associates 社製）がある。牽切紡による紡績糸では含まれる繊維の長さに

分布があるのに対し、Discotex®に含まれる炭素繊維は長さが一定であるという特徴がある

１７) 。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1-4 超音波による開繊（日本石油）１３） 
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図 1.1.1-5 TPFL®製造プロセス１４）

図 1.1.1-6 SBCF®製造プロセス１６） 
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1.1.2 面状－2 軸織 

ここでは Tex-Pref の代表的な組織として平織、朱子織、多重織、多層織について簡単に

述べることにする。 

(1) 平織 

                                       縦糸と横糸が交互に表面に出ている組織 (図 1.1.2-1）で、それ 

    ぞれの繊維の絡む交錯点が多く目崩れの少ない安定した織物組 

織である。 

図 1.1.2-1  平織 

(2)朱子織  

縦糸、横糸が数本ごとに交錯点を持つ組織で 5 本毎に縦糸また   

は横糸が表面に出てくるものを 5 枚朱子 (図 1.1.2-2) 、 6 本毎

に出てくるものを 6 枚朱子などと呼び、交錯点が少なくなるほ

ど目ずれを起こしやすい組織となるが、曲面に沿いやすい変形

性を持 

        つことになる。 

図 1.1.2-2  ５枚朱子  

(3)多重織 

縦糸または横糸が厚さ方向に 2 重、3 重と重なってできた組織を 2 重織、(図 1.1.2-3) 3

重織と呼びアングルインターロック織（2.5D 織）(図 1.1.2-4) と呼ばれる組織も多重織に含

まれる。面状－２軸織の織機を次の(4)項にて説明するが多重織も同様の織機の開口装置を

増やすことで製造できる。 

   

図 1.1.2-3  横 2 重織   図 1.1.2-4  ｱﾝｸﾞﾙｲﾝﾀｰﾛｯｸ織 

（Angle Interlock） 

(4)面状－２軸織機 

これらの組織を製造する伝統的な織機を次に紹介しその機構を解説する。一般的な織機

の機構は主な次の 5 つの装置に分かれる。(図 1.1.2-5) 送り出し装置、開口装置、筬打ち装

置、横入れ装置、巻き取り装置などのそれぞれの役割について述べる。 
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a)送り出し装置 

送り出し装置は縦糸を決まった長さだけ送り出す積極送り出しと引き出される分だけ出

す消極送り出しに分かれ、前者には多数の縦糸があらかじめ巻かれたビーム式が使われ、

後者には縦糸が一本ずつ巻かれたボビンを多数本配置したクリールが主に使われる。伸縮

性の少ない炭素繊維やガラス繊維を縦糸に使用する場合には織物内での繊維の曲がりを極

力避けるためクリールを用いることが多い。 

          
             図 1.1.2-5  織機の主な機構 

b)開口装置 

縦糸を上下させ横糸が通る開口部を開く装置で、一般には縦糸が通されたメールを取り

付けたヘルドと呼ばれる枠を上下させることで開口を行う。織物の複雑な組織を作るため

には開口装置に直接縦糸を一本ずつ上下させるジャガード装置を用いることもできる。 

c)横入れ装置 

開口装置で開けられた縦糸の開口部に横糸を挿入する装置で、横糸を巻いたﾎﾞﾋﾞﾝを  

入れたシャットルや糸を掴んで行き来するグリッパーやレピアを使うなどの方法がある。 

d)筬打ち装置 

挿入された横糸を出来上がっていく織物側に送り込む装置で縦糸を通した櫛状の筬を織

物側に打付けることで行う。また筬のスリットと櫛の幅が縦糸の密度を制御する役割を持

つ。 

e)巻き取り装置 

織りあがった織物をロールに巻き取る装置で織物の横糸密度を制御する役割を持つ。幅

方向に巻き取り量の差を持たせる冶具を着ける事で織物形状に変化をもたせることができ

球状体にしたりスパイラル状にしたりすることも可能である。 

f)その他の装置 

以上の装置の他に織物組織を作るための装置や横糸を貯留するための装置などが目的に

応じ必要となる。また織物量産化のためには織機だけでなく縦糸や横糸を準備するための

設備や縦糸を織機に通していく設備などが必要となる。通常の面状－２軸織機ではヘルド
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枚数を増やすことで層数を増やしたり、組織を変えたりすることはできるが、縦糸は横糸

に対し直交しており 45°や 60°の面内糸を配列させることはできず、その為には別の専用の

設備が必要となってくる。 

1.1.3 面状－多軸織 

面内の３方向の繊維を互いに 60°で交差させた組織は３軸織物(図 1.1.3-1) と呼ばれ一般

の２軸の織物に比べ各方向に安定した特性を備えている。図 1.1.3-2 １） は仏 CTMI 社で開

発された４軸織物である。これは 0°,90°に加え±45°方向の 4 方向に繊維が配列されたもの

で各方向に対してより安定した特性を持っている。その反面、多軸の繊維を交差させる為、

ガラス繊維や炭素繊維などトウ状の扁平糸を使用した場合その繊維間隔を詰めて織り表面

をフラットにすることが難しくなる。これらの織物は通常の織機では織れず、縦糸を横糸

一本毎に移動させていく機構を持つ３軸織機、４軸織機が必要となる。この面状－多軸織

には直交３軸織のオーソゴナルインターロック織(図 1.1.3-3)も含まれる。 

      

図 1.1.3-1  ３軸織     図 1.1.3-2  ４軸織１）    図 1.1.3-3  ｵｰｿｺﾞﾅﾙｲﾝﾀｰﾛｯｸ織 

（Orthogonal Interlock） 

1.1.3 参考文献 

1） 仏 CTMI (cotton textiles pour materiaux innovants) 社パンフレット 

1.1.4 立体－多軸織  

立体―多軸織の例として、面状－２軸織機の縦糸本数を増やし層数を増やしたものを利 

用し、すでに機械化され厚さ 70ｍｍほどのものまで開発されている。図 1.1.4-1 １）は Bally 

Ribbon 社で開発された立体-多軸を使ったコンポジットである。近年、面内繊維の配列角

度の自由度を上げるために織機を使わずに直接多数本引きそろえて積層し厚み方向に縫合

を行う NCF(Non crimp fabric)が実用化されている。 

  
図 1.1.4-1  Bally Ribbon 社の立体-多軸コンポジット１） 
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また欧米の宇宙防衛用途ではセラミックス繊維や炭素繊維を使った耐熱複合材料が用い

られてきた。ここでは、厚みのある部品がサーマルショックに耐えるため古くから円筒状

の立体－多軸織が使われてきた。特にエンジンのノズルスロート部には円周方向の繊維が

積み重ねられた層を貫通する第３の繊維が配列された立体－多軸織が開発されてきた。図

1.1.4-2 2）は米 ALLIANTTECHSYSTEMS 社で開発された立体-多軸織を使った耐熱複合材料

である。 

 

 

 

 

          図 1.1.4-2  立体-多軸織と耐熱複合材料 2） 

また日本国内でも繊維高分子材料研究所（現産総研）を中心とした企業との連携で 3D

コンポリサーチが設立され、1988 年から約 6 年間プリフォームの研究開発 3）を中心とした

プロジェクトが実施された。また防衛庁（現防衛省）を中心とした三次元複合材構造の開

発 4）の中で三次元プリフォームの開発が進められてきた。（図 1.1.4-3）（図 1.1.4-4）後者の

開発では三菱重工業、川崎重工業、富士重工業とともにプリフォーマーとしてシキボウと

豊田自動織機が日本独自の立体多軸織技術を開発し、その実用性を立証している。 

       

図 1.1.4-3  立体-多軸強化翼胴結合金具   図 1.1.4-4  立体-多軸織 

近の京都大学や立命館大学また JAXA などと三菱重工業、シキボウの共同研究では厚

み方向に連続繊維ではなく短繊維を配列するだけでも層間の特性が改善されることが認め

られてきた。5）6）（1.4.3(5)項参照）組織の三次元化や基材の縫合のためにスティッチやニ

ッティング技術が多用されてきているが、装置の機構上の問題やプリフォームの特性上の

問題から厚み方向の繊維を突き刺しおきざりにするタフト技術が研究されてきた。

Cranfield 大学で開発された技術は立体多軸織同士をタフト技術で接合するもので Landing 

Gear Leg Brace（図 2.1.2-2）7）に適用され B787 に実用化される見通しである。（2.1.2 項参

照） 国内での自動車への適用例ではトヨタレクサス LFA のクラッシュボックス開発で複
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合材料成形技術とともに立体多軸のプリフォームの自動化技術が開発され実用化されてい

る。8）（2.4.2 項参照） 

基材の縫合には多くの種類があるが、基本的な縫い方として、上糸と下糸の二種類の糸 

を用いる本縫い（ロックスティッチ）、一本の縫合糸でループを連続的に形成する単環縫い

（チェーンスティッチ）などがある（図 1.1.4-5）9）。本縫いでは、上下糸の張力や長さが

均衡した吊り縫い、偏りをもつ吊り縫いがある。単環縫いには、曲がり針（図 1.1.4-6）や

二本の針を駆使し、ワークの片側のみから作業する方法がある 10）。図 1.1.4-5 におけるい

ずれの場合も基材の板厚方向に縫合糸が貫通するが、図 1.1.4-6 の曲がり針の場合は、必ず

しも縫合糸が裏面に露出しない（縫合糸が全層を貫通しない）という特徴がある。又、縫

合糸の方向は、通常は面に垂直であるが、用途によっては斜交でも用いられる（図 1.1.4-7）
11）。 

 

本縫い：均衡縫い      本縫い：吊り縫い 

 

単環縫い 

図 1.1.4-5 本縫いと単環縫い 9） 

 

    

図 1.1.4-6 曲がり針の例 11）        図 1.1.4-7 斜交の例 11） 
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縫合密度（送り量と縫合間隔）や縫合糸の種類、太さなどが基本的なパラメータとなり、

複合材料用途としては、縫合糸の耐擦過性（毛羽だち）、針穴の曲率に耐える曲げ強度が必

要となる。縫合針についても、高強度な糸を使用する際には、針の磨耗や、摩擦熱による

繊維表面処理材の変質などが問題となる場合があることが知られている（図 1.1.4-8）11）。 

              
図 1.1.4-8 針の摩滅例 11) 

1.1.4 参考文献 

1）米 Barry Ribbon 社見学時の写真 

2） 米 ALLIANTTECHSYSTEMS 社パンフレット 

3） 日本繊維機械学会年次大会研究発表論文集 47th 1994 P.46-47 繊維強化複合材料 高速三

次元ブレーダーの開発 金原雅彦 天野正明 福多健二 

4） 第４３回飛行シンポジウム 三次元複合材構造の開発 三宅司朗, 伊藤真, 田中豊己, 

真杉京一, 縄田久仁夫 

5） Internatinal Journal of Fatigue 2009 ModeⅠfatigue delamination of Zanchor-reinforced 

CF/epoxy laminates Masaki Hojo, Kyosei Nakashima, Takayuki Kusaka, Mototsugu Tanaka, 

Taiji Adachi, Toshiyasu Fukuoka, Masayasu Ishibashi  

6） Interlaminar Strength Improvement for CFRP Laminates ICCM JISSE by Zanchor 

TechnologyYutaka Iwahori, Ken Yamada ,Masayasu Ishibashi, Fumihito Takeda,Yosuke 

Nagao, Takashi Ishikawa1and Goichi Ben 

7） Andrew Mills Cranfield University Composites Centre SAS「Fibre Preforming for 3D 

Composites – Next Generation Structures」 

8） CG(Car Graphic)11-01P.106-113 

9） Y. Ogo, “The effect of stitching on in-plane and interlaminer properties of carbon-epoxy fabric 

laminates”, M. S. Thesis, University of Delaware. (1987) 

10）Keilmann 社製品カタログ, R5510 及び R5530. 

11）M. Schouten, “20Years of Textile Processing of carbon fibers”, SAMPE ASIA.(2008) 
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1.1.5 組物 

組物（組紐）は、三本以上の糸を互いに交錯させて形成される組織であり 1) （図 1.1.5-1）、

織物や編物と並ぶ繊維製品の一つである。糸が巻き付けられたボビンはキャリアに搭載さ

れ、キャリアは時計回りと反時計回りのホーン・ギヤによって駆動される。ホーン・ギヤ

同士が接触するキャリア受渡し位置で、順次、相対するホーン・ギヤに移され、組物組織

を形成する。形成された組物は巻き取りシステムによって上部へ引上げられる。 

   図 1.1.5-1 組物の原理 1,2) 

 

巻き取り速度とキャリアの移動速度の比によって、組物の組角度が決定される。組角度

は通常巻き取り方向に対する傾き角で表される。組物の主な形態として、丸組、平組、角

組、がある（図 1.1.5-2～4）。 

 

   
図1.1.5-2 丸組2)   図1.1.5-3 平組2) 



- 16 - 

 

 
     図1.1.5-4 角組3) 

1.1.5 参考文献 

1) W. A. Douglass, “Braiding and Braiding Machinery, Centrex Pub. Co., Eindhoven.(1964) 

2) ” Worldwide leader in braiding, winding and rewinding technology”, Helzog 社資料.(2010) 

3) F. K. Ko, “Three-Dimensional Fabrics for Composites”, in Textile Structural Composites, T. W. 

Chou and F. K. Ko eds., Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, pp.129-171.(1989) 

 



1.1.6 編物 

編物は糸のループの組み合わせによって形成される。ループが形成される方向によって、

たて編、よこ編が定義される（図 1.1.6-1,2）1)。よこ編は、一本のよこ糸が幅方向にループ

を形成するが、実際には、複数のよこ糸が同時に使用される。たて編は、ループの形成方

向がたて方向であり、よこ一列のループが同時に形成される。 

編物の機構で重要な要素である編針には、べら針（ラッチ・ニードル）、ひげ針、複合針

（コンパウンド・ニードル）が使用される。編機の種類によって、針の構成やループ形成

プロセスが異なるが、基本的なループの形成プロセスを図 1.1.6-3 に示す1)。 

図 1.1.6-3 (a)の状態から、糸を針先端のフックにかける(b)。針を下降させて、その際に

既成のループによってべらが引起される(c)。針を引っ掛けた糸とともにループの高さまで

下げる(d)。糸の張力によって既成ループが縮小し、針は既成ループを抜けて新しいループ

が形成される(e)。再び針を上昇させて次のサイクルとなる(a)。 

 

  
図 1.1.6-1 よこ編1)   図 1.1.6-2 たて編1) 
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図 1.1.6-3 ループの形成プロセス1)

 

1.1.6 参考文献 

1) D. G. B. Thomas, “An Introduction to Warp Knitting, Merrow, Watford, UK.(1971) 
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1.1.7 バインダー 

 織物等を積層、賦形してTex-Prefを作製する際には、積層した織物を一体化しTex-Prefの

形状を保つために、バインダー(タッキファイヤーとも呼ばれる。)が用いられる。通常、

賦形は金型を用い、積層した織物等を加熱・加圧して行われるため、バインダーは比較的

低温で接着性を発現する樹脂等が用いられる。また、１．２項に記載されている層間強化

粒子としての効果を有する場合もある。バインダーは通常、織物等の片面のみに付与され

る。バインダーを付与する方法としては粒子状のバインダーを織物等の上に直接散布する

方法、バインダーを溶液にして織物等の上にスプレーする方法があり、後者の方がバイン

ダーの分布が均一となり、得られる複合材料の特性が優れるという報告がある。１）

 バインダーのマトリックス樹脂に対する溶解性は重要な特性である。溶解性の低いバイ

ンダーを用いた場合は、マトリックス樹脂の流動特性は良いがwet-outに要する時間は長く

なり、逆に、溶解性の高いバインダーを用いた場合はwet-outに要する時間は短くなるが強

化繊維が洗い流されることを避けるためにマトリックス樹脂流速を下げる必要がある。ま

た、バインダーのマトリックス樹脂に対する溶解により、バインダーの濃度は樹脂の注入

口が低くなり、出口付近で高くなる傾向がある。これが、複合材料の機械特性のばらつき

の原因となる場合がある。２）バインダーとしては、HP03、E01（いずれもHexcel社製）、

CYCOM® 790 RTM（CTEC社製）、Duomod® DP5045（Zeon Chemicals社製）、Benzoxazine 

99900（Henkel社製）等が市販されている。 

 

1.1.7 参考文献 

1) R. W. Hillemieier, J. C. Seferis, “Interlayer toughening  of resin transfer molding composites”, 

Composites; Part A 32 (2001) 721-729 

2) C.D. Rudd 他、 「Liquid Moulding Technologies」、100-110page 、(Woodhead Publishing, 1997) 
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１．２ Tex-Pref に関連する樹脂および層間補強材の基礎と開発動向 

1.2.1Tex-Pref の成形に使用される樹脂の基礎と開発動向 

 Tex-Pref にマトリックス樹脂を含浸して複合材料を製造するには主として以下の３つの

方法が用いられる。 

① Tex-Pref に液状のマトリックス樹脂を含浸する方法（いわゆる RTM(Resin Transfer 

Molding)）。 

② Tex-Pref とフィルム状のマトリックス樹脂を積層し、その後、マトリックス樹脂を溶融

して含浸する方法（いわゆる RFI(Resin Film Infusion)）。 

③ 予めマトリックス樹脂を含む Tex-Pref（いわゆるセミプレグ）を作製し、その後、マト

リックス樹脂を溶融して含浸する方法。 

②のRFIの場合、マトリックス樹脂としてはエポキシ樹脂が用いられる場合が多く1)、

Hexcel社のHexPly® 8552RFI、HexPly® M36、等のRFI用エポキシ樹脂フィルムが市販され

ている。また、③のセミプレグを用いる方法の場合、大きく分けて強化繊維シートとマト

リックス樹脂シートを積層してセミプレグを作製する方法と、マトリックス樹脂からなる

繊維と強化繊維をあわせて製織し、セミプレグを作製する方法が用いられる。前者の方法

では熱可塑性樹脂シートをマトリックス樹脂シートとして用いる例が報告されている２）。

後者の場合では、Pref-Texを作製するため、不連続強化繊維と熱可塑性樹脂繊維からなる複

合繊維が開発されている（例えば、TPFL® （Schappe technique社）、DiscoTex® (Peppin 

Assosiates社)等）。 

 Tex-Prefを用いた複合材料部材の製造で も広く用いられているのは①のRTMであるが、

それに用いられるマトリックス樹脂について調査した結果を以下に報告する。また、市販

されている RTM 樹脂の例を表 1.2.1-1 に示す。 

RTMはTex-Prefに液状のマトリックス樹脂を注入した後で硬化するためマトリックス樹

脂には以下の特性が求められる３）。 

A. Tex-Pref 全体に樹脂がいきわたり、また、繊維が樹脂によって完全に含浸されるため

に、樹脂は十分に低粘度であり硬化時間が十分長いこと。 

B. 適切な時間で加工サイクルが完了するために、硬化時間が長すぎないこと。 

C. 成形品の要求特性を満足するのに十分な機械特性、物理特性を有していること。 

エポキシ樹脂は下記の特長を有しており、炭素繊維強化複合材料に用いられるマトリッ

クス樹脂の９０％以上がエポキシ樹脂であるとの報告がある４）。 

ア）弾性率、強度、靱性等の機械特性が高い。 

イ）硬化時の体積収縮が小さく、残留応力が小さい。 
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ウ）比較的耐熱性が高い。 

エ）硬化時間をある程度自由に調整することができる。 

一般的に硬化温度が高いエポキシ樹脂の方がTgが高く、高い耐熱性が求められる用途に

使用されている。また、エポキシ樹脂は、通常、架橋密度を高くすると、弾性率や耐熱性

は向上するが靱性は低下し、これらを高いレベルで両立することが難しい。強化繊維シー

トに予め樹脂を含浸しておくプリプレグでは、架橋密度の高いエポキシ樹脂にゴムや熱可

塑性樹脂等の改質剤を添加して、上記特性を両立させる技術が広く用いられている。しか

し、これらの添加物を入れるとエポキシ樹脂の粘度が高くなってしまうため、低粘度が求

められるＲＴＭ用樹脂にこの手法を適用するには限界がある５）。これを解決するため、図

1.2.1-1 に示す通り、高靱性化粒子をナノサイズにしてマトリックス樹脂中に分散させるこ

とにより、粘度上昇を抑えながら、高靱性化を達成する技術が東レにより開発されている６）

。また、熱可塑性樹脂繊維と強化繊維をあわせてTex-Prefを作製し、マトリックス樹脂を注

入すると熱可塑性樹脂が溶解して靱性向上が発現する技術７）がCytecにより開発されてい

る。 

 

図 1.２.1-1 ナノサイズに分散した高靱性化粒子7)図 1.2.1-1 ナノサイズに分散した高靱性化粒子６)
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今後、自動車や航空機分野でのCFRPの使用が広がるには数万個／年レベルの個数の部材

を製造する技術が必要となり、そのためには金型内で樹脂が高速で硬化する必要があるが、

硬化速度が速すぎるとTex-Prefに樹脂が含浸されていく間に粘度が上昇してしまい部材の

欠陥となる未含浸部が発生しやすくなる。この課題に対し、エポキシ樹脂のアニオン重合

に連鎖移動剤を組み合わせることにより、硬化反応の初期では粘度上昇効果の大きい高分

子量成分の生成を抑えつつ、短時間で硬化反応が完了する技術が東レにより開発された。

この結果、ＲＴＭにて流動可能時間３分、硬化時間５分というハイサイクル成形が達成さ

れている８）。 

また、エポキシ樹脂を用いた CFRP の使用可能温度は百数十℃が上限であるが、宇宙・

航空機分野ではそれ以上の耐熱性が要求される場合がある。そのような用途で使用可能な

ＲＴＭ用樹脂も開発されている。 

例えば、ポリイミド樹脂は有機高分子の中で 高レベルの耐熱性を有しており、ＲＴＭ

用ポリイミド樹脂が開発されている。ポリイミド樹脂は不溶・不融であるため加工や含浸

が難しく、一般的には、まず、アミド酸を重合して得られるポリアミド酸樹脂を作製し、

これを成形等加工した後に、脱水反応によりイミド化してポリイミド樹脂を得る方法が一

般的である。この方法では、イミド化時に水分が発生するため、RTM用マトリックス樹脂

として使用した場合はマトリックス樹脂中にボイドを生じ、炭素繊維複合材料の機械特性

を低下させるという問題があった。この問題を解決するため、特殊な末端封止剤を加えて

合成したポリイミドオリゴマーをRTMに用いる技術が開発された。このポリイミドオリゴ

マーは既にイミド化されているため、RTM中に水を生成しない。また注入時は分子量が低

く低粘度であるが、金型中で熱せられることにより末端封止剤が付加反応で結合して高分

子量化し、高い機械特性を発現する９）、１０）。このようなタイプの樹脂として、PETI-330

（宇部興産）、スカイボンド® 8000（I.T.S.社）が市販されている。 

ビスマレイミド樹脂はジアミンと無水マレイン酸を反応させて得られるビスマレアミド

酸を付加重合することにより得られる。耐熱性はポリイミド樹脂よりも低いが、硬化温度

が低いという利点がある。Hexflow® RTM651（Hexcel社）、Cycom® 5250-4 RTM（Cytrec社）、

Compimide® 353RTM（Evonik Industires社）等が市販されている。 

シアネートエステル樹脂はシアネート基を有するモノマーが 3 個反応してトリアジン基

を形成して得られる樹脂である。吸水性が非常に低く湿熱下での機械特性の低下が小さい、

誘電率が小さいので電磁波透過性が高い、という特徴があり、宇宙用途、レドームへの適

用が知られている。また、一般に架橋密度が高く靱性が低いので、エポキシ樹脂等と混合

して用いられる場合もある。Cycom ® 5575-1 RTM（Cytec社）、EX-1510（Tencate社）、
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PRIMASET® PT-15（Lonza社）等が市販されている。 

フェノール樹脂は、硬化時に発生する水がボイドを生じやすいので機械特性はあまり高

くないが、難燃性を有しており、また、比較的安価でかつ低温で成形できるため、航空機

の内装品等に使用される。また、特殊な例では、大気圏突入時等に、分解しながらガスを

発生して本体を保護するアブレーターに使用されている。 

以上、耐熱性耐熱性マトリックス樹脂についてごく簡単に説明してきたが、実際はこれ

らの樹脂は共重合されたり、他の樹脂と混合して用いられる場合が多く、マトリックス樹

脂の種類のみで耐熱性の優劣を議論することは難しいのが実情である。 

また、表 1.2.1-1 に示されているマトリックス樹脂のガラス転移温度は、その樹脂を用い

た炭素繊維複合材料が使用できる温度の上限の目安となるが、現実には、炭素繊維複合材

料が使用される湿度等の環境も考慮して材料を選定することとなる。 

 以上、熱硬化性樹脂について報告してきたが、耐衝撃性や賦形性の向上、リサイクル性

を目的に、モノマーやオリゴマーを金型内でTex-Prefに含浸して現場重合させることによる、

熱可塑性ＲＴＭ技術が開発されている。例えば、架橋を含まない直鎖の熱可塑性エポキシ

樹脂がナガセケムテックにより開発されており、この樹脂は弾性率、靱性、リサイクル性、

耐熱性に優れており、自動車用途での採用が検討されている１１）。また、ポリマーに比較

して低分子で粘度の低い環状PBTオリゴマー（例えばCBT®500、（Cyclics CORPORATON

社））やラクタムを金型内に注入した後、重合させて熱可塑性マトリックス樹脂とする技術

１２）がナガセケムテック開発されている。 

1.2.1 参考文献 

1)Gurit社 HP(2011 年 2 月 24 日現在) 

http://www.gurit.com/product.asp?section=000100010071000500100013&pdftestB

2) I. Fernández, , F. Blas and M. Frövel, Journal of Materials Processing Technology, Volumes 

143-144, 20 December 2003, Pages 266-269, 

3) C.D. Rudd 他、 「Liquid Moulding Technologies」(Woodhead Publishing, 1997) 

4) P. Morgan、”Carbon fibers and their composites”, (CRC Press, 2005) 

5) 鵜沢潔、「実用化期の複合材料技術と課題 １．FRP 成形技術の現状と将来」、材料、Vol.55, 

No.1, pp.131-137 

6) T. Kamae, S. Kochi, E. Wadahara, T. Shinoda, K. Yoshioka, ADVANCED-VARTM SYSTEM 

FOR AIRCRAFT STRUCTURES – MATERIAL TECHNOLOGIES, ICCM17,2010 

7) http://www.compositesworld.com/articles/composite-spoilers-brake-airbus-for-landing 

8) 釜江俊也、田中剛、大背戸浩樹：日本複合材料学会誌、32 (2), 90-96 (2006) 
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9) G. L.Deets, J. Xiong, K. Moriuchi, I. Ikenaga, N. Katayama, 16th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 

10)（財）航空機国際共同開発促進基金 「航空機等の動向調査事業の調査概要 耐熱複合

材料の動向」（２００９年） 

11) 化工日報 2009 年 9 月 15 日付け記事 

12) 中村幸一､平山紀夫､西田裕文、「現場重合型ポリアミド樹脂をマトリックス樹脂とする

CFRTP の機械特性に及ぼす表面処理の影響」、強化プラスチックス、 

Vol.55, No.2（2009 年） 
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1.2.2Tex-Pref の成形に使用される層間強化材の基礎と開発動向 

積層板から構成される複合材料は衝撃を受けて層間にダメージを受けると圧縮強度等の

機械特性が大きく低下することが知られている１）。RTM の場合、Tex-Pref を積層して賦型

するために Tex-Pref にタッキファイヤーを付着させる場合が多いが、図 1.2.2-1 に示すとお

り、このタッキファイヤーにより層間靱性を向上する技術が開発されている２）。このよう

なタッキファイヤーとして、Duomod® DP5045（Zeon Chemicals 社製）、Benzoxazine 99900

（Henkel 社製）等が市販されている。また、熱可塑性樹脂不織布と Tex-Pref を積層してか

ら樹脂を注入する技術３）、Tex-Pref 表面に高靱性化物質を付着させる技術４）が開発されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 参考文献 

1) M. C. Y. Niu, “COMPOSITE AIRFRAME STRUCTURES” Second edition, pages, 427-429, 

(KONG CONMILIT PRESS, 1993) 

2) T. Kamae, S. Kochi, E. Wadahara, T. Shinoda, K. Yoshioka, ADVANCED-VARTM SYSTEM 

FOR AIRCRAFT STRUCTURES – MATERIAL TECHNOLOGIES, ICCM17,2010 

3) Thomas K. Tsotsis, Vol. 30, Issue 1, pages 70–86, 2009, 

4) 例えば、特開２０１０－１８９５６１号公報（東レ） 

 

 

図 1.2.2-1 Tex-Pref に付着させた高靱性化粒子（図中の”TP-Particle”）) 
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１．３ Tex-Pref に用いられる成形技術 

1.3.1 リキッドレジンモールディングの現状 

航空宇宙機器用の複合材料製品は，プリプレグシート材の積層，オートクレーブ成形品

が現在の主流であるが，近年，リキッドレジンモールディング成形法が複合材料製品の低

コスト化につながるものとして注目されている。 

リキッドレジンモールディング成形法は，積層したプリフォーム，もしくはある程度製

品形状に賦形したプリフォームに後から樹脂を含浸硬化する成形手法であり，新規の成形

法ではなく，ガラスクロスに樹脂を塗り積層したり，積層したガラスクロスに樹脂を塗り

真空バッグ掛けして樹脂を絞り出したりした後に硬化する，いわゆるウェットレイアップ

成形法がその起源として考えられる。リキッドレジンモールディング成形法が従来のウェ

ットレイアップ成形法と大きく異なるのは，樹脂フローを厳密にコントロールしてプリフ

ォーム中に含浸させ，安定した品質の製品を作り上げる成形手法であることと，さらに炭

素繊維製の高強度，高剛性を発揮するプリフォーム，プリフォームと，耐熱性，耐環境性

に優れた樹脂を使用する事によって，一次構造に適用し得る成形プロセスとして進化して

きた点である。リキッドレジンモールディング成形法は，大きく次の３手法に分類する事

ができる。 

① ＲＴＭ (Resin Transfer Molding) 

② ＶａＲＴＭ (Vacuum assisted Resin Transfer Molding) 

③ ＲＦＩ (Resin Film Infusion Molding) 

 

これら成形プロセスをベースとして複合材料素材メーカはより高性能なプリフォームの

開発を推進し，また製造事業者はより大きな製品,より安定した品質が得られるプロセスの

開発を推進しており，現在においても様々な派生プロセスが開発されている。 

 

1.3.2 RTM 

図 1.3.2-1 にＲＴＭの原理と特徴の概要を示す。 

ＲＴＭはプリフォームの全ての面を金型で固定し溶融した樹脂を注入する方法であり，

軍用機 Ｆ－２２ Ｒａｐｔｏｒには３００を超えるＲＴＭ成形品が主翼および尾翼構造

の構成品として製造されている(図 1.3.2-2)。 

ＲＴＭ成形品は金型の精度で出来上がるため寸法精度は非常に高い。しかし，成形品が

大きくなると樹脂注入圧力によって金型自身が変形するため金型の肉厚を厚くして金型の

剛性を上げる必要が有る。従って，ＲＴＭ成形方法はサイズが比較的小さく，形状が複雑
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な製品の製造に向いていると言えるが， 終的には性能とコストのバランスを考慮して適

用プロセスを決める必要がある。 

樹脂注入方法については溶融，脱泡した樹脂を一定圧力で送り出すのが一般的であるが，

型とプリフォームの接触面に空隙があると，プリフォームに十分樹脂含浸せぬまま樹脂だ

けが抵抗の小さい空隙を通って型の出口から流出してしまう危険性があるので注意を要す

る。成形型の工夫としては，型の一部をゴム製バッグに置き換え，プリフォームをゴムバ

ッグで加圧して緻密化した後に樹脂注入する方法や，樹脂含浸した後に加圧して樹脂ブリ

ードして高Ｖｆ化する方法等様々な成形バリエーションがあるので，ＲＴＭ成形詳細プロ

セスの選定は事業者の技量に委ねられる。   

使用する樹脂は通常メーカから供給される保管容器から直接注入口に導かれるが，保管

容器から取り分けて成形用容器に移し替えた上でで成形する場合も有る。いずれにしても

樹脂保管容器から楽に取り出せる比較的低粘度な樹脂が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.3.2-1 RTM成形の概要図 
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図1.3.2-2 RTM成形による成形部材1) 

1.3.2 参考文献 
1) A coordinate-measuring machine verifies the dimensions of a sine-wave wing spar of carbon 

fibers and resin for the U.S. Air Force's new F-22 fighter 
出典 http://www.memagazine.org/backissues/september97/features/carbon/carbon.html 

 

1.3.3 VaRTM 

図 1.3.3-1 にＶａＲＴＭの原理と特徴の概要を示す。 

ＶａＲＴＭはプリフォームに樹脂を真空圧のみで含浸する成形方法で，オートクレーブ

等の高価な設備が不要で，製品の低コスト化に寄与することが期待されている。 

成形は多くの場合，樹脂を面方向にすばやく拡散し含浸させるための樹脂ディストリビ

ューション媒体がプリフォーム面に敷設されている。ＶａＲＴＭの代表的なプロセスであ

るＳＣＲＩＭＰ(Seemann Composites Resin Infusion Molding Process) （図 1.3.3-2)は，船舶

や風車等，航空宇宙以外の分野で既に多くの製品を産み出している。 

これらの製品に用いられているプリフォームは主としてガラス繊維であり，強度，剛性

の確保のため一部の部位に炭素繊維が用いられている。近年は研究開発も盛んで，米国で

ヘリコプタ胴体開発(図 1.3.3-3)が行われており，日本における MRJ 尾翼構造開発等が鋭意

研究されている。 

ＶａＲＴＭは簡便で大幅なコスト低減が期待されるが，一方で真空圧の適用のみで成形

するが故のボイド発生等のリスクも有る。また，通常のＶａＲＴＭでは樹脂含浸と共に基

材の反力で板厚が徐々に増加しＶｆが下がることがある。これを改善する方法としてＣＡ

ＰＲＩ(Controlled Atmosphere Pressurize Resin Infusion)（図 1.3.3-4)が提案されている。この

方法によれば，樹脂供給側も負圧にすることでバッグの外側から大気圧で押さえられるこ

とになり，基材の反力で板厚が増加するのを抑制出来る。従って，樹脂含浸工程での大き
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なＶｆ低下を防止することが可能であり，部材の特性向上に有効なプロセスである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.3.3-1 VaRTM成形の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.3.3-2 VaRTM成形による船舶構造の成形1) 
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図1.3.3-3 VaRTM成形によるヘリコプタ構造の試作2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.3.3-4 VaRTM成形による品質向上プロセス3) 

 

 欧州を中心に，VAP成形法の開発も鋭意進められている。樹脂を含浸する手法は，VaRTM

と同様であるが，ガスを通すが，樹脂は通さないフィルムを適用する点が特徴的な成形技

術である。ガスを抜く回路が成形部材の全面に形成されるため，未含浸，脱気不足等の成

形部材の品質を向上させ，かつ安定した品質が得られる成形法として期待される。 
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図1.3.3-5 VAP成形法の概念図4) 

 

1.3.3 参考文献 

1) http://www.tpicomposites.com/index.php?id=1132 
2) Presented at the American Helicopter Society 58th Annual Forum, Montréal, Quebec, Canada, 

June 11- 13, 2002. © 2002 by the American Helicopter Society International, Inc. All rights 
reserved. 
US Army-Boeing RWSTD — Advanced Composite Manufacturing for an Affordable 
Helicopter Fuselage Alan Goodworth, Associate Technical Fellow William Lindsay, 
Manufacturing Engineer Lead - RWSTD Joyanto Sen, Technical Fellow The Boeing Company 
Mesa, Arizona 

3)http://www.ccm.udel.edu/Pubs/05Posters/PS/Niggemann_AnalysisControlled_Poster05.pdf 
4) http://www.vap-info.com/en/membrane-assisted-low-pres.html 

 

1.3.4 RFI 

図 1.3.4-1 にＲＦＩの原理と特徴の概要を示す。 

ＲＦＩはプリフォームに樹脂フィルムを面接触させてバッギングし，加熱することで樹

脂を溶融し，プリフォーム内に含浸させた後硬化する手法である。 

本手法を用いた 大級の試作品としては米国ＮＡＳＡがスポンサーのＡＣＴ(Advanced 

Composite Technology)計画で開発された巾８フィート長さ４２フィートの主翼スキンパネ

ルがあり，実用化製品としては Airbus Stade (ドイツ)が直径６ｍを超えるバルクヘッドを

Ａ３８０向けに製造している(図 1.3.4-2)。 

ＲＦＩ成形において樹脂フィルムは基本的に接触するプリフォームに十分含浸するだけ

の量で，且つ成形後の繊維体積含有率(以下Ｖｆと称す)を著しく低下させない量を供給す

る必要がある。つまりプリフォームの厚さが変化するならばその変化に合わせて樹脂フィ

ルムの量(厚さ)を調整しなければならない。前出の試作主翼スキンパネルにしても実用バ

ルクヘッドにしても，樹脂を十分に含浸させＶｆを適正範囲にコントロールするためオー

トクレーブを適用しているが，製品の種類によってはオーブン硬化の可能性も有る。樹脂
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フィルムの適用は通常室温内で実施されるため，室温での取扱い性が重要である。固くて

割れたりせず柔軟で且つバッキングシートの剥離が容易で，一度適用しても張り直しがで

きるような樹脂フィルムシートが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.3.4-1 RFI成形の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.3.4-2 RFI成形による成形部材1) 

 

1.3.4 参考文献 
1) A380 Pressure Bulkhead 

http://www.eads.net/xml/content/OF00000000400004/5/43/32342435.jpg 
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1.3.5 リキッドモールディング成形法における技術ポイント 

(1) 樹脂粘度 

樹脂粘度は樹脂含浸できる製品の大きさに影響を与えるため，樹脂含浸温度下での粘度

が低く，かつ低粘度を長時間維持できる樹脂が望ましい。一般的なエポキシ樹脂の場合，

温度を上げると低粘度になるが硬化反応も促進されるため樹脂粘度の上昇が早くなって

しまい，含浸可能な時間が短くなる。一方，含浸温度が低ければ比較的高い粘度を許容

しなければならないが，その粘度を長く維持できる。どの条件を選択するかは，製品の

品質，製造コストを考慮して決める必要が有る。 

(2) 樹脂の硬化収縮 

樹脂は硬化反応の進行によってその体積が収縮し，一般的に樹脂のゲル化温度近辺で

も体積変化が大きい。単純積層品の場合，ＲＦＩ，ＶａＲＴＭでは板厚方向に寸法変化

するだけであるが，ＲＴＭの場合は硬化収縮と共に金型と成形品の間に隙間が出来て極

端な場合はその隙間に樹脂が圧入されて分離した樹脂層を形成することがある。スティ

ッチドプリフォームや三次元織物製プリフォームを適用すると板厚方向の繊維が樹脂の

硬化収縮による板厚変化を阻害し，層間割れを生じる事があるので，樹脂選定には特に

注意を要する。 

(3) 樹脂の内部発熱 

一般的に樹脂硬化は発熱反応であり，樹脂含浸後の硬化ヒートサイクルによっては内部

発熱により設定温度以上に温度上昇し，規定を外れてしまう可能性があるので製造前に

十分検討，検証する必要がある。また注入のための樹脂タンク内の樹脂の内部発熱にも

十分な注意が必要となる。 

(4) 樹脂の流動解析（図1.3.5-1参照） 

樹脂の注入に当っては，適切な樹脂の注入，排出の経路を考慮する必要が有る。特に，

樹脂の先回りにより，樹脂が含浸されない未含浸部が形成されてしまうことがあり，注

意が必要である。樹脂流動解析（Darcy則適用）により樹脂流動のモデル化を行い，圧力

分布による樹脂含浸速度を求め，未含浸部などの欠陥を生じない，樹脂移動を 適化す

る条件を予測することも行われる。検討結果を基に，樹脂の注入口，排出口の配置，注

入条件を適正化し，未含浸部の発生を防止する。 
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図1.3.5-1 樹脂流動解析の流れ1) 

 

 これらの手法をさらにアクティブに利用し，樹脂の位置を把握し，成形パラメータをコ

ントロールし，適切なプロセスを設定するスマートRTMプロセスの検討もなされている。

（図1.3.5-2参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図1.3.5-2 スマートRTMプロセスの概念図1) 
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式（１）（２）より，樹脂の含浸された領域では次式が成り立つ。

 
金金型型  

樹樹脂脂注注入入  
（（加加圧圧））

  樹樹脂脂排排出出  

②②加加熱熱硬硬化化  

①①樹樹脂脂含含浸浸  
    繊繊維維織織物物  
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a)樹脂流動シミュレーションによる初期適正化 

◆ 成形型 適設計（ポート数，位置，形状） 

◆ プロセスパラメータ 適設定（含浸圧力） 

 b)実際の樹脂注入における，含浸のアクティブコントロール 

◆ 未含浸部防止 ◆ 制限圧力以下 ◆ 含浸時間短縮 

 以上のように，リキッドモールディング成形による製品の品質向上，低コスト化を目指

し，実際の航空機体への適用のため，鋭意開発が行われている。 

 

1.3.5 参考文献 

1) 三菱重工業資料 
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１．４ Tex-Pref の技術動向 

1.4.1UD および面状－２軸組織（平織、多重織り、Angle-interlock(２．５D 織物)等） 

(1)ＵＤ 

炭素繊維、ガラス繊維等を一面上で一方向に並べたテープまたはシート状の材料形態で、

一方向（Uni-Directional：UD）の材料をいう。有機繊維等を用いて一方向の繊維を留める

場合も含む。一般的に材料の幅でロービング（繊維糸単体）、テープ（100mm幅以下）、

シート（500mm幅 等）等の材料形態で取り扱われる1)、2)。 

 

(2)面状－２軸組織 

a)織物 

織物は、レピア織機等を用いて製造されており、熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂、ポ

リエステル樹脂等を含浸したプリプレグ(樹脂を含浸した織物)形態で利用されることが多

い。その他では、織物に樹脂を含浸させながら積層を行うウエットレイアップも広く用い

られている 1)、2)。 

複合材部材への織物の適用については、以下のパラメータについて考慮する必要がある。 

・糸の種類  ：炭素繊維、ガラス繊維［E-ガラス、T-ガラス、S-ガラス］、

アラミド繊維、ボロン繊維 等 

・糸の打ち込み本数 ：たて、よこ糸の面積あたりの打ち込み本数により、織が疎密

となるため複合材の Vf が変化し、強度特性に大きく影響する 

・織物パターン ：織物パターンにより、材料の賦形／ドレープ性や、繊維によ

る強化の割合が異なるため、成形品の形状による織物の選択が

重要である。部品の特性によっては、たて糸の割合を増すこと

により異方性を持たすことも可能である。 

 

複合材用の基材として用いられる代表的な織物パターン（図 1.4.1-1）を以下に示す。 

・平織 ：朱子織と共に、構造用として主に使用される織。たて糸、よこ糸が交互に

組織している も単純な構造であり、緻密で比較的安定した織物である。た

だし、繊維の屈曲（クリンプ）が綾織、朱子織に比べ大きくなるため、強度

および剛性が他の織物に比べ低くなる。 

・綾織 ：たて糸、よこ糸が規則的に組織している織（例 ２／２綾織）。規則性を

有するため、織物上に斜めのパターンが見られる。 
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・朱子織：たて糸、よこ糸の組織点が平織や綾織のように連続せず、互いに一定の本

数だけ飛び越えてからくぐり合うため、たて糸またはよこ糸のみが表面に多

く表れる織（例 4 枚朱子織、8 枚朱子織）。平織に比べ、繊維のクリンプが

小さく、繊維の強度・弾性率を も生かすことができる。平織と共に構造用

として多用される織物である。 

ⅰ)平織  ⅱ)２／２綾織    ⅲ)４枚朱子織 ⅳ)８枚朱子織 

図 1.4.1-1 織物パターン 

 

UD および面状－２軸組織の織物を用いたプリプレグ(図 1.4.1-2)3)、4) 

[製造方法] 

UD プリプレグは、大量の繊維束をシート状に広げ、樹脂を含浸し、離型紙と共に巻き

取ることにより製造する。UD プリプレグは織物に比べ、製造コストが安価であり、クリ

ンプが無いため積層部材の機械特性に優れている。ただし、複雑なコンターを有する形状

への積層は困難である。 

織物プリプレグの製造は、0.2～0.4mm 厚みの平織ま

たは朱子織等の織物に対し、溶剤で希釈した低粘度の

樹脂を含浸させるソルベント法と、温めたローラー中

で樹脂フィルムを含浸させるホットメルト法で製造さ

れている。近年は、環境およびプリプレグ揮発分の削

減の観点からホットメルト法を用いた製造が主流であ

る。織物プリプレグでは、作業者による作業コスト削

減を目的に、ラージトウを用いた厚い織物を使用する

傾向にある。しかし、ラージトウを用いた織物では、

繊維のクリンプが大きくなるため、複合材の機械特性

が低下するなどの弱点もある。 

図 1.4.1-2 プリプレグ外観 
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[貯蔵方法] 

プリプレグは、エポキシ樹脂等の主剤／硬化剤が混合された状態で織物に含浸され、加

熱により反応が進行するが、常温でも反応が僅かに進行する。そのため、-18℃（0°F）以

下での冷凍貯蔵が必要となる。冷凍保管時も、プリプレグのタック性および柔軟性の低下

による作業性悪化、硬化後の機械特性の低下等が問題となるため、貯蔵期間（一般に Storage 

Life または Shelf Life という）は半年から 1 年程度である。また、常温劣化、エージング

劣化を防ぐため、積層作業は 2 週間程度に限定される。このようにプリプレグでは、貯蔵

および作業時間の制限があり、コストアップの要因となると言われている。 

 

[プリプレグを用いた製造技術、成形方法] 

プリプレグは、成形治具上に作業者が手積層を行うハンドレイアップ、自動積層機を用

いて積層作業を自動化する Automated Tape Layers（ATL、図 1.4.1-3）、Automated Fiber 

Placement（AFP、図 1.4.1-4）等の技術を用いて積層され、オートクレーブ、オーブン等を

用いて樹脂を硬化することにより複合材部材が製造される。 

UD 材は、繊維方向の異方性による部材の 適設計が可能であり、ATL、AFP 等を用い

た自動化によるコストダウンが可能なことから、航空機では胴体、主翼等の主構造の大型

部品への適用が図られている。一方で、織物材は UD 材に比べ異方性が低く、深絞り成形

が可能なことから、航空機では複雑形状部品または動翼、扉等のハニカムサンドイッチ部

品への適用が多く見られる。ただし、その多くは積層作業者によるため高コストとなる。

なお、多層や±45°方向の織物を用いたプリプレグなど、コストダウンの検討もなされて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.1-3 ATL 積層状況 5)        図 1.4.1-4 AFP 積層状況 6) 

 

従来の主構造は、オートクレーブを用いた成形方法が主流であったが、CYTEC 

Engineering Materials、Hexcel 社等では真空圧とオーブンを用いて成形する Out of Autoclave
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（OoA）プリプレグが開発され、欧米を中心に研究が進められている。この技術では、高

額設備であるオートクレーブを必要とせず、安価なオーブンを用いてオートクレーブ成形

品と同等な複合材部材が成形できるため、プリフォームを用いた VaRTM 等の技術と共に、

今後が注目される技術である 7)、8)、9)。 

 

また、ジャムコ社ではプリプレグを用いた複合材の一

連の成形工程を、自動的かつ連続して行う Advanced 

Pultrusion (ADP)という連続製造装置による製造方法を

確立し、エアバス社の航空機垂直尾翼の一次構造部材(ス

トリンガー、スティフナー、図 1.4.1-5)および床構造部材

等に採用されている。ADP は自動的に連続成形すること

ができるため、納期、コスト面に優れた技術である 10)。 

 

近年では、貯蔵管理が不要な PPS、PEEK、PEKK 等の

熱可塑性樹脂を織物に含浸させたプリプレグ、未含浸の 

セミプレグ、プレスによりコンソリデーションされた積層板（RTL）等の材料形態により、

熱可塑性樹脂系複合材（FRTP）が製造されている。FRTP は耐衝撃性に優れており、ホッ

トプレスによるCompression Moldingや Stamp-Forming等の成形方法により短時間で複合材

部材が成形可能なことから、航空宇宙、自動車分野等で幅広く研究されている 11)、12)。 

 

［課題］ 

プリプレグを用いた複合材部材は、２次元の

UD または織物を板厚方向に積層するため、板

厚方向の補強が無く、面外方向となる層間強度

は樹脂の強度に依存する。近年、複合材部材の

主構造は厚みが増加し、部材にかかる荷重も増

加しているため、プリプレグ積層材に対するス

ティッチングや Z-pinning を用いた板厚方向の

補強の研究が進められている(図 1.4.1-6)。ただ

し、これらの技術は、面内の繊維にクリンプが

生じ、強度低下を引き起こすことがあり、補強

材の密度や配置等のパラメータが重要である 1)。 

図 1.4.1-5 エアバス機向け 

スティフナ－およびストリンガー 

図 1.4.1-6 Z-pinning 適用例 1) 
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b)多重織物 

多重織物は二枚以上の織物を重ねて織る織物でのことで、任意の層の経糸および／また

は緯糸が別の層を接結することにより一枚の織物の様になる。織組織の実際例を図 1.4.1-7

に示す。 

多重織物は単位面積当たりの接結点が少ないため繊維がずれやすく、一般的にドレープ

性に優れた織物であり、通常の平織りや朱子織では切断して突合せ積層か重ね合わせ積層

しなければならない様な形状の複合材製品についても繊維を切断することなく成形する事

が出来る。 

この利点を生かした応用製品として航空機向けレドーム（図 1.4.1-8）が提案されている。

本織物によれば、繊維切断部の継ぎ目や重ね合わせがないため、このような部位で発現す

る電気定数の局部変化が防止でき、継ぎ目がないため製品の機械的強度の向上も図れると

している。また、多重織物の機能性能面だけでなく織物表面の織柄の多様性から、意匠性

の高い製品としてヘルメットやゴルフ用品（図 1.4.1-9）への応用についても検討が進めら

れている。 

 

 

 
  図 1.4.1-7 多重織物組織の一例 13) 

 

図 1.4.1-8 多重織物組織の応用例（航空機）13) 
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c)アングルインターロック（Angle-inter lock） 

たて糸、よこ糸を用いて構成する３次元的な織物構造。よこ糸を直線上に打ち込み、たて

糸を深さ方向へ対角線上に織り込んだ織物である。また、長手方向の強度、剛性を高める

ため、平面上に直線的にたて糸を追加される場合もある（図 1.4.1-10）15)。 

 

 

 

 

図 1.4.1-10 アングルインターロック構造 

 

1.4.1 参考文献 

1)Alan Baker, Stusrt Dutton, Donald Kelly, 

“COMPOSITE MATERIALS FOR AIRCRAFT STRUCTURES SECOND EDITION” 

2)東レリサーチセンター “高性能複合材料の新展開―用途開発の全容と将来動向―” 

3)東邦テナックス社ホームページ／http://www.tohotenax.com/tenax/jp/index.php 
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6)INGERSOLL 社ホームページ／http://www.ingersoll.com/Aero/aero.htm 

たて糸 

よこ糸 

図 1.4.1-9 多重織物組織の応用例（民生品）14) 
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1.4.2 面状－多軸組織（３軸織物、４軸織物等） 

(1)面状－３軸織物 

３軸織物とは、よこ糸に対し 60°で交差する 2 方向のななめ糸により構成された織物で

ある。３軸織物の概念図を図 1.4.2-1 に示す。３軸織物は古くから竹で編んだ草刈り篭や背

負い篭等に見られるものと類似しており、形状の安定性や軽量性の観点から古来より日常

生活の中で使用されてきた織物である。 

サカセ・アドテック社では、織機の開発、設計から自社で行い、３軸織物（Triaxial Woven 

Fabric：T.W.F.）を製造している。T.W.F.は、あらゆる方向からも平均的な強度、剛性が得

られる擬似等方性を有し、歪みに対する適応性も大きくなるため、通常のたて糸、よこ糸

からなる２軸織物に比べ、糸の使用量を減らすことができ、軽量で薄い織物が製造可能で

ある 1)。 

３軸織物の用途例は、円筒型、円環型の宇宙インフレータブル構造の膜面への適用が挙

げられる。通常、宇宙インフレータブル構造の膜面はフィルム状の気密層と熱硬化型樹脂

を含浸させたプリプレグの硬化層から構成される。この硬化層を２軸織物１層で構成する

と、剛性や強度に方向性が生じるので、硬化後の温度変化や荷重の負荷状態によってはイ

ンフレータブル構造が変形したり歪んだりする。そのため、２軸織物を硬化層に使用する

場合は、数層積層する必要があり、積層した硬化層は、未硬化状態で折り畳む際に層間が

ズレ難く、変形が生じ、展開し硬化させた際に層間剥離が生じやすいという問題がある。

一方で、３軸織物は擬似等方性を有するため硬化層を１層とすることができ、折り畳みや

展開時に要求される硬化状態での膜面の柔軟性と形状追従性に優れ、またメッシュ状のた

め内部からの膜面状態が観察可能であるなど、数多くの利点が見られ、宇宙構造部材への

適用が進められている。円筒状、円環状インフレータブル構造を図 1.4.2-2 及び図 1.4.2-3

に示す 2)。 

なお、サカセ・アドテック社は、現在、世界で使用されている人工星用パラボラリフレ

クター・アンテナ材料の 70%を製造している。また、はやぶさに使用されている３つのア

ンテナが３軸織物で製造されており、その内小型の２つのアンテナ（ミデイアム・アンテ

ナおよびローゲイン・アンテナ）は 終製品の製造まで実施している（ハイゲイン・アン

テナは材料をサカセ・アドテックで提供し、NEC が製造）。 
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図 1.4.2-1 炭素繊維を用いた３軸織物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.2-2 円筒状インフレータブル構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.2-3 円環状インフレータブル構造 

a)折り畳み状態 

b)膨張展開 開始状態 

c)膨張展開状態

a)折り畳み状態 b)膨張展開状態
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また３軸織物は、曲面への追従性が良好であるため、運動靴、テニスラケット、バット、

釣り竿などのスポーツ用品、スピーカー等、ハイエンド製品への展開も計られている 

 

A&P Technology 社では、組物装置を用い、擬似等方に近い特性を有した３軸織物

『QISOTM：図 1.4.2-4』を展開している。織物は、密な組織を有しており、耐衝撃性、エネ

ルギー吸収特性が非常に高い。バランスの取れた織物であることから、構造物の軽量化、

薄物化への展開が図られている 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.2-4 QISOTM織物 
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(2)面状－４軸織物 

４軸織物とは、従来のたて糸、よこ糸の 2 軸からなる織物に、左右からなるななめ糸に

より構成された織物である。４軸織物の概念図を図 1.4.2-5 に示す。従来の２軸織物と比較

し、４軸織物はななめ糸の存在により、形態安定性、耐引裂性、耐衝撃性、簿肉性、曲面

形成性、捩り特性、応力の均一化に優位性があり、宇宙分野において NASA や航空機での

利用が期待できるとして米国バリーリボンミルズ社も注目の技術である。また、３軸織物

では擬似等方性を薄物織物で成形することにより、柔軟性が抜群であったのに対し、４軸

織物は形態の安定性に優れていることが大きな利点と言えよう。 

明大社の４軸織物『テトラス®：図 1.4.2-6』では、炭素繊維だけでなく、ポリエステル、

ナイロン、アラミド、ガラス繊維等を用いた多種多様な素材、あるいは、要求される内容

に応じて、異素材の組合せによる製織を可能としている。テトラス®織機の外観を図 1.4.2-7

に示す。 

４軸織物の用途例としては、趣味・嗜好品分野において、ゴルフクラブシャフト(ミズノ、

マミヤオービー、日本シャフト、藤倉ゴム工業)、テニス(ミズノ)、卓球やバドミントンラ

ケット(ミズノ)等のスポーツ用具、スピーカーの振動板(パイオニア)の音響分野、住宅リフ

ォーム時の耐震補強(住友林業)分野等に本格的な実用化がなされている(図 1.4.2-8)。また、

今後の展開が期待される分野として、軽量・高強度・ねじり特性を生かした自動車用部材(ル

ーフ、ドア、ボンネット、ドライブシャフト等)、大型構造部材(テント等の膜構造材料、

風力用プロペラ、高層建築ビル、トンネル補修部材等)、介護福祉医療分野(車椅子、バス

タブ、介護ネット、コルセット等)が挙げられる。また、宇宙航空素材への応用展開が期待

でき、人工衛星の構造部材、太陽電池固定用部材が容易に想定され、将来のあるコンポジ

ット材料として各方面から注目されている 4)、5)。 

 

 

 

 

 

図 1.4.2-5 四軸織物概念図    図 1.4.2-6 各種四軸織物テトラス®の外観 
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図 1.4.2-7 テトラス®織機外観 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.2-8 テトラス®を用いた商品 

 

1.4.2 参考文献 
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1.4.3 立体－多軸組織製織装置 

 繊維束（ロービング）や面状プリプレグを積層し樹脂で硬化した繊維複合化材料には、

衝撃など積層方向の負荷によって層間剥離を生じるため、層間強度向上の対策が強く求め

られてきた。多軸方向の繊維を立体的に組織することにより層間強度を高め、併せて、任

意方向への繊維配列により立体的輪郭形成を可能とする製織装置の開発が行われている。

ここでは、繊維を多軸方向に組織する立体－多軸織物、ノンクリンプファブリック、縫合

織物、Needled Fabric,タフティング、Z-pin について、開発動向を報告する。 

(1) 立体－多軸織機 

ロービングが三次元的に製織される立体－多軸組織には、ロービングを各軸面に並行配

列させて組織した直交配列型立体－多軸組織と、ロービングが放射方向 (r) 、円周方向(θ)、

厚さ(Z)方向に配列し組織されたγ・θ ・Z 配列型立体－多軸組織がある。 

a) 直交配列型立体－多軸組織製織装置 

織物組織の軸数に対応するよう軸方向ごとに配備された多数の繊維束を、その列間に直

交または斜交するよう織り込み、多軸方向に繊維束が配列した立体的織物を製織する装置

であり、繊維束の配列が３軸、４軸、５軸などの立体－多軸織機が開発されている。また、

繊維束を樹脂で硬化した竹籤状のロッドを立体的に組織するロッド方式の装置が開発され

ている。直交配列型立体－多軸織機の開発事例を表 1.4.3-1 に示す。 

1.4.3-1 直交配列型立体－多軸織機の開発事例 

素材の形態 開 発 例 主 動 作 織 物 の 特 徴・用途 

 繊高研２） 綜絖・筬・レピア ３軸直交、蛇行組織、 T, H 型

ビーム 

 豊田自動織機３） 綜絖・筬・レピア ５軸(面内４軸)、構造材 

ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞ 

ロービング 三菱重工業４） 綜絖・筬・杼 ５軸(面内４軸) 薄肉パネル 

 North Carolina 

State University５) 

綜絖・筬・レピア ３軸直交、T, H 型ビーム 

 3TEX６） 綜絖・筬・レピア ３軸直交、面状、 大14層(15mm)

T, H,Π 型ビーム 

ロッド ｽﾘｰﾃﾞｨｺﾝﾎﾟﾘｻｰﾁ７）

８）９）１０） 

筬・ロッド挿入 3 軸、4 軸、高密度、高弾性、

機械部品、ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞ 
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素材の形態がロービング方式の事例 4) を図 1.4.3-1 に示す。 

    

 

図 1.4.3-1 試作三次元織機の概要 

[左上] 織機の構成 [右上] 試織織物の外観 

[左下]製織動作の模式図 

    

図 1.4.3-1 に示す模式図の左はヘルド(綜絖)が総て上方にあり、総てのたて糸も上方にあ

る状態を示す。次に、たて糸①②を綜絖で下げてできるたて糸の開口部へ、よこ糸 A をシ

ャットルにより挿入する(模式図の中央)。次に、たて糸③④⑤を下げ、よこ糸 A の上にで

きる開口部に、シャットルの移動でよこ糸 B を挿入する(模式図の中央)。次に、たて糸⑥

⑦⑧が綜絖の移動で下げられそれによってできる開口部によこ糸が挿入される。 

上記の動作を順次繰り返し、所要箇所でのおさ(筬)打ち動作と織られた織物の引き取り動

作が加えられ製織が行われる。 

厚さを有した広面織物の製織には、必然的に数万～数十万本に及ぶ多数の素材(糸、ロー

ビング)の操作を伴う。これらの多数の素材を傷めることなく、開口動作や張力などの精度

の高い製織動作を得るための補助装置は、織機本来の機構にも況して重要である。 

特に、航空機の主翼や胴体の外板など広面大型部品として適応可能な立体－多軸織物の

製織には、素材の開口動作を司るヘルド動作の機構いわゆるドビー(Dobby)に高機能が求め

られる。即ち、綜絖の長いリフト、膨大な糸本数及びその製織動作の管理等に対応したド

ビーが必須である。この課題への対策として、近年、高性能ドビー分野で注目されている

Staubli の開口装置に準じた補助装置の開発が望まれる。 

素材の形態がロッド方式の事例を図 1.4.3-2~4１０）に示す。図 1.4.3-2 はロッド方式 3 軸組
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織自動織機の機構と装置概要であり、予め繊維と樹脂で竹ひご状に成形したロッドを X 方

向マガジンと Y 方向マガジン内に並列させて収納しておき、垂直方向に所要の間隔で林立

する Z ロッドの間隙へロッドプッシャーを用いて X,Y 方向から挿入する。この動作に Z ロ

ッドの昇降動作を加え、立体-3 軸組織体を得る。図 1.4.3-3 に立体-３軸組織の試織体を示

す。また図 1.4.3-4 に、上記と類似のロッド方式自動織機を用いて試作した立体-4 軸組織の

組織体を示す。 

 

 

 

図 1.4.3-2 ロッド方式 3 軸組織自動織機の機構(左図)と装置概要(右図) 

 

 
図 1.4.3-3 ロッド方式３軸組織の組織体       図 1.4.3-4 ロッド方式４軸組織の試織体 

 

立体－多軸織物は、軽量化についての指標である比強度及び比弾性率が大きく、また構

造材の性質として重視される耐衝撃性や破壊靭性においても大きな値を示すことから、航

空・宇宙関連の飛翔体部材として、開発が強く望まれてきた。近年、欧米において、産・

官(軍)・学の協力のもと技術開発が進められ、それらの成果による立体－多軸織物複合材

料の航空機分野へ採用が進められている１）。 
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b)γ・θ・Z配列型立体-多軸織機 

ロービングのみを、またはロービングを樹脂で硬化したロッド(CFRP ロッド)を放射方

向  、円周方向、厚さ方向に組織するγ・θ ・Z配列立体－多軸型織機が開発されている。

γ・θ・Z 配列型立体-多軸織機の開発事例を表 1.4.3-2 に示す 

 1.4.3-2  γ・θ・ｔ 配列型立体-多軸織機開発事例 

 

表中の製織法 A は、組織体の輪郭に相当する外周の位置でγ方向ロービングを折り返す

操作を繰り返し与えることにより並行配列させた繊維層を軸方向に形成する動作と、γ方

向ロービングの間隙に Z方向ロービングを刺通する動作、及び周方向θロービングの巻設

によって製織される。図 1.4.3-5~6 にロービング方式のγ・θ・Z 配列型立体-多軸織物を

例示する。 

  

 

 

 

 

 

 

図 1.4.3-5 ロービング方式          

γ・θ・Z配列立体-多軸織物 11）     図 1.4.3-6 γ・θ・Z配列立体-多軸織物 13） 

  

製織法 素材の形態 開 発 例 主 動 作 織物の特徴・用途 

  

 A 

ロービング シキボウ 11) 

Aerospatiale12） 

γ-ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞの折り返し 

Z-ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞの挿入 

θ-ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞの巻き付け 

円筒、円錐形、 

ロケットブースター、

ノズルスロート 

 B Avco/Textron 14） 

Aerospatiale 

γ-ロッドの配設とロービ

ングの FW 動作 

円筒、円錐、高密度 

ロケットノズル 

C 

ロービング 

とロッドを

併用 スリーディコンポ

リサーチ 15) 

θ-ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ FW 

FW に Z-ロｰﾋﾞﾝｸﾞ挿入 

円筒、円錐、高密度 

フープ強度大、ノズル

 D ロービング 繊高研、三菱電機 16）

17） 

γ-ロｰﾋﾞﾝｸの開口 

θ-ロｰﾋﾞﾝｸﾞの巻き付け 

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗ状γ.θ組織、 

宇宙用アンテナ 
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γ・θ・Z 配列型立体-多軸織物をプリカーサーとして強化した C/C は超高温域(2000℃

以上)においても高強度を有する軽量構造材料であり、ロケット用ノズルスロート等に使用

されている。類似のγ・θ・Z配列組織体に関連する炭化過程の研究３）では、試作 C/C 材

は超高温環境下での熱膨張係数が小さく、比強度、比剛性が高い優れた強度特性を有する

ことが確認されている。 

製織法 B では、フオーム材製マンドレルに放射状に刺し込まれた CFRP 製ロッドの間隙

に、FW の方法で軸方向糸(ロービング)と周方向糸を配設することにより、γ・θ・Z組織

の立体－多軸組織体が製作される。図 1.4.3-7~814） にロッドとロービングを併用したγ・

θ・Z配列型の立体-多軸織物製織法の概念を示す。 

            

 

  

 

 

 

 

 

図 1.4.3-７ γ-成分のロッド移植 14)     図 1.4.3-8 θと Zロービングの敷設 14) 

 

この製織法では、γ-成分のロッドはその移植密度に応じて間欠的に回転するドラムの全

表面に移植される(図 1.4.3-７)。続いてθ成分となるθロービングをドラム表面に移植され

ているγ-ロッドの間隙への巻取りにより敷設し、次に、ドラムの間欠的回転のもとで、Z

方向(ドラムの軸方向)の成分である Zロービングをドラムの軸方向にトラバースさせなが

ら、ロッドの間隙に敷設する。θロービングの巻設と Zロービングの敷設を交互に行うこ

とによりγ・θ・Z配列の組織が形成される。 

製織法 C (FW 立体-多軸組織法)では、FW 法により予め巻設したロービング層にロッド

を挿入する。図 1.4.3-７に製織法 C の概念図を示す。ロービング 22 をマンドレル上にトラ

バースしながら巻き取って形成したロービング層に、所要長に切断したγ方向ロッド 44

を挿入する。図 1.4.3-8 にその装置概要を示す。  
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図 1.4.3-７ FW・立体-多軸組織法の概念図 15）      

図 1.4.3-8 FW・立体-多軸組織装置 15） 

 

製織法 D は、放射状に張設された多数の糸(ロービング)の中央部を固定し、その外周側

の糸端を交互に上下動するスピンドル状シャットルに保持し、シャットルの上下動によっ

て形成される円周状の開口面へ、その外周を回転するボビンから円周方向のθ糸を挿入す

ることにより、γ・θ組織の球面状織物を 

製織する。図 1.4.3-9 16）にγ・θ組織の球面 

状布製織装置 16)と試織布を用いたパラボラ 

状 CFRP17)を示す。 

 

 

 

 

図 1.4.3-9 γ・θ組織球面状布製織装置 

（右図）とパラボラ状 CFRP（上図） 

 

試作装置で得られた球面織物をアンテナリフレクター等へ応用した場合の面精度向上の有

効性が検証されている 17）。本装置に、厚さ方向糸を織り込む機構、おさ打ち機構を付加す

ることによりγ・θ・Z組織の製織機能を有する織機とすることができる。 

 

(2) ノンクリンプファブリック 

織物を強化用の基材とする繊維複合材料においては、糸(ロービング)の組織点で応力が 

集中し、クラックなど欠陥発生の起因となる。組織点での応力集中係数の大きさは織角度

(組織のため糸が蛇行する角度)に依存するため、織角度の小さな織物、即ちロービングの
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蛇行(うねり)のない織物が望まれる。 

ロービングが蛇行することなくプリフォームを形成する MWK (Multi axial Warp Knit)方

式の LIBA system が実用されている。図 1.4.3-10 に LIBA system の概念図をしめす。 

 

 

 

 

図 1.4.3-10  

LIBA system の概念図 

 

この装置では多数のロービングが真直ぐに並列された複数の繊維層を形成し、繊維層ご

とにロービングの配列角を変えて順次積層したのち、補助糸によるループ状編物組織で拘

束してロービングを一体化する。織物としての形態安定化を図るループ編成用の補助糸に

は、ロービングの破断以前に補助糸が破断しないよう、ロービングより破断伸度の大きな

糸が使用される。 

MWK 方式による炭素繊維織物を裁断して所要形状の部品とし、これを積層して縫製す

ることにより広面の大型部品が成形される。航空機関係の試作例に翼構造 18）19）20）があり、

高い評価を得ている。また、ノンクリンプ織物の曲面に対するドレープ(Drape)性を生かし

て成形した後部圧力隔壁が報告 21)されている。 

 

(3)縫合織物・装置 

縫合織物の縫合の目的は①成形体の層間靱性など材料特性の向上、②製品形状の賦形

(Net Shape)である。縫込みに似た工程は NCF を作成する過程においても行われるが、その

目的は縫合織物のそれと全く異なりロービング配列の安定化である。近年、繊維の縫込み

目的を異にする上記の二工程の共働が大きな成果を上げている。即ち、面内多軸配列の

NCF プリプレグを更に多層化し、これを縫合することにより、積層材の強度損傷許容の改

善、層間強度特性の向上が図られ、更に広面大型部品の製造を可能にした。この技術開発

では NCF の高生産性を生かしたコスト低減が高く評価され、CFRP 主翼の開発 20）22）を可

能としている。 

        通常のミシンでは、重ねた織物層の中央で上糸・下糸がフック状に絡む Rock Stitch 

と、重ねた織物の下面で上糸・下糸が鎖状に鎖状に絡む Chain Stitch によって縫合が行わ

れる。立体－多軸組織縫製で採用している縫合様式は Rock Stitch であるが、力学的視点か
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ら積層材の中心で上糸・下糸が絡むのを避け、Chain Stitch のように積層材の下面で上糸・

下糸を絡ませている 21）23）（1.1.4 参照）。 

繊維層のセットアップや配向角の調整機能に多様性を備えた装置 24）が LIBA 社より提案

されている。また、T 字形などに積層した NCF にステッチング動作を加えて構造材を成形

するなど応用の範囲が広がっている。炭素繊維積層布についての縫製可能厚さは 大

50mm が現状で、増厚した 75mm について試行中、ロービング配向角は 20°～80°可変の

報告がある。 

 上述のように通常のミシン（縫合機）では、上糸と下糸とを絡めて基材を縫合していく

ため、縫合糸としては基材の上下面に配置し補給していかなくてはならない。しかし、航

空機部品用の基材では、複雑な形状が多く、面が広くなるほど上下からのアクセスは難し

くなり、片面からのアクセスでの縫合が有利になる。そのため、ドイツ ALTIN 社（現在で

は吸収・合併され会社は存在しない）や KSL 社では、製品の片面からのアクセスで縫合可

能なミシンヘッドを開発した 25) 26)。図 1.4.3-11 に ALTIN 社が開発したミシンヘッド、針の

構成及び縫合パターンを示す。針の交差を基材の裏側で行うことによって、縫合機側のみ

から縫合できるため、大型の基材製作や局部的な縫合にも対応できる。この縫合方式は、

ロボットアームに取り付けられて NC で制御される場合が多い。ドイツ KSL 社でも同類の

縫合機ヘッド RS 530 Two Needle Head を販売している。また、KSL 社では、片面からのア

クセスで縫合ができ、裏側に縫合糸が出ない、RS 510 Blind StitchHead を開発している。

図 1.4.3-12 に RS 510 の写真及び縫合のパターンを示す。この方式は、曲がり針が基材裏

面に抜けずに内部を通り縫合糸を表面まで運び、別な糸と絡められる方式である 27)28)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.3-11  ALTIN 社 片面アクセス縫製機の外観、針の構成、縫合パターン 
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  図 1.4.3-12  KSL 社 片面アクセス縫製機の外観、針の構成、縫合パターン 

 

（4）Z-pin 

 縫合糸等を用いず、直接 CFRP の極細ロッドを製作し、プリプレグやドライ基材に挿入

してCFRPとして成形し、層間強化を得ようとする技術がZ-pin29)である。図1.4.3-13にZ-pin

の SEM 写真を示す。本図は Z-pin の先端を示しており、先端には打ち込みやすいようにチ

ャンファーがついている。この Z-pin は、フォームコアの中にセットされ、このフォーム

コアの上から超音波振動を与えて Z－pin プリプレグに打ち込んでいく。図 1.4.3-14   

に超音波振動を用いての Z-pin 挿入の装置構成を示す 30)。図 1.4.3-15 に複合材内の Pin 挿

入状況を示す。 

これまでファスナ接合部品を Z-pin を用いて接合し部品点数を減らすなどの効果もある

とされる。Z-pin の機械的強度特性については、層間破壊靭性の向上が確認されているが、

公開されているデータを見る限りでは繊維の蛇行、樹脂だまりの残留による面内の強度低

下、疲労強度の低下は避けられていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.3-13  Z-Pin の SEM 写真（左）とフォームコア セット状況（右） 
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            図 1.4.3-14  Z-pin 挿入装置の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.3-15 複合材料内の Pin 挿入状況 

 

(5) Z-anchor による層間強化 

    製布の一技法に、短繊維(数糎)をランダムに集めたウエブに鉤のついた多数の針を突き

刺し、繊維を交絡させてフエルト状の布に加工するニードルパンチ法(Needle Punch 

Method)があるが、この手法を応用して CFRP の面内強度・弾性を大きく損なうことなく

層間強度特性を向上でき、且つコスト上優位な方法として、層状に配列した繊維(長繊維)

を他の層の繊維に絡ませる Zanchor 法 21）31）の検討が行われている。Zanchor 法により、CFRP

の層間強度特性の改善が図られ、衝撃後残留圧縮強度(CAI)を向上できることが確認されて

いる。また、VaRTM や RFI の際の樹脂含浸性の向上も確認されている 32)。図 1.4.3-16 に

Z-anchor の概念図と衝撃後残留圧縮強度の向上に関する図を示す。 
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  Z-anchor の概念図         Z-anchor による CAI 強度向上例 

図 1.4.3-16   Z-anchor の概念図と衝撃後残留圧縮強度の向上 

 

(6)タフティング 

基布にタフティング機を用いてパイル糸を刺し込み、パイルを形成するタフテッドカー

ペット製布法がある。類似の技法で、炭素繊維のプリプレグ(積層布や織物等)の厚さ方向

にタフト(房) 状の繊維束を刹入し、層間強度など製品の厚さ方向の特性を改善するタフテ

ィング技術が注目されている。試作例 33）に Landing Gear Brace がある。本技術のタフト

刹入機構は未だ未公開であり推測の域をでないが、積層プリプレグの層間補強のみでなく、

プリプレグ状部品間の一体化に際しても応用されており、刹入可能なタフト長は数センチ

に及ぶものと考えられる。 

この操作により基材の安定化が図れること、また、針を一度基材に通すことによって、

樹脂通路ができ、含浸特性が格段に向上することなどの効果が見込まれる。前出の KSL 社

では、Tufting 専用の RS 522 Tufting Head を開発販売している。図 1.4.3-17 にこの写真及び

Tufting のパターンを示す 34)。 

立体－多軸の複雑形状織物の製織においては、その製織動作の複雑さにより必然的に素

材(繊維)及びそのガイド等の部品に苛酷な機械的負担を伴い勝ちであり。製品の形状に合

わせて面内配列の糸を組織したプリプレグに、厚さ方向の糸を充填することが可能なタフ

ティング技術は、今後、複雑形状で繊維充填率の高い製品開発に大きく寄与するものと考

えられる。 
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  図 1.4.3-17  KSL 社 タフティング機の外観とタフティング パターン 

 

(7) 立体－多軸組織製織装置のまとめ 

多軸方向の繊維を立体的に組織することにより成形体の材料特性向上と、併せて、所要

の立体的輪郭形成を可能とすることを狙いとする立体－多軸組織製織技術は、次記の諸点

で進化し、立体－多軸組織プリフォームの用途範囲を航空機、宇宙機器など飛翔体構造の

軽量化に向けて拡大してきている。例えば、航空機の主翼、垂直尾翼・水平尾翼を含む 胴

体尾部、センターウイングボックスの一部、圧力隔壁などへの活用である 20）35）。 

① フイッティングや I 型構造材など複雑形状プリフォームの製織を可能とした三次元

織機 

② NCF 製布技術と縫製技術の共働した技術開発により、航空機分野など複雑で広面の

部品に対応することの可能なプリフォーム製作技術を構築。 

③ Near Net Shape に成形した多層－多軸プリフォームの厚さ方向に繊維をタフティン

グし、成形体の層間特性の向上を図るタフティング技術の開発 

今後、立体－多軸組織複合材料が、斯界の期待に応える材料として活用されるには、プ

ロセスの生産性、多様性形性など課題は多い。これらの負荷を少なくする技術として、こ

れまでに構築してきたテキスタイル プリフォーム技術をインテグレートした高次の Near 

Net Shape Preform 作成技術の開発が考えられる。 
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1.4.4 組物(組紐) 

(1)面状２軸の組物 

組物装置は製紐方向によって、垂直、水平、反転の三種の形態がある（図1.4.4-1）。水

平型は大型化に適し、反転型は糸へ樹脂等を添加する場合に適する。 

   

図1.4.4-1 組物装置の構成1) 

これらの例にみられるように、通常キャリア軌道面の法線が製紐方向となるため、キャ

リアの動作には径方向の移動を伴う。この径方向の移動によって、糸の引き出し・巻き戻

しが起こり結果、糸道のガイド部で摩擦が生じ、糸の損傷原因のひとつとなる。組み糸と

して炭素繊維などを使用する際に特に顕著になることが知られている（図1.4.4-2）2)。 

 

図1.4.4-2 組み糸の毛羽立ち例2) 

これに対し、ラジアル方向にキャリアを搭載した装置が開発されている（図1.4.4-3）。

円周方向に配置されたホーンギアは、複雑な曲面に三次元加工される。本方式によれば、

キャリアの端部同士が干渉しないようスペースの制約は厳しくなるが、糸の引き出し量の

変化が小さくなるため、糸の損傷を抑えることができる上、複雑形状への追従性に優れる

という利点がある。 



- 64 - 

 

   
図1.4.4-3 キャリアのラジアル配置1)   図1.4.4-4 キャリアとボビンのセット1) 

 

また、キャリアの配置だけでなく、キャリア構造（図1.4.4-4）やボビン配置、巻き方な

ども品質上重要な要素である。組紐の組織を形成したときに生じる組み糸の蛇行（クリン

プ）を抑制するため、組み糸の半分をポリエステルなどの細い糸を用いることによって、

ノンクリンプタイプの組物が開発されている（図1.4.4-5）。 

 

  

図1.4.4-5 ノンクリンプの組物 強化繊維の蛇行を抑制3) 

 

また、自転車のフレームや自動車のスペース・フレーム構造等の「閉じた」構造に適用

できるように、開口機構を設けた装置も開発されている(図1.4.4-6)。 
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図1.4.4-6 連結フレーム構造と分割式の組物装置1) 

 

組物は使用する芯の形状に成り行きで倣う傾向があるため、比較的形状変化の自由度が

大きい。均一断面の真直ぐな筒に限らず、断面変化や曲がった形状に対応できることから、

航空機構造部品やなど様々な応用例がある（詳細は第２章）。 

 

(2)面状多軸の組物 

通常の組物は二軸の組織であるが、ホーンギアの回転中心部に貫通穴を設け、そこから

強化糸を供給することによって、三軸の組物組織が形成される。三軸組物は擬似等方性を

示す材料として応用が検討されている。組織としての安定性が増すため目崩れしにくく、

優れた耐衝撃性が期待される。 

三軸組物の応用例として、追加する強化糸を部分的に設定すると三軸組織部と二軸組織

部が共存した円筒を得るが、この材料を切り開いた反物を用いることで高圧タンクの生産

性を向上する検討が進められている。（詳細は第２章） 

三軸組織においても、二軸組織と同様に、ノンクリンプのタイプが開発されている（図

1.4.4-7）。 

 

     

図1.4.4-7 三軸ノンクリンプ組物4)  図1.4.4-8 立体多軸の組紐組織5) 
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(3)立体多軸の組物 

立体的な多軸組織を基本構造とするものとして、直方体の対角方向の四軸で構成される

組物がある（図1.4.4-8）5)。このような立体の組物技術は、その動作原理の違いによって、

二ステップ、四ステップ、ソリッド式などに分類され、複合材用としては、四ステップ、

ソリッド式が主に研究されている。 

四ステップ式においては、ボビンキャリアが平面上に配置された装置のほか、円筒状に

配置された装置がある。又、異型断面形状に対応する技術として、アクチュエーターを独

立制御する方式が研究された。 

ソリッド式には、ホーンギアによる駆動方式(図1.4.4-9)のほか、ボビンキャリアの移動動

作を直接、かつ、独立に制御する方式など、形状と組織の自由度を拡げる組物(図1.4.4-10)

が研究されている。 

ホーンギア方式では、形状と組織の自由度を確保するためのキャリア軌道の変更機構を

設けている。キャリア軌道上の受け渡し点において、一つのホーンギア内の回転移動、二

つのホーンギア間の受け渡し移動、と、どちらかの軌道を選択する機構である。動作させ

るホーンギアを指定することで様々な断面形状に組むことが可能であるが、あらかじめ断

面形状に応じた軌道を設計、指定する必要がある。 

 

 

 

 

図1.4.4-9 立体多軸の組物 ホーンギア方式1) 

 

ロータ･キャリア方式では、十字型のロータ自身がキャリアの軌道形成を兼ねる。動作さ
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せるロータを指定することで軌道が定まるので様々形状に対応した軌道を設計、指定する

必要がない。組物の断面形状に合わせて動作させるロータを指定することで組物組織が設

計できる。又、本方式は各ロータに四つのキャリアを搭載できることからスペース効率が

よいという特徴がある。 

 

 

㈱スリーディコンポリサーチにて開発  

図1.4.4-10 立体多軸の組物 ロータ･キャリア方式6) 

 

1.4.4 参考文献 

1) ” Worldwide leader in braiding, winding and rewinding technology”, Helzog 社資料.(2010) 

2) M. Schouten, “20Years of Textile Processing of carbon fibers”, SAMPE ASIA.(2008) 

3) B. Arold, “Frame Manufacturing by Braiding (BraF – Braided Frames)”, 4th International CFK 

Valley Stade Convention, 15-16, June. (2010) 

4) J. Horn, “Fabrication of Carbon Fiber Preforms by Braiding Techniques”, JISSE-11 Tutorial. 

(2009) 

5) F. K. Ko, “Three-Dimensional Fabrics for Composites”, in Textile Structural Composites, T. W. 

Chou and F. K. Ko eds., Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, pp.129-171.(1989) 

6) 日本繊維機械学会年次大会研究発表論文集 47th 1994 P.46-47 繊維強化複合材料 高速三

次元ブレーダーの開発 金原雅彦 天野正明 福多健二 
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図 1.4.5-1 製品形態別の分類 1) 

1.4.5 不織布 

高機能繊維は、長繊維及び短繊維があり、それらを二次加工することで様々な製品形態

のものが得られる（図 1.4.5-1）。 

 

 

 

高機能繊維で不織布を作製する場合、主にガラス繊維や炭素繊維等の強化繊維のチョッ

プドストランドが用いられ、成形品と同形状、寸法もほぼ同寸法で開孔率約 40%のスクリ

ーンと呼ばれる吸引型上にチョップドファイバー（糸）を吸着させ、バインダーで固めて

形成される 2)。 も一般的なのは吸引しているスクリーン上に手動あるいはロボットによ

りチョッパーを動かしてロービングをカットし、吸引させるダイレクトプリフォーマーで

あり、P4（Programmable Powdered Preform Process）が著名であるが、他にスラリー状のチ

ョップドファイバーを水中で吸引する 3-DEP（Three Dimensional Engineered Preform）等が

ある。 
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図 1.4.5-2 P4/P4A の概要 3) 

(1) P4 

繊維のカットと熱硬化性バインダーの散布をロボット制御により真空引きしたスクリー

ン上に吹き付けた後、熱風をあてて固着させて作成するプリフォームであり、繊維方向を

制御できることが特徴である（図1.4.5-2）。元々はOwens Corning社により開発された技術

であり、後にACC（Automotive Composites Consortium）やNCC（National Composite Center）

を中心に実用化され、航空機用途に改良されたP4A（Programmable Powdered Preform Process 

for Aerospace）やFord社が独自に改良したF3P（Ford Programmable Preforming Process）など

に発展している。 

 

 

(2) 3-DEP 

スラリー状になった水槽中のチョップドファイバーとバインダーを真空引きしたスクリ

ーンで吸引するプリフォーム作成法（図 1.4.5-3、図 1.4.5-4）であり、MIT（Materials Innovation 

Technologies）社により開発された。スラリータンクの流速、スクリーンの位置決め、吸引

力等が自動制御されており、三次元の複雑な形状にも繊維を配向することが可能であるほ

か、異なる繊維のチョップドファイバーを組み合わせることにより 終製品の物性調整も

可能である。また、プリフォームを再度スラリータンクに戻すと再利用できるため、非常

に歩留まりが良い作成方法である 4)。 
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P4と3-DEPは、主にSRIM（Structural Reaction Injection Molding）法、RTM（Resin Transfer 

Molding）法、VaRTM（Vacuum-assisted Resin Transfer Molding）法により成形され、低コス

トで大量生産が可能である。P4/P4Aの実用例としては、ピックアップトラックの荷台、戦

闘機のアクセスドア、輸送機のテイルコーン等が、F3PはAston Martin DB9の車体部品に採

用されている5)。また3-DEPでは、GM Chevrolet Corvette ZR1のホイールハウスサポートの

生産実績がある。 

これらのプリフォームはチョップドファイバーという短繊維を使用していることから、

連続繊維と比較すると物性が劣るため構造部位には適用できないが、生産性に優れている

ため低コスト化が可能である。また、3-DEP では廃棄された複合材料から取り出した繊維

を裁断し、スラリーにすることでプリフォームに再利用できるため、今後拡大していく複

合材料のリサイクルという観点からも期待できる技術である。 

 

1.4.5 参考文献 

1)炭素繊維協会 ウェブサイト 2011/02/17、http://www.carbonfiber.gr.jp/ 

2)財団法人強化プラスチック協会,“だれでも使える FRP－FRP 入門－”, pp. 66 

3) Mark R. Brandt, Scott R. Reeve, “Directed Fiber Preform”, pp. 6 

4) MIT 社 ウェブサイト 2011/02/17、http://www.emergingmit.com/ 

5) Ken Kendall, Carl JOHNSON, “Composites Applications for the Aston Martin DB9”, 2008 

図 1.4.5-3 MIT 社の 3-DEP プロセス 4) 図 1.4.5-4 スクリーン上のプリフォーム 4)
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１．５ Tex-Pref 以外の技術動向 

1.5.1 Filament Winding (FW) 

複合材料の各種成形方法のうち、 も高い性能を有する成形品の製造が可能な方法であ

る 1)。基本的なプロセスは繊維の束に液状の樹脂を含浸し、これを型に巻きつけた後、常

温或いは炉内で加熱して硬化させ、離型して製品とするもので、湿式 FW 法とよぶ（図

1.5.1-1 2））。これに対して予め樹脂を含浸し、B ステージ化したプリプレグ（ヤーン、ロー

ビングテープなど）を加熱しつつ巻きつける方法を乾式法とよぶ（図 1.5.1-2 2））。FW 法で

成形されるものには、汎用パイプや圧力容器などの円筒状のものが多いが、風車のスパー

のような異形断面体も成形も可能である。FW における技術的ポイントは、軸方向の補強

が行いにくいことから、①多系状リング状ガイド方式、②プルトリュージョンとの組み合

せ 3)、③FW のフープ巻とスプレーアップの組み合せ 4)、④広幅テープのフープ巻などの改

良法が開発されている 5)。FW 成形の克服すべき課題として、マンドレルのクラッシャブ

ル化、プロセスのドライ化、FEM による設計、高効率化、新規用途開発などがある 6)。 

 

■ 長所 

・ FRP の中では強化繊維含有率が高く、 も機械的強度の高い製品が得られる  

・ 機械成形の為、品質が安定している  

・ 大量生産と自動化が可能である 

■ 短所 

・ 設備投資費がかかる  

・ 円筒状、球形が主で回転体に限られ、形状に制約がある  

■ 用途例 

・ パイプ、圧力容器、釣竿、ゴルフクラブシャフト、プロペラシャフト等 

 

 

図 1.5.1-1 湿式 FW 法 2) 図 1.5.1-2 乾式 FW 法 2) 

トウプリプレグ
（TPP） 
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 FW は、図 1.5.1-3 に示すような形状で繊維と樹脂を含浸しながらマンドレルに巻きつけ、

所定の厚みにし、次いで加熱硬化、脱型により製品を得る。 も一般的な巻き方は、フー

プ巻きとヘリカル巻きを単独、あるいは組み合せている。 

 

(1) FW 成形機 

 FW 成形機の大部分は自社設計による

ものと見られるが、主な成形機メーカー

としては米国 McClean Anderson 社や

Engineering Technology 社、ドイツ Bolenz 

& Schäfer 社などがある（図 1.5.1-4）。近

年は巻きパターンを機械的に制御する方

式からコンピュータ制御による方式に移

行され、単純な管体の成形だけでなく、

ドウェルワインディング、円周巻き、非

直線巻き、ロービング成形法といった幅広い応用成形が可能である。 

 

(2) FW 成形の技術動向 

 FW成形は他の成形方法同様にコスト低減がキーワードであり、成形サイクルアップが

重要な課題となっている。各社はその実現に向けて様々なアプローチを行っている。 

a) Aerospatiale社（仏）は、FW後にマトリックス樹脂に加速電子ビームを照射して樹脂を

硬化させ、大型ロケットモーターケースの成形に採用している6)。 

b)昭和高分子（現昭和電工）と都立大学（現首都大学東京）は、硬化時間を短縮するため

に、可視光～近赤外光領域の長波長の光を使用することにより光の透過性、安全性を高

図 1.5.1-4 McClean Anderson 社の FW 機 7) 

図 1.5.1-3 FW の巻きパターン 1) 

(a)ヘリカル巻き (b)フープ巻き 

(c)レベル巻き (d)ポーラ巻き 
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め、光硬化ビニルエステル樹脂を含浸した炭素繊維をライナーに巻き付けた補強層を、

30分で光硬化してCFRP製圧力容器を開発している（図1.5.1-5）8)。 

c)村田機械は、フープ巻き処理を短時間で能率よく行えるフープ巻き装置を備えたフィラ

メントワインディング装置を発明している（図1.5.1-6）9)。フープ巻きとヘリカル巻き用

の専用装置を備えており、巻掛テーブルを回転駆動しながら繊維束をマンドレルに巻き

付けると、ヘリカル巻き装置とマンドレルとが繊維束で繋がった状態のままで、マンド

レルを回転させることなくフープ巻き処理を行えるため、マンドレルに対する繊維束の

巻き付けを高速度で能率よく行える。 

d) NEDOの委託により実施した「水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発－低コスト型

70MPa級水素ガス充填対応型複合容器の開発」では、一般に湿式法に比べて破裂強度が

発現しにくいといわれているトウプリプレグ（トウプレグ）を使用した乾式法で、湿式

法と同等以上の破裂強度を確認している2)。 

e) FWによりプリフォームを形成し、RTM成形による複合材料の開発も実施されている10)。

東レは、FW法を用いて補強繊維のプリフォームを形成し、キャビティ内に賦形した後、

樹脂を注入してラケットフレーム等の曲り管を製造する方法を開発している11)。 

 

1.5.1 参考文献 

1)島村 昭治、“カーボンファイバ”、オーム社（1984） 

2)岡崎 順二、“70MPa 級水素ガス充填対応型複合容器の開発”、 福岡水素エネルギー戦略

会議 

3) Mod. Plast Inter’l 6, (4) 64 (1976) 

4) W.L. White et al., 34th SPI, 15-C (1979) 

5)炭素繊維懇話会、“炭素繊維の応用技術－増補改訂版”、シーエムシー出版（1986） 

図 1.5.1-5 光硬化による FW 成形 8) 図 1.5.1-6 村田機械が発明した FW 機概念図 9) 



- 74 - 

6)前田 豊、“炭素繊維の 先端技術”、シーエムシー出版（2007） 

7) McClean Anderson 社 ウェブサイト 2011/03/01、 

http://www.mccleananderson.com/Winders/Spider.html 

8)科学技術振興機構 独創モデル化－産学連携・技術移転事業 平成 13 年度実施課題・成

果概要一覧 VI.化学分野 

9)特開 2009-61721 

10) D. DeWayne Howell, Frank E. Roundy, SAMPE International Technical Conference, October 

26-30, 1999 

11)特開平 6-286005 
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1.5.2 Automated Fiber Placement(AFP) 

AFP は成形治具に対し、1/8～1/2inch 幅のプリプレグ状の材料を、必要な部位に必要量

の材料を自動的に切断しながら積層する装置であり、大型複合材構造物の製造に欠かすこ

とのできない自動化技術の一つである。航空機用途では、比較的狭い幅の材料が用いられ

るのに対し、風車用ブレードの製造等の一般産業用途では、積層スピードを増加させるた

め、ラージ Tow (140K+Tow)を用いている。なお、AFP は、Fiber Placement(FP)、Automated 

Tow Placement(ATP)と呼ばれることもある。 

AFP では FW と異なり、材料を切断しながら必要な部位に繊維を配置することが可能な

ため、構造部材の窓、ドアなどのオープンエリア(積層の無い部位)、複雑な形状(図 1.5.2-1

参照)等を有する部材においても効率的な積層を可能とし、廃材率が非常に少ない。また、

AFP はテンションをかけず、積層ヘッドに備えられたローラーにより加圧(コンパクショ

ン)しながら材料の積層を行うため、材料のタック性が非常に重要となる(通常は積層時に

材料を温めながら積層している)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.5.2-1 複雑な形状への AFP 適用例 1) 

現在、AFP では一般にエポキシ樹脂、BMI を用いた熱硬化樹脂系プリプレグ材料が用い

られているが、航空機や油田開発関連では熱可塑樹脂系プリプレグの適用が検討されてい

る 1)。欧州調査で訪問した CFK Valley でも、AFP の積層ヘッドを交換することにより、熱

硬化樹脂及び熱可塑樹脂系プリプレグを積層する装置が設置され、熱可塑樹脂系プリプレ

グを用いた AFP の航空機部材への適用研究が進められていた。 

実際の適用例では、ボーイング社の B787 の胴体、主翼構造等の大型複合材主構造部品

の製造に AFP が適用されている。AFP による B787 の前胴積層状況を図 1.5.2-2 に示す。特

に、米国調査で訪問した INGERSOLL 社の AFP は、B787 部品の製造を行っているパート

ナー会社 複数社に導入され、大型複合材製造の自動化、コスト低減、製造サイクルタイム

の削減に貢献している。 
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図 1.5.2-2 B787 の前胴積層状況(INGERSOLL 社提供) 2) 

 

ここで、INGERSOLL 社の AFP を通して AFP の技術動向を紹介する 2)。 

INGERSOLL 社の AFP は、幅 1/8 or 1/4 or 1/2inch の材料を、同時に 16 or 24 or 32 本積層

するヘッド機構を有している。また制御ソフトにより、同時に積層する本数を自動調整す

ることが可能である。積層スピードは 40～60m/min.、位置精度は±0.18mm/m、位置の繰り

返し精度は±0.05mm/m であり、当然、作業者の積層スピードとは比べ物にならない。 

AFP の生産性は、積層スピードの他に、機械の停止時間、手直しの要否等が大きく関係

している。そこで、INGERSOLL 社は機械の停止時間等による生産性の低下を極力減らす

べく、MongooseⓇコンセプトを開発している(図 1.5.2-3 参照)。従来の AFP に比べ、Mongoose
Ⓡは以下の点で異なる特徴を有している。 

①交換可能な積層ヘッド 

交換可能な積層ヘッドに材料を直接セットすることにより、材料セット時間を大幅に短

縮。従来は AFP を停止した状態で、複数本(例えば 32 本)の材料をセット、積層ヘッドま

で引き出す必要があり、かなりの時間を要していた。しかし、MongooseⓇでは AFP 稼働

中に別段取りで材料セットが可能であり、ヘッド交換も３分程度となり、AFP の停止時

間を劇的に減らすことに成功している。 

②シンプルな経路 

材料クリールから積層ヘッドまでの経路が大幅に削減されるため、材料の経路がシンプ

ルになり、折れ曲がり、擦れ等の繊維ダメージを減らすことが可能である。 
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③オンライン検査システム 

オンラインの検査システムを有しているため、積層前段階で、折れ曲がり等の材料欠陥

の有無を検査することができ、積層後の手直し工程が削減可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.5.2-3 MongooseⓇコンセプト概略(INGERSOLL 社提供) 2) 

 

また新しい AFP 技術では、ハニカムコア上

へ材料の積層が可能な装置が開発されてお

り、Goodrich や AIRBUS で製品の製造に適

用済みである。ハニカムへの AFP を用いた

積層状況を図 1.5.2-4 に示す。当該装置は、

3.0pcf 以上の密度、端部の角度 45°以下ま

でのハニカムコアに適用可能である。 

 

 

図 1.5.2-4 ハニカムコアへの AFP 適用状況 

(INGERSOLL 社提供) 2) 

1.5.2 参考文献 

1) SAMPE Journal, Volume 44, No.2, March/April 2008 P54-55 “Filament Winding vs. Fiber 

Placement Manufacturing Technologies” 

2) INGERSOLL 社 配布資料 “Presentation Fiber Placement – RIMCOF January 14th 2011” 
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１．６ Tex-Pref 開発における研究協力体制 

 Tex-Pref 技術は、複合材料構造を高品質かつ低コストに製造することを目的とした、装

置・機械技術であり、自動化技術である。そのため、Tex-Pref 構造は、材料から構造・製

造まで全てにわたる強度・信頼性の確保と目標とする生産性/コストを実現する装置・機械

技術の両面から開発を進める必要がある。結果として、Tex-Pref 開発は、多くのバリュー

チェーン・サプライチェーンにまたがった開発となり、多くの時間と費用も要すことから、

複数の企業や大学によって組織されたプロジェクトや研究組織がその活動のベースとなり

推進役となる。 

 以下、Tex-Pref 開発を積極的に進めている主な民間の研究開発組織について説明する。 

 

1.6.1 欧州の研究開発組織 

(1)ドイツ：CFK Valley Stade 

CFK Valley Stade は、CFRP の開発・応用・普及を目的に形成された分野横断的な組織であ

り、ニーダーザクセン州政府が設立した研究開発クラスタである(3.2.3 参照)。ドイツ企業

を中心とした 98 もの組織の協賛により設立されており、Design & Simulation，Marerials & 

Auxiliaries 、 Manufacturing Processing & Tooling ， Material Processes 、 Joining & 

Assembly-Techniques、Surface-Technilogy、System-Reliability、Training & Education、Recycling

など 9 の研究分野まで幅広く手がけている(図 3.2.3-1、図 3.2.3-2 を参照)。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こと

が可能で、小企業ならより少ない費用で CFK に参加が可能である。CFK の大学は 250 人

以上(2010 年度)の学生が所属し、主に製造技術について学んでいる。 

 CTC(Composite Technology Center Stade)は Airbus の子会社であり、CFK Valley Stade 組織

における、主要な複合材料の構造設計・成形技術の開発拠点の一つである。現在、種々の

自動積層機や成形装置による Process Improving を目指した研究を行ってる(図 3.2.3-3 参照)。

同様に、昨年、CF リサイクルの研究拠点として CFK Valley Stade Recycling が会社化された。

KARL MAYER グループや EU から資金提供を受け、技術面ではダウケミカルからのサポ

ートを受けながら運営している。 

 また、Large Scale Research Center が新設され、その拠点として敷地北側に CFK NORD(施

設面積 20000m2、予算 7,700 万ユーロ)が建設中である。DLR、Fraunhofer IFAM、EADS 

Innovation Works，Dow chemical の 4 機関が参加し、大型複合材料構造の研究開発を実施す

る予定である。このうち DLR(部品開発)と Fraunhofer(組立、接合)はプロセスチェーン実験

場として約 60m×20ｍのエリアを確保しており。その他、EADS はテキスタイル技術を、
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Dow chemical は新樹脂開発などの基礎研究が計画されている。 

 

(2)英国：NCC 

 英国 National Composite Centre は National Composites Network のメンバーを元に、2009 年

にその設立が発表され、2011 年 9 月の完成を目指し英国南西部の S-ParK(Bristol & Bath 

science park)に建屋・設備の建築が進められている(図 1.6.1-1)。 

同施設は地域クラスタの一つであり、Airbus UK を筆頭に、GKN、Vestas、Rolls-Royce な

ど、大型構造物の実証研究(TRL4-6)や、UK の Bristl 大学を筆頭に Manchester 大学、Cranfield

大学、Nottingum 大学による基礎研究(TRL2-4)が計画されている(図 1.6.1-2)。 

 基金は総額 2500 万ポンドで、その内訳は英国政府系機関である BIS(Department for 

Business, Innovation and Skills)から 1200 万ポンド、英国南西部における地域振興団体である

SW RDA(South West Regional Development Agency)から 400 万ポンド、さらに英国外の

ERDF(European Regional Development Fund)から 900 万ポンド、となっている。 

 8500m2の大規模で先進的な建屋に、ワークショップスペース、オープンプランオフィス、

ミーティングルーム、研修施設などが敷設される予定で、複合材料の設計と迅速な製造に

関する世界クラスの革新を実現し、広範囲におよぶ産業開発を可能にする独立系オープン

アクセスセンターとなることを目指している。 

 

   

図 1.6.1-1 建設中の NCC 施設        図 1.6.1-2 NCC の研究スキーム 

    (同社 web ページから)            (同社 web ページから) 

 

 (4)ドイツ：Fraunhofer 

 ドイツ全土に研究所をもつ研究機関であり、科学分野の応用研究をテーマとし、各州政

府からの資金や委託研究によって運営している。Tex-Pref 関連では、Fraunhofer ICT が高分

子工学分野において炭素繊維・複合材料の研究やリサイクルや熱可塑性樹脂材料の研究を、
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Fraunhofer IFAM や Fraunhofer IPT などが複合材料の成形加工技術などを研究している。

Fraunhofer IFAM は CFK NORD にて大型複合材料構造の成形加工技術の研究を計画してい

る。 

 

(4)欧州の大学研究組織 

 Tex-Pref 技術の研究の多くは高額な装置・機械が必要とされる。欧州の大学は、大学数

が限られる半面、それぞれが比較的大規模な設備や実験スペースを有しており、恵まれた

環境で Tex-Pref 技術の研究を進めている大学・研究組織も多い。以下に、主な大学研究機

関を記す。 

 

・ベルギー：University of Catholique de Louvain(ルーベン大学) 

 Leuven Materials Research Center(Leuven-MRC)は Prof. Verpoest のもと、多軸織り基材を用

いたプリフォーム技術により自動車ボディを量産するプロジェクト(TECABS プロジェク

ト)を進めている(図 1.6.1-3)。 

 

 
図 1.6.1-3 TECABS プロジェクト 

 

・ドイツ：IVW 

 Kaiserslautern 大学の複合材料研究所。複合材料の研究開発、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。その資金の 65％

を大学外から得ている。TECABS プロジェクトに参加しており、同時多軸フィラメントワ

インディング技術の開発・研究を行っている(図 1.6.1-4)。 
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図 1.6.1-4 多軸フィラメントワインディング 

 

・ドイツ：Faserinstitut 

 University of Bremen の研究組織であり CFK Valley Stade の主要メンバーの一つ。主に航

空機分野への適用を視野に入れ、炭素繊維・複合材料、天然繊維に関する研究を行ってい

る。Airbus 社の CFK Valley Stade など民間レベルの予算が多く含まれ、運営資金の内訳は

企業からが 60％、公的予算が 30％、残り 10％が補助金となっている 

Bremen 大学はもともと 1955 年設立の Cotton laboratory に端を発していることから、天然

繊維の応用についても積極的であり、Tex-Pref 関連では、ファイバープレイスメント及び

ステッチによるプリフォーム技術の研究や曲率を持ったフレーム材の連続引き抜き成形、

熱可塑性樹脂複合材料への応用としてステッチやコミングル技術の研究を進めている。 

 

・ドイツ：University Stuttgart Institute of Aircraft Design 

 Stuttgart 大学に 13 ある Institute のひとつ(3.2.2 参照)。研究予算の約 80％が学外との共同

研究やプロジェクト。全体予算の 50％が政府資金となっている。 

 

・ドイツ：ITA/3T RWTH Aachen 

 Institute fur Textiletechnik der RWTH Aachen(ITA)は、RWTH(技術専門大学) Aachen の複合

材料に関連した Tex-Pref 技術の研究機関で、繊維加工、ヤーン製造、織物製造、製品開発、

生産技術に取り組む(3.2.5 参照)。ITA は研究・開発として、主として公的資金による研究

と人材育成を分担し、3T は開発・実用化として、開発プロジェクトを通じた高度な育成を

分担する。CFK Valley Stade に参画している。ITA には、35 名の科学者、125 人の大学院生、

25 人がテキスタイルを専攻しており、年間予算 560 万ユーロ。あらゆる範囲の Tex-Pref 研
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究を進めている。現在 Deutche Forschungsgemeinschaft(DFG) FORSCHERGRUPPE 860 とい

うプロジェクトを推進中。Aachen 大学の Institute of Plastics Processing と Fraunhofer IPT と

2007 年から６年間のプログラム。100,000 台／年生産する量産車向けに RTM にて CFRP 部

材を作るというチャレンジングな目標。部品形状に合わせたブレードや多軸ステッチ織物

を作製し、それらを自動でカット、接合することでプリフォーム製造の時間を短縮すると

いうもの。 

 

・オランダ：TU Delft 

 オランダ 大であり 高の工業大学でもある。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大きな組織であり、航空機や風車ブレードなど複合材料の実

用化を目指した研究を多く手掛ける。TenCate や Stork Fokker との熱可塑性樹脂複合材料

研究も長い。 

 

1.6.1 参考文献 

1) Ignaas Verpoest, Life cycle analysis of carbon fibre composite cars, JEC Forum on Recycling & 

Life Cycle Management 13 April (2010) 

 

 

1.6.2 米国の研究開発組織 

(1)米国：NCC 

 米国 National Composite Center(以下 NCC)は、1996 年に設立された非営利の研究開発機関

である(4.2.1 参照)。米国 NCC は、複合材料分野で経験を積んだ技術エキスパートたちによ

るコンサルティングや人材教育など、複合材料の商品化、実用化に関連した技術開発のサ

ービスを提供している。米国 NCC が取り組んだプロジェクトは空宇宙、自動車、インフ

ラと幅広く、CFRP のみならず GFRP による自動車関連部品(リーフスプリングや SRIM 成

型品)の開発も多く手掛けている。特に航空機や自動車ボディの大規模なコスト削減を図っ

た自動プリフォーム技術(P4：Programmable Powder Preform Process)は米国 NCC の成功例の

一つであり、United States Consortium for Automotive Research(USCAR)の一部門である

Automotive Composites Consortium(ACC)が進めた Focal Project II に採用され、実用化に至っ

ている(図 4.2.1-3、図 4.2.1-4 参照)。 

 米国 NCC は、センター自体が予算を獲得して研究やプロジェクトを進めるのではなく、

むしろ企業の開発・研究活動に対してセンターが場所・設備・技術サポートを提供する、
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場合によっては小規模ロットの開発商品の製造も行うなど、ひろい意味で産官学連携や技

術コンソーシアのプラットホームの機能を果たしている。 

 

(2)米国の大学研究組織 

 米国の複合材料研究は、Tex-Pref に限らず、航空機や防衛関連が多く、それぞれ独自の

研究機関も持っている(NASA や ONR、Army や、Navy MANTECH Centers、DARPA など)

が、防衛関連の研究であっても大学に委託したり共同研究を組むことが少なくない。しか

しやはり、特定の大学に研究資金やプロジェクトが集中する傾向があり、役割分担も明確

で基礎研究や評価試験が主である。また、ナノテク研究も活発で、織構造ではなく CNT

等で層間特性の向上を目ざす研究も多い。以下、米国の主な大学研究機関・組織の特徴を

記す。 

 

・Delaware Center for Composite Materials (CCM), 

 CCM は 1974 年に設立され、米国で も歴史と実績のある複合材料研究機関であり、規

模も大きい。大学教育と研究を主な目的とし、予算規模は年 1200 万ドル。人員構成は、7

学部(Mechanical, Material, Chemical, Civil, Electronically等)の250人以上の研究者、スタッフ、

学生からなる。政府関連の研究が 65～70%であり、30%が航空機を含む産業用途が占め、

全体の 2/3 は基礎研究とのこと(4.2.5 参照)。Tex-Pref に関しては、装置・機械技術よりもテ

キスタイルモデリングやシミュレーション技術や材料特性やプロセス解析などより革新的

でアカデミックな基礎研究を行っている。 

 

・The University of Dayton Research Institute(UDRI) 

 Dayton 大学が米国 NCC 内に設けている研究機関で、企業との連携による複合材料開発

を目的としているが、すぐ隣に空軍基地があることから航空・防衛関連との結びつきが強

い(4.1、4.2.2 参照)。 

 

・Composites Manufacturing Technology Center(CNTC) at The Pennsylvania State University 

 Penn State CMTC は 1988 年に設立され、長い歴史を持つ。Penn State 大は Pensilvania 州

にあるが、Penn State CMTC は North Carolina 州にも拠点がある。North Carolina 州は、元々

織布加工が盛んで日本の北陸と似た環境であり、アパレル向け織布加工が開発途上国に移

って行った段階で高付加価値の複合材用織布加工に移行し、それと共に船艇製造などの複

合材料成形を多く手がけている。したがって、Penn State 大は防衛関連だけでなく、建築・



- 84 - 

インフラ関連の研究も多く、成形技術に関する研究も多い。東海岸一帯は船艇製造が盛ん

であり、Naval Academy が近い Delaware 大 CCM でも船舶や車両など輸送機器用複合材料

をテーマにしているが、素材寄りの研究を主にしている。 

 

・University of Washington 

 特に Washington 大学はシアトル市郊外に位置することからやはりボーイング社との関

係が強く。Advanced Materials in Transport Aircraft(AMTAS)プロジェクトは A&P、Bell 

Helicopter と共に 2003 年から開始され、複合材料研究についても基礎研究から品質管理・

設計技術まで広い範囲に渡り、技術者・テクニシャンの教育プログラムなども力を入れて

いる(4.2.7 参照) 

 

1.6.3 Tex-Pref 開発協力体制のまとめ 

(1)欧州における複合材料研究、Tex-Pref 開発の環境をまとめると、 

・CFK や Fraunhofer などの半公的研究機関にくわえ、多くの大学の研究室・機関は人・モ

ノともに充実している。 

・企業と連携する開発・研究プロジェクトが多く存在し、目的とする適用分野は航空機の

みならず自動車やマリンさらに風力発電から一般工業分野までと、多岐に渡っている。 

・一方、応用分野は広いものの、研究の方向性はヨーロッパ内で比較的まとまっており、

その主眼の一つは生産技術の自動化にある。 

・生産技術の自動化の重要な技術として Tex-Pref 開発・研究が継続的に進められている。 

 

(2)米国の複合材料研究、Tex-Pref 開発の環境をまとめると 

・米国では航空機・防衛関連のテーマが多いことから、特定の大学や企業にプロジェクト

や資金が集中している。 

・研究資金は、欧州は州政府や民間が主なのに対し、米国では防衛関連が大きい。 

・欧州の大学は評価/解析だけでなくプロセス研究も行っているが、米国では基礎研究や評

価試験が主である。 

・欧州に比べて、米国には試作・開発を行うスモールベンダーや 2 次加工・成形装置メー

カーが多く、企業と大学の分担が明確である。 

・一方で、米国 NCC のような一般産業に特化した機関が、民間や小規模の開発やプロジ

ェクトに対して開発推進のプラットホームとして機能している。 
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(3)開発・研究プロジェクトについて 

 欧州では、航空・自動車・風車などの分野別、あるいは国別か欧州圏共通かの大小レベ

ルの、多種多層のプロジェクトがあり、それらが企業・研究機関・大学間でうまく連携し

て進められているのが特徴である。この適用分野や開発機関の幅広さが、多様な Tex-Pref

技術の開発を支え、それがまた新たなニーズ・シーズを生み出す、と言う正のスパイラル

に繋がっている。 

 一方、米国では、開発・研究テーマの性質から、よりコンパクトでクローズなプロジェ

クトが多く、外部からはその活動の様子が見えにくい。しかしながら、防衛分野のテーマ

であっても大学や企業との連携は活発であり、さらに言えば、単なる産・官・学の連携で

はなく、大産・中小産・官・学の連携が対等の立場で行われている点が大きな特徴である。 

大学や企業の研究所で長年研究していた研究者や学者が起業した中小の企業が、設備の揃

っている大学と組んで、より早く安く開発・研究をすすめ実用化する、という仕組みがで

きている。 

 欧州の多様性とネットワーク、米国の中小企業を活用したコンパクトなプロジェクト、

の違いはあるものの、両者ともに、継続的で長期にわたって Tex-Pref 研究を続けている点

は共通している。 
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第２章 Tex-Pref を用いた複合材料部品の適用動向 

２．１ 航空機 

2.1.1 適用部位別の要求される力学特性と生産性 

航空機は重量要求が厳しいため、プリフォーム複合材料部品はプリプレグ複合材料部品

に対し重量とコストにおいて優位性を持ち合わせることが実機適用の条件となる。重量に

おける優位性のためには、プリフォーム複合材料部品の力学特性はプリプレグ複合材料部

品と同等以上であることが必要である。航空機の各部位において、プリフォ－ムは連続し

た繊維を必要な箇所及び必要な方向に配置することで高い力学特性を得ることにより、軽

量化を実現することができるものと考えられる。 

プリプレグはＸ、Ｙ ２次元の積層であり、積層面内で荷重分担する構造へ適用されるの

みであるが、プリフォームではＺ方向に繊維を加えることで面外方向荷重が負荷される構

造へも適用が可能となる。またプレプレグ複合材料部品は積層により積上げるため比較的

薄い板厚の部品が主体となっているが、プリフォームは厚いブロック状に製織することも

可能であることから高負荷部位への適用も期待できる。また、高機能化する複合材料への

対応とし、プリフォ－ムの成形に用いる樹脂は衝撃特性が高じん性プリプレグより著しく

低いため、結果として複合材成形品としての衝撃特性が低いと言われているため、樹脂の

改良等による性能の向上が望まれる。 

現在、B787 の登場により航空機の複合材料部位は主翼、胴体にも適用され、部品点数の

削減や組立工期の短縮を目指し一体化、大型化され、プリプレグを用いた積層工程も従来

の労働集約型のハンドレイアップから AFP(Auto Fiber Placement)に代表される自動積層機

による機械化、自動化が進み省人化による加工コストの低減に結びついている。 

航空機の複合材料部位の材料は、プリプレグ、プリフォ－ム共に炭素繊維が用いられ、

材料のコストは同様に高価である。従って、高価な材料コスト分を補うためにも、自動積

層機の適用等による更に低い加工コストを実現することが必要である。自動織機による織

物や組紐マシンによる組紐織物は大量生産に向く工業的に優れた生産性を有するものとい

える。これらを使って、軽量化を意図した形状や板厚の変化に富む航空機部位/部品をプリ

フォ－ムとして製作すると、製織に時間がかかり、必ずしも生産性が高いとは言い難く、

必然的に加工コストも押し上げられる結果となっているのが現状である。しかしながら、

B787 では組紐による一定 C 型断面を持つプリフォ－ムが胴体フレ－ムに採用されている

が、これは連続した繊維配向を部材面内に配置できる品質的優位性と、一機あたりの必要

数量が多く組紐の連続生産に向いた製織技術の利点を十分に活用したプリフォ－ムの航空

機適用の成功例と言える。現状、プリフォ－ム複合材料部品はドライファブリックと
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VAP(Vacuum Assist Process)による B787 の後方圧力隔壁などいくらかの適用実績がある程

度である。 

 以下、主要構造部位の設計上の特徴概要と、Tex-Pref 複合材料の適用について述べる。 

(1)主翼構造 

主翼構造は、航空機の揚力を発生する構造部位であり、空気力的にも洗練され、内部構

造・形状について精度よく製造・組立てられなくてはならない。主な構造部材構成として

は上面下面パネル、前後桁でトルクボックスを構成し、高揚力装置および降着装置の荷重

に耐える構造部材が配置され構成されている。主翼トルクボックスには、エンジンを装着

し機体に推力を伝え、燃料タンクとしての機能等も必要である。また、フラッタ速度制限

要求から、主翼には所定の剛性が必要となる。現在の航空機主翼構造への複合材料適用に

ついては、金属構造様式を踏襲していることが多く、組立式ということもあり、部品ごと

に積層複合材料を用いて製造しているのが一般的である。前述のように、大型主翼構造部

品について Tex-Pref を用いた複合材料部品が適用できるようになるまでには、プリフォー

ム製造の機械的制限（サイズや改良のコスト等）の検討をはじめ、材料特性をはじめ部品

コスト低減への課題をクリアする必要があると考えられる。今後、スキン-ストリンガ構造、

桁構造、金具類、ビーム類など、部品単位での構造のまとまりで、荷重の入力が安定して

いる部品や同形状で数が出る部品への適用が進んでいくものと考えられる。また、サイズ

の小さい小型航空機主翼構造への部品点数低減に対する Tex-Pref 技術適用は有効であるが、

終的には低価格化が必要となろう。 

(2)胴体構造 

胴体構造は、スキン-ストリンガー-フレーム構造が主流である。多くの旅客機胴体構造

は、与圧構造（圧力容器）としての機能と、飛行中の荷重倍数に耐える構造が必要である。

また、尾翼によって航空機をつりあわせて飛行するため、つりあわせ力や操舵力の荷重も

考慮しなければならない。胴体構造には、通常、前脚収納、窓、搭乗口、カーゴドアなど

の切欠き構造部があるため、その周囲は補強する必要がある。そのため胴体構造の複合材

料化に際しては、部分的に板厚が変化した部材が必要となり、胴体製造へ Tex-Pref を適用

する場合でも、部品の一体化とともに板厚変化を反映できる技術が有利となる。現在の胴

体主構造は、材料にかかわらず胴体外板、ストリンガ、フレーム、フロアビーム、インタ

ーコスタル（フロアビーム支柱）から構成されることが多く、主要構造様式の一体化を進

めるという方向よりも、構造部材ごとに複合材料化する方向が現実的といえる。B787 でも、

前胴部を組紐技術によって試作しているが、 終的には通常の積層複合材料に落ち着いて

いるようである。現在の Tex-Pref 技術では、前述の組紐技術を B787 胴体フレームに適用
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している例、後述する窓枠部材などへの適用が現実的であろう。与圧胴体の 後部には半

球形の圧力隔壁（PBH：Pressure Bulk Head）が配置されている（ 近はフラットタイプも

多くある）。半球形の PBH のように、深く大きな曲率を持ちかつ荷重条件が比較的一定し

た構造には複合材料の適用が有利となるが、プリプレグではこれらの形状を積層しにくく

繊維配向が安定しないため、Tex-Pref 技術を用い、VaRTM 等の技術で複合材料化するほう

が効率・品質とも安定する。 

(3)その他 

その他、航空機構造として動翼やフェアリング類、ヘリコプタのケーシング類等の構造

となると構造部品が比較的小型になり、プリフォーム製造や成形の面でもリスクが低く、

従来の金属部品を複合材料で置き換え、部品点数低減や軽量化に寄与できる可能性が大き

くなるが、それぞれ異なった荷重条件や使用環境があるので設計や改修時の材料選定には

十分な配慮が必要である。 

表 2.1.1-1 に、旅客機を想定した場合の主な航空機構造様式概要および複合材料化例を示

す。 

表 2.1.1-1 航空機構造様式概要および複合材料化例 

構造部位 主な構造要素 構造様式・構成部品 複合材料化例 
上下面パネル 
前後スパー 
インスパーリブ 

スキン-ストリンガ 
せん断ビーム（web）
シアタイ 

上下面パネルのスキン-ストリンガ
一体成形（プリプレグ） 
前後スパー複合材料化(プリプレグ)

主翼 

エンジン金具 
主脚トラニオン 

フッティング 
ビーム 

ドラッグブレイス（RTM） 

胴 体 ( バ
ルクへッ
ド) 

外板構造 
フロアビーム 
キールビーム 
切欠き補強 
 

スキン-ストリンガ 
ロンジロン(強力梁) 
シアタイ 
ビーム 

スキン-ストリンガ一体成形（プリ
プレグ） 
フロアビーム(プリプレグ) 
キールビーム(プリプレグ) 
窓枠（圧縮成形） 

その他 尾翼主構造 
動翼 
フェアリング 

スキン-ストリンガ 
ハニカムサンドイッ
チ 

スキン-ストリンガ一体成形（プリ
プレグ・RTM） 
ハニカムサンドイッチ(プリプレグ)

2.1.2 適用例 

(1) B787 

a)胴体フレ－ム(Fuselage Frame) 

 複合材料製胴体の内側円周状に取付けられる補強部材で、米国 A&P 社にて組紐技術に

よりプリフォ－ムが製造されている（図 2.1.2-1（a）1））。炭素繊維の配向は 0°/+60°/-60°

の 3 軸で、長さは胴体円周の約 1/4(約 5m)。断面が長方形の 1/4 円弧と直線で構成される形

状に組紐し、レジン注入の際に成形硬化用メス型にセットし C 型断面に分割することでフ

レ－ムの断面形状を得る。C 型フレ－ムには部分的な増厚はなく断面形状は一定である。
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図 2.1.2-1(b)  2) に、試作品に組みこまれたフレーム構造 2)を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a) フレームのプリフォ－ム 1)   (b) 試作品に組みこまれたフレーム構造 2) 

 

 

b)ランディング ギア レッグ ブレ－ス(Landing Gear Leg Brace) 

 英国 Messier Dowty 社が製造するメイン ランディング ギアに組付けられる脚金具

を複合材料化したもの。プリフォ－ムは 3 次元織をタフティングし、RTM で成形されて

いる（図 2.1.2-2）2）。英国 Cranfield 大学 Andrew Mills 氏によると、プリフォ－ムはニア 

ネット形状に製織することで後工程のトリム作業の加工時間を 小化している。また

TTR(Through Thickness reinforcement)技術の一つであるタフティングにより繊維を圧縮す

ることでプリフォ－ムの形状を維持安定化させることができ、レジン硬化の際に面状に編

まれた繊維の層間はく離の抑制、さらには複合材料内部のクラックの進展を抑制する効果

があると言う。図 2.1.2-3 4）は、この複合材料製の降着構造について強度確認試験を実施

している様子を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.1.2-2 B787 Landing Gear Brace 3) 図 2.1.2-3 強度確認試験中の Landing Gear Brace 4) 

図 2.1.2-1 組紐によるフレーム 
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c)窓枠（Window Frame） 

 B787 の胴体は複合材料製であり、窓枠も複合材料で製作されている。図 2.1.2-4 5）に窓

枠部品を示す。この窓枠はプリプレグ応用技術に近く、細い UD プリプレグ（8mm 幅）を

50mm 長程度の短冊状に切断し、マット化した HexMCⓇを使用し、SMC 成形のようにプレ

ス機にて成形物を得る技術である。ロールおよび短冊状 UD プリプレグの状態を図 2.1.2-5 
6) に示す。この短冊状のプリプレグ短冊を成形物形状に切断し、型に入れ込んでプレス成

形を行う。図 2.1.2-6 7）に成形プロセスを示す。窓枠のほか、擬似等方性部材で比較的軽荷

重条件の部材には有効な技術であり、今後の適用増加が予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2-5 Hexcl HexMCⓇ 6) 図 2.1.2-4 B787 Window Frame 5) 

図 2.1.2-6 Hexcl HexMCⓇを用いた成形プロセス 7) 
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d)後部圧力隔壁 

B787 の PBH は、ドイツ AEROTEC 社（旧 EADS Augsburg）が製造し、後部胴体製造担

当の米国の Vought 社（現在は Trianph 社 Vought aircraft division）経由で B787 に適用されて

いる。図 2.1.2-7 8）に B787 の PBH の様子を示す。この PBH は、図 2.1.2-8 9）のように耐久

性試験が実施され、所定の回数（165,000）をクリアし採用に至っている。当時(2007 年頃)、

Boeing の機体に Airbus 社（EADS）の技術が搭載されるということで話題になった。この

PBH の製造は、VAP(Vacuum Assist Process)による製造で、プリフォームの完成度の高さと、

AEROTEC 社のインフュージョン技術の高さを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)A380・A330・A340 

a)後方圧力隔壁(Aft Pressure Bulk Head) 

 A380 は 2 階建てのため胴体形状が楕円（に近い形）で、形状が複雑で絞りもきついため、

Saeratex 社にて開発したドレイプ性のよい NCF を用いている。2m 幅の多軸織物をスティ

ッチングで繋ぎ 6m 幅のロ－ル状基材として、凸型の積層治具にドライファブリックとレ

ジン フイルムを積層する。1 層積層毎に積層治具を 60°回転させ次の層を積層しこれを 6

回繰り返し、硬化済みスッティフナを取り付け、穴あきピ－ルプライを張りバギングし、

オ－トクレ－ブで 3 時間硬化する工程。以前は、レジンフイルムと NCF を一組としてバギ

ング、インフュ－ジョンを 6 回繰り返していたが現在は、一回で 6 層分のインフュ－ジョ

ンが可能となったとのこと。この隔壁は、重量 250kg で、製造のサイクルタイムは、2.5

週間/機、2 シフト、4 人/シフトとである。 

 また、前出の AEROTEC 社では、A330/A340 の PBH についても同技術用いて量産して

いると考えられ、プリフォーム技術、成形技術は、もはや研究レベルではないことがわか

る。図 2.1.2-9 10）、2.1.2-10 11）に製造後の A330/340 PBH を示す。 

 

図 2.1.2-7 B787 Aft PBH 8) 図 2.1.2-8 B787 PBH の耐久性確認試険 9)



- 92 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)スポイラー 

 また、A330/340 のスポイラは、Tex-Pref 技術を用いて、量産されている。図 2-1-11 にス

ポイラの試作品を示す。図 2.1.2-12 12）は、オーストリアの FACC 社の当該量産部品の RTM

成形プロセスを紹介したものである。写真からわかるように、一体型のプリフォームでは

ない。積層後ホットコンパクションを施し、プリフォームを安定させた後に RTM 成形を

行っている。航空機の部品認定の際には、各積層構成が、積層から成形まで安定して固定

されていることが必要で、このホットコンパクションによって、プリフォーム積層配向と

厚さの安定を図っているものと考えられる。FACC 社は、A330/340 の部品以外にも、B787

部品、エンジン部品へ参画しており、A350XWB 用エンジンテスト用の Translating Sleeve

と Blocker door の製作も行っている。図 2.1.2-13 12）にブロックドア製造の様子を示す。当

企業は 2009 年に中国の Xi’an Aircraft Industry(Group) Company Ltd.に買収されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2-9 A380 Aft PBH 
10)

 図 2.1.2-10 A330/340 組みつけ前の PBH 11) 

従来の金属部品（左）を複合材料（右）に置き換えた。 

図 2.1.2-11 スポイラの試作品 
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図 2.1.2-13 Translating sleeves & moveable blocker door (エンジン開発用) 12) 

図 2.1.2-12 スポイラの製造プロセス 12) 
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(3)CRJ900 

 ・フラップ(Outboard Flap) 

米国 A&P 社がプリフォ－ムを供給。上面/下面 外板、前方

/後方/中間（2 本） の各 SPAR の一体構造、コ－ド方向に

リブはない。（図 2.1.2-1413））前方/中央/後方の形状を持つマ

ンドレルにそれぞれ組紐にてプリフォ－ムを製作し、これ

らを合体させて外皮としてドライファブリックでブレイド

されたマンドレルを包み RTM にて成形される。既存アルミ

構造のフラップに対し部品点数を 90%減らし、画期的な製

造コスト低減をもたらした。 

 

 

(4)小型機動翼、部品への適用 

 前述したように、小型機部品への Tex-Pref 複合材料適用は比較的進んでおり、プリフォ

ームとしては、通常のクロス材のレイアップ、NCF、組紐などの技術を用いてプリフォー

ムを製作し、RTM によって製造するのが一般的である。図 2.1.2-15(a) 14）、2.1.2-15(b) 14）に

米国 RADIUS 社が製造した Premier 1 向けの動翼及び Bell Cobra transmission case の複合材

料部品を示す。RADIUS 社は、RTM 成形用に特化した樹脂注入装置を用い生産性を考慮し

たパーツ製造開発を進めている。図 2.1.2-15(c) 14）に RADIUS 社の開発した RTM 成形シス

テムを示す。 

図 2.1.2-14 CRJ 900 フラップ 13) 
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 オランダ Fokker 社/TenCate 社/NRL の共同で、スキンストリンガ構造や、部品の接合部

分を考慮し開発された新しいコンセプトの複合材料構造が提案されている。図 2.1.2-16 15）

に開発された Butt joint を示す。本技術は、現状のスキン-ストリンガーパネル基材製作を

見直し、ストリンガのブレードとスキンを平板で製作して、別途製作しておいた熱可塑樹

脂フィラーにこれらを垂直に接着するようなイメージでスキン‐ストリンガ構造を製作す

る。本技術によって、フロアビームや、尾翼構造などを試作し実証試験を進めている（図

2.1.2-17）16）。 

 また、米国の Air Force Research Laboratory が進めた CAI（Composites Affordability 

Initiative）では、類似のコンセプトを持った Pi-Joint（図 2.1.2-18）17）が開発され、F-35 や

X-45 の模擬供試体を用いて静強度や疲労強度、損傷許容性を評価した(図 2.1.2-19) 17）。こ

の Pi-Joint は、常温硬化接着剤を用いて接着組み立てすることを前提にベリフィルムなど

による接着厚の確認作業が不要となり、組み立て工数の低減に寄与できるとしている。 

金型 

成形部 

樹脂圧送ポンプ 

 図 2.1.2-15 組紐を用いた複合材料料部品 14)

金型 

(a) PremierⅠの動翼 

(b) Bell Cobra transmission case 

(c)  Radius 社の RTM 成形システム 
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図 2.1.2-16 Fokker /NLR/TenCate が開発した Butt Joint 法 15） 

図 2.1.2-17 Butt Joint 法を適用した試作品 16) 

図 2.1.2-18 Pi Joint17) 図 2.1.2-19 Pi Joint を用いた実大構造供試体 17) 
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(5)降着装置構造 

 降着装置構造への複合材料適用は、他の部位と比較して遅く、ようやく実機に適用され

る状況である。これは、当該部品には板厚が大きくなることで、厚板に対する複合材料製

造法、検査手法が確立しにくいことに一要因がある。B787 の項で、ドラッグリンクの開発

が進められていることを述べたが、Tex-Pref 技術の適用には向いている構造とも言える。

Fokker 社の脚部門（Stork Sp Aerospace）では、NLR と伴に‘90 年代から図 2.1.2-20 18）、図

2.1.2-21 19）に示すような戦闘機の脚やヘリコプタの脚（NH-90 Trailing arm）の開発を行

い、複合材料適用を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内では、1990 年代中頃から各種機関/企業においてテキスタイルプリフォ－ムの研究

開発がおこなわれてはいるものの現在のところ実機適用例はない。 

図 2.1.2-21 NH-90 ヘリコプタの複合材脚 19) 

図 2.1.2-20 F-16 Main Landing gear drag brace 複合材化 18) 
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2.1.3 研究開発動向と課題 

欧州における航空機への適用を目指したテキスタイルプリフォ－ムに関する研究開発は、

現在、大学や共同研究機関にて、プリフォ－ムの品質と生産性の向上につながる研究が盛

んにおこなわれている。 

独 Stuttgart 大学 航空工学科では、組紐によるプリフォ－ムの繊維強度低下を材料とな

るトウのよりを取り除くことで解決を試みている。また、英 Cranfiled 大学では、3 次元プ

リフォ－ムの接合強度を強化することを目的に、NCF で製作された外板とＴ型縦通材を、

ロボットに持たせた KSL 社製ソ－イング ヘッドにてタフティングし、スキン/スティフナ

が一体成形されたプリフォ－ムを製作する研究が行われている。 

共同研究機関である、CFK-Valley Stade の CTC(Composite Technology Center)では、次期

A320 シリ－ズのシアタイが一体化した胴体フレ－ムをプリフォ－ムにて連続自動生産す

る研究を行っている。これは異なる配向角を持つ NCF のロ－ルから 4 層をバインダ－を用

い接合後、加熱により Z 型や C 型に折り曲げさらに円弧上に成形し、これらを組み合わせ

ることでシアタイ一体型フレ－ムのプリフォ－ムを完成させると言うもの。量産では年間

50,000 本のフレ－ムの生産が見込まれているため現在、50cm/分の生産性を 2m/分にまで引

き上げるとのこと。Achen 大学 ITA でも、FOR680 と言うプロジェクトにおいて、Multi 

–Step-Preforming と称する自動プリフォ－ム成形ラインが試作されており、NCF 積層布の

カット、型へのセット、バインダ－のスプレ－、ドレ－プ、3 次元スティッチング、位置/

形状/繊維配向の検査までを自動で行うプロセスの開発が行われていた。このプロジェクト

の場合、この自動ラインにおいて年間 100,000 個のプリフォ－ムの生産を目指していると

のこと。カットから RTM 完了まで 10 分が目標となる。 

一方米国では、大学や製織メ－カ－などで航空機向けの研究が行われているが、研究の

受託先は Boeing、GE などのメ－カ－もさることながら米国空軍からの直接契約の研究依

頼も多い様である。軍関係の研究の詳細内容などは公開されにくい環境で、そのためか産

学の連携は見えにくい仕組みになっている。 

Bally Ribbon Mills 社では、JFA プログラムの F-35 胴体構造において、「3D Woven Joints」

と言う技術により、航空機胴体構造のスキンと何本かのストリンガ-を一体で織り出す開発

を行った。さらには、ストリンガ－の一部の板厚を増厚することもできると言う。(integrally 

Woven Concept)、また「Polar/Spiral Weaving Process」と言う極軸/螺旋状織の技術により繊

維密度と配分が均一で板厚を一定にしたり、極軸/螺旋状方向の繊維を増減させることで局

部的に繊維の量を加減させることもできるプリフォ－ム技術を用いB787のウインド フレ

－ムへの適用の開発が行われた。楕円形のプリフォ－ムには繋ぎ目は見あたらなかった。 
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Delaware 大学 CCM では、複雑な 3 次元形状部品への樹脂含浸のシミュレーション技術

による航空機用 VaTAM プロセシングを開発し、A380 FLAP Track Cover、Pressure Bulk 

HEAD、A400M CFC Cargo Door、CH-47 Forward Pylon、C-17 Cargo Door などに適用する高

靭性エポキシレジンの効率的な含浸のための手法をレジン流動シミュレーション解析によ

り提供した。 

一方、国内の研究開発事例としては、防衛省(当時)の三次元複合材の開発がある 1）2）（1.1.4

節参照）。このプログラムでは、航空機製造メーカである三菱重工、川崎重工、富士重工の

重工 3 社とシキボウ、豊田自動織機の紡績、織機各社が共同し、3 次元複合材の開発が行

われた。層間強度、耐衝撃性に優れる層間に繊維を配向した三次元複合材や縫合技術を用

いて、戦闘機を想定した主翼取付金具、胴体翼胴結合金具、水平尾翼取付金具（ホーン金

具）の試作・強度評価を行い、設計、解析、中間基材の製作及び樹脂含浸等の一連の技術

を開発、性能確認試験により妥当性が確認され、重量軽減の見通しを得た。 

また、日本飛行機/村田機械株式会社では、1999 年度の日本航空宇宙工業会委託事業 3）4）

として、組紐によりプリフォームを作成し、RTM 成形によって動翼部分構造や宇宙トラス

継ぎ手構造への適用を目指した研究を行っている。図 2.1.3-1 3）にこれらの概念図および製

作したプリフォームを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 年、川崎重工では、日本航空宇宙工業会の委託研究として「ヘリコプタ－用ブレ－

ドの低コスト製造方法の研究」5) が実施された。軽量かつ優れた疲労強度や耐食性を有す

る複合材料製ヘリコプタ－ ブレ－ドは 60 年代より多くの実機に採用されてはいるがプリ

プレグを用いた製造工程において高コストが避けられないものであった。そこで、本研究

ではヘリコプタ－のメイン ロ－タ－ ブレ－ドにおいて、スキン、スパ－をドライ ガラス

繊維の組紐にて製織し、RTM で成形することで材料と製造コストの低減を目的に実施され

た。スキンの組紐では、開繊糸を用いることで繊維のクリンプを抑制し引張強度の低下を

図 2.1.3-1 組紐翼構造コンセプトとプリフォーム 3) 
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防いだ。また開繊糸に熱可塑不織布(ベ－ル)を加熱融着することで、プリフォ－ム繊維密

度の均一化、高 Vf 化及び破壊靱性の維持と層間剥離、マイクロクラックを抑制し、同時

に開繊糸の形状保持と幅、厚さの変化とほつれを防止する。またスパ－においては必要な

0°方向の繊維量の確保にも効果のある熱可塑繊維撚糸を組糸に採用するなどの技術が用

いられたプリフォ－ムが試作され、ブレ－ドに対する低コスト製造方法の適用について基

礎的な部分での見通しを得、研究が続けられている。 

 三菱重工では、2003 年より独立行政法人 新エネルギ－・産業技術総合開発機構の助成

事業としての「環境適応型高性能小型航空機研究開発(MJ)」において、樹脂系複合材料の

機体適用拡大の研究を行った。この研究の目的は、風車等でコスト、重量低減の実績のあ

る VaRTM 技術を用いた航空機一次構造用複合材料の開発で、MRJ での垂直尾翼への適用

6) を目指したものである。この研究は、三菱重工は東レとの共同研究において、VaRTM 技

術を基に高品質な強化基材の採用と、高い繊維体積含有率(Vf：目標 55～60%)の複合材料

を得るため、樹脂含浸前の基材のホットコンパクション、含浸後の余剰樹脂のブリ－ド等

を特徴とする A-VaRTM(Advanced VaRTM)技術を開発するものである。 

A-VaRTM における強化繊維基材は、繊維強度を有効に発現させるためクリンプを無くし

一方向性を高めた特殊な繊維 NCW(Non Crimp Woven)を開発し、マトリックス樹脂につい

ても、積層した NCW への含浸性に優れる低粘度の 2 液性エポキシ樹脂を開発した。 

NCW においては、樹脂が含浸されると板厚が厚くなり Vf が低下するため含浸後に余剰樹

脂を抜き取るブリ－ドを行い高 Vf 化が図られ、A-VaRTM のク－ポン試験による力学特性

は航空機一次構造用プリプレグ材に匹敵することが確認された。また、民間航空機に複合

材料を適用する上で も大きな課題となる製造コストの更なる引き下げを目指し、

A-VaRTM 用基材として、NCF 等シ－ト状の基材を切断、積層して形状付与する方法に比

べ、二次加工の手間が省け低コスト化に有効と考えられる繊維束を直接加工し形状付与す

る立体織物製織技術によるプリフォ－ムの適用が検討された。Ｉ型断面を持つプリフォ－

ムを A-VaRTM で製作したストリンガ－供試体は、古典積層理論からやや特性が落ちる(平

均 5.5%)ことが判明し、供試体の破壊時特性もやや剥離の大きいことが確認された。板厚

の変化するスキンへのＩ型ストリンガ－の樹脂成形時の形状追従性についても検討され、

プリプレグでは得られないドレ－プ性に優れるプリフォ－ムは、板厚変化率が 25：1 でも

成形品のウェブ面、コーナ－部での繊維のうねり、レジンリッチ、レジンスタ－ブ等は確

認されず、また成形品の断面観察でも段差部の繊維の乱れ、ボイド等の発生はなく良好な

品質が確保された。コストの面では量産費において、アルミ構造尾翼に比し約 1.2 倍程度

にまで圧縮できる見込みを得ることができ、プリフォ－ム技術の確立により、連続した一
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定断面の材料供給で適切な形状の部品の成形が可能でありコスト、重量の低減に寄与する

と見込まれる。 

これらの研究を経て、A-VaRTM とプリフォ－ム技術を用い実大垂直尾翼模擬供試体の製

作 7) へと移行し、高品質高強度な強化繊維基材の採用、複合材料のタフ化を狙った熱可塑

粒子の適用、高い Vf を得るための成形プロセスの 適化などにより品質の向上が図られ

た結果、実大供試体を用いた実機想定負荷荷重を負荷する静的試験において、有害な永久

変形を起こすことなく 100%荷重まで耐荷し、ひずみの分布も FEM 解析の結果とほぼ一致

し、さらに一般部のひずみの値が 5%以内の誤差に収まり、良好な相関を示した。これら

により A-VaRTM 技術が実大構造体へ適用された場合でも、航空機構造として強度的に成

立することが確認された。また、圧縮試験における弾性率に関して大きなばらつきがない

ことが確認され、実大構造レベルでの成形で課題とされていた Vf のばらつきは小さく CV

値でわずか 2%であり、さらには 大板厚の 52 プライ部分でも 小板厚 16 プライ部分と

同等の Vf を実現し品質の安定性が確認された。 

一方、一層の低コスト化を目指し、プリフォ－ムの基本積層構成をキット化し効率の良

い積層作業が可能な自動マルチスタック装置やマルチスタックとの組合せで効率的なプリ

フォ－ムの自動化が可能な自動ストリンガ-プリフォ－ム装置も開発され、現在、MRJ プ

ロジェクトにおいて垂直尾翼の開発が進められている。 

テキスタイルプリフォ－ムの航空機適用の可能性としては、生産コストを大幅に低減す

ることができる類似形状で大量生産が見込める組紐 プリフォ－ム(胴体フレ－ム)、異方性

の材料特性により必要な強度を維持しつつ軽量化が図れる 3 次元織物による高張力鋼製部

品等の置換え(ランディング ギア レッグ ブレ－ス)、組立コストと工期の低減や一体化構

造による部品点数/ファスナ－の削減により軽量化が見込める NCF/スティッチングによる

プリフォ－ムを用いる部位（フラップ）など、既存構造様式に対し性能の優位性を確保し

かつ経済的なコストを実現できる部位/部品が候補としてあげられることから、これらの部

位を見出すことができれば、現在の国内の航空機設計技術と製織技術によって、航空機へ

のテキスタイルプリフォ－ムの適用は十分に現実味をおびるものと考えられる。 

また将来への適用拡大に向けては、大型化/一体化の潮流の中で、性能とコストに優位性

が確保できるテキスタイルプリフォ－ムを用いた大型構造様式の検討/考案が重要な研究

開発の課題といえる。 

そして高度で多様な技術が培われてきた日本の製織技術が、この考案された複合材料特

性を生かした軽量かつ合理的な構造様式に対し、高機能化する繊維の特性を劣らせること

なく、かつ 3 次元的な繊維レイアウトの自由度を広げることで対応することが必要である。 
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２．２ ジェットエンジン 

2.2.1 ジェットエンジンの適用部位に要求される力学特性と生産性 

 航空機の FRP 化による機体重量低減を背景として、ジェットエンジンにも軽量化要求が

増している。ジェットエンジンの材料には部位の温度に合わせて、ファンから圧縮機にか

けてはチタン合金、燃焼器ではニッケル合金が使用される。しかし、入口側であるファン

部分の静止部品には FRP の適用例があった。さらには、米国 GE 社のターボファンエンジ

ン GE90（ボーイング 777 機搭載）で FRP 製ファン動翼の採用以後、ファン部分へ FRP 適

用を拡大すべく開発が加速している。一方で、ターボプロップエンジンのプロペラ羽根で

はかねてから FRP 化されており、ロッキード C-130J 等ではブレード技術適用の実績があ

る。 

 ジェットエンジンに用いる材料に必要な特性は、軽量性以外に耐衝撃性が挙げられる。

ファン動翼で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）、動翼を覆うコンテイメントケースでは損傷したファン動翼の飛散（Fan Blade Off; 

FBO）に対する安全性が要求される。後者の FBO を抑制するには、ファン動翼に対するケ

ース部の耐貫通性が要求される。 

 ファン動翼やプロペラ羽根は比較的小型であるが、エンジン一基に搭載される数量が多

い。機体の生産数に合わせることを考えると、生産スピードも開発要素の一つとなる。安

定した量産体制確立のために、Tex-Pref 技術はジェットエンジンでも欠かせないものと言

える。 

 

2.2.2 現在の適用例 

(1)ファンケース 

米国 GE 社が開発したターボファンエンジン GEnx（ボーイング 787 に搭載予定）ではフ

ァン部分に FRP を多く採用している。その中でも、ファンケースに採用された米国 A&P

社のブレード技術は、エンジン一基あたり 350 ポンドの軽量化を実現するとともに耐貫通

性を 30%向上 1)させている。 

A&P 社は 0°/60°/-60°からなる三軸ブレードテキスタイルを成形後に、連続して円筒

型治具に巻き取ることで平面化する技術（図 2.2.2-1）を開発した。これによって CFRP 成

形メーカーへの平面ブレードテキスタイルの供給が可能となり、CFRP ファンケースの製

造プロセス確立に大きく貢献した。 

A&P 社では、この三軸ブレードテキスタイルの耐衝撃性に関する研究を、NASA・グレ

ン研究センターとの共同で実施していた。この中で、FRP 平板（T700S/PR520）の衝撃試
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験を実施し、図 2.2.2-2 のように取得される破壊現象に関する基礎データの蓄積から、従来

材料に対する耐衝撃性の優位性が確認された（A&P 社ホームページ上では衝撃試験動画の

一部を視聴可能 1））。FRP 平板の衝撃試験にとどまらず、要素試験も含まれていた。図 2.2.2-3

のような試作ケースの試験も実施することで耐衝撃性への信頼性を確立した。 

 

 
図 2.2.2-1 ブレードテキスタイル平面化工程 2) 

 

 

図 2.2.2-2 平板（3 軸ブレード T700S/PR520）の衝撃試験後損傷 2)3) 
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図 2.2.2-3 衝撃試験後の試作ケース 2) 

 

(2)固定翼 

 A&P社のブレード技術はHoneywell社のジェットエンジンの固定翼にも適用されている

4)。A&P 社によれば，固定翼プリフォームはアラミド繊維と炭素繊維のブレイディングに

より成形され，一方向プリプレグ成形品よりも諸特性（寸法安定性，疲労強度）および部

品コストにおいて優れるとしている。 

 

(3)ターボプロップエンジン・プロペラ羽根 

ロッキードのC-130JやボンバルディアのDash8-400で採用されているターボプロップエ

ンジンのプロペラ羽根における CFRP 適用はターボファンエンジンに先駆けて実現されて

いた。上記エンジンのプロペラ（Dowty 製）羽根は CFRP 製であり、ブレイディングによ

りプリフォームが成形されているようである。 

プロペラ羽根生産装置の例として、ドイツ・HERZOG 社の成形装置（図 2.2.2-4）が挙げ

られる 5)。図中(b)に採用エンジンが見られる。ブレード装置本体部にマンドレルを往復さ

せることで、ブレードテキスタイルを板厚方向に重ねていく（オーバーブレード）。ブレイ

ディングにより羽根形状を付与するための装置運用はプリフォームメーカーのノウハウの

積み重ねによるところが大きいと HERZOG 社は説明している。羽根先端部でブレードの

口を閉じるために、位置によって繊維配向角が異なってしまうが、許容される範囲に収ま

っているようである。 

Q400 を含む 60～99 席旅客機クラスでは低燃費・低騒音を利点とするターボプロップ機

の需要が今後も見込まれることから、ブレードプリフォーム技術は今後も主要な生産要素

と位置づけられる。 
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図 2.2.2-4 HERZOG 社ブレード装置 (a)装置概要 (b)採用エンジン例 

 

2.2.2 参考文献 

1) A&P 社ホームページ http://www.braider.com/?a=23 

2) NASA 資料（A&P 社提供） 

3) NASA/TM-2009-215660 

4) A&P 社ホームページ http://www.braider.com/?a=42&b=jet-engine-stator-vane 

5) HERZOG 社資料 

 

2.2.3 Tex-Pref 技術適用拡大に向けての課題 

 Tex-Pref 技術による低コスト性は、ファン動翼のように数量を要求される部品への適用

も期待される。しかし、回転速度が大きいファン動翼へのブレード適用では位置による繊

維配向角の変化を許容する設計が必要である。一方で、2.5D 織り等の複雑なテキスタイル

では織り構造の 適化、生産スピードのクリアが課題となる。RTM などのプリフォーム成

形後の工程においてもジェットエンジン部品に要求される生産スピードと品質の安定が実

現されることが不可欠となる。 

  

 

 

(a) 

(b) 
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２．３ 宇宙機（人工衛星、ロケット） 

2.3.1 適用部位別の要求される力学特性 

人工衛星の打ち上げ費用は 1 回 100 億円程度、単純計算で衛星 1kg あたり 200 万円相当

かかるため、重量の増加が即コスト増加に直結することは容易に想像できる。したがって、

宇宙分野では、航空機分野以上に軽量化要求が高いため、高比強度・高比剛性を有する炭

素繊維強化複合材料の構造物への適用はすでに数十年の歴史を有する。また、炭素繊維を

用いる理由はそれだけではない。人工衛星の置かれる宇宙温度環境は概ね-170℃～+150℃

と 300℃以上の温度差がかかる。光学系を備えた観測衛星や、アンテナリフレクタを有す

る通信衛星などは、熱変形が観測・通信性能に影響するため、そのような厳しい温度環境

においても高い寸法安定性が要求される。例えば、商用通信衛星用アンテナリフレクタ（開

口径 2.5m、Ku バンド（周波数帯：12～14GHz））において理想的な反射面からの形状ずれ

の許容値は 0.5mmRMS 程度である。そのため、人工衛星の構造材料には極めて低い熱変形

性が要求される。このような低熱変形性を実現する材料として、弾性率が 600GPa の高弾

性炭素繊維が用いられている。さらに、近年では、弾性率が 950GPa の超高弾性ピッチ系

炭素繊維を用いることにより、衛星構体部材であるアルミハニカムサンドイッチとしても

ゼロ熱膨張化が可能となっている。 

 

2.3.2 宇宙機への適用例 

テキスタイルプリフォームの宇宙機への適用状況についてみると、現在通信衛星アンテ

ナリフレクタにおいては、図 2.3.3-1 のようなメンブレンリフレクタ方式が採用されており、

それには平織や三軸織物が用いられている 1)。これは、１層の中に複数方向の強化繊維を

有しており、一方向材よりも少ない積層数で面内擬似等方化が可能であり、メンブレン構

造に適しているためである。これらの多くはプリプレグ成形により製作されている。人工

衛星用三軸織物は、サカセアドテック（第 5 章の国内現地調査の 5.2.4）が多くの実績を有

する。 

一方、衛星構体や衛星以外の宇宙機についてのテキスタイルプリフォーム適用事例を見

てみると、まず衛星構体については、人工衛星用リチウムイオンバッテリーシャーシに適

用した事例が報告されている 2)。従来の人工衛星用リチウムイオンバッテリーシャーシは

アルミ合金から作られているが、バッテリーシャーシには高い排熱特性が要求される。そ

こで、繊維方向に高い熱伝導率を有する超高弾性炭素繊維 CFRP 化により排熱特性の向上

および軽量化が実現できる。報告 2)では図 2.3.3-2 のように一方向炭素繊維織物を用いてプ

リフォームを作製し、RTM によりリチウムイオンバッテリーシャーシを試作した。試作機
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の排熱特性を評価した結果、従来のリチウムイオンバッテリーシャーシよりも 19％排熱特

性が向上、さらに 21％の軽量化を達成した。 

また、観測衛星用などに用いられるトラス構造部材を、ブレイディング（製紐）材の RTM

成形により試作を行った事例もある 3)。この事例では、図 2.3.3-3 のように L 字型のブレイ

ディングプリフォームを作製する方法を考案している。これを多方向に組み合わせること

により、図のような枝分かれした複雑な形状のプリフォームも作製可能となった。 

衛星以外の宇宙機への適用事例としては、ロケットフェアリングへの VaRTM 成形の適

用事例が報告されている 4)。これは ATK Aerospace Structures がアメリカ Air Force Research 

Laboratory (AFRL)との技術開発契約の下、開発を行ったものである。このプロジェクトで

は、図 2.3.3-4 のようなフルスケールサイズのロケットフェアリングのバレル部および上部

円錐状部分については out-of-autoclave（真空圧オーブン）成形を行い、下部（boat tail section）

は VaRTM 成形法を用いて試作を行っている。この試作の中で、炭素繊維プリフォームと

しては、擬似等方スティッチプリフォームを用いている。 

 また、ヨーロッパの ESA（European Space Agency ＜欧州宇宙機関＞）の次世代再使用ロ

ケット開発プログラム future RLV(Reusable Launch Vehicles) Program において、シキボウの

製作したプリフォームの適用が報告されている 5)。図 2.3.3-5 はその写真であり、新しく開

発されたプリフォーム技術を用いることで、従来技術では不可能であった湾曲に沿って繊

維を配列させることが可能となったもので、スペインの EADS－CASA 社で複合材料に成

型され、胴体構造の小型試験モデルの梁部分として開発されたものである。この技術で、

重量と価格を低減することが可能となったと報告されている。 
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成形後試作機写真 

図 2.3.3-2 衛星用リチウムイオンバッテリーシャーシへの適用事例 

従来のアルミ製バッテリーシャーシ 

RTM 

図 2.3.3-1 通信衛星用メンブレンアンテナリフレクタへの適用事例 
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VaRTM 成形部位 

図 2.3.3-4 ロケット用フェアリングへの VaRTM 成形適用事例（適用箇所） 

トラスジョイントプリフォーム 
トラスジョイント（完成品） 

図 2.3.3-3 衛星用トラス構造部材への適用事例 
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図 2.3.3-5 次世代再使用ロケット開発プログラムでの適用事例 

 

 

 

2.3.3 将来動向 

現在製品化されているテキスタイルプリフォーム構造部材の多くはプリプレグ成形品で

あり、RFI や RTM 成形などを用いたものは前節で挙げたような試作レベルの事例がいくつ

か報告されているだけである。しかし、その一方で、テキスタイルプリフォームに対する

潜在的なニーズは存在する。今後、観測衛星や通信衛星の高性能化に対する要求はさらに

進んでいくであろう。それに伴い、低熱膨張化の要求もさらに高まることが予想される。

現在の衛星構造部材は 2 次元的なゼロ熱膨張化が実現された段階と言える。つまり、1 次

元構造（トラスロッド）および 2 次元構造（板状構造）のゼロ熱膨張化は、2 次元プリフ

ォーム材により実現することができるようになったという意味である。今後は、更なる低

熱膨張化の要求から、3 次元的なゼロ熱膨張化が必要となる可能性が十分に考えられる。

その実現のためには、低熱膨張繊維である炭素繊維を３次元的に配向できるプリフォーム

製造技術だけでなく、熱変形制御・設計技術の構築が鍵となると言えよう。 



- 113 - 
 

2.3.3 参考文献 

1) 三菱電機技報、2005 年 8 月号． 

2) 森永洋次、川又進、尾崎毅志、 郷内敏夫、清川丈、三浦末志、“衛星搭載用 CFRP シ

ャーシの開発、” 第 49 回宇宙科学技術連合講演会，2005． 

3) T. Uozumi, A. Kito, “Carbon fibre-reinforced plastic truss structures for satellite using 

braiding/resin transfer moulding process,” Proc. of IMechE, Vol. 221, Part L: J. Materials: Design 

and Applications ,2007. 

4) J. S. Berg, “VARTM Infusion: Processing Large Carbon/Epoxy Space Structures Out of the 

Autoclave,” SAMPE Journal, Vol. 44, No. 6, pp.40-47, 2008. 

5) Diaz Morales, Victor Antonio “Design, manufacturing and testing of a reusable CFRP 

intertank demonstrator” European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Mechanical 

Testing (ESA SP-581) held in May 2005  at  Noordwijk  (The Netherlands). 

 

 



- 114 - 
 

２．４ 自動車 

2.4.1 適用部位別の要求される力学特性と生産性 

 自動車産業における炭素繊維複合材料（CFRP）の車体の骨格を含めた適用の現状は、市

販車としては、イタリア Ferrari 社の「F50」、ドイツ Porsche 社の「Carrera GT」等が知ら

れているが、これらは新車価格が 5000 万円から 1 億円程度という超高級車かつ少量生産車

に限定されている。そのような状況の中、2009 年 10 月に開催された第 41 回東京モーター

ショーに、CFRP ボディに専用の V 型 10 気筒エンジンを搭載したトヨタ自動車の「レクサ

ス LFA」のプロトタイプが公開され、日系メーカーの市販車としては初めてボディ骨格に

CFRP を採用したことで大きな話題を呼んだ。残念ながら、LFA は 3750 万円、また販売台

数も世界で 500 台の限定と言われており、まだ、高級車の域を脱していない。 

 ただし、自動車に求められる要求は、今後、普及が進むと思われる、電気自動車や石油

燃料の枯渇を考えると、車体の軽量化は必須となり、大衆車への CFRP の適用拡大は重要

な技術となり、その技術は低コストなものでなければならない。 

 自動車部品への適用に対して要求される力学特性は、実際にボディの骨格に適用されて

いる事例が少なく、各社の基準に従い部品が製造されると思われる。ただし、現状の金属

製量産車の要求基準をクリアーすることは当然のことであり、特に、CFRP の特徴を考え

ると、安全性の観点から耐クラッシュ特性は重要である。また、ライフサイクルコスト的

には、リサイクル性が問われる。更に、CFRP では、金属構造のように溶接が不可能なの

で、接着接合や機械的締結方法の確立も重要となる。 

 日本自動車工業会の JAMAGAZINE によると、図 2.4.1-1 に示すように、現状の自動車の

部品代替による段階的な車体軽量化の例が紹介されている。その中では、CFRP 特有の力

学特性や一体成形性を活用してさらなる軽量化や安全設計が可能となり、コスト、設計技

術、製造速度、リサイクル性の面からそれぞれ問題解決のための技術開発が進んでおり、

超軽量量産車の実現可能性が高まってきていると述べられている。 

 

2.4.2 適用例 

 自動車への CFRP の適用の現状は、2.4.1 項で述べた通り、ボディの骨格にまで適用され

た事例は一部の超高級車に限定されている。量産車における部分的な適用は、自動車メー

カーの標準仕様としては、ドライブシャフト、ボンネット、ルーフパネル等があるが、高

級車や特別仕様車に採用されている。代表的な例として、富士重工業株式会社が東レ株式

会社と共同開発した CFRP ルーフが採用された SUBAR インプレッサの特別仕様車を図

2.4.2-1 に示す。また、メーカーの標準仕様以外にも、改造仕様として、ボンネット、リア



- 115 - 
 

ウィング、内装パネル、フロントパネル等が CFRP 化され、パーツメーカーから販売され

ている。2011 年の東京オートサロンの会場においても、多数のメーカーより紹介されてい

た。これらの CFRP 部品は軽量化に寄与はしているが、2 次元の平織や綾織等の炭素繊維

織物材の RTM（Resin Transfer Molding）成形品やプリプレグ材を用いた成形品であり、炭

素繊維織物の織目が見えるような部品も多く、強度的な用途以外に、意匠的な目的も感じ

られる。残念ながら、これらの CFRP 部品には、テキスタイルプリフォームが使われた事

例はない。 

 
 

図 2.4.1-1 自家用乗用車の CFRP による段階的軽量化例 

JAMAGAZINE 2006 年 3 月号より） 

 

 

図 2.4.2-1 SUBARU インプレッサ（CFRP ルーフ事例） 
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 テキスタイルプリフォームを採用した事例として、トヨタ自動車の「レクサス LFA」を

紹介する 1)。レクサス LFA の基本的なコンセプトは、一次骨格であるダッシュとサイドメ

ンバには、プリプレグ材を用い、フロア、ルーフサイドレール、クラッシュレールには、

RTM 成形が適用され、複雑形状が多いアッパボディ後部に C-SMC（Carbon-Sheet Molding 

Compound）成形を適用し、190kg、スチールボディ比 2.5 倍以上の剛性を達成した。図 2.4.2-2

に CFRP の種類と構成を示す。 

 

図 2.4.2-2 CFRP の種類と構成 1) 

 

 テキスタイルプリフォームとしては、炭素繊維三次元織物構造（図 2.4.2-3 参照）の特筆

すべき破壊エネルギー吸収特性を利用し、フロントのクラッシュレール（図 2.4.2-3 参照）

に豊田自動織機が開発した三次元織物を用いた RTM 成形 CFRP を採用することにより、

自動車の軽量化を図るとともに、優れた安全性を確保することができた。また、メルセデ

スにおいても、同様な構造を三次元ブレーディング技術を用い開発している。 

 

    

 

図 2.4.2-3 三次元織物構造及びクラッシュレール外観写真 2) 
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 更に、炭素繊維プリフォームの歩留まり 100%を目標に三次元自動ブレーディングによ

るルーフサイドレールのネットシェイププリフォーム製造に挑戦し、異型断面連続織技術

が開発され採用されている（図 2.4.2-4 参照） 

 

図 2.4.2-4 三次元自動ブレーディングとルーフサイドレール 1) 

 

2.4.2 参考文献 
1)：自動車技術Vol. 64, No.7, 2010 LFA用CFRPボデーの開発 小澤、佐竹 
2)：工業材料2010年11月号 Vol.58 No.11 三次元構造炭素繊維強化樹脂の開発動向 神谷 
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2.4.3 課題と開発動向 

 開発動向としては、東レ株式会社はダイムラーと提携し、ダイムラーが掲げる持続可能

なモビリティの実現に必要不可欠な技術として、自動車の軽量構造に取組んでいる。ダイ

ムラーは燃費向上と排出ガス削減に向けて、「メルセデス・ベンツの全モデルにおいてホワ

イトボディ重量を 10%軽量化する」という開発目標を設定しており、この目標達成に向け、

「適材適所」の原則に従い、CFRP 部品の適用と対象車種の拡大を積極的に進めている。 

 自動車業界においては、燃費向上に貢献する車体軽量化が重要な課題となっており、車

体重量の大幅な軽量化を実現する解決策のひとつとして、炭素繊維の採用がいよいよ本格

化する見通しである。 

課題としては、航空機などに使用されている炭素繊維複合材は、重量が一般的なスチー

ルの約 2 割と非常に軽く、引張強度がスチールと同程度。軽量、高強度であることから、

自動車の車体構造材への採用で車両の性能の向上に貢献するが、一方で、素材自体が非常

に高価な上、材質の異なる部材との結合部設計に高い技術やノウハウが必要で、自動車ボ

ディへの採用はごく一部の高価格車に限られているのが現状である。東レ株式会社、日産

自動車は国家プロジェクト（「地球温暖化防止新技術プログラム “自動車軽量化炭素繊維

強化複合材料の研究開発”」平成 15 年度～平成 19 年度）として年間 3 万台レベルの量産車

に適用可能な、炭素繊維複合材料製車体の製造技術の開発に取組んだ。その結果、含浸に

必要な流動性を 3 分保持しつつ、5 分で硬化を完了する「超高速硬化樹脂」、樹脂が流動性

を保持する 3 分の間に含浸を完了する「高速樹脂含浸技術」、プリフォーム配置工程を短縮

するため、プリフォームをあらかじめ精度良く成形品形状に賦形し、成形型内への配置を

容易にする「立体賦形技術」、プリフォームの型への搬送、成形品の取り出しを自動化する

「自動成形システム」を創出し、10 分間で自動車用部材を RTM にて製造する技術を開発

した 1）。（図 2.4.3-1～図 2.4.3-5 参照。） 
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図 2.4.3-1 ハイサイクル RTM 技術 1) 

 

図 2.4.3-2 超高速硬化樹脂 1) 
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図 2.4.3-3 高速樹脂含浸技術 1) 

 

図 2.4.3-4 立体賦形技術 1) 
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図 2.4.3-5 自動成形システム 1) 

更に、CFRP を適した新しい車体構造の研究や、大衆車への普及をはかるための技術の

開発なども必要と思われる。また、リサイクル（図 2.4.3-6 参照）の観点からは、ここ数年

で特に熱可塑性樹脂関連技術の向上がめざましく、どのようにテキスタイル技術と融合さ

せるかもキーとなる。 

図2.4.3-6 リサイクル技術 

（二次電池による社会システムイノベーション第6回フォーラムより） 

 

2.4.3 参考文献 
1)：第２３回先端技術大賞応募論文「炭素繊維複合材料“ハイサイクル一体成形技術”の

研究開発」釜江、田中、山崎、山口 他 

 



- 122 - 
 

２．５ 産業用途、スポーツ用途 

2.5.1 適用部位別の要求される力学特性と生産性 

 産業用途とスポーツ用途は、ともに多岐にわたって複合材料が採用されている。その理

由としては航空機などの用途と同様に、軽量・高強度・高剛性で、かつ信頼性が高い材料

を必要としているからである。また、高機能繊維を使用した複合材料は、異方性材料であ

り、繊維の配向方向や積層パターンを変えることにより、材料の機械的特性を任意に設計

できる。この特性が設計への自由度を与え、従来の材料で不可能であった性能を有する商

品を可能にさせている 1)。また、これらの用途では低コスト化も重要である。Tex-Pref を

使用し複合材料を低コストで実現する成形方法としては、主に RTM（Resin Transfer 

Molding）、VaRTM（Vacuum-assisted Resin Transfer Molding）、SCRIMP（Seeman Composite 

Resin Infusion Molding Process）（1.3.3 節参照）などのプロセスがあり、複雑な形状の成形

や部品の一体成型化も可能である。 

 

2.5.2 適用例 

 船舶や建築土木関係では、数十年前からガラス繊維を中心にハンドレイアップ成形によ

る用途開発が進んでおり、スポーツ用途に関してもプリプレグを中心に古くから開発され

今日に至っている。ここではそのような伝統的な材料あるいは成形方法は省略し、Tex-Pref

を使用した比較的新しい産業用途とスポーツ用途を紹介する。 

 

(1)産業用途 

a)風力発電 

 一般に，風力発電用ブレードは、比較的小型の機種ではコスト優先の観点からハンドレ

イアップ工法で製造される場合が多い。一方、大型のブレードは、高い強度と剛性が要求

されるため、プリプレグ成形、VaRTM 成形、SCRIMP 成形などが採用され 2)、大面積、厚

肉製造という観点から VaRTM 成形を適用するメーカーが多い。使用する強化繊維は、経

済性の観点からガラス繊維を使用することが多いが、ブレードの長大化が進むにつれて、

軽量化・高強度化のためにガラス繊維と炭素繊維のハイブリッド材料、あるいは 100%炭

素繊維を使用することもある。（図 2.5.1-1）。また、繊維織物の形態は図 2.5.1-2 に示す補助

糸によるスティッチを用いたファブリック（以下スティッチファブリック）が主体であり、

引き揃えた繊維束を補助糸で結束しているため、繊維束の蛇行（うねり）が小さく、圧縮

強度の向上に効果がある。図 2.5.1-3 に示すとおり、スティッチファブリックを用いた FRP

は、従来織物繊維の FRP よりも高い圧縮破断強さを示す。また。0°、90°、±45°及びマッ
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ト基材を組み合わせた多層織物（マルチ化）の製造が可能であることから、それぞれの機

種にあった 適な基材の選択もできる 3)。 

 

b)圧力容器 

 現在世界中で様々な燃料体系の車両開発が進められており、なかでも圧縮天然ガスを用

いた CNG 自動車や水素ガスを用いた燃料電池自動車向けの圧力容器開発が盛んである。

圧力容器は通常 FW（Filament Winding）により強化繊維を巻きつけて作製されているが、

今後予想される自動車への大量採用に向けた生産性向上の検討が各地で行われている。 

A&P 社は、ライナーに組物を被せるのではなく、三軸組物の一片をカットすることによ

図 2.5.1-2 スティッチファブリックの繊維形態 3) 

図 2.5.1-1 ブレードの長さと重量の相関 1) 

図 2.5.1-3 スティッチファブリック

    FRP の圧縮破断強度 3) 
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って 2 次元状になった 3 軸織物をライナーに巻きつける方法を検討している。組物製織時

に部分的にたて糸を入れて 3 軸とし、たて糸のない 2 軸（±60°）部分の中央でカットする

ことにより、ライナーの円筒部に三軸（0°、±60°）が、鏡部分に二軸（±60°）が配置され

ることで補強している（図 2.5.1-4）。 

 

 

c)船舶 

 船舶のコンポジット材料の主体は、過去、現在ともに、GF/ポリエステル樹脂のハンド

レイアップ成形法によるものだが、近年耐食性や軽量化効果などが認知されはじめ、再び

注目は高まっている。基本的には GFRP で造られるが、剛性の向上、軽量化、大型化など

が必要な場合には CFRP が用いられ、成形方法は VaRTM または SCRIMP が大半を占める。 

 近年の建造例としては、海上自衛隊の掃海艇「えのしま」やスウェーデン海軍のコルベ

ット艦「Visby」4)（図 2.5.1-5）などが挙げられ、GF または CF の織物や NCF を用いた VaRTM

によるサンドイッチ構造を採用している。この結果、延命化、軽量化、振動減衰性、遮音

性、断熱性などが向上している。また、ノルウェーの Devold 社の水上救急艇は、アルミニ

ウム製の船体を CFRP 製に変更した結果、船体重量が 24t から 13t まで軽量化でき、それ

に伴い小型エンジンに変更したところ、 終的に燃費が 25%向上した（図 2.5.1-6）5)。 

 

切り開く 

±60° ±60°  ±60°、90° 三軸組物 

ライナーに巻き付ける 

・円筒部は三軸（フープ、ヘリカル） 

・鏡部は二軸（ヘリカル）） 

（一部のみたて糸配置） 

図 2.5.1-4 組物を使用した圧力容器補強 
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図 2.5.1-9 自転車のフレームとリム 5) 

図 2.5.1-6 Devold 社の水上救命艇 5) 図 2.5.1-5 スウェーデン海軍のコルベット艦 Visby4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)スポーツ用途 

a)ゴルフシャフト 

 三軸織物や組物技術が発達したことにより、同一層内で繊維を配向させる自由度が増え、

結果として薄肉化・軽量化が可能となった。国内では村田機械（Muratec）が MUSCLEBRAID

という自動組物複合材料作製システムを開発し、チューブ形状の組物プリフォームを自

動・連続生産している（図 2.5.1-7）6)。また、サカセアドテックは世界で唯一三軸織物（図

2.5.1-8）の生産設備を備えており、両者はゴルフシャフト市場に参入している 7)。 

 

 

b)自転車部品 

 ここ数年、軽量化や剛性を高めるために CFRP

をモノコックフレームやリムに採用した高級自転

車市場が拡大している（図 2.5.1-9）5)。従来はプ

リプレグ製の CFRP チューブを金属部品で結合し

たものが中心であったが、三次元プリフォームや

RTM や VaRTM 成形技術が発達したことにより、

大量生産による低コスト化が可能となったこと

が大きい。 

図 2.5.1-7 シャフト構造の違い 6) 図 2.5.1-8 三軸織物 7) 



- 126 - 
 

 新の自転車用部品は、主に三軸組物で作製したプリフォームを RTM や VaRTM により

成形されている。三軸組物は複雑な形状への追随性に優れるため、成形後の目開きが通常

の 0°/90°織物よりも少なく、強化繊維の配向の乱れによる機械物性の損失も少ないといっ

た特徴がある。 

 

2.5.3 課題と開発動向 1) 

 産業用途とスポーツ用途は、“大量生産”と“低コスト化”がともに必要であり、材料だけ

でなく成形方法にも工夫する必要がある。したがって、Tex-Pref の選択は、どのような成

形方法で使用されるかということを念頭に置く必要がある。 

 風力発電用ブレードでは、今後長大化が見込まれ、追加強度が必要なところへ選択的に

炭素繊維などの強化繊維が使用されていくと思われるが、日本国内に限っては風力発電設

備の動きが鈍いため、海外動向を注視していく必要がある。圧力容器では、未だ FW が主

流であるが、圧力容器市場の拡大が将来見込まれている現在、A&P などが検討している手

法で要求特性を満たすことができれば、大きなブレークスルーになる。船舶は、大型用途

に Tex-Pref が採用され始めており、Tex-Pref の素材としての要求値は今のところそれほど

高くないが、安価な成形方法である VaRTM や SCRIMP といった成形方法に合わせた材料

開発が必要であろう。 

スポーツ用途は古くから複合材料化が進んでおり、既に軽量化や機能性の向上、フィー

リングの改善などの実績がある。今後もさらに量的に増加していくものと期待されるが、

ゴルフ・釣り具・テニスを凌駕する大型市場は、久しく出現していないのも事実であるた

め、より一層の低コスト化に向けた材料と成形技術の開発が課題である。 

 

2.5.4 参考文献 

1)前田 豊、“炭素繊維の 先端技術”、シーエムシー出版（2007） 

2) Daniel Walczyk, “An Overview of Composite Wind Turbine Blade Manufacturing”, 2010 

3)三菱重工技法 VOL 43 NO1：2006、“VaRTM（真空含浸工法）による大型複合材製造技術” 

4) Kockums社 ウェブサイト11/02/17、

http://www.kockums.se/en/products-services/naval-surface-ships/surface-combatants/visby-class

-corvette/ 

5) SAMPE Journal, Volume 43, No. 1, January/February 2007 

6)村田機械 ウェブサイト 11/02/17、http://www.muratec.jp/braider/shaft.html 

7) JAXA ウェブサイト 11/02/17、http://aerospacebiz.jaxa.jp/openlab/interview/13/index.html 
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第３章 欧州現地調査 
３．１ 調査概要 

 炭素繊維強化複合材料に用いる Tex-Pref 技術において、航空機から自動車、マリン・風

力発電等、幅広い分野に対する適用･研究が盛に進められている欧州の現状について、現地

調査を実施した。 

 
3.1.1 出張期間 
全日程：2010 年 12 月 5 日～12 月 16 日 
 12 月 5 日(日) 成田発→パリ着(仏) 
    6 日(月) パリ→Staubli(ジュネーブ経由)→シュツットガルト(独) 
    7 日(火) Stuttgart Institute→ハンブルク(独) 
    8 日(水) CFK Valley Stade 
    9 日(木) Herzog→アーヘン(独) 
   10 日(金) ITA RWTH Aachen 
   11 日(土) アーヘン→ブリュッセル(ベルギー) 
   12 日(日) ブリュッセル(ベルギー)→ロンドン(英) 
   13 日(月) Cranfield University→リバプール(英) 
   14 日(火) Sigmatex→ロンドン(英) 
   15 日(水) ロンドン→パリ、パリ発→ 
   16 日(木) 成田着 
 
3.1.2 出張場所 
Staubli  Stäubli Faverges SCA, B.P. 70 74210 Faverges, France 
Stuttgart Institute Pfaffenwaldring 31, 70569 Stuttgart, Germany 
CFK Valley Stade Airbus-Str. 1, 21684 Stade, Germany 
Herzog  Am Alexanderhaus 160, 0-26127 Oldenburg, Germany 
ITA RWTH Aachen Otto-Blumenthal-Str. 1, 52074 Aachen, Germany 
Cranfield Univ. College Road, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, UK 
Sigmatex  Manor Farm Road, Manor Park, Norton, Runcorn, Cheshire, WA7 1TE, UK 
 
3.1.3 出張者； 
北條正樹：京都大学 工学研究科機械理工学専攻教授 
鵜沢潔 ：東京大学 工学系研究科システム創成学専攻特任准教授 
田中宏幸：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 
古挽彰 ：(株)ＩＨＩ 技術開発本部生産技術センター加工技術部非金属加工グループ 
宮本禎浩：日本飛行機（株） 航空宇宙機器事業部製造部 
橋本貴史：東レ(株)複合材料研究所 
神谷隆太：(株)豊田自動織機 研究開発センター要素開発第一室コンポジットＧ 
榎本清志：(財)素形材センター 次世代材料技術室航空機材料技術部 
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3.1.4 出張先概要 

 Tex-Pref 技術の炭素繊維強化複合材料への適用に関する調査先として、本分野のキイテ

クノロジーや先端技術を有する、あるいはより積極的な企業展開や研究開発を行っている、

など欧州において高いアクティビティを示している企業･組織を選択した。今回の調査では、

織機メーカーとして Staubli 社と Herzog 社、それらの機器を用いてテキスタイル材を製造

している Sigmatex 社、また、また本分野の研究を精力的に進めている Stuttgart 大学、RWTH 

Aachen 大学および Cranfield 大学、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 など、Tex-Pref 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できた。 

 

(1)織機メーカー(Staubli 社、Herzog 社) 

 Staubli 社は、織機のたて糸開口制御装置のリーディングカンパニー。同社のジャカード

UNIVAL100 は、縦糸の一本一本のストロークをそれぞれ個別にサーボモータにより制御で

きるため、組織を自由に変えた多重織物が作製可能である。Herzog 社は世界最大の組紐製

造器も手がける組紐製造装置のトップメーカー。一般産業用装置を中心に、組み立て工程、

機械加工工程、樹脂成形工程、歯具の検査工程などほぼ全て自社製作している様子や、複

合材料への適用例を調査した。具体的なテキスタイルの開発や改良は織屋側が主なプレイ

ヤーではあるが、両社とも、炭素繊維複合材料の特徴やニーズに対応した機械･装置の改良

や開発を行っている。 

 

(2)Tex-Pref メーカー(Sigmatex 社) 

 Sigmatex 社は英国の複合材用織物メーカー大手のひとつ。独立系としては最大規模の炭

素繊維織物メーカーで、40 年以上の実績がある。従来の織機を利用した 2D 織物、Multiaxial 

の織機を用いた NCF、Staubli 社の Jacquard/Dornier 社のレイピア織機を用いた 3D 織物等、

炭素繊維の織物に特化し製造、供給している様子を調査した。新規織物の開発には公的資

金を活用し、製造技術シーズの先行開発とニーズ開発を並行実施することで航空機分野を

顧客として成長してきた。 

 

(3)大学研究機関(Stuttgart 大学、RWTH Aachen 大、Cranfield 大学) 

 Tex-Prefを精力的に研究している機関としてStuttgart大学とRWTH Aachen大学、Cranfield

大学を訪問し、将来に向けた研究の様子を確認した。Stuttgart 大学では Institute of Aircraft 

Design にて、Braiding、Fiber Placement(FP)＋Stitching 技術を主に調査した。同大学は、企
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業・国から受託研究・共同研究を多数進めており、航空機分に加えて、風力発電や自動車

分野との研究も進めており、そのため、ファイバープレースメントや組紐織に加えて、成

形シミュレーションやコア材の開発など幅広い分野を研究している。RWTH Aachen 大学で

は ITA と 3T の研究内容について調査した。ITA は研究・開発として、主として公的資金

による研究と人材育成を分担し、3T は開発・実用化として、開発プロジェクトを通じた高

度な育成を分担している。ITA ではテキスタイルの研究所で、繊維加工、ヤーン製造、織

物製造、製品開発、生産技術など幅広い分野に対して、大学の一研究室とは思えない規模

で取り組んでいる。Cranfield 大学 Composite Center ではタフティング技術で、ステッチ、

ピニング等の技術に特化した研究を調査した。同大学は主に航空機分野に関連したテキス

タイル技術を研究しており、2011 年 3 月に設立が予定されている UK ナショナルコンポジ

ットセンター（NCC）に参加予定。 

 

(4)複合材料適用研究機関(CFK Valley Stade) 

 欧州における複合材料構造の研究開発・製造の大拠点である CFK Valley Stade(CFK)の取

り組みを視察した。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)を主として、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、95 団体(企業、大学、研究所)が参加しており、さらに

Large Scale Research Center も建設中で、複合材料適用技術の研究拠点として世界のリーダ

ーとなる計画である。今回は CFK 関連組織の主要機関である CTC と立ち上げ準備中の

Large Scale Research Center、およびエアバスコンポジット工場を見学し、CFK の近況や今

後の展開計画などを調査した。CFK の見解として、炭素繊維市場は、航空、自動車、輸送

機器、風力等、今後 5 年間で年 15％の市場拡大を見込んでおり、2015 年ビジョンとして、

ネットワーク・パートナーと関連し、航空、風力、自動車、機械、移動体、海洋、土木建

築の各ブランチエキスパートを縦軸にして、横軸である設計解析、材料、製造加工、接合

組立、表面、システム信頼性、人材育成、リサイクル、の情報を共有化することを目指し

ている。 

 

(5)欧州における Tex-Pref 技術開発の状況 

 視察･調査を通して、欧州における Tex-Pref 技術の炭素繊維複合材料への適用研究が、長

期間に渡って、確実に間断なく続けられていることが確認された。また、その適用分野は

航空機のみならず、自動車やマリンさらに風力発電から一般工業分野までと、多岐に渡っ
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ていることが欧州の特徴であることも確認出来た。この適用分野の幅広さが、力学特性の

改善だけでなく成形コスト削減、生産性向上を目的としている Tex-Pref 技術の開発を促し、

バリューチェーン・サプライチェーンの構築に貢献し、それがまた多様な Tex-Pref 技術の

開発を支え、新たなニーズを生み出す、といったプラスのスパイラルチェーンの形成に繋

がっていると思われる。 

 Tex-Pref 技術は装置・機械技術であり、自動化技術でもある。その開発には多くの時間

と費用が要される。欧州では国別や EC 圏、さらにエアバス・自動車など事業分野毎など、

多層な開発プロジェクトが多く進められている。このとき、欧州では、エンドユーザーと

供給側である Tex-Pref メーカーとの間で、織機メーカーの試作開発の支援としても大いに

機能している様子が確認できた。 

 

(6)その他 

 今回確認できた Tex-Pref 技術の多くは、特別に目新しいものではなく、日本でも既にそ

の基本技術が研究・開発されている、ある種枯れた技術である。しかし、十分実用可能な、

完成度の高い技術レベルになっている点で、日本の状況とは大きく隔たりがある。欧州で

は具体的なアプリケーションに対してプロジェクトワイズに継続的に研究・開発が続けら

れて来た事、が今日の欧州の成果の大きな要因であろう。 
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3.2.1Staubli 社 

(1) 調査日時 

2010 年 12 月 6 日 12:30～15:30 

訪問場所： Staubli 社 Faverges 工場(仏) 

Geneve 空港から車で一時間程 

(2) 面談者      図 3.2.1-1 工場外観 

Mr. Walter MARUSURA , Technical sales, Sales Manager 

土井智道氏（繊維機械営業部係長：日本勤務） 

(Ms. Yoko Yamato, Textiles Sales Administration) 

 

(3) 機関概要 

1892 年繊維事業設立、現在、繊維、コネクター、ロボットの三事業（売り上げ約 10 億

スイスフラン）、繊維が 50％を占める。従業員 3000 人以上、24 カ国に販売を展開、欧州中

心に拠点を形成し、中国にも進出。拠点工場：Faverges （図 3.2.1-1）1909～、Lyon(Verdol

社吸収) 1983～、独(Schonherr 社を吸収)2007～、の他、 伊(Deimo 社を吸収)でモータード

ライバーを製造している。企業理念は、品質と機能の追及。繊維事業は開口装置に特化し

て世界一のシェア。研究開発に重点をおき 300 人の技術職を擁する。 

繊維機械関連は、開口装置として、ジャカード（サーボ式、ナイフ式）、ドビー、カム機

の他、織布準備（経（へ）通し機など）も手がける。サーボ式（UNIVAL）は 1995～1999

年にかけてプロト機の展示を経て、現在までに世界で 30 台出荷（年 4～5 台）、うち、10

台が CF を使用。日本には自動車用途（おそらくエアバッグ用）として二台の納入実績。

CF 用の一台は Sigmatex 社。 

（参考）従来品販売実績：ドビー（カム式）15000 台/年、ジャカード 2000 台/年 

 

(4) 調査内容 

サーボ式ジャカード：UNIVAL100（図 3.2.1-2）を重点に調査した。従来、滑車とナイフ

で制御していたヘルドの動作をサーボモータで一本ずつ独立制御する。ストロークも個別

制御可能。制御ストロークは最大 190mm、精度 0.4mm、モータ負荷 100g の耐荷重（実荷

重 250g）である。主要構成は、サーボモータ（図 3.2.1-3）、ポリエステル糸（帯電防止と

して炭素繊維のコミングルヤーンを部分的に使用 図 3.2.1-4）、へルド、ばね（共振防止

の工夫）。安価で小型のサーボモータを自社製としている強みがある。 
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図 3.2.1-2 ジャカード機    図 3.2.1-3 サーボモータ 図 3.2.1-4 ポリエステル糸 

 

通常の織物（図 3.2.1-5）のほか、複雑な織組織（図 3.2.1-6～7）を一台の機械で簡単に

実現可能。各種織組織は元画像をスキャンしてビットマップ化することで設計できる。通

常、織仕様は Sigmatex 社等の織物メーカーが設計する。Staubli 社はそのためのツールを提

供する。 

    

図 3.2.1-5 織物 1)    図 3.2.1-6 インターロック 1) 図 3.2.1-7 柄織物の例 

 

UNIVAL100 の利点： 

・独立制御された縦糸コントロール、開口量と位置の正確なコントロール 

・モジュール単位で構成（16 口単位）2048 口～15360 口まで 二台連結で最大 30720 口 

・織機からの機械的駆動が不要、織機とは電気的に同調する⇒織機の安定駆動に寄与 

・振動抑制 

・炭素繊維を織る場合、毛羽立ちが問題となる⇒モータで張力を制御するので有利 

 

特に炭素繊維で厚地の織物を形成する場合、次の利点がある。すなわち、 
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・開口動作中の摩擦による繊維損傷に対して、開口量を減らすことで損傷を緩和できる。

その際、炭素繊維は通常クリールを用いるため一本づつ張力管理、ジャカードから信号を

出してクリールの制御量を決めている。 

・厚地織物製織時の浮きを抑制するための押さえ（テンプル）を使用しなくてよいので、

押さえと織物の摩擦を無くすことができ、炭素繊維の損傷を抑制できる。 

・ジャカードで動作ミスが発生した場合、サーボモータのブレーキ電力からモータ負荷を

計測しその場で検知可能であり、即停止して修復後再稼動できる点にメリットがある（不

良品流出防止、良品率向上）。 

 

炭素繊維織物への適用例： 

「航空機のランディングギア格納ボックス用三次元織物プリフォーム」 

・縦糸本数 12000 本、厚さは最大 24 層で 3 インチ、幅 1m 以下、1 層 500(～800)本。 

・運転速度は 20～80rpm とかなり遅い（エアジェット織機は 1000rpm で運転可能）。 

・製織時間は 6cm×20cm×30cm 程度（≒航空エンジン用ファンブレード）で 6 時間。 

・織組織においてトウの断面はフラットにならず、丸～四角に収束する。 

・縦糸が緯糸と交絡しない部分を製織後切断することでテーパー形成可能。 

注）層数、１層あたり本数は、総糸本数＝Σ（層数×１層あたり本数）の制約内で自由

に設定可能。 

なお、本件に関しては、英国 Cranfield 大学からも情報を入手している。（3.2.6 参照） 

 

サーボ式ジャカードの価格： 

通常のジャカード（縦針 2600～3000 本×4 回リピート）が 1000 万円程度であるのに対

し、UNIVAL100 は、12000 本の機台でコントローラ、冷却機込みで 1 億円以上（凡そ 1 万

円/本）と高価である。エアバック等、通常のジャカードで製織できない高付加価値品でな

いと採算がとれない模様。複合材として自動車に要求される生産性にまだ到達していない

ため、当面は高級車、航空機が中心になると見込んでいる。 

 

 (5)まとめと感想 

ジャカードによる織布製造技術の高度化をエアバックで実用化し、市場を独占している。

次の展開として複合材分野が有望とみて（図 3.2.1-8）、販路を開拓中である。繊維→織機

→織物→部品、と続くプロセスチェーンの源流に近いところにあり、部品メーカーのニー

ズを入手している模様であるが、その詳細情報は得られなかった。複合材用織物として必
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要な面内繊維の方向自由度に関してはよこ入れ方式（織機メーカー）が開発の主体となる。

今回の調査対象に織機メーカーは含まれておらず、今後の調査課題のひとつと思われる。 

 

 
図 3.2.1-8 複合材料の需要予測 1) 

 

参考文献 

1)ストーブリ社プレゼン資料 

 



3.2.2 Stuttgart 大学(University of Stuttgart) 

 

(1) 調査日時 

 2010 年 12 月 7 日 9:40-14:50 

 Stuttgart 中央駅から S-bahn で 15 分 

(2) 面談者 

 Mr. Reiner Kehrle, Institute of Aircraft Design (IFB, 航空工学科) 

 Klaus Drechsler 教授の研究室のマネージャー，Drechsler 教授がミュンヘン工科大

学に異動したため，Stuttgart 大学のキャンパスにおいて責任者になっている． 

 

(3) 機関概要 

 Stuttgart 大学は 1829 年創設のドイツを代表する工科大学で，1967 年までは名称も

Technical College of Stuttgart であった．卒業生には Gottlieb Daimler も名を連ねている．大

学全体で教授 240 名，スタッフ 4500 名，学生 19000 名である．10 の主として工学および

その基礎科学の Faculty があり，機械航空分野では，「航空宇宙工学および測地学 Aerospace 

Engineering and Geodesy」「設計製造自動車工学 Engineering Design, Production Engineering 

and Automotive Engineering」の二つの Faculty がある．「航空宇宙工学および測地学」の中

に 14 の Institute があり，その一つが今回訪問した Institute of Aircraft Design (IFB)である．

航空宇宙工学および測地学の学生数は全体の 16％の 300 名で，国際的に見ても最も大きな

航空工学科である．なお，14 の Institute の名称は次のとおりである． Aerodynamics and 

Gasdynamics, Aerospace Thermodynamics, Engineering Geodesy, Flight Mechanics and Control, 

Aircraft Design, Geodesy, Aeronautical Propulsion Systems, Aircraft Systems, Navigation, 

Photogrammetry, Planetology, Space Systems, Statics and Dynamics of Aerospace Structures, 

Combustion Technology for Aerospace Engineering. 

 IFB では Drechsler 教授が Light construction, Manufacturing technologies and composites, 

Simulation を担当，Voit-Nitschmann が Aircraft design を担当，もう一名の教授は空席で

Windenergy が担当である． IFB にはテクニシャンが 10 名，雇用されている博士課程学生

を含め研究者が 72 名在籍している．人件費を含む予算は，22%が大学から，78%が企業と

の共同研究および国が支援するプロジェクトである．IFB の中で Drechsler 教授が担当する

部分の予算規模は約半分である． 
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(4) 調査内容 

 主にドライの炭素繊維に基づくテキスタイルの技術が集積されている．組物（組紐），ス

テッチ，Tailored fiber placement(TFP)，マイクロ波硬化，折りたたみ（折紙）構造に基づく

サンドイッチコアが主な研究領域である．極めて実用的な研究分野が中心であるが，実験

的な開発だけでなく，各種の解析もしっかり実施しているのが特徴である． 

a) 組物機および組物製造技術 

・図 3.2.2-1 に示すように，Herzog社製の大型の組物装

置を 3 台所有している．ヘッドの数はそれぞれ 176, 64, 

48 である．5 軸のロボットを保有し，これでマンドレ

ルを固定する1)．分割可能な装置では，輪状の製品を製

造可能である． 

・組紐機のボビンに繊維を予め巻くときの技術が，全体の技術の 80%を占め重要である．

このときの張力と糸の損傷を防ぐためのガイドが重要である．また，糸の繰り 図 3.2.2-1 

Herzog社組紐機1)出しからボビンまでの距離を 8mと長くとって振れ角を小さくすることも

重要である．ボビンの張力はサーボモーターによる制御を行っており，通常は 12kfで 350g/

本である． 

・方向を選択した UD，2 軸，3 軸の，多種の組紐を製造可能である． 

・Near net shape の TexPref を作り自動車の衝撃吸収部材に応用した．BMW M6 のバンパー

においては，前方で 20%，後方で 40%の軽量化を達成している． 

・組紐による開発製品例を図 3.2.2-2 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.2.2-2 組紐による開発製品例 
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b) Tailored fiber placement とステッチ技術 

・1 本の CF 繊維束を基材の上に自由にかつ正確に配置する技術を開発している．基材とし

てはガラス繊維織物，配置のために使う固定に用いる細い糸はでポリエステル，ポリアミ

ドまたはフェノキシである． 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.2.2-3 TFP の試作例 図 3.2.2-4 自転車ブレーキ部品 

 

表 3.2.2-1 自転車部品の剛性と軽量化 

素材 Al CFRP-Prepreg CFRP-Stitching 

剛性 N/mm 116 65 180 

剛性／質量 N/mm/g 2.26 2.25 6.4 

質量 g 52 29 28 

 

・国内調査先であるタジマミシンの装置を使用している．ヘッドを 4 台設置し，生産効率

を上げている． 

・荷重方向に繊維を自由に配置することができ，ボルト穴等を作ることができる．剛性／

重量比を 3 倍の範囲で制御可能である．試作例は図 3.2.2-3 参照． 

・GF のキャリアを使っている．キャリアには紙も使用可能． 
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図 3.2.2-5 ステッチングの応用例 

 

・応用は宇宙アンテナ，自転車のプレーキ部品など．後者（図 3.2.2-4）では表 3.2.2-1 のよ

うにアルミ構造および従来の CFRP プリプレグ構造と比較して，大幅な軽量化と剛性の増

大を実現している． 

・テーブルを動かして製造するため，形状や大きさと積層数に制約があり，50cm 程度の小

型の部品に適した製造法である． 

・タフティング，貫通しないブラインドステッチ，貫通する通常のステッチに分類され，

目的に応じて使い分けている． 

・ステッチングの応用例を図 3.2.2-5 に示す．A380 の圧力隔壁の 2m 幅の TexPref 接合部は

ステッチでつないでいる． 

 

c) シミュレーション 

・製造プロセス，基材および構造全体について実施している． 

・RTM の樹脂含浸およびボイド形成の予測(PAMRTM) 

・組紐製造プロセスについての解析(LSDYNA)．重要な因子は，繊維の①摩擦，②張力，

③湿度が摩擦に及ぼす影響である．これらに基づき繊維の損傷も考慮した詳細な検討を行

っている． 

・ドレープ性に関しての解析 (PAMFORM)． 

・マイクロメカニクスに関しては，ベルギールーベン大学の WiseTex を導入し，織物や繊

維束の形を考慮した解析を実施．また，繊維のうねりやボイドが力学特性に及ぼす影響の
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検討も行っている． 

・折紙構造によるサンドイッチコアの解析．実物については図 3.2.2-6 参照．また，同コア

を用いた胴体パネル試作品も見学した（図 3.2.2-7）． 

・自動車部品の構造解析(CATIA から ABAQUS または LSDYNA) 

・織物におけるステッチの最適設計（ドライ基材の T 型接続部）．ここでは，スキン―ス

パー構造においてスキンとスパーのフランジ部をステッチングにより接合する場合におい

て，ステッチング適用箇所が強度に大きく影響することを解析していた． 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.2.2-6 折紙構造によるサンドイッチコア 

d) その他の研究 

 Institute 内の共同研究の成果と思われるが，太陽電池飛行機（図 3.2.2-8），水素飛行機，

無人飛行機，風力自動車などの試作プロジェクトの説明を受けた．また，教育の一環とし

て，学生がグライダーの製造（図 3.2.2-9）に関わっているのも興味深かった． 

 

 

 

 

 

 

                        
図 3.2.2-8 太陽電池飛行機 

 

 

 

 

 

 
図 3.2.2-7 折紙コアを使った 

サンドイッチパネル  図 3.2.2-9 学生によるグライダー製作機
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(5)総合討議 

・複合材の研究においては，素材から構造までの全体をマネージする人が必要であるが，

その人材が不足している．また，現在の自動車製造メーカーにはいない． 

・大学においても，各研究要素を深く探求する人材と，全体を把握してマネージする人材

のバランスが大切である． 

・Institute が広い専門領域を担当しており，これが境界領域の研究開発の driving force とな

っている． 

・プロジェクトの 60％は自動車関係である． 

・大量生産する部材では，完全に自動化されることと，ゴミを出さないことが必須である．

そのため near net shape の TexPref は最適である．プリプレグは保管コストとその保管時間

の短いことも大きな問題である． 

・航空機では，将来的にはプリプレグと新しい技術の使い分けになるのではと考えられる． 

・繊維を三次元に配置することで，衝撃吸収能力や構造健全性の向上への寄与は大きい． 

(6)まとめと感想 

 冒頭の大学全体および IFB の教授数とスタッフ数の比を見ても明らかなように，欧州の

大学の１グループの規模は基本的に日本よりはるかに大きい．研究の内容は非常に応用的

に見えるが，きちっと博士課程学生を養成しており，基礎教育からもつながっているとこ

ろが重要である．この体制により，６章で触れるように，教育・基礎研究，萌芽的研究か

ら先行開発研究の分野まで連続した研究体制ができている． 

 ドイツの工科系大学の共通することであるが，建物内に実構造やその基礎技術の展示が

多数見られた．ユーロコプターのハブレスブレードの断面（図 3.2.2-10,11），A340-600 の

胴体断面の部分構造（図 3.2.2-12），チタン製の複雑加工品などである．ハブレスブレード

では，数セクションに分かれた発泡コアと，CFRP/GFRP 製スキンが用いられていた．また， 

I 型断面フレーム用 TexPref(図 3.2.2-13)も展示されていた． 

 

3.3.2 参考文献 

1) Sututtgart 大学 web, http://www.uni-stuttgart.de/ueberblick/index.en.html, 2011.3.5.  
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   図 3.3.2-10 ハブレスプレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 3.3.2-12 A340 胴体断面 

 

 

 

 

                       図 3.3.2-11 ハブレスブレイド断面 

 

図 3.3.2-13 I 断面 Texpref 
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3.2.3 CFK Valley Stade 

 

(1)調査日時 

2010 年 12 月 8 日 10:00～16:00 

(2)面談者 

Patrick Marker 氏 (Head of Main Office, CFK Valley Stade) 

Helge von Selasinsk 氏 (Deputy Head of Main Office, CFK Valley Stade) 

Holger Purol 氏(Faser Institute of Bremen;ブレーメン繊維研究所) 

Bernd Niermann 氏(Ministerial Director, Niedersachsen 州政府経済労働交通省) 

Christian Andre Keun 氏 (Comprise Tec) 

Karl Schulte 教授(TUHH ハンブルク工科大学) 

Matin Rohrig 氏 (CTC) 

Axel Herrmann 氏 (AIRBUS, CTC) 

 

(3)機関概要 

ドイツ北西部に位置するニーダーザクセン州政府が設立した CFRP の研究開発クラスタ

である。航空宇宙や自動車をはじめとする諸分野において Design & Simulation，

Manufacturing Processing & Tooling，Joining & Assembly に関わる 95 の団体（図 3.2.3-1 に示

す企業，大学，研究所）が世界各国（80%がドイツ）から集まっている。また，図 3.2.3-2

にあるようにエアバス社の工場が隣接している。 

 

(4)調査内容 

CFRP 製品生産のプロセス全体を扱うことに主眼を置き，リサイクル事業まで手がける。

教育機関としての側面も持ち合わせており（2010 年で 250 名以上の学生が在籍），CFRP

産業を支える技術から人材育成まで幅広いネットワークを形成している。これまでに，

A350 Transport Frame, CFRP Trailer, Engine hood, A380 bulk head を開発した。 

今後 5 年間での炭素繊維市場の成長を年 15%と見込み，2015 年までに世界の CFRP 産業

の牽引役となることを目標とする Vision2015 を掲げている。その中で，CFK Nord という

リサーチセンターを新設した。これには(1)DLR，(2)Fraunhofer IFAM，(3)EADS Innovation 

Works，(4)Dow chemical の 4 機関が参加する。施設面積は 20,000m2
€，予算は 7,700 である。

本センターは CFRP 大型構造に関する研究開発を主眼に置き，プロセステクノロジー，コ

ーティング，計測・位置制御の自動化，精密機械加工，組立・接着の自動化，大型構造の
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試験を手がける計画である。 

 

 

  
図 3.2.3-1 CFK Valley Stade 参加団体（左）と研究開発分野 

 

図 3.2.3-2 CFK Valley Stade 鳥瞰写真 

CFK Valley Stade の主要メンバーである Composite Technology Center（CTC）は，空調完

備の 2500m2の施設を有し（図 3.2.3-3 参照），35 名のスタッフで航空機部品の CFRP 生産

技術や試作品開発を実施している。今後の航空機で増加する CFRP のコスト低下のために，

プリフォーム技術を中心に連続生産技術の開発を重要視している。 

CTC 所有の代表的設備はテーププレースメント（ヘッドの交換により熱硬化，熱可塑の

両方取扱可能），プリプレグオートレイアップ装置（Torres 社製）である。 

訪問時にはFaser Institute of Bremen(FIB)のPurol氏の手がける円弧型フレーム用プリフォ

ームの成形装置（図 3.2.3-4）を見学した。このプロセスでは連続的に(1)幅 300mm の多軸
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織物，バインダーをロールから積層，(2)セラミックヒーターで 280℃まで加熱することで

基材を接合，(3)400℃まで加熱してから段階的に型を通過させることで断面形状（C 型や J

型）を付与，(4)最後にプリフォームを湾曲させる。成形品の搬送はロボットにより自動化

している。今後は，成形速度の向上（目標は 2m/min，現在は 0.5m/min），C ビームと J ビ

ームを組合せて F 型断面湾曲ビームを成形するプロセスの自動化を目指すとのこと。 

その他に Purol 氏は Airbus の A320neo 主翼に採用を目指す CFRP フラップの成形技術開発

も進めている。リブ－スキン（中子はアルミ）を一体化したプリフォームは全長 6m 以上

となるが，single shot RTM での成形を可能としている。NDI の自動化も同時に開発を進め

たとのこと。 

 また，Schulte 教授より研究内容の紹介をいただいた。教授は，CNT による Electrical 

Conductivity の付与やクラック進展抑制効果等を研究されている。他にに NDI 分野で，サ

ーモグラフィーや超音波探傷を扱われている。 

 
図 3.2.3-3 CTC 施設内部 

 
図 3.2.3-4 湾曲プリフォーム成形プロセス 

 

CFK Valley Stade に隣接のエアバス社工場ではここでは尾翼と圧力隔壁を生産しており，

調査時には A380 の圧力隔壁生産工程の一部を見学した。工場内部の温度は 22℃一定だっ

たが，湿度やほこりに対する特別なコントロールはないとのことだった。 
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エアバス社の従来の機体ではプリプレグ製だった圧力隔壁は，2 階立ての A380 では深い

絞りが必要な形状となりテキスタイル技術適用が必要となった。Saertex 社製の多軸織物を

扇形に切り出し，60°ずつ回転させながら 6 枚積層，レジンフィルムインフュージョンで

成形する。 

 

(5)まとめと感想 

 自治体が CFRP 産業に非常に強く注力している例である。単なる関連メーカーの集合で

はなく，CFK-Valley Stade 全体でプロジェクトを推し進めることで，産業開発クラスタと

しての機能を十分に発現している。また，リサイクルなどの事業促進や，技術者の教育に

も力を入れている。地域経済への貢献も十分に考慮した運営となっており，日本の産学官

連携推進にあたり参考にすべき点が多いと思われる。 
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3.2.4 HERZOG 社 

 

(1)調査日時 

2010 年 12 月 9 日 9：30～14：30 

 訪問場所：HERZOG 社＠Oldenburg, Germany 

(2)面談者 HERZOG 社 

 Guido Grave  Managing Director 

 Bert van den Hourt Sales Manager 

 Dr. Janpeter Horn Managing Director 

(3)機関概要 

ドイツ Oldenburg に位置する、1861 年設立の組物、Winding 装置メーカー(従業員は

320 人。うち、電気設計 3 人、機械設計 12 人。)。組み紐によるロープの製造装置な

ど、組物装置等(装置の種類は様々で 475 種類以上の実績がある)を世界中に幅広く展

開。 

装置については、組物、Winding、Coiling 装置のコンプリートソリューションを自

負しており、装置デザインを自社で行い、部品を全て自社工場で加工

(HOUSE-IN-HOUSE)し、顧客の要求に応える装置の Tailor-Made-Design(Any Size 

Application)を行っている。また、自社で製造加工していることから、部品の故障等に

対しても緊急対応が可能とのこと。 

欧州調査を実施した他機関(University of Stuttgart、ITA-RWTH Aachen、CFK-Valley)

でも、HERZOG 社の装置が多数設置されており、ドイツ国内の企業、大学等と密接な

関係を持ち、コンポジット部品に繋がる組物装置の開発を積極的に実施している。 

 

(4)調査内容 

HERZOG社が有するテキスタイル技術は、組物技術に用いられる装置について調査

を実施した。 

a)組物装置について 

・ 組物装置は、多種の繊維(カーボン、化学、セラミック繊維 等)に対応でき、

Carriers(組物用のボビンをセットする部位)は3個から∞ (∞というものの以下の

制限あり)、など様々なサイズの装置をDesign、製造可能である。ただし、Carriers

数を増やし、Big Machineを製造すること自体は装置メーカーとして可能である

が、ボビンのセット等の作業性が低下し、組物時のメンテナンス性が悪くなる。
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そのため、組物装置自体を動かすなど、組物時のプロセス、ボビンのセット方法

などを検討する必要がある。 

・ GEエンジン用ブレイドのオーバー組物装置の概要を、２．２項の図2.2.2-4に示

す。本ブレイド部品の組物は、固定された大型組物装置内でマンドレルを左右に

動かし、組物を行っている。プリフォームを製造する上では、部品の形状を考え

た上で、装置との取り合い、最適な手法の確立等、その仕様を十分に検討したう

えで装置を導入する必要がある。 

・ ブレイド部品は一定断面ではないため、細い部位は繊維が密になり、また太い部

位は繊維が疎になっている、また当然繊維方向は変化している。繊維方向を変化

させずに組物する方法は、現時点では存在せず、繊維数を途中で変化(減少方向

のみ可能))させる以外には考えられないとのこと。設計においては、繊維方向が

安定しない中でシミュレーション等を用いて強度評価をする以外に組物を実機

部品に適用することは出来ない。 

⇒組物技術を実機部品で適用する場合は、一定断面でない限り、繊維方向の変

化を許容する以外に方法はない。従って、組物時の繊維方向の変化を評価す

るシミュレーションが重要度を増しており、各機関でシミュレーション技術

が発達しているものと考えられる。 

・ 炭素繊維用は摩擦や擦過による炭素繊維の損傷防止対策を施してある以外は、他

の用途向けと基本的には構造は同じとのこと。 

 

b)炭素繊維用組物手法について 

炭素繊維用としては以下の 3 種類がある（図 3.2.4-1）。 

・ 「2D(2 次元)」タイプ：円形のフレームに配置されたキャリアが交差することに

より、太さが一定で真っ直ぐな通常の組みひも状の組物を製造。 

・ 「2 1/2D」タイプ：ロボットを使い、「2D」の引取りの方向、位置、張力を変え

ることにより、曲面や、太さ、厚みの異なる組物を作製可能。

ロボットを使わず、フレームを前後に移動させることで厚み

の異なる真っ直ぐな組物を作製する装置もある。 

・ 「3D(3 次元)」タイプ：碁盤の目状の溝をキャリアが移動することにより、隣合

ったキャリア以外とも糸を交差させることができ、分岐や T 字型

断面等の 3 次元的な組物が可能であり、またオンラインで断面形

状を変化させることも可能である(組物の途中で、組物の形状を□
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形状→I 形状→□形状と変更可能)。ただし、ユニークな機構であ

るため、高価（1 億円以上）な装置となり、試作品しか製造され

ておらず、実用上は「2 1/2D」タイプが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.4-1 組物手法 

 

・ BMW M6のフロント及びリアのバンパーホルダについても組物にて製造、その試

作品を確認。太いTowを用いた大きな織り(24Kの組物＋5Kの0°方向によるTri-axial

を7層組物)で製作されていた(図3.2.4-2参照)。 

⇒上述のGEエンジンブレイドおよびBMW M6の組物装置はともに、Supplier、

Structureと非常に密接な関係を築き、組物技術の開発を実施したとのこと。プ

リフォームの要求に対し、最適な装置を設計できる装置メーカーの存在は、ユ

ーザーサイドとしては心強く、日本においても専門技術に特化したメーカーに

対し、より焦点をあてる必要性を感じる。 
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図3.2.4-2 BMW M6バンパーホルダ 

 

c)Winding技術について 

・ 組物技術において、ボビンの巻き取り工程となるWinding技術が非常に重要である

“Bobbin Winding is start for Braiding”。つまり、巻き取り時のスピード、テンション

により、繊維のコーナーを傷めないようにすることが重要。HERZOG社のWinding

装置は、Automatic、Semi-Automaticの仕様が可能である。 

⇒サイズ剤またはバインダー等によりタック性の発現している材料については、

日本等の湿度が高い環境は巻き取り、組物に適さない環境となりえる(独の関係

機関では温度コントロール以外、湿度はコントロールされていない)。ワインデ

ィング、組物時の環境についても注意が必要。 

 

 

d)質疑応答 

・ 組物の品質に最も重要となる繊維の品質について、ヨーロッパにおける安価

な炭素繊維による組物を検討中であるが、Weavingや組物時のFilament Towの

破断等が問題となっており、安価な材料はその点に課題がある。 

・ 複合材用組物は、航空機分野は採用に慎重、スポーツ、医療分野で先行して

いる、市場規模は小さいが付加価値が高いことが理由。自動車は 2020 年に

BMW が量産を計画。 

・ 今後の課題は High Productivity、Automarization、Less Fiber Damage をターゲッ

トに開発に取り組む。競合会社は、A&P 社(米：GE のファンケースの組物に

用いられている)。 

かなり分厚く、織り

自体は粗い印象、ま

た中子は水溶性の

素材を用いた模様 
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(5)まとめと感想 

ヨーロッパで訪問した各機関で使用されている組物装置は、HERZOG 社製が多く、産

官学と上手く連携をしながら、自社製品を展開している印象が強い。当然、炭素繊維を

用いた組物技術に関する知見も多く、組物のプリフォームを研究する場合において、重

要な会社の一つである。 

 

(6)その他 

a)工場見学時の気づき事項 

・ 顧客は、見学室に設置したデモ機を用いて条件だしを行い、それを購入すること

が多い。組物は、装置購入でプリフォームが出来るという技術ではなく、その条

件だし(組物速度、テンション等)が非常に重要である。 

・ 組物装置の Carrier 下部はほとんどが Oil を潤滑剤としており、プリフォームへの

適用を考えた場合は、Oil 以外の潤滑方法の検討が必要である。コンポジット用

の組物装置では、金属-金属の摺動部はなく、金属-プラスチックの組合せとし、

金属側に粘着性の高い Oil を適用することで、Oil 飛散を防ぐとのこと。 
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3.2.5 ITA RWTH Aachen 

 

(1)調査日時 

2010 年 12 月 10 日 8：15～15：00 

 

(2)面談者 

Prof. Thomas Gries (Director Institute fur Textiletechnik der RWTH Aachen) 

Dr. Markus Linke (Head of Division Fiber Reinforced Composites) 

Frank Felix Kruse (Institute fur Textiletechnik der RWTH Aachen) 

 

(3)機関概要 

Aachen 大学は 1870 年創設で学生数 31,500 人、教授数 440 人、アカデミックスタッフ 4400

人，ノンアカデミックスタッフ 2500 人、年間予算は 650mil € うち、30％が企業などから

の献金で運営されている。「ITA」 (Institute fur Textiletechnik der RWTH Aachen)はファイバ

－プロセシング/ヤ－ンプロダクション/テキスタイルプロダクションの研究開発を行う研

究所で科学スタッフ 60 人，サービススタッフ 30 人，ポスドクと院生 125 人，学生各学年

25 人で構成される．年間予算は 5.6mil €で，30％が Industrial funding(3T),30%が

Industry-related public funding(ITA),30%が Fundamental funding(ITA),10%が州政府(大

学)の割合となっている． 

ITA には「3T」と言う、企業との研究開発の連携/マネ－ジメントとサ－ビスの提供を行う

機関もあり CFK VALLEY とも関係を持っている。 

ITA/3T は 1) People 2) Public Project 3）Direct Contact をキ－ワ－ドに「Corroboration in 

Composite Science & Technology」 を進めている。従来より製織全般の研究を行ってきて

おり、近年炭素繊維を使ったプリフォ－ム技術の研究開発にシフトしている。設備投資は

旺盛で、協賛企業から格安の価格で新しい装置を導入できると言う。 

 

(4)調査内容 

a)プリフォ－ムの研究開発(マルチステップフォ-ミングシステム) 

2007 年から 6 年間の開発プロジェクトである「FOR 860」において、プリフォ－ミング

を 100,000 個/年 生産するシステムを試作。Multi Axial Machine/ Ultrasonic Cutting Machine/ 

Adaptive Handling System を組合わせマルチステップフォ-ミングシステムを構築した。 

（図 3.2.5-1 1)） 
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1 部品、多軸ステッチ織物のカッティングから RTM 完了まで 10 分で、マルチステップフ

ォ-ミングプロセスは 3 分以内で行うことが目標。 

「FOR 860」マルチステップフォ－ミングシステムは、Multi Axial Machine(LIBA –MAX3)

で多層レイヤ－を積層、この時、厚みを変えるため別のレイヤ－も部分的に積層しステッ

チを施し、その後、Ultrasonic Cutting Machine に移し多層レイヤ－をカットし、Adaptive 

Handling System により、積層型に多層レイヤ－を賦形する。 

Adaptive Handling System には、ロボット ヘッドのデバイスを交換することで、バインダ

－ スプレイ，エクセスカット(UT カッタ－)，多層レイヤ－及びスティフナ－などのプリ

フォ－ムの 3 次元ステッチによる拘束，位置,繊維品質検査 QM (Quality Management)がで

きる仕様となっている。多層 Layer をつかむ方法として、ハンドリング デバイスから微

小な水ミストを Layer に噴射し瞬時に凍らせ、レイヤ－をデバイスに固着することにより

保持/移動を行うとのこと。プリフォ－ムへのレジン インジェクションはこのラインでは

行わず、別の部門で実施している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tufting head 

Blindstitch head 

In-line QM 

Adaptive handling system 

システム本体(ITA Preformcentre) 

図 3.2.5-1 マルチステップフォ-ミングシステム 1)
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b)多軸Non-Crimp Fabrics 
Multi Axial Machine (図 3.2.5-2 2))で多層 Layer を製作し、縫合をカムではなく電子制御でス

テッチパタ－ンを変えることにより最適な多軸ステッチ織物にすることで NCF を製作し

ている。また、スティフナ形状プリフォ－ムの多層レイヤ－へ拘束、積層型上での 3 次元

形状にならった縫合などにタフティング/ダブルニ－ドルスティッチ/ブラインドスティッ

チなど多様なスティッチング技術も研究されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)ブレ－ディング 

 ブレ－ディングにおいては、HERZOG 社の 2 

1/2D ブレ－ディング装置(RF1-144-100)と 3D ブ

レ－ディング装置(CAB-9/32/226) (図 3.2.5-3 3))を

保有し、3D ブレ－ディング装置では、複雑断面

形状プリフォ－ムのブレ－ディング技術が研究

されている。 

 

 

Warp-Knitting unit 

図 3.2.5-2 Muliaxial non-crimp fabrics – machine architecture (LIBA type) 2) 

0°-Layer supply 

Take-up 

Production machine  

(according to LIBA) 

Creel for rovings Computer controlled weft- 

insertion-systems 

Transportchain 

with needles 

Creel for rovings 

図 3.2.5-3 3D ブレ－ディング装置 3) 

(CAB-9/32/226) 
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d)シュミレ－ション： 

シュミレ－ション技術においては、PAMCRASH によるブレイディングプロセス、Fluent

による繊維コ－ティングの流れ、PAMFORM による賦形性、WiseTex/Pro CAD での織物構

成の各種研究を行っている。 

 

e)試験 

ヤ－ン引張試験などテキスタイルの様々な評価

試験を行い、額縁型ではなく十字型試験片を用い

た織物のせん断試験法（図 3.2.5-4 4)）を開発し、

独自の賦形性の性能評価を行っており標準化を

目指している。その他、ヤ－ン引張試験、複合材

デラミ試験、微視観察などの試験が行われている。 

 

 

 

(5)まとめと感想 

 ITA RWTH Aachen は、技術の進歩が頭打ちとなっていたテキスタイル分野において、

古くから衣料，産業用のテキスタイル技術を専門として研究してきたバックグランドから、

プリフォ－ム技術に着目し航空機，自動車分野へのテキスタイルの応用，適用を実現する

ことで新たな需要の創出を目指すと言う明確な戦略を持ち研究開発を進めていた。 

また、研究開発の体制においても明確な目標と期間を定めることで産官学の果す役割と連

携がうまく機能している様に感じた。国内の研究機関においてもこの様な形態の研究モデ

ルを検討する必要があるのではないかと思われる。 

 

3.2.5 参考文献 

1) Textile Technology for Fibre –Reinforced Composites (RWTHAACHEN UNIVERSITY) 

2)Composites-Challenge for the Future COMPOSITES EUROPE,Essen,Germany September 15 

2010 

3) Textile Technology for Fibre –Reinforced Composites (RWTHAACHEN UNIVERSITY) 

4)Textile Technology for Fibre –Reinforced Composites (RWTHAACHEN UNIVERSITY) 

 

図 3.2.5-4 Shearing angle test 4) 



- 155 - 

3.2.6 Cranfeild University 

(5) 調査日時 

2010 年 12 月 13 日 9:30～15:00 

訪問場所： Cranfield 大学 Composite Center 

College Road, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, UK 

Miltone Keynes Central 駅からタクシーで 30 分 

 

(6) 面談者 

Andrew Milles, (Principal Research Fellow in Composites Manufacture) 

Giuseppe Dell’Anno, (Academic Fellow in Damage Resistant Composite Structures) 

 

(7) 機関概要 

 Cranfield 大学は欧州においても有数の規模をほこる技術系の大学であり、イギリスの複

合材料の研究拠点大学の１つである。Composite Center は現在 School of Applied Sciences の

Materials Department に属し、主に UK の航空機分野に関連した CFRP 材料や構造の航空宇

宙企業と共に実証研究を行っており、Tex-Pref 技術の研究も多く手がけている。UK の他大

学(Manchester, Bristol, Nottingham)と連携し Airbus UK，GN 等と共に、2011 年 3 月に設立が

予定されている UK National Composite Centre (NCC、後述)に参加が予定されている。 

 

(8) 調査内容 

 Cranfield 大学 Composite Center が研究しているタフティング技術を中心に研究活動のヒ

ヤリングと施設の見学を行った。Mills 氏は CF の Tex-Pref 技術の研究が長く、組紐技術に

よるスペースフレーム構造や Z ピン、タフティング等の層間強化技術に注目した研究 1-2)

を行っている。 

 

a) Cranfield 大学 Composite Center の Tex-Pref 研究 

 Mills 氏から現状のタフティング技術・研究に関して以下のコメントがあった。 

・テキスタイル技術はプリプレグに対して低コスト(-30％)が見込める一方、力学的特性が

劣る(-10%)。3 次元織物は、同一形状で数の多い部品、エンジンファンブレードなど、の

自動製織に適する。 

・エアバスのランディングギア用プリフォーム(図 3.2.6-1、厚さ 200m、ALBANY 製)は、

Jacquard を用いて織られており、3 つのブロックのプリフォームをスタック(Vacuum Bag で
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コンパクション後、RTM)しただけなので、ブロック間など 3 次元織物を単純重ねした部分

にクラックが入る。その上非常に高価(一体 5 万ポンド)。 

・片側ステッチ技術は KSL 社が装置を実用化した。プリフォームの片側から作業ができる

利点があるが、裏側に作業スペースを確保するための治具が必要、繊維の損傷が大きい、

という難点がある。縫糸を二本用いる片側ステッチ技術は ITA が開発。曲がり針によるブ

ラインドステッチ技術に関しても裏側に治具が必要な点、厚さに制約がある(~30mm)の問

題があり、十分開発されていない。ステッチ技術は総じて面内特性が損なわれ、樹脂リッ

チ部にクラックが生じ吸水劣化の問題がある。 

・タフティング技術は、糸を貫通させて、反対側に 2mm 程のループを残す(条件次第で貫

通させないことも可能)。繊維蛇行が課題なので、タフティング前にコンパクションし蛇行

を抑制する。炭素繊維はタフティング糸としては切れやすく 10 分毎に切れてしまう。

Cranfield 大ではテナックスの撚糸を用いている。Kevlar は作業性は良いが Moisture をクリ

アする必要あり。タフティングによって生じる繊維蛇行による弾性率の低下は大きくない。

強度については、航空機の最大歪は 0.4%だが、タフティング材の最大歪は 1.2%程度。強

度低下についても問題にならない。 

・B787 の Landing Gear Leg Brace(図 2.1.2-2)には、Tufting が施された Woven Fabric/RTM 成

形が用いられている。 

 

b) 研究室・設備 

 実験室は、一部２階建てのワンルームスぺースで、決して広くはないが各設備がコンパ

クトに配置され、機器のメンテも行き届いており、タフティング装置、オーブン、パネル

成形(ホットコンパクション)装置、オートクレーブ、ISOJET 社の RTM 注入機などが設置

されていた(図 3.2.6-2 参照)。 

・タフティング装置は KHI ロボットの先に KSL のソーイングツールがセットされている。

訪問時には針荷重検出用のロードセルおよび針先端に FBG を設置し，Tufting 時のロード

モニタニングを行っていた。タフティング針はφ2.5mm と比較的太いが、タフティング時

に面内繊維が針を逃げ抜いた後にある程度復元することから品質上の問題はないとのこと

(図 3.2.6-3、図 3.2.6-4 参照)。 

・CF ウイングボックスのスケールモデルにて低コストスキン-スティフナ構造の研究をす

すめていた。NCF/レジンフィルムによる成形(図 3.2.6-5 参照)。 

・また、Hexcel 社の UD テープを評価中であった。裏面の熱可塑 veil（不織布）にて繊維

が保持され、表面にはエポキシの Dust が付与されている。 
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・別室にはプリプレグ材に対する Z Fiber 用 Pinning 装置もあったが、現在はあまり活発に

研究していないようであった(図 3.2.6-6 参照)。 

 

c) その他 

 UK では、1970 年代から複合材料の研究を始め、Imperial College を中心にモデリング、

シミュレーション、製造技術を研究してきた。最近では NCC を設立し、エアバス、ブリ

ストル大学を中心にシミュレーション、製造技術を研究しようとしている。NCC は地域ク

ラスタとして、Airbus UK を筆頭に、GKN、Vestas や Rolls-Royce などの企業と、UK の 4

大学(Bristol, Manchester, Cranfield, Nottingum)により構成されている。 

 

(9) まとめと感想 

 Cranfield 大学 Composite Center は、複合材料構造の航空機分野での実用化を目指した実

証的研究を行っている。そのため、いたずらに材料特性の向上を目指すのではなく、構造

設計や製造に至る全体のコストダウン・アフォーダビリティの観点からタフティング技術

に注目し、研究を進めている。 

訪問時、実験室では 4-5 名の学生がブリッジコンテスト向けの試作を行っていた。決して

大規模な研究室ではないものの、試験片レベルの試作成形・評価だけでなく、自動成形装

置や実構造モデルの成形まで行うなど、大学の研究室でありながら複合材料利用技術・実

用化技術をトータルにバランス良く研究を進めている事が印象的であった。 

 

   

 図 3.2.6-1 Airbus UK の Landing Gear     図 3.2.6-2 Composite Center 実験室 
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 図 3.2.6-3 Stitching Machine          図 3.2.6-4 タフティング裏側 

 

     

 図 3.2.6-5 CF ウイングボックスモデル      図 3.2.6-4 Z-Pinning 装置 

 

 

3.3.6 参考文献 

1) A. Mills, Automation of carbon fibre preform manufacture for affordable aerospace applocations, 

Composites: Part A,32,(2001), p955-962 

2) A. Mills, M. Frost, A. Castanos and S. Cousins, Paceframe car promises rapid assembly, 

Reinforced Plastics, Volume 45, Issue 6, June 2001, Pages 46-48 
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3.2.7Sigmatex Runcorn 工場（英, Runcorn） 

(1)調査日時 

2010 年 12 月 14 日 9:30～11:30 

(2)面談者 

Tolson 氏（Managing Director）、Murray 氏(Technical Manager)  

(3)機関概要 

Sigmatex 社は 1972 年から炭素繊維織物を取り扱っている。独立系としては最大の炭素

繊維織物メーカーで、Saint-Gobain、Hexcel と競合関係にある。英国に 2 工場、米国と中国

に各 1 工場を保有している。Sigmatex UK は 1985 年に設立。今回訪問した Runcorn 工場は

炭素繊維織物に特化している。炭素繊維織物の売り先は、航空宇宙：30～35％、自動車：

30～35％、一般産業：20～25％。従来は、Hexcel,Cytec 等のプリプレグメーカーへの織物

販売がメインであったが、現在は AIRBUS，Boeing，Embraer,GE 等最終ユーザーがメイン

の顧客になっている。AIRBUS UK,Boeing の認定を取得している。 

(4)調査内容 

a)通常の 2 次元織物用織機（Dornier 社製レピア織機）、多軸ステッチ装置（Liba 社製 Max3、

Max５、Max5U）、ジャカード織機（Staubli 社製 UNIVAL100 を適用したもの）を保有して

いる。Dornier 社の織機は、緯糸の受け渡しの機構・材質が炭素繊維に適しているとのこと。

糸道全て炭素繊維用にチューニングしている。炭素繊維の縦糸はビームを使用せず、クリ

ールを使う。張力付与機構や送り出しの機構はなく、摩擦力による成り行き。張力を如何

に下げるか、がポイント。３K～6k 中心で、作業員一人が数台の織機を担当し、糸切れ等

の不具合に対応する。見学中も何度か停止、修正していた。回転数は 100～300rpm の模様

（ちなみに Staubli 社訪問時のヒヤリングによると、Staubli 社製 UNIVAL100 を用い場合の

回転数は 20～100rom とのことであった。）。 

a) 保有しているジャカード織機はフックの数が 5,000 で最大 1.5m 幅の織物が作製可能。

ジャカード織機で作製した以下のサンプルを見せてもらった。①π(パイ)形状のスティ

フナ(図 7-1)、②5 軸方向に四角形状を持つフレーム受け(図 7-2 )、③I ビーム(0/90 に

織ったものを斜めにすることで 45°方向の配向角を持つ I 形状の織物 図 7-3 参照)、

④部分的なパッドアップ部を 3 次元的に織り込んだ模擬織物(図 7-4 参照) 等を展示し

ていた。基本的には、0/90 と厚み方向の積み重ねによる 3 次元形状であるため、45°

方向の繊維を入れることは不可能だが、0/90+厚みで成立させることができる部品であ

れば良好な品質でのプリフォーム基材の製造が可能である。また、CF をたて糸とよこ

糸に用いるが、それらは交差させず、ガラス繊維を補助糸としてたて糸、よこ糸に用い
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て炭素繊維を固定した基材を開発していた。０°と９０°に積層した多軸ステッチ織物

と似たような基材であるが、①ジャカード織機で生産できるので投資が小さくてすむ、

装置の使い回しが可能、②多軸ステッチ織物よりも賦形性が良い、点が優位であり、③

たて糸、よこ糸各１層しか挿入できないため厚物ができない、点が劣位とのこと。その

他、曲線状に折り曲げられる T 字断面の基材や、ハニカム構造用基材も作製していた。 

b) 織物は、小さな部品用基材であれば連続生産で大量に安くできることがメリット。また、

ニアネットシェイプであれば後工程でのロスが少ないのでコストダウンとなる。 

c) カットした織物の耳を紡績糸にリサイクルする検討を進めているとのこと。カーディン

グを用いている可能性が高いと考える。 

d) LIBA の最新機種である MAX5U を導入していた。MAX５と比較して、基材の横幅を変

えることができる、１回に挿入するバイアス糸の量が多く生産性が高いとのこと。バイ

アス糸は MAX3 と同様の剣山による把持に加えて、長手方向に整列した幅約 20mm の

押さえ部を介してばね力で把持し、配列糸の扁平度と真直性を確保。また、開繊機構は

赤外線ヒーターとロールによる。エアブローは使用しない（←毛羽飛散による作業環境

悪化が理由）バイアス糸の開繊はオフラインとオンラインのいずれもあるとのこと。ス

テッチパターンは従来通りカムを交換して変更しており、ITA で見た電子回路によるス

テッチパターンの変更を紹介したが、①カムの納期は１週間程度と比較的短期、②研究

とは違い、生産なので頻繁にステッチパターンを変えることはない、③カムは 2,000 ユ

ーロ程度と比較的安価、とのことで興味は示さなかった。 

e) レピア織機、多軸ステッチ、３次元織用ジャカード織機と、設備を豊富に保有している

が、50m×25ｍ程度のスペースを追加する等、さらに設備を増やす予定とのこと。今回

見学した際には上記レピア織機はフル稼働していた。今後、どのような分野で織物が拡

大していくと考えているか質問したところ、現在織物が使われている用途が拡大してい

くと同時に、プリプレグが一部、織物に置き換わっていくと考えているとのこと。 

f) 織物は３K の炭素繊維を主として使用している。理由は直進性、目開きの少なさ。操業

性の点から毛羽の発生が少ないことが重要とのこと。一方、多軸ステッチ織物について

は６０K 糸が生産性が上げられるので良いとのこと。 

g) 英国の National Composite Center の設立に、唯一の織物メーカーとして参加している 

h) 3 次元織物では公的資金を活用し、製造技術シーズの先行開発とニーズ開発を並行実施

している。ビジネスモデルとして参考になる。 

(5)まとめと感想 

a) プリフォーム技術を開発するにあたっては、作るべき部材が先にあり、それにあわせて
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最適な基材を選択・設計・開発していくことが効率的であると感じた。そのためには①

最終ユーザーとの連携、②種々の基材を試作できる、基材メーカー、装置メーカーのネ

ットワーク、重要であると考える。また、③部材の設計や接合部の信頼性評価等が重要

となるためメカニクスや解析の機能も非常に重要であると考える。 

b) 生産現場の様子や、質疑応答から、少なくとも Sigmatex はテキスタイル・プリフォー

ム市場は今後も拡大する見通しであり、積極的に投資をしていく方針であることを実感

できたのは収穫であった。炭素繊維に特化した織物メーカーとして事業が成立、拡大し

ていることは注目すべきである。 

 

 

図 3.2.7-1 π形状のスティフナ 図 3.2.7-2  5 軸方向のフレーム形状

図 3.2.7-3 I ビーム 図 3.3.7-4 パッドアップ織物 
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第４章 米国現地調査 
４．１ 調査概要 
 炭素繊維強化複合材料に用いる Tex-Pref 技術において、主に航空機分野に適用･研究が進

められている米国の現状について、現地調査を実施した。 
 
4.1.1 出張期間 
全日程：2011 年 1 月 8 日～12 月 17 日 
  1 月 8 日(土) 成田発→シカゴ着(米) 
    9 日(日) National Museum of the US Airforce を見学 
   10 日(月) NCC→Dayton 大→シンシナチ 
   11 日(火) A&P Technology→フィラデルフィア 
   12 日(水) Bally Ribbon Mills 
   13 日(木) Delaware 大 CCM→シカゴ 
   14 日(金) Ingersoll→シアトル 
   15 日(土) 東レ USA 
   16 日(日) シアトル発→ 
   17 日(月) 成田着 
 
4.1.2 出張場所 
NCC  2000 Composite Drive Kettering, OH 45420 
Dayton 大学 Univ. of Dayton Research Institute 300 College Park Dayton, OH 45469-0168 
A&P Technology 4595 East Tech Dr. Cincinnati, OH 45245 
Bally Ribbon Mills 23 North 7th Street Bally, PA 19503 
Delaware 大学 Delaware Center for Composite Materials (CCM), 126 Spencer Laboratory 
  Newark, DE 19716-3140 
Ingersoll  Ingersoll Machine Tools, Inc, 707 Fulton Avenue, Rockford, IL 61103 
東レ USA Toray Composites (America), Inc., 19002 50th Ave. E.Tacoma, WA 98446 
 
4.1.3 出張者； 
北條正樹：京都大学 工学研究科機械理工学専攻教授 
鵜沢潔 ：東京大学 工学系研究科システム創成学専攻特任准教授 
田中宏幸：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 
広川哲朗：シキボウ(株) 中央研究所長 
宮本禎浩：日本飛行機(株) 航空宇宙機器事業部製造部 
五島 隆：東邦テナックス株式会社 航空機営業部航空機営業第二課 
神谷隆太：(株)豊田自動織機 研究開発センター要素開発第一室コンポジットＧ 
竹谷 元：三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 マテリアル技術部複合材料グループ 
磯江 暁：(財)素形材センター 次世代材料技術室航空機材料技術部 
 

4.1.4 出張先概要 

 Tex-Pref 技術に関連した複合材料の研究を精力的に行っている NCC、Dayton 大学と
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Delaware 大学、Tex-Pref 材の試作・製造メーカーである A&P Technology 社と Bally Ribbon 

Mills 社、および航空機用成形装置メーカーである Ingersoll 社まで、Tex-Pref 技術の炭素繊

維強化複合材料への適用を進めている米国のトップランナーを視察することができた。ま

た、東レ USA にて、米国の研究・開発状況についても情報収集を行った。 

 
(1)Tex-Pref メーカー(A&P Technology 社、Bally Ribbon Mills 社) 

 A&P Technology 社は、1000 台近くもの組紐機を有する、複合材料用の組紐製造のトップ

メーカー。一般的な組紐技術の説明や同社が開発した B787 胴体フレーム材やφ13.5m もの

大型組紐製造機によるメガブレード、熱可塑テープによる組紐品などの説明をうけた。組

紐製造に特化し、高付加価値のテキスタイル品を、自前の設備開発によって実現している。

一方、Bally Ribbon Mills 社は 3D 織に特化した織屋であり、A&P 社と同様に航空機･防衛関

連を主な顧客とするが、試作開発の割合が多い。やはり装置の開発・改良により目的とす

る Tex-Pref を実現している。T 字、X 字型のアングル材やウィンドウフレーム、タービン

部品を目指した 3D ソリッド材など、航空・防衛分野の試作の説明を受けた。 

 

(2)大学研究機関(NCC、Dayton 大学、Delaware 大学) 

 Tex-Pref 技術を精力的に研究している機関として NCC と Dayton 大学、Delaware 大学

(CCM)を訪問・調査した。NCC は地元オハイオ州と Dayton 大学、空軍研究所などによっ

て 1996 年に設立された複合材の研究機関である。NCC 独自の研究というよりも企業・防

衛関連の開発支援、技術移管型の活動を主とし、開発･評価試験や人材育成を行っている。

自動短繊維プリフォーミング技術(P４)は NCC を拠点として開発された。NCC 内にはその

設立に加わった Dayton 大学が The University of Dayton Research Institute(UDRI)を設けてお

り、企業との連携による航空用途向け複合材料開発を行っている。Dayton 大学(UD)内では

教育や基礎的研究にを主としているのに対して、UDRI ではライトパターソン(空軍)出身の

教授や元 GE のエンジニアがグループリーダーを努めるなど空軍案件にフォーカスしてお

り、双方に人員が行き来しながらも研究目的に応じた運営を行っている。Delaware 大学で

は University of Delaware Center for Composite Materials(CCM)を訪問・調査した。CCM は企

業・防衛関連からの支援のもと約 250 人以上が勤務する、全米初にして 大手の複合材料

研究センターであり、材料、プロセスを中心とした基礎研究を行っている。 

 

(3)成形装置メーカー(Ingersoll 社) 

 Ingasoll 社はイタリアの Camozzi グループに属する機械加工、工作機械メーカーあり、
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複合材料分野ではプリプレグテープ自動積層装置(AFP)の 大手企業社の一つ。Ingasoll 社

は多くの B787 機体成形メーカー(Spirit、Alenia、Vought、MHI)に AFP マシンを納入してお

り、70%のシェアを獲得し、また MHI には主翼桁成形型や風力発電用ブレード向けのマシ

ンも納入しているとのこと。Tex-Pref 装置そのものではないが、近年の AFP は幅の狭いプ

リプレグテープと多軸ヘッドにより複雑形状への適用性を向上させており、Tex-Pref 技術

の Fiber Placement(FP)技術との共通性も高い。複合材料の自動成形機メーカーとして、ど

のように市場や顧客のニーズを取り込み機械装置の開発に反映させているか調査した。 

 

(4)その他情報収集(東レ USA) 

 東レ USA は炭素繊維プリプレグの製造販売会社として 1992 年に設立された。米国にお

ける産管学の研究･開発体制やプロジェクトの動向について東レ USA 吉岡氏とヒアリング

及びディスカッションを行った。産管学の一つである AMTAS は、FAA を主に Boing 社や

ワシントン大学の支援にて進められている民間機の安全性と認定に関する研究をおこなう

地域コンソーシアムで、A&P 社も加わっている。2003 年から、輸送機構造、耐損傷性、

衝撃吸収、サンドイッチ材の破壊力学試験な長期間にわたるプロジェクトが展開されてい

る。今後の動向として、ナノやステルスに関する研究がもっと盛んになるのでは？とのこ

と。米国の産官学連携への参画は株式 50％以上米国の企業に限られ、小さい企業ほど公的

ファンドが受けられ易い。日本からの参加に関しては、輸出管理令の規制対象であること

から、技術情報含めた管理が非常に厳しい背景があり、また研究成果の軍事転用の可能性

についても考慮が必要である。その他、SGL の CFRP 車体への展開など、 新の米国複合

材料事情について情報を得た。 

 

(5)米国における Tex-Pref 技術開発の状況 

 視察･調査を通して、まず、米国における Tex-Pref 技術の炭素繊維複合材料への適用の状

況は、欧州と同様に 30 年来の継続的な研究の成果であることが確認された。しかしながら

その内容や展開の仕方には幾つか異なる点がある。ヨーロッパでは技術情報の管理が比較

的緩やかであり、そのことから、複数の大学や研究組織によるネットワーク・共同研究が

活発であるのに対して、防衛関連の開発・試作が多い米国では特定の大学やメーカーによ

って集中的に研究が進められている。強いて言えば、研究資金も、欧州では州政府や民間

が主であるが、米国では防衛関連が大きな役割を担っており、欧州の大学は評価/解析だけ

でなくプロセス研究も行っているが、米国では基礎研究や評価試験が主である。欧州に比

べて、米国には試作・開発を行うスモールベンダーや 2 次加工・成形装置メーカーが多く、
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企業と大学の分担が明確である。例えば CCM は主に政府関連の研究が 65～70%であり、

30%が航空機を含む産業用途が占め、全体の 2/3 は基礎研究とのこと。 

 一方で、NCC のような一般産業に特化した組織が用意されており、民間や小規模の開発

やプロジェクトに対して開発推進のプラットホームとして機能している。 

 

(6)その他 

 欧州にはユニークなシーズがあり、米国はボリュームで勝負という傾向がある、との意

見を聞いた。一方で、今回の訪問先は大学・企業ともに決して大きな組織ではなく、むし

ろ大学の設備・施設などは質・量ともに欧州より意外な程小規模であった。このことは、

米国の複合材料の市場規模や開発プロジェクトの量が欧州より小さいということではなく、

航空や防衛関連に集中し、より明確で具体的な目標を定めた開発やプロジェクトが、計画

的に進められている結果であると考えるべきであろう。 
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4.2.1 National Composite Center（NCC）1)~3) 

(1) 調査日時 

2011 年 1 月 10 日 9:15~11:10 

 

(2) 面談者 

Alan Fatz、Commercialization of Composite Technologies 

Rujul Mehta、PhD., Polymer Engineer 

 

(3) 機関概要 

National Composite Center（NCC）は、The University of Dayton Research Institute（UDRI）、

the Dayton Development Coalition、Edison Material Technology Center（EMTEC）、the Air Force 

Research Laboratory、the State of Ohio Department of Development が中心となり、1996 年に

設立された非課税法人の研究開発機関である（図 4.2.1-1）。設立以来、低コストで寿命

の長いハイパフォーマンス材料を業界や消費者に提供しており、技術移管型モデルとし

て成功をおさめている。年間予算は約 12M$で、敷地面積は 200,000ft2（試作品開発製造

エリア：100,000ft2、研究作業エリア：60,000ft2、事務研修エリア：40,000ft2）。 

 

(4) 調査内容 

主にコスト競争力のある複合材料の商品化を目指し

ており、製造プロセス、航空宇宙、防衛、地上交通、商

業、インフラストラクチャ市場などをターゲットにして

いる。材料や技術開発だけでなく、人材育成にも注力し

ており、協賛金を支払いメンバーになると、施設内の設

備が利用でき、研究や生産が可能となる。また、企業や

学生向けに複数の有償教育プログラムコースを準備しており、建屋内に複数の教室や約

250 人収容できる講義室（図 4.2.1-2）を備えている。こうした取り組みは、オハイオ州

地域の雇用創出にも貢献している。 

センター内を見学では、はじめに下記のような展示品の説明があった。 

①Honeywell 社と協働で Boeing F-15 Eagle 用の C/C（Carbon/Carbon）ブレーキのプリフ

ォームをランダムファイバーと不織布で開発。 

②橋梁の構造材は、軽量化のために発泡体へ GF（Glass Fiber）を FW（Filament Winding）

で強化。 

図 4.2.1-2 講義室 

図 4.2.1-1 NCC 入口 
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③ピックアップトラックの荷台は、P4 （Programmable 

Powdered Preform Process）によりプリフォームを作

製し、SRIM（Structural Reaction Injection Molding）

にて成形。Vf は約 50%（図 4.2.1-3）。 

④大型トレーラー用の板バネを Liteflex®にて成形。CF

（Carbon Fiber）コンポジットを使用することにより

金属製よりも軽くなり、寿命も 100 倍延びる。また

40,000 lbs の荷重にも耐えられる。 

⑤高速道路の防音壁（20ft × 40ft）は、GF 製のプリフォームで 2in × 4in の発泡体を覆っ

た後、VaRTM（Vacuum-assisted Resin Transfer Molding）で成形しており、引抜成形

（Pultrusion）品よりも軽量化が可能であるが、鉄筋コンクリート製と比較するとコス

トが約 2 倍となるのが課題である。 

⑥その他に、自動車用アイビーム、B ピラー、ホイール、バスのパネル材、Class 8（15t）

大型トラック用のバンパー、耐火ヘルメット、ノーズレドーム等の説明があったが、

どれも数年前の開発生産品のようであった。 

 

展示品の説明後、センター内の設備見学を行った。 

①ニューヨークで使用されているマンホールの蓋を生産しており、下水道からの蒸気に

よる防錆を目的に FRP 化したが、蒸気の熱により FRP の樹脂が軟化するため、その

対策が課題である。 

②P4 プロセスでは、2in にカットした GF で

ハット型のガソリンポンプのモーターカバ

ー（直径約 1m）を生産し、外部の成形メ

ーカーに販売している（図 4.2.1-4）。2 台の

6 軸スプレーマシンの間にプレス機が設置

されており、装置費用は約 4M$。プリフォ

ームの作製時間は約 10 分、成形先での樹脂

注入時間（RTM 成形）は約 5 分である。P4

設備周辺には、しばらく使用していない金属

製のスクリーンが多数あり、かつては大量生産していた印象を受けた。 

 ④SMC（Sheet Molding Compound）生産設備の傍らには小型プレス装置が設置されてお

り、SMC の流動状態を確認するために使用されている。 

図 4.2.1-3 トラック荷台 

図 4.2.1-4 P4 によるプリフォーム 2）
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 ⑤SRIM 用の 1000t プレス機も設置されていたが、しばらく稼働していないようであり、

埃まみれあった。 

 ⑥試験室には万能試験機、熱分析装置（DSC、TG/DTA、TMA、DMA 等）、恒温槽、硬

化炉などが設置されていたが、装置レベルはいずれも一般的である。 

 ⑦耐火ヘルメットの生産設備（P4 で事前に GF 製プリフォームを作製済み）では、実際

に地元の企業が量産作業をしていた。 

⑧トウプリプレグの生産設備があり、CF と PPS（Polyphenylenesulfide）樹脂を使用して

いた。 

⑨見学中、NCC 内にラボを構えた企業名（例：Buckeye Composites; A Division of 

NanoTechLabs., Inc.、Composite Technical Services 等）や航空機材料の評価を行ってい

ると思われる建屋が確認できたが、説明は一切なかった。 

 

(5)まとめと感想 

材料（組物、織物、チョップドファイバー等）と成形方法（P4、VaRTM、SRIM、プ

レス等）の選定は、コストを考慮して決定している。自動車用途の場合、低コストが

重要であり、約$50～60/lb が目標となるため、チョップドファイバーを使用したプリフ

ォームを採用している。しかし、連続繊維ではないため、現状では構造部位に適用する

のは困難である。一方、航空機用途への展開については、成形品のボイドをいかに少な

くすることと、いかに厚物を作製するかが課題である。今後は AFP を中心とした大型ロ

ボットプロセスの開発が重要になるであろう。広い建屋で長い見学コースであったが、

人の姿はほとんど確認できず、閉鎖した工場のような雰囲気で、現有設備での活動のピ

ークは過ぎたような印象を受けた。しかし、近隣にあるライト・パターソン空軍基地が

NCC のスポンサーとなっていることから、軍事関連の研究開発も数多く行っているよう

であり、実際見学中に気になる施設の説明は皆無であった。おそらく 新技術を明かせ

ない事情があるためであり、結果として 新の実力を把握するには至らなかった。また、

施設や設備の老朽化が進み、予算も年間約 12M$であることから、軍事用途は UDRI と

空軍が担当し、NCC は一般産業に特化しているのかもしれない。しかし、いわゆる産学

官の連携という意味では、非常に円滑に実施されており、日本国内での取り組みを検討

する上で、是非参考にしたい。 

 

4.2.1 参考文献 

1) National Composite Center ウェブサイト 2011/02/24、http://www.compositecenter.org/ 
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2) Donna Dawson, “Composites Technology”, April 2006 

3) John C. Weidner, “Rapid Fiber Preform Processing”, JTEG Composite Manufacturing and 

Repair, 2003 
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4.2.2 University of Dayton Research Institute 

 

(1)調査日時 

2011 年 1 月 10 日 11:35～15：00  

(2)面談者 

 STEVE MITCHELL Group Leader(元 GE エンジニア、エンジンケース、ブ

レイドのコンポジット化に取組、2009 年に UDRI へ) 

 SANGWOOK SIHN, Ph.D Senior Research Engineer 

 BRIAN P.RICE  Division Head 

 KHALID LAFDI Professor, Ph.D. & D.Sc. 

 

(3)機関概要 

University of Dayton Research Institute（UDRI）はデイトン大学の研究機関で、産業界・

防衛関係と密接な関係を有している部門であり、その一部は National Composite Center

（NCC）の建屋内に研究施設を置いている。そこでは大型の設備や装置を所有してい

る。 

Air Force からも多くの教授が来ており、産官学とのトライアングルができている模様。 

UD の学生数は約 17000 人 

 

(4)調査内容 

a)UDRIのメインの研究内容 

“Reduced Cost Manufacturing Technology”を掲げ、下記の研究を実施している。 

・ 新複合材料の用途の研究および部品の設計 

・ 新材料の調査 

・ 適な製造方法の研究 

・ 衝撃、エロージョン等の独自の試験方法の確立 

また、サプライチェーンチームという考え方の中で、複合材関連の問題を抱えている

会社と新しい技術をつなぎ、必要な技術の研究開発を行い、製品に結びつける役割を担

っている。なお、個々の案件で秘密契約を結ぶことにより研究内容の秘匿をコントロー

ルしている。この取組は、NCCの研究施設を中心に実施している。 

 

Damage detection、Impact、Health monitoring等の研究を、NASA、Air Forceとともに実施 
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⇒Air Forceの場合は、パフォーマンスを重視した研究が多く、Erosionのテストマシ

ンが設置されるなど、非常に強い関係がある。なお、コマーシャル品の場合は、

コスト、生産スピードが重視されている。 

 

b)Nano Technology 

・ Nano injection composite mold 

Carbon Nano Fiber（CNF：約50nm径の大きさ、ナノチューブに比べ表面に凹凸が

あるため界面での接着強度が強くなる：10＄/g)をコンポジットツールに混入する

ことで、5～6%の強度アップ、熱伝導率の改善やエロージョンに対する耐性を向

上させる等、様々な機械的、電気的特性を発現することができる。 

今後は、CNFの複合材化のメリットにより得られた特性を適切な用途へ展開する

ことが課題。 

・ Functional Composite 

ガラスクロスにナノチューブを取り付けることにより新たな特性(EMI、Thermal 

conductivity Lightning Strike)を付与する研究。複合材の一部にのみ特性を付与する

ことが可能なため、特殊な用途を目的。例えばナノを用いることで太陽光などの

エネルギーの貯蔵をする研究なども実施。 

 

(5)まとめと感想 

多くの設備、装置を所有し、多岐にわたった研究をしている印象があるが、Air Force、

産業界と共にナノ等の基礎的な研究も積極的に実施されている。テキスタイル・プリ

フォーム技術調査という点では、研究動向を捉えることは出来なかったが、NCC を含

め、米国の複合材研究のトレンドは特性付与に注力している印象である。 

 

(6)その他 

NCC 内の研究施設では、φ1.5mｘ長さ 3.0m のオートクレーブ（図 4.2.2-1）、2 方向

注入式インジェクションモールディング装置（図 4.2.2-2）、レーザー3 次元測定器（図

4.2.2-3）、3 次元モデリング装置（図 4.2.2-4）等の大型装置を揃えている。一方、UD

内の研究施設には、ナノ技術を評価するための装置を複数保有している。 



- 172 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.2-1 オートクレーブ 1)     図 4.2.2-2 インジェクションモールド装置 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2-3 レーザー3 次元測定器 1)     図 4.2.2-4 3 次元モデリング装置 1) 

 

4.2.2 参考文献 

1)UDRI パンフレット 
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4.2.3A&P Technology 

 

(1)調査日時 

2011年1月11日 9：00-14：00 

(2)面談者 

Andrew A. Head, President 

Mike Braley, Vice President 

Pam Schneider, Executive Vice President  

(3)機関概要 

1817年にAtkins & PearceのR&D部門として始まったA&P Technology社は、アメリカで 大、

古のブレイドメーカーであり、炭素繊維を用いたブレイディングプリフォームのトップ

メーカーである。従業員は175名で、ロープなどの汎用品に使うものも含めて1000台近くの

ブレイディングマシンを保有しており、また、メガブレイド呼ばれる直径45feet、800バイ

アスヤーンの世界 大級のブレイディングマシンを保有する。製品のラインナップには、

0±60度方向に繊維を有し1plyで擬似等方となるQISO、±45度方向に繊維を有し長尺反物が

出来るBiamaX、熱可塑の糸で融着したノンクリンプのZEROなどがある。 

 

(4)調査内容 

a)議論内容および入手情報 

・ A&P社では、客先の作りたいパーツの形や性能、使い方を理解したうえで、カスタマ

ーと密に連携して、プリフォーム開発を進めている。 

・ ブレーディングマシーンは独自に改良を進めているが、装置は競争の核であるため、

装置自体を売ることはしていない。 

・ ブレイドは特にコストが高いというわけではなく、コストは量による。元来低コスト

プロセスであり、車用途では、例えばエアバッグやハーネス等、量が出るものは安く

なる。航空宇宙用途では例えば1個など、量が出なければ高い。 

・ ブレード技術を介して日本の企業とパートナーシップを作って行きたい。そのために

は、ブレードについてまず知ってもらい理解してもらえないと、マーケットの機会が

少なくなってしまう。この技術のPRをしていきたい。 

・ 現UDRIで、もとGEデザイナーのSteve Mitchell氏と連携し、GEエンジン用ケースを開

発。A&P社がブレードを、UDRIがコンポジット化と耐衝撃性評価を担当。エンジンブ

レードの損傷を想定してプラスチックの弾丸を撃ち込んだときの挙動を評価。アルミ
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製は破断するが、CFブレイドは無傷。面状３軸組物（ブレード）はクロス材と違って

一枚一枚が同じ特性のため、衝撃に対して強い傾向がある。 

・ ブレイディングを切り開いた反物をタンクに巻きつける高圧タンクの作製方法を考案。

シリンダ部は三軸、ドームは二軸の一枚ものロールを巻きつけながら、ドーム部を絞

りドレープし、作製する。 

 

b)展示品 

・ ブレイドの用途は、防衛、安全、自立用具、スポーツ、建築に大別して展示（図4.2.3-2

～図4.2.3-6） 

・ B787胴体フレーム（図4.2.3-7） 

 A&P社でブレードを作成し、成形は別メーカー実施、その後KHIをはじめ、Spirit、

Alenia、Voughtに出荷している。１機当たり約百数十本（４本/周）が取り付けら

れるため、ブレードは約12台の装置で24時間体制で製造している。 

・ CRJ-700,900用フラップ（図4.2.3-8） 

 ４つのブレイディングしたブロックをスキンのプライで挟み込みRTMで１shot成

形。ブレイディングブロック間には△形状のフィラーをセット。既存アルミ構造

と比べて部品点数を90％減らしてコストを大幅に低減。 

 

(5)まとめと感想 

工場内の見学はできなかったが、展示品について非常に丁寧に説明していただけたこと

や、フリーディスカッションで、ブレイディングは本来高コストではないこと、日本にPR

してパートナーを増やしたい等のコメントもあり、ブレイディング技術大手として、品質

や技術力の高さを感じた。 
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      図4.2.3-1 ブレードデモ機        図4.2.3-2 自立用具 

      

        図4.2.3-3 安全            図4.2.3-4 防衛 

 

            

        図4.2.3-5 建築          図4.2.3-6 スポーツ 
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   図4.2.3-7 CRJ フラップ        図4.2.3-8 787フレーム 

 

           

            図4.2.3-9 ジェットエンジンケース 
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4.2.4Bally Ribbon Mills 

(1) 調査日時 

2011 年 1 月 12 日 11:00～14:00  

 

(2) 面談者 

Leon Bryn, Tech. Mktg. Consultant,  

Mark Harries, Marketing,  

Bert Harries, Vice President,  

Curt Wilkinson, Senior Textile Engineer,  

Hakan Gokce, Textile R&D Project Engineer,  

M.Amir Islam, Ph.D., Ctext FTI, Director of R&D,  

Brendan Harries, Environmental Manager,  

Don Clouser, Facilities/Maint.Mgr.   図 4.2.4-1 外観 

 

(3) 機関概要 

Bally Ribbon Mills 社(以下 BRM 社)は、1923 年リボン製織メ－カ－として創業、当初は

帽子とサスペンダーも生産した。その後多角化を進め、CF やアラミドなどの高機能繊維を

用いたプリフォーム製造、コンポジット製品を販売する。現在の業態は染織及び表面処理、

機械加工、エレクトロニクス(ロボット)、材料試験などである。リボンの他、二次元織物、

三次元織物、組紐などをコンポジット用途とバイオメディカル用途に展開する。100 台以

上のシャトル/ニ－ドル織機を保有し、ストーブリ社のジャカード UNIVAL100 も導入した。 

ファミリー企業であり、従業員 300 人、工場敷地 16,000 ㎡、2009 年売上は＄33M。Bally

市では一番大きな会社（図 4.2.4-1）である。工場用地には余裕があり、今後の拡大に備え

る。ISO 9001，AS9100 を取得済である。 
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(4) 調査内容 

開発の内容は、製品の技術開発から試作開発、装置/設備開発改造、生産/工程技術、試

験まで請負う。また RTM/VaTAM/Hand Lay-up などレジン成形も手がける。開発から生産

までの一貫したプロセスをシステムと捉え、 終製品における実用性、品質、製造コスト

を見極める。マテハンを含め自動化された生産工程によって低価格で「製品」を供給する

ことを目指す。機械装置は販売しない。 

軍用の開発が主体であり、情報開示は限定される。通常、特許は出願しない。自動車関

係では、かつてトヨタ F-1 チームに材料を供給していた。撤退後の現在は高級車の意匠性

が要求されている部位にシフトしている。 

大学との連携については、試験評価を中心に活用し、開発自体は自社で実施する。デラ

ウェア大学等との共同研究も実施している。 

テキスタイルプリフォームの開発については、デラミ防止できる Interwoven Technology

（織物）に拘る。スティッチは欠陥となる可能性が否定できないので取り組まない方針で

ある。立体多軸織物としては、層間貫通糸をもつ擬似等方性(0°/90°/±45°)の織物を開

発している。これは構造損傷許容の改善、層間せん断強度の増加、部品製造コストの低減

を図ることができる。Military Aircraft Program で 0/90/±45 のスティッチレス織物として開

発中で、3TEX 社との競合で予算は$9M である。 

プリフォームマシンは装置メーカーから購入し、受注仕様に基づき自社のエンジニア部

門（10～20 名）で改造する。所謂テキスタイルメ－カ－は小規模 (20～30 人)企業が多い

が、BRM 社は開発部隊を備え、自前で開発から生産までを行うことができるのが強みであ

る。プリフォームを生産するだけでなく、Cytec 社や ACＧ社にプリフォームを提供しコン

ポジットを成形してもらい、それを BRM 社で販売する。 

官の航空宇宙関係の技術開発プログラムに参画し、USAF、Army、NASA、GE、Boeing

などと協働している。（必ずしも量産化に固執していない様子）。開発プログラム例として；

CCC（Low Cost Ceramic Composite）、Unmanned vehicle(Northrop Grumman)、NASA ACT, 

DARPA LC3(サブマリンエンジン)、USAF/NASA/ArmySBIR、JSF、NASA(Space Shuttle)、

CAI(Composite Affordable Initiative)、GE Engine、Snecma Preplusion、ACCA（Military 

Cargo/Lockheed）、B787、A350、A380、などがある。Airbus 社向けに乱気流対策用に開発

しているアイテムで Hexcel 社と競合している。民間機用途は FAA の要求が厳しく、軍事

用途よりも開発時間がかかるため、開発テーマは少ない。 

JFA プログラムの F-22 胴体構造において、「3D Woven Joints」と称する技術により、航
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空機胴体構造のスキンと何本かのストリンガ（I 型）を一体で織り出す開発を行った。フ

ァスナ部（航空機構造のクリティカル部位のひとつ）Π断面等を連続部材として一体製織

する（図 4.2.4-2）。断面形状は、「Ｔ」，「Ｈ」，「Ｐｉ（π）」などがあり、板厚変化、曲率

も含む。三次元構造の fuselage section をボーイング、ロッキードと共同開発している。

Integrally woven concept と称して、折りたたんで開く、板厚変化や曲率のあるプリフ

ォームを開発し、ストリンガ－の一部の板厚を増厚することもできる模様。T 字型や H 型

の分岐部には成形時に樹脂溜まり及びボイドができやすいため、三角断面構造のプリフォ

ームを編みこんでいる（図 4.2.4-3）。 

Polar Woven 「Polar/Spiral Weaving Process」極軸/螺旋状織の技術により繊維密度と配

分が均一で板厚が一定となるプリフォ－ムを開発。極軸/螺旋上方向の繊維を増減させるこ

とで局部的に繊維の量を増減させることもできる。カ－ボン/カ－ボン，カ-ボン/セラミッ

ク，セラミック/セラミックなどの材料の組合せで、自動車のブレーキ板や NASA の

DARPALC3 プログラムにおけるエンジン高温部への適用を検討している。更に、曲率の

変化（楕円形のプリフォ－ム）に対応する技術を開発し B787 の窓枠（現在はメタル製）

評価用として数種類の厚み（窓の位置により要求される強度が異なるため）のプリフォー

ムを納入済みとのこと（図 4.2.4-4）。 

通常の織物において、繊維はカーボン/ケブラー/ナイロン/ポリエステル/クオ－ツ/シリコ

ンカーバイドなどを扱い、これらを織り交ぜたハイブリッド織物として、0.25in から 60in

までの幅で、量も少量から需要に応じて供給する。 

三軸直交(Orthogonal)織物は厚さ 51 から 52mm が可能である。75mm の顧客要求があり

現在トライしている。プリフォームサンプル(50mm程度)の成形後のVfは 57w%（図 4.2.4-5）

である。 

ニアネットシェイプの技術開発にも積極的に取り組んでおり、テーパー状のエンジンブ

レード(ブレ－ド部 2～3mm → 根元取付部 10～15ｍｍを織り密度一定で製織)や波板状

で円錐形状をした整流板、ファンケース（Snecma 向け CFM-56-5C）の開発も進めている。

展示されていたフランジ付のエンジンカバ－（図 4.2.4-6、7）は、直径 1m 程度、幅 350mm

程度の円錐形状で均一な繊維密度に製織できる「Polar/Spiral Weaving Process」を適用。ニ

アネットの別例として、ミリタリヘルメットが紹介された。プリプレグトウを使用しヘル

メット形状に織ることで賦形、レイアップのコストを低減した。縦糸をクリール給糸して、

縦糸の引き出し量を部分的に変えることで形状に賦形する。 

一般的な開発の手順は、初めに材料とスペックを提示され、設計は BRM 社が行う。8～

12 週間で 初のサンプルを出荷し、その後は随時改善を行う。例えば、Army はケブラー
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製品しか発注してこず、樹脂は BRM 社が選定している。 

保有設備は、織機（シャットル、ニードル、レピア）が 100 台以上、ブレイドマシンは

7 機（16～約 200 キャリア、フラット、チューブ、二軸、三軸、オーバーブレイドなど）。

CF 使用時には Izumi 製のワインダーを使用。 

Hexcel 社、Cytec 社などの大手とは競争しない。大手は機台幅に制限（H：50 インチ、

60 インチ、F/C：46 インチ）があるが、BRM 社は自由にカスタマイズできる強みがある。 

 

 (5)まとめと感想 

別途訪問した A&P 社と同様に、CF 品が半分まで増えてきたとのこと。A&P 社は組紐

(braiding)に特化し、BRM 社は織物（weaving）に特化し技術を囲い込む。そのため特許も

出さず、発表もせず、織機を改造しノウハウの温存に向かっている。欧州の様な産官学共

同での公開された開発とは異なり、USAF/ARMY/NASA や BOEING/Lockheed Martin/GE 各

社などの開発において直接開発契約を結んでおり、その内容については公開されていない。

量より質を志向し、量産にはこだわらず少量高機能部品や試作品を手がけ、官や大手の開

発予算を吸収して生業としている模様である。 

（今春の JEC（欧州複合材展示会）に出展するほか、2 月には日本へ訪問を予定している

ので、案件があれば随時打ち合わせたいとのこと） 

   
図 4.2.4-2 π型断面部材   図 4.2.4-3 H 型断面部材（含三角フィラ） 
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図 4.2.4-4 窓枠プリフォーム  図 4.2.4-5 三軸直交織物と成形品 

 

  
図 4.2.4-6 ファンケース用（１）  図 4.2.4-7 ファンケース用（２） 

（フランジ部拡大） 
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4.2.5 U. Delaware  

 

(1)調査日時 

2011 年 1月 13 日（木）10：00-13：00 

(2)面談者 

John Gillespie, Ph.D.(University of Delaware, CCM  Director） 

  Tsu Wei Chou, Ph.D. (University of Delaware, Chair of Engineering)) 

  久保田雅則 ,MBA.  (Kubota Research Associates, Inc. CEO) (Member of the CCM 

Consortium), (University of Delaware CCM, Visiting Researcher） 

   
(3)機関概要 Prof. John Gillespie 

1743 年にデラウエア大学が創立され CCM は 1974 年に機械工学部と化学工学部が共同 

で工学部付属の研究センターとして設立された。複合材料の研究センターとしては全米初

で現在年間予算は＄12M で 250 人以上のスタッフで研究を行っており過去３５００社とパ

ートナーシップを結んできた。コンポジットの基礎や応用に関する研究は大学と国との長

い伝統的な関係の上に成り立っている。スタッフ構成は，機械 27％，化学 23％，材料 11％，

土木 16％，電気および情報 23％で，特に電気および情報が増える傾向にある。 

ミッションは基礎的なものと応用の研究、サイエンティストやエンジニアの教育、技術  

の開発と技術移行である。7 学部から教授、スタッフ、学生を集めている。応用研究は今 

回調査対象にならなかったがこのキャンパスから 3 マイル離れたところにサイト ATTL

（Application and Technology Transfer Laboratory / /Export Administration Regulations (EAR) 

および International Traffic in Arms Regulations (ITAR) に準じた入場者制限）がある。 

2 か所のサイトの広さは 52000-sq-ft でラボは 18000-sq-ft でコンポジットの製造、研究 
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ゾーンはそのうちの 15000-sq-ft を占め、ATLL は 34000-sq-ft の大きさ。ドイツの CFK に

比べ予算、敷地面積ともやや下回る規模ではあるが、大学、メーカー、ユーザーとコラボ

しコンポジットの設計、モデリング、材料や成形法の基礎評価、大型部品の成形評価から

量産試作まで一貫して研究開発している。CFK が Airbus を大手のスポンサーとしているの

に対しここ CCM は ARL（Army Research Laboratory）を中心としたミリタリーからのファ

ンドを活用している。 

もう一つの特徴は日本を含め２０カ国を超える海外の参加を広く受け入れ、スポンサー

および共同研究者としてパートナーシップを結んでいる。古くから JAXA や日本の大学と

の交流も盛んで入口ロビーには幾人かの日本人研究者を表彰する記念の額が飾られている。

産業界とのつながりは 1978 年にコンポジットの製品への適用のための産学コンソーシア

ムを始めたときからで現在、航空宇宙、自動車、船舶、一般産業の業界の材料メーカー/

ユーザー含め大小 70社程の企業と共同研究を実施している。研究者は教授 45名、研究ス

タッフ 44名，ポスドク＋大学院生 94名，学部学生 100 名，事務職員は 15名である。 

近の主なプログラムは 1996-2015 ARL1997-2012 ONR（Office of Naval Research）

2007-2012 CART (Composite Applied Research and Technology) などでコンポジット構造に関

しては 2007-2012 の間にシステムを含め材料、プロセス、評価と一貫して研究するプログ

ラムが進行中である。 

CCM の位置付けは革新的な研究、リスクが高い研究、サイエンスベースな研究、新材 

料や新プロセスに特化し、ナノ材やその製造プロセスなどをモデルシュミレーションから

試作評価までを行う。NASA とはボーイングはじめ数社とオートクレーブを使ったナノ耐

熱材料や航空機や風力発電で使用する大型コンポジットを研究開発している。年間 50 以上

のシンポジウムを開催している。 

(4)調査内容 

a )研究事例発表 

以下の４件の研究内容を研究者が紹介。コンポジットのユニットセルからメーターサイ

ズの Large Structure までのモデリングを行い耐弾など用途に沿った繊維組織の 適化を研

究。メンブレン（Gore）を使った VaRTM（VAP 技術）に LIMS（Liquid Modeling Injection 

Simulation）を活用しその有用性を確認する研究。電磁波をコンポジットに照射し、その共

振点を検出しモデリングし繊維組織の 適化に生かす研究。ナノチューブをカーボンファ

イバー表面に成長させコンポジットの界面からの破壊をリアルタイムでセンシングする研

究などが発表された。研究内容は汎用性を示すために基礎的研究として発表されていたが、

実際に Army の装甲（図 4.2.5-1）が当所の CD に出ていたり、Airbus で利用された VAP 技
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術などは関連団体がコンソーシアムにスポンサーとしてリストアップされたりしているこ

とからその実用性が認められるところである。 

 

図 4.2.5-1  開発された HEMMT A3 の運転台装甲 

・Textile Modeling                              Gaurav Nilakantan  

・VARTM Processing for Aerospace                         Dirk Heider   

・Electromagnetic Properties of Textile                  Shridhar Yarlagadda  

・Nanotube /Fiber Hybrid Textile Composites: Sensing Application Eric Thostenson 

b)Q＆A 

研究予算の軍民比率についてはおよそ 75％が連邦政府からのもので 25％が産業界と州 

からの予算とだけで的確な回答はなく、資料からも予算の大部分は州政府と表記されてい

るが US Army を中心としたミリタリーからの予算がドライバーになっており産業界から

の予算も軍用途が少なからず含まれると思われる。 

従来の材料と違ってコンポジットは設計から 終製品に至るまで材料メーカー、プリフ 

ォーマー、コンポジッターなど各パートの緊密な連携と理解が必要な材料であることを理

解して進める必要があるとの見解に対して“そういったことを産業界は理解していないの

でコストや技術的ソリューションに関連し”Composite Way“を理解させる必要があるとの

賛意があった。 

今回の訪問でミリタリーアプリケーションの部品などの説明は除外されていたが、頂い 

た資料からはUS Army､BAEシステムズやDODなどの多くのミリタリープログラムでコラ

ボを行い,大型成型品を開発していることが伺える。情報の取り扱いは大きく三つに分けら

れ ①CCM の判断で開示できる公知のもの（比較的基礎研究や材料物性にかかわるもの）

②ユーザー（またはファンド）側が公開または公表を許可したもの ③Export Administration 

Regulations (EAR) および International Traffic in Arms Regulations (ITAR) に準じた情報。今

回の訪問ではミーティングは①の基準で行われ、配布資料は米国民にむけた IR 資料で②の

範疇と推測できる。 
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VARTM に関しては Hexcel､Cytec､Gore 社などの材料メーカサイドと Boeing, EADS,  

Dassault, Embraer 社などのユーザーサイドの両方とのコラボで成形プロセスの精度を上

げ､ B787 のバルクヘッド（図 4.2.5-2）、 A380 トラックフェアリング（図 4.2.5-3）や戦車

輸送機の部位（図 4.2.5- 4）などに使える技術として開発し実用化している。 

    

図 4.2.5-2 B787 用バルクヘッド開発の様子   図 4.2.5-3 A380 の各部開発 

 

 

                       

  

  

 

 

図 4.2.5- 4 戦車輸送機での開発部位 

c )CCM ラボ見学 Joseph Deitzel 

コンポジットの製造に関する成形機、オートクレーブ、プレス機、射出機、VaRTM 装 

置、S-RIM 装置、硬化炉など一般的なものとナノの混練機とその評価設備、変わったとこ

ろではポリカプロラクタムの紡糸装置。評価装置は光学顕微鏡、熱分析機、静的試験機、

衝撃試験機などを見学した。従来設置していた繊維を組み上げる 3D ブレーダーなど Tex‐ 

Prefの製造に関するものは見当たらなかった。 また Export Administration Regulations (EAR) 

および International Traffic in Arms Regulations (ITAR) に準じた新規技術や機材、大型の成

形機および評価設備は同法令で定められた隔離施設であるキャンパス外の ATTL に設置し

ているとのことであった。 

d)入手資料 

CD1 枚 内容；2007-2008CCM Annual Report、CCM Posterbook 2007-08 
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(5)まとめと感想 

 CCM は世界的にも複合材料開発の草分け的な存在であり、米国が NASA を中心に民間

航空機の一次構造材料に複合材料を適用するプログラム（ACT 計画 1988-1997）を手掛け

たときにも大学側の中心的役割を果たした。耐弾性能の研究開発またナノに関する研究な

どを含め、歴史的にもミリタリーとの結びつきが強いが、 近では民間航空機用途の大型

部品の成形、製作も手掛けボーイングとの関係も大きな部分になってきている。また海外

からの研究者の受け入れ、国際会議の開催など国を超えた取り組みも広がり、複合材料研

究開発のメッカとして年々規模の拡大を感じる。 
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4.2.6 Ingersoll Machine Tools, Inc. 

 

(1) 調査日時 

2011 年 1 月 14 日 9：00～14：00 

 

(2) 面談者 

Dr. Tino Oldani 氏 (President & CEO) 

Michael Muser 氏 (Composite Business Manager) 

Clarissa Hennings 氏 (Composite Marketing Specialist) 

Koji Aoki 氏 (Sales & Marketing Manager / 極東貿易 LA 事務所) 

 

(3) 機関概要 

Ingersoll 社は、Cammozi HD 社傘下の企業で「Automation」，「Machine Tool」，「Textile」，

「Energy」分野をフィールドとする工作機械メーカー。2009 年の売上高は、$57million、

2010 年末にて$131million の受注残を持っている。 

従業員は 215 名。敷地は 56,000 ㎡で、組立工場 36,000 ㎡，機械工場 19,000 ㎡、温度管

理作業室 1,000 ㎡、米大型工作機械 13 台，CMM4 台，4m×4m×20ｍの熱処理設備を保

有し、工作機械のフレームの製作，溶接，熱処理から，工作機械の組立，電装，システ

ム，ソウフトウエアまでほとんど全ての工程を自社で行っている。 

Ingersoll 社は、1887 年に工作機械の製造/販売事業から始まり、120 年以上の歴史があ

る。現社長の Tino Oldani 氏は、1970 年に同事業部門に配属されて、Ingersoll 社でのキ

ャリアをスタートした。Milling Machine において、「Heavy Duty」，「High Speed」，「High 

Metal Removal」を掲げ、Product Lines をベースに「Standard Platform」，「Standard Modules」

のコンビネーションによりコンポーネントの組合せで工作機械のファミリー化を推し

進め現在に至った。 

カスタマーサポートのため、アメリカ 30 ヶ所，イタリア 8 ヶ所，ドイツ 2 ヶ所，    

上海 8 ヶ所のサービスセンターを持っている。 

 

(4) 調査内容 

a)複合材自動積層機 

Ingersoll は B787 において 4 社 11 台の自動積層機を供給している（2010 年末現在）。

これは複合材胴体の 70％の部位において Ingersoll 製 Automated Fiber Placement（AFP）
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が採用されていること、また、主翼の積層のための自動積層機においては、装置に 適

なデザインのインバー製積層治具も合わせて供給した。 

Ingersoll は、AFP が現在 も優れた積層工法と認識している（ハンド･レイ→フィラメ

ント ワインディング→テープ プレースメント→ファイバー プレースメント）。その理

由に、AFP は ATP に比べ複雑な形状にも、なじみが良いことをあげている。 

テキスタイル プリフォームについては、設備と工程が多く手間がかかるプロセスで、

効率的ではないとの認識であった。 

自動積層機の今後の販売分野は、航空宇宙 40％，風力発電 30％，その他産業用用途

30％と見ている。 

AFP では、プリプレグ トウのサイズが 1/8in，1/4in，1/2in で、ボビンが 16 本または 32

本装着でき、1/4in×16 本では約 100mm 幅のプリプレグを積層できるものである。積層

のスピードは 大 40～60m/min.、積層角度精度は 0.5deg 以内。 

AFP 積層の効率化について、Alenia Aeronautica の中央部胴体（Sec.44or46 重量 3,300lbs）

の積層を例に取り説明があった。 

2007 年製造開始当時、積層効率は 7.6lbs/hr （１時間あたりのプリプレグ積層重量）で

あったが、積層機の改良を通して、2008 年末には 45.66lbs/hr にまで引き上げることがで

きた。今後は、90lbs/hr を目指すと言う。詳細データは以下の通り。 

 

 

Alenia Aeronautica の中央部胴体（Sec.44or46）の自動積層の効率化 

                 2007     2008/4    2008/12 

積層時間合計（HR）        432      106      72 

時間当たり積層重量（lbs/hr）   7.6       31.1      45.7 

積層スピード（m/min.）      15.3          25.4          40.6 

カット スピード（m/min.）      7.6          12.7          30.1 

 

 

自動積層の工程では、積層 50％、品質検査 20%、手直し 11%、機械停止 12%の 4 つ

の要因でサイクルタイムの約 90%を占めているため、これらの時間削減が高速化のカギ

となる。工場の見学では、Out of Autoclave 用のプリプレグを自動積層する AFP も確認

された。 
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b)ハニカムコア上面へのプリプレグ自動積層 Ingersoll では、ハニカムコア上面へのプリ

プレグの自動積層が可能な AFP も開発しており、Goodrich/AIRBUS/AIRCELL などに納

入実績があるとのこと。ビデオでは、厚さ 45mm，45°テーパーを持った 3Lbs/cf のノ

ーメックスハニカムコアの上にプリプレグが AFP により積層される様子が紹介された。 

 

c)Mongoose(マングース) 

Ingersoll 社の第三世代の AFP としてロッキードマーチン向けに開発された幅 9m，高

さ 9m の縦型ガントリー高性能マシン。積層スピ－ドは 50～60m/min.で、ヘッドに 1/4in

トウのボビンを 16 本（材料重量で 600lbs）搭載することで、道糸距離（トウパス）を

短くし繊維の切れ/よれを減少させる。また、ボビンを搭載した数トンあるヘッドごと 3

分で交換ができることで異なる材料を積層する際の段取り替え時間を短縮する。 

 

d)将来自動積層機のコンセプト 

Ingersoll は、「High Volume Machine」としてさらに大型の部品の積層を自動化する構

想を持っている。 

長さ 70m，幅 15m のワークゾーンを持つ縦型ガントリー機により大型風車のブレードを

積層する装置の構想で、これはドライ トウをガントリーヘッドに供給しヘッド内でレジ

ンをトウに含浸させ自動積層するもの。他にもフィラメントワインディングに変わる効

率化装置として、長さ 40m のワークゾーンを持つ SPAR/WEB をマンドレルを回転させ

ながら積層する横型モールディング装置の構想が紹介された。 

 

(5) まとめと感想 

 複合材製造工程において現在適用が拡大している も進んだ工法であるプリプレグの

大型自動積層の中心的役割の一翼を担っているのが Ingersoll 社である。プリプレグの大型

自動積層はここ当分複合材製造の主流を占めることであろう。航空機等のコンポーネント

へ Tex-Pref 技術の適用が序々に拡がっていることも事実であることから、これらは適材適

所へ選択され今後共存した形でそれぞれの技術が発展していくものと考えられる。

Ingersoll 社は現在、Tex-Pref についてはまだプリプレグ自動積層に十分な優位性があると

考えてはいるが、ドライトウの自動積層とレジンインジェクションの工程を自動化したシ

ステムなどを検討していることから、将来、Tex-Pref 製造工程の自動化技術などで寄与す

ることがあるかもしれない。 
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4.2.7 東レコンポジット（アメリカ）社 テクニカルセンター 

 

（１） 調査日時    

2011 年 １月 15 日  9:00～11:00 

（２） 面談者     

吉岡 健一所長 

（３） 機関概要 

 東レは Boeing に７７７の尾翼用プリプレグを供給しており、Boeing の工場の隣接地に

プリプレグ工場をつくり運営を開始した。現在は、航空機以外にもスポーツなど多方面に

材料を供給している。米国において事業を展開する上で、米国企業や大学との共同研究が

必要との判断から研究のためのセンターを作った。テクニカルセンターは、本格的に活動

を開始してから（すなわち工場部門から完全独立してから）２～３年目で、全研究員のう

ち、米国人、日本人の割合は半々である。 

（４）調査内容 

東レを訪問した目的は、米国における産官学の連携状況について伺うことと、日本企業

が米国企業、大学と研究を行う場合どのような問題があるか、その事情を調査するためで

ある。例として以下２つの研究組織を説明いただいた。 

① AMTAS (Advanced Materials in Transport Aircraft Structure) 

② SGL グループ 

 

① AMTAS (Advanced Materials in Transport Aircraft Structure) 

複合材関連の研究を６大学と３企業が中心となり進める地域コンソーシアムであり、共

同で航空機に関する研究を行っている。メンバーのうち大学はワシントン大学が中心であ

るようだが、専門学校（Edmonds Community College）も入っており、また中心となってい

る３企業の顔ぶれは、Boeing、Bell ヘリコプター、A&P（今回の調査で訪問した企業）で

ある。FAA (Federal Aviation Administration) の Safety & Certification がこの活動を資金面で

支援しており（全体の 50%程度）、この関係で研究対象は「民間航空機の安全性と認定」

に定められているようである。この他、技術者の育成プログラムが同組織の活動の一環と

して上がっている。 
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その他の資金の多くの部分は Boeing から出ている模様で、米国の研究資金源として有名

な DARPA (Defense Advanced Research Project Agency）などの軍の資金は入っていない模様。

2003 年から開始されたプロジェクトで現在 Phase 2 の段階にあり、長期スパンでの 

研究を実施している。 

本組織における研究は、FAA が資金を提供して管理し、Boeing 等の企業が実際に役に

立つ研究テーマを持ち込み、大学の学生が研究するという産官学の連携があるようである。 

研究成果は発表会形式で参加企業に報告され、参加企業以外も聴講が可能の模様（吉岡氏

にも一度会議案内が来たが、都合で行けなかったとのこと）。会議アジェンダや、組織の

研究テーマは web 上で公開されている。複合材料のエネルギー吸収（crashworthiness）、

サンドイッチ構造の破壊じん性、表面処理方法など細かいテーマが挙がっている。発表者

は PHD も含めて大学の学生が多い。地道ではあるが、現場の必要技術に対する検証的研

究が進められているようであり、地域性を生かした実のある産官学の連携となっているよ

うである。 

 

② SGL グループ 

CFRP のサプライチェーンは上流の素材メーカーから川下の製品メーカーまで多くの加

工業者を経由するが、これを垂直連携と呼ばれる新しい流れに変える動きがある。 

図 4.2.7-11)は現状の標準的なサプライチェーンを示すが、各業者間での調整や連絡には

時間とお金がかかる。これに対し、図 4.2.7-21)に示す新しいサプライチェーンは BMW の

Megacity Vehicle に適用されるということで注目を集めている。今回の Tex-Pref 技術調査に

おいても、複合材構造は設計から始まる各段階でそれぞれの作業が密接な関係を持ち、金

属のように各工程を明確に分割することは難しいとの考え方があり、企業間でどのように

連携を取るかがひとつのテーマとなっている。SGL は複合材構造の製造を自分で実施する

か、あるいは他企業と合弁会社を作り SGL 自身が深く製造に関与しており、製造工程を通

して一貫した管理を行っている。 

三菱レイヨンは、SGL と合弁会社をつくることによりこのサプライチェーンの一角に位

置している。これが成功すれば、CFRP を大量に製造する供給システムとして、企業が協

力して一貫した生産システムを構築する方法が今後盛んになる可能性がある。 

 SGL のサプライチェーンのうち図 4.2.7-2 の左下にあるのは新たにワシントン州に建て
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られたカーボンファイバー製造工場であり、水力発電など再生可能エネルギー源により工

場で使用する電力の 100%を賄うことができることから、エコの観点からこの地が選ばれ

たようである。CFRP が航空機や車で歓迎される理由はその軽さにあるが、すなわち二酸

化炭素排出量を抑えられるメリットがあるが、製造段階も含めた二酸化炭素排出量の管理

が始まっている。 

 

        図 4.2.7-1 標準的なサプライチェーン 

 

 

③ 日本と米国の連携研究の課題 

(a)特に公的なファンドを入手して研究を進める場合は、米国での事業の状況（米国人株主

の割合、企業の規模）などが問題となる。詳しい要求は不明であるが、米国人株主の割合

が高いほど、また企業規模が小さいほど参加に有利である。 

(b)日米で共同研究をする場合、技術資料や研究成果を持ち出したり、持ち込んだりする場

合は、両国の法律（安全保障貿易管理（日本）、技術輸出管理（米国））があり、国境を越

えた研究成果の移転が困難である。これをいかにしてクリアーするかが重要になる。 

 

（５）まとめと感想 

 複合材構造について多くの議論があった。ヨーロッパと米国の違い、Airbus と Boeing の
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開発体制の差などが特に議論された。複合材構造の開発でポイントとなるのは産官学の連

携や、製造上上・下流となる企業の協力体制をいかに築いていくかである。今回の調査で

は材料メーカー、機械メーカー、航空機メーカーなど方々が参加しているが、複合材構造

をより良いものにするには、今後研究機関および企業の方々が連携し、協力していくこと

が重要であると感じた。 

 

  
        図 4.2.7-2 垂直連携のサプライチェーン 

 

4.2.7 参考文献 

１) COMPOSITEWORLD, Carbon Fiber 2010, December 7-9, 2010. 
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第５章 国内現地調査 

５．１ 国内現地調査概要 

2010年の１１月、１２月に３回に分け、国内メーカー６社を訪問し技術を調査した。 

5.1.1調査日、調査訪問先。 

（１）平成 ２２年 １１月 ２９日（月） 

①東研 第２テクニカルセンター（東京都調布市多摩川２－７－７） 

X線を利用した 先端の検査技術調査 

②多摩テクノプラザ（東京都昭島市東町３－６－１） 

ヨーロッパStaubli社製のジャガード編機「ユニバル１００」の調査および、多摩

センター保有の繊維機械の調査 

（２）平成 ２２年 １１月 ３０日（火） 

③村田機械（株）（京都市伏見区竹田向代町１３６） 

組物関連技術調査 

④サカセ・アドテック（福井県坂井市丸岡町下安田１４－１０） 

軸織物関連技術調査 

（３）平成 ２２年 １２月 ２７日（月） 

⑤福井ファイバーテック（株）（愛知県豊橋市中原町岩西５） 

LIBAの機械調査 

⑥東海ミシン工業（愛知県春日井市牛山町１８００番地） 

補強材ステッチ機械調査 

5.1.2調査先概要 

複合材料内部の炭素繊維の状態を詳細に把握できる技術を持つ東研、海外メーカ

ーの機械を使用する上で独自のノウハウを蓄積している福井ファイバーテック、国

内で装置を製作している村田機械、東海工業ミシン、３軸織物でユニークな技術を

有するサカセ・アドテックなど日本の Tex－Pref 技術動向を欧米と比較して把握でき

た。 

 (1)東研 

産業用のX線CTに関して調査した．特に世界 高の0.4μｍの分解能を有するナノ

フォーカスX線CT装置2011（ベルギーのSkyScan社との共同開発）について，GFRP

およびCFRPのサンプルを持ち込んで，その性能を調査した．この装置では，東研は

特殊なX線源を製造している．長波長で極小焦点の線源を用い，従来のX線では透視

しすぎた樹脂系材料の画像化が可能である． 
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持ち込んだ5x10mm程度のサンプルでは大きすぎ，繊維束の詳細な画像は得られた

が，個々の繊維の画像は鮮明ではなかった．後日□0.4x5mmの試験片を送付し，個々

の繊維間の微視的なき裂を観察することが可能であることを明らかにした．  

(2)多摩テクノプラザ 

同所に一時的に設置されているStaubli社開口機ユニバル100の調査を行った．同社

の土井氏から，アクチュエタ384個を用いすべての縦糸が独立に制御可能な機構等の

説明を受けた．また，立体的な織物の例を調査した．さらに，同センター保有の他

の織機や編機について，同所の小林氏から説明を受けた． 

(3)村田機械（株） 

ブレイダーによる組紐構造の調査を行った．場所により厚みの異なるパイプ，T

字ジョイントなどの複雑構造や大量に繊維を使う場合に，ブレイドが有利になる．

パラレルメカニズムによるロボットのアームにおいて，アルミと比較して重量が1/2

になったこと，ライナー付水素タンクについて，フィラメントワインディングとブ

レイディングを組合わせることにより，生産効率が１０倍になったことが説明され

た．また，実際に編機を使ったゴルフシャフト基材製造を見学した． 

(4)サカセ・アドテック（株） 

竹かごで用いられ安定構造である平面３軸織物およびその製造機械の開発を行っ

ている．国際商用衛星のアンテナの60～70％を製造している．また，宇宙構造物に

関しては，宇宙で展開するアンテナ，折りたたみ構造の開発を行っている． 

他の応用として，人工衛星の導波管，地上応用ではスポーツ用シューズ，文化財

の保護，人体模型などがある．特に三次元局面構造への追従性が良いことが特徴で

ある． 

別途宇宙で材料を硬化するプロジェクトに取り組むなど，新しいアイデアを使った

開発に積極的である． 

(5)福井ファイバーテック 

９０年代初めにJECの調査をして，新しい技術の必要性を痛感し，魚網から繊維技

術を核とした新技術の展開をし，2004年に社名も変更した．装置は高価でJSTのプロ

ジェクトに応募して購入した．風車の羽根用の多軸基材を製造している．繊維はGF

中心で一部CFを用いている．LIBAの製造装置（幅100インチと50インチの２台）を

見学した．これ以外の事業として，引き抜き成形の見学を行うとともに，下水管補

修材料，自動車内装材の軽量化，航空機座席用の立体ネットなどの製品開発の説明

を受けた． 
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(6)タジマ工業 

刺繍用を中心とした工業用ミシンの会社である．プロッターのように基材を張っ

た枠をXY方向に動かし，この基材に針を落とすことによって，複合材料用ファブリ

ックを製造可能な装置を開発している． 新の1500mmx1500mmの装置を見学した．

この装置では12KのCFを 大16層で10mmまで重ねた立体ファブリックを製造可能

である．また，ヘッドを増設することにより，同時に複数の製品を製造可能である．

また，他の立体ファブリック製造装置より安価なのも特徴である． 

5.1.3まとめ 

組物、ブレイディング、３軸織物とも国内市場が小さく、用途開発が困難という

問題がある。これはLiba製織機をもっている国内メーカーでも事情は同じであり、

製造した織物を適用する製品（客）を見つけることが困難な状況にある。海外に比

べて先端的な織物を製造する会社にとってビジネスチャンスが少ないようである。

一方で東海工業ミシン製の補強材を布にステッチする機械はドイツ・シュッツトガ

ルト大学を始め欧州の研究機関に納入されており、注目される。 

又、複数の会社からは、織機メーカー単独では製品開発が困難であり、上下流企

業、および客先との連携が重要であるとの意見があった。 
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5.2.1 株式会社 東研（ナノフォーカス X 線 CT に関する調査） 

 

(1) 調査日時 

2010 年 11 月 29 日 9:30～12:00   

訪問場所：株式会社東研 第二テクニカルセンター 

（東京都調布市多摩川 2-27-7：図 5.2.1-1） 

(2) 面談者      図 5.2.1-1 概観 

株式会社東研：X 線開発部 高杉部長、X 線営業部 玉造主任 

東研 X 線検査株式会社：瀬下マネージャー、石本氏 

(3) 機関概要 

バーコード、２次元コード、ＲＦ－ＩＤシステム (売上 80％)、Ｘ線検査システム、半導体

関連事業の開発・製造・販売。 

(4) 調査内容 

a)X 線検査の概要 

X 線 CT 検査器は X 線源、X 線検出器の能力・回転ステージの精度・画像処理の能力

の３つで構成される。 

X線

X線発生器
X線検出器

検査ステージ

（マニピュレーター）

検体

X線

X線発生器
X線検出器

検査ステージ

（マニピュレーター）

検体

 

図 5.2.1-2 X 線装置概要 1) 

 

X 線発生器から発生した X 線が、エネルギーを吸収されながら試料中を通過し、X 線検

出器に到達し、検出器で透過画像を得る。検体を回転する台の上に設置、360 度回転し、

360 度全方向からの X 線透過画像を得る。一回の撮像で合計 300-2000 枚ほどの透過画像を

撮影する。こうして得られた全方向からの X 線透過画像を解析、再構成し、物体の断面画

像を得る。その際、X 線検出素子の感度補正、ノイズ除去などフィルタ処理などを行う。 

X 線源と X 線検出器の距離を離し、検体を X 線源に近づけると拡大倍率が上がる。X

線は距離に比例して減衰するため X 線源と検出器の距離を離すと X 線検出器の感度が低
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下する。逆に、X 線源と検出器を近づける事により高感度な画像を得るが、拡大倍率は

低下する。通常、観察対象がマイクロオーダーの場合、サンプルサイズは１mm 程度の大

きさになる。 

 

b)ナノフォーカス X 線 CT 装置 TOHKEN-SKYSCAN2011 概要 

世界一の分解能（0.4μ）の X 線源（TX-300）を開発、ベルギーの SkyScan 社とコラボ(東

研が X 線源を供給)。SkyScan 輸入販売は東洋テクニカ扱いだが、ナノフォーカス X 線 CT

については上記理由から東研も並行販売。販売実績（過去 5 年）は、欧米で計 7-8 台、国

内では阪大産業科学研究所へ 1 台貸与の他、社内に 2 台所有し受託計測に対応。低出力（長

波長）X 線を用いて、X 線を透視しやすいものの画像化と、極小 X 線焦点での高拡大率・

高分解能での撮像を実現する為、独自で 10年以上 X線発生器の開発を行っている。SkyScan

社の X 線 CT の技術を組み合わせる事で東研の X 線源の長所が生かされ、複合材料などの

分野で今までの X 線では透視しすぎて見えなかった樹脂系構造物などの画像（可視）化に

成功している。ワークは 0.3～1.0mm が適正、全て視野に収まるサイズが良い（0.3mm で

300nm/ピクセル）。データの再構成（スキャンをした X 線像から断面像を構築）：SkyScan

社製再構成ソフトウェア「NRECON」。 

※３D ボリュームレンダリングソフトウェア（断面像を元に３D 画像を構築、３D 空間中

に分布するデータを可視化）：VGMAX を使用（ほとんどの X 線 CT メーカーで採用され

ている） 

 

c)他社比較（X 線源 TX-300 の場合） 

分解能の切り替えが容易、他メーカーはフィラメント交換式で工数を要する。日本検査

機器工業会（JIMA）製のマイクロチャートにより分解能（ラインペア）を保証している唯

一のメーカー。X 線焦点の形状が他社は楕円形、東研は真円に近い為、X 線ビームの歪み

がない。3 段の電磁コイルを採用しているので電子（X 線）ビームがぶれない。従って、

高倍率でシャープな画像を取得可能。 

 

d)FRP の観察 

繊維と樹脂の X 線の透過性が近いため、それらのコントラストを得るには低出力（長波

長）X 線を出力し、いかにその差を検出するか、がキーとなる。透過度の極端に異なる物

質（金属など）がない状態がよい。 
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e)今回持ち込んだサンプルの測定例 

・GFRP ガラス繊維ブレイディング／ビニルエステル樹脂 Vf 約 55％、ワークサイズ □

3mm×13mm。 

計測時間：撮像 2h44min、再構成 40min 繊維束の配向を捉える画像が得られた。 

撮像条件 

X 線出力：75kV200μA 

X 線分解能サイズ：1μm 

撮像時間：16sec/shot 

回転：0.6°/360° 

画素サイズ：2520nm/pix

 

 

 

    図 5.2.1-3 GFRP の観察結果 1) 

 

・CFRP PAN 系炭素繊維ブレイディング／エポキシ樹脂 Vf 約 55％ 

ワークサイズ□5mm×10mm コントラストに難あり、Vf が高いと繊維間樹脂が狭く

なり観察が難しい傾向。 

撮像条件 

X 線出力：75kV200μA 

X 線分解能サイズ：1μm

撮像時間：16sec/shot 

回転：0.6°/180° 

画素サイズ：5000nm/pix

 

 

図 5.2.1-4 CFRP 観察結果（１回目）1) 

 

→ワークサイズを縮小（約□400μm×5mm）し再撮影したところ、1μm 程度のクラ

ックが観察可能であった（図 5.2.1-5）。 
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撮像条件 

X 線出力：30kV200μA  

X 線分解能サイズ：0.4μm 

撮像時間：16sec/shot 

回転：0.6°/180° 

画素サイズ：300nm/pix 

 

 

図 5.2.1-5 CFRP 観察結果（２回目）1) 

 

ナノ X 線 CT2011 は低電圧高輝度の X 線源の特性に合わせた検出器を使用している為、

出来る限り小さいサンプルでの撮像が得意である。今回の CFRP 観察結果から、ワークサ

イズ 300μm 程度の大きさで 1μm 程度のクラックなどの分解が可能と思われる。観察の

目的によるが、サンプルサイズが 1mm～2mm 程度までが適切である。 

 

f)その他質疑 

・装置維持費：フィラメント 500H、カートリッジ式、検出器：4 年から 5 年。 

・装置価格情報（定価）：SkyScan2011-9000 万円、傾斜型-4500 万円、他-3000 万円。 

・吸湿状態は可視化できるか？－・・・できるかもしれない。 

・プリフォーム状態で観察できるか？－不可（回転時ぶれるため）。 

 

(5)まとめと感想 

テキスタイルプリフォームに纏わる計測技術として考えた場合、対象サイズの点で、研

究用途と位置づけられる。ワークサイズが 1mm 以下で分解能が 0.4μ、微小部分を非破壊

観察する方法として有益である。 

 

5.2.1 参考文献 

1) 東研資料 
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5.2.2 多摩テクノプラザ・繊維サイト 

(1)調査日時 

2010 年 11 月 29 日 14:00~15:40 

 

(2)面談者 

小林 敏信 総合支援課 ワイドキャリアスタッフ 

土井 智道 STÄUBLI 社 繊維機械営業部係長 

 

(3)機関概要 

 多摩テクノプラザ・繊維サイトは、東京都多摩地域中小企業の技術支援ニーズに対す

る柔軟かつスピーディな支援を今まで以上に強化するために、地方独立行政法人東京都

立産業技術研究センター（都産技研）内に 2010 年 2 月に設立された。繊維サイトでは、

生産設備を活用した高付加価値製品の開発支援をはじめ、依頼試験による製品の品質評

価、クレーム解析試験による繊維製品に関するトラブル解決を技術面から支援している。

また、繊維製品の一貫したものづくり機能を有する施設であり、中小企業の製品開発や

産業人材育成の強化に取り組んでいる。 

 

(4)調査内容 

a)業務の特徴 

 多摩テクノプラザ・繊維サイトは、撚糸や織物、不織布からデザイン企画まで、テキ

スタイルに関する幅広い技術を対象としている。また、衣料分野だけでなく、産業資材

の開発や繊維系廃棄物の再資源化など、テキスタイル技術の応用にも取り組んでいる。 

b)設備 

 繊維サイトには、下記設備が図 5.2.2-2 の

各ゾーンに配置されている。 

 

金網織機、レピア織機、手織機、サンプル

整経機、合撚糸機、複合撚糸機、ワインダ

ー、織物意匠作成システム、ニードルパン

チ機、ローラーカード機、リサイクラー（開

繊機）、2 軸押出機、デザイン作成システム 

 

図 5.2.2-2 繊維サイト内配置図 

図 5.2.2-1 繊維サイト外観 
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 これらの設備は有償で使用可能であり、必要に応じて指導も受けることができる。ま

た、別棟には試験機器類もあり、繊維製品の染色堅牢度試験、物性試験（寸法変化、引

張強さ及び伸び率、滑脱抵抗力、ピリング、帯電性、防水性など）、繊維鑑別・混用率試

験、及び繊維製品の「色」や「物性」に関するクレームの原因究明だけでなく、これら

に関する研究や相談も行っている。 

c)サイト見学 

 サイト内のほとんどの設備は新品同様であり、整備が非

常に行き届いているか、もしくはあまり利用されていない

印象を受けた。一方、デザインルームや実習室は頻繁に利

用されているように感じられた。 

また、多摩テクノプラザ・繊維サイト開設に伴い、2010

年 12 月末まで STÄUBLI 製ジャカード UNIVAL 100 のデモ

機（図 5.2.2-3）が展示中だったことから、土井氏に STÄUBLI

製ジャカートマシンの事前説明を受け、この後のフランス

訪問時に詳細説明を受けることとなった。 

d)まとめと感想 

多摩テクノプラザ・繊維サイトは、衣料分野だけでなく産業資材の開発や繊維系廃棄

物の再資源化など、テキスタイル技術の応用にも取り組んでいるが、ガラス繊維や炭素

繊維などの取り扱い経験がほとんどなく、航空機用途の「ものづくり」も未経験なため、

航空機用の複合材料開発という点では技術指導が必要である。 

 

5.2.2 参考文献 

1)多摩テクノプラザ・繊維サイト パンフレット 

2)東京都立産業技術研究センター ウェブサイト 2011/12/03 

http://www.iri-tokyo.jp/index.html 

 

 

 

図 5.2.2-3 UNIVAL 100 
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5.2.3 村田機械株式会社 

(1)調査日時 

2010 年 11 月 30 日 9：30～11：20 

  訪問場所：村田機械株式会社＠京都 1) 

(2)面談者 

村田機械株式会社研究開発本部京都Ｒ＆Ｄセンター  

 畑 善裕氏 技術管理チーム 課長 

 田原良祐氏 機構チーム   課長 

 魚住忠司氏 機構チーム 主任部員 

 

(3)機関概要 

村田機械株式会社（創業 1935 年 7 月、資本金 9 億円、売上高 849 億円） 

従業員数 2400 名（グループ 5400 名） 

事業内容は以下の①～④が主体、①の繊維機械関連の売り上げは、約 2～3 割。 

①繊維機械（京都） Textile Machinery“糸を繋ぐテクノロジー” 

②工作機械（犬山） Machine tools 自動車部品等の加工機械“もの作りを考える” 

③Logistics＆Automation（犬山） 

④情報機器（京都） 

R&D センター（2004 年 6 月設立 京都：55 人、犬山：50 人） 

主な機能は開発戦略立案、要素技術の研究、事業部商品の先行開発 

 京都ではパラメカロボット、自立搬送ロボット、燃料電池車用水素タンク、スキャナ・

デジタル画像処理、TripMic（音声指示、認識マイク）、Gri Drive（セキュリティ通信）

の研究など 

 

(4)調査内容 

組物技術を用いた繊維強化複合材料の開発について調査。 

a)組物技術について 

組物は FRP のプリフォーム技術として 1990 年頃から開発を開始。なお、過去に 3

次元織機の開発も目指したが、用途展開が無く途中で断念した経験を持つ。 

・ 組物は、芯材に繊維を巻き付けて織物を組んでいく技術。基本的には組糸、中

央糸の 3 層構造であり、その組合せの自由度は高く、機械を用いた自動化も容

易である（図 5.2.3-1）。 
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・ 繊維が連続的に繋がっているため、強度的にも優位性がある。 

・ 分岐形状、径の変化、I 型、C 型（円筒状に織った後、おりたたみ賦形）等への

適用も可能である（図 5.2.3-2）。 

・ 繊維の角度は、組物時の速度コントロールにより調整可能。 

・ 組物時のテンションに耐えられる糸であれば、セラミック系の糸、他各種糸も

組物可能である。ただし、糸同士の接触による損傷が問題になる場合もあり。 

・ LEXUS LFA のピラー部品に組物技術を適用。NEAR NET SHAPE BRAIDING

による RTM 成形。 

図 5.2.3-1 組物技術               図 5.2.3-2 組物適用例 

b)組物によるプリフォーム開発案件 

・ 1999-2001 SJAC/NIPPI 低コスト航空機部品の開発（図 5.2.3-3） 

I 型(組物)プリフォーム成形＋RTM 成形により、従来繊維強化複合材料の 30％

コストダウンが可能。また、円錐形状に組物することで、I 型ビームを長手方向

に形状変化させることが可能である。 

・ 2001-2002 SJAC/NIPPI CFRP トラスジョイント宇宙部品材料の開発（２．３項 

図 2.2.3-3 参照） 

T 型(組物)プリフォーム＋RTM 成形により、従来 Al、Ti を削りだして作製して

いた部品の軽量化及び線膨張率の低い材料を開発。 

・ NEDO 70MPa 級の車載用水素タンクシステムの開発（図 5.2.3-4） 

タンクライナーに組物により CF を巻き付け、RTM で成形。200 本以上の糸を

同時に巻き付けることで、板厚を稼ぎ生産性を上げる。また、装置を 5 台並べ

たオーバーブレイド等による生産性検討を実施したが、ラインが大がかりにな

る。 
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そのため、現在はワインディング＋組物技術を合わせたコンセプトを開発し、

水素エネルギー先端技術展に発表。高生産性をキーワードにしたコンセプトの

具体化を実施中である。 

・ ゴルフクラブシャフトの成形（図 5.2.3-5） 

長手方向の組紐の繊維方向を変化させることで、しなり、トルク等を調整する

ことが可能である。ドライ繊維以外にも、プリプレグ材を用いて組物すること

も可能であるが、その場合はプリプレグ材のタック調整が必要である。図 5.2.3-5

の装置では、プリプレグをマンドレルに組物し、熱収縮チューブを巻き付ける

まで一連の工程(オーブン硬化の前工程)を、同一機械で行うことができる(セン

ター見学時に当該装置を見学)。 

⇒組物技術を用いれば、プリフォームから部品成形に至る一連の成形工程の構

築が可能であり、村田機械では工作機械等も自社で開発していることから、

製造ライン一式を構築可能である。 

・ パラレルメカニズムロボット(図 5.2.3-6) 

搬送重量 0.1kg で毎分 180 サイクル、搬送重量 1kg で毎分 120 サイクルの高速

稼動を実現したパラレルメカニズムロボットのアーム及び旋回軸には、組物技

術を用いることにより、軽量化と高剛性を実現したカーボンシャフトを使用し

ている 2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.3-3 航空部品開発例      
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図 5.2.3-4 水素タンクシステムの開発例 

 

 

 

 

 

 

 

           

図 5.2.3-5 ゴルフクラブシャフト成形装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.3-6 パラレルメカニズムロボット 
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c)組物技術のプリフォームへの展開に関する質疑応答 

・ ドライのプリフォーム技術の製品展開、装置展開を含め、現状の日本には土壌

ができていないため、事業展開が厳しい(海外展開は現状無し)。 

・ 組物装置の製造だけでなく、システムとしての展開が必須である。 

・ 日本のプリフォーム技術開発の問題点は、①プリフォーム開発に対する一連の

ストーリーが無い、②設計から 終用途を明確化できておらず、目標とする製

品に対する 適なプリフォーム技術の検討がない、③単品の製品を目標とした

組物技術の開発は、事業の成立性が低い、④国のプロジェクト(NEDO、SJAC

等)での研究試作も、単一のプロジェクトでは将来展望が乏しく、企業として機

会損失(研究人員の浪費)となる、といったことが挙げられた。 

 

(5)まとめと感想 

村田機械では、組物技術の他に工作機械、Automation 化の技術を得意としており、ゴ

ルフシャフトへの応用に見られるように、自動化されたプリフォーム製造ラインを構築

できる可能性を感じた。一方、質疑応答の中では、海外の事情と異なり、日本における

プリフォーム技術への取り組みの困難さを感じることができた。 

 

(6)その他 

以下の装置を見学した。 

・ VORTEX：空気の力を利用した精紡機で、Ring spinning 精紡、Winding 巻き糸の工程

を実施する機械 

・ マッハスプライサー：糸を繋ぐ技術、切断した糸の端部をそれぞれ“ほぐし”、“撚り

なおし”することで糸をスプライスして繋ぐ機械。 

・ ゴルフシャフト用組物装置：上記参照 

 

5.2.3 参考文献 

1)村田機械 カタログ、プレゼン配布資料 

2)ムラテックメカトロニクス(株)ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.muratec.jp/mmc/parallel/index.html 
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5.2.4 サカセ・アドテック（株） 

（１）調査日時 

   平成 ２２年 １１月 ３０日（火） 15：00  ~  17：00 

（２）面談者 

   酒井 良次  専務取締役 ACM 事業部 事業部長 

   渡邉 秋人  ACM 事業部 研究開発チーム チーム長 

（３）機関概要 

福井県坂井市に本拠地を置く織物会社で、酒清織物として合繊織物を製造していたが、

困難な３軸織物・織機の開発に成功し、1988 年に先端技術を活用する新しい分野に進出す

るためサカセ・アドテックとして独立。社名のアドテックは advanced technology から来て

いる。社員数 18 名。 

（４）調査内容 

得意とする織物は３軸織物であり、従来から竹籠に使用されている織物である。３軸織

物製品化のきっかけは JAXA 宇宙オープンラボへの提案で、宇宙実証の機会として観測ロ

ケット用の伸展アンテナの開発を担当したことによる。現在、世界で使用されている人工

星用パラボラリフレクター・アンテナ材料の 70%を同社で製造している。 

３軸織物には以下のような特徴がある。 

① 等方性に近い物性を示す 

② ２軸織に比べ、面内引張や面外から物がぶつかった場合などの応力集中が少ない 

③ 折り畳み易く、伸ばした場合に折り目が残り難く、かつ繊維が偏らない 

④ 複雑な曲面に沿わせる事が可能 

同社が 近特に注目を集めているのは、はやぶさに使用された３つのアンテナと CF（炭

素繊維）製導波管が CF３軸織物で製造されているためで、この内小型の２つのアンテナ（中

利得アンテナおよび低利得アンテナ）と導波管については 終製品の製造まで実施してい

る（図 5.2.4-2 参照、高利得アンテナは材料をサカセ・アドテックで提供し、NEC が製造）。 

３軸織物は自由な曲面を簡単に製作でき、かつ高強度で力学的な応力バランスが良いも

の（応力集中が生じ難いもの）で、以下のような製品にも活用されつつある。 

① 橇競技 リュージュ・ボデイ 

② アスリート用の運動靴 



③ 文化財の補修材料（複雑な曲面に沿わせることが可能なため） 

図 5.2.4-1 は３軸織物で作成されたマネキンのボデイである。しなやかな曲面が再現されて

おり、かつ繊維の偏りも無い。 

今後の課題として、以下のものがある。 

① 宇宙構造は軽量化の要求が厳しく、かつ折り畳み・伸展などの付加的要求もある。

適用箇所を選べば航空機への活用もありうる。問題があるとすれば、まずは価格、

量産体制等であろう。 

② 大型宇宙構造への適用では折りたたみ可能な構造が用いられるが、展開後の所望

の形状を維持するため何種類かの宇宙硬化法を研究している。冷却硬化では、展開

時の状態を「折り畳み状態（固体）→展開中（液体）→伸展後（固体）」と変化さ

せることを検討中。 

③ 疲労強度の明確化 

 

 

 

図 5.2.4-1 マネキン（３軸織物）         図 5.2.4-2 はやぶさのアンテナ 
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(5)まとめと感想 

 温故知新という言葉があるが、３軸織物は古くからある織物で、機械化により長所が見

直され 新機器に活用されているのが面白い。CFRP 構造の発達自体が、既存の織物技術

が新しい材料技術と合体して見直されているようであり、市場が細くなった時もたゆまぬ

努力を続けている人達が日本技術の底力かもしれない。今回対応していただいた酒井専務

によると、３軸織物をインフレータブル構造に使用するきっかけは「息で膨らむ渦巻き状

のおもちゃ」とのことで、身近な所に 先端技術のヒントが転がっているようである。 
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5.2.5 福井ファイバーテック株式会社 

(1)調査日時 

2010 年 12 月 27 日 10:00～12:00 

 

(2)面談者 

福井ファイバーテック福井社長、小宮グループリーダ 

調査者：北條委員長、田中氏（KHI）、中島氏（FHI）， 

五島氏、梅元氏（東邦テナックス）、神谷氏（豊田自動織機）、榎本氏、磯江氏、 

荻布氏、伊牟田氏（RIMCOF）、堀苑（MHI） 

 

(3)機関概要 

 設立： 1950 年  

 資本金： 9,500 万円 

 社員： 60 名 

 2004 年に，繊維，プリフォーム技術，加工に関する製品開発，製造に注力する，との趣

旨で福井漁網から福井ファイバーテックへ社名変更。繊維の加工技術を主技術とする会社。 

 中国，マレーシアに関連事業所，会社があり，かつ，中国，ベルギー，マレーシアとの

企業と生産提携している。 

 

(4)調査内容 

 マルチアクシャル織において基材の特性を 大限発揮させるためのポリエステル補助糸

によるスティッチングでの工夫が特徴的である。現状は，風車ブレード向けの需要が見込

まれている。その他，内装材向けとして，ダブルラッセル織りのクッション材，フロアマ

ットすべり防止材などは非常にユニークな技術であった。 

 国プロにて装置導入したが，市場の広がりまで展開できない。実製品まで想定した開発

を指向する場合，ユーザ，製造者，及び材料供給者が一体となった開発プロジェクトが必

要との協議内容であった。 

 

a) 技術ディスカッション 

・委託事業にて 2000 年にマルチアクシャル織の織設備導入 

 大型織機（リーバ製）： 約 2 億円 

 小型織物（リーバ製）： 約 1 億円  
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 国内での風車市場が想定より伸びていない。現在は，MHI 風車用のガラス基材供給を

行っている。ドイツの Saetex は，年間 400～500 基分の基材を製造しており，現在は 60

～70m 級のブレード用の基材製造が行われている。ドイツでは，州政府もしくは中央政府

からの支援で，産，官，学の連携のもと 20 年程度開発が行われた。中国では，2002～2003

年に織装置を導入し始め，2010 では，数十台稼動している模様。 

 

・3 次元織りの，ダブルラッセル織物の開発にも注力中であり，立体ネットのクッション

材が目を引いた。用途としては，軽量な内装材向け。ポリウレタンやばねのような弾力性

を発揮することが可能であり，シート材としての適用が行われており，車，航空機のシー

トへの適用化が行われている。また，カーマットの裏側に，薄いダブルラッセル織物を適

用し，すべり防止機能を付与したものもあった。ベルクロのようなもので，すべり防止効

果も十分，かつ，全て繊維であることから，現在のマット（裏側にゴムを適用）より大幅

な軽量化が実現されている。（既に，市場にて販売中とのこと） 

 

・紫外線硬化樹脂+GFRP 基材によるセミプリプレグを適用した下水道更正材の販売もおこ

なっている。独にて開発された技術（材料）で，掘り返し工事が省略でき，簡易的に修理

が可能。 

φ350 ㎜（独では，φ800 ㎜）のチューブ状になるもので，インナー，アウターフィルムに

UV カットフィルムを適用し，その間にガラスクロスに液状の紫外線硬化樹脂を含浸させ

たセミプリプレグを配置したもの。工事の際は，空気にて膨らませ，紫外線を当てて硬化。

下水管補修の１割がこのような GFRP を適用した修理であり，内 13%が紫外線硬化による

補修とのこと。欧州での販売基材としては，Saetex も入っている模様 

 

・その他のディスカッション 

特殊ネット： 糸束が細く，収穫魚（ちりめんじゃこ）への適用で，７～８割のシェア

がある。 

  欧州 JEC に， 1990 始め頃数年連続して出席した。各技術の展開を感じることができ，

Saetex，デボルト等 年々ブースが大きくなった。（売り上げも増加した模様） 

 科学振興事業団の補助研究（2000～2003）により，熱可塑複合材の研究試作も実施した

経験ある。 CF（3K）のトウに，熱可塑繊維（ナイロン 66） のトウを織り（巻きつけ），

プレス成形するものであり， Vf は 40%程度。 成形工程（CF/ナイロン 66 のカバーリン

グ）に時間がかかり，コスト高という課題があった。 
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b) 見学 

・LIBA 織機（マルチアクシャル織機） 

 小型織機により，不織布+0，90°のマルチアクシャル織基材を製造中であった。±45°

配向（±30°配向から配向は自在）も可能。炭素繊維はケバが多いため取り扱いが困難で

あり，独自に改良が必要。 

 スティッチは，ポリエステル糸によるトリコットスティッチであり，基材特性を発揮さ

せるためにノウハウが必要な部分。糸の切り替えに時間を要する。 

 

・引抜成形 

 GF（一方向材）とマットを適用した，コの字型の引抜 GFRP 成形。 

 加熱型に入れる前に，GF 基材，マットに樹脂を適用して，加熱型を通して引き抜くこ

とで，硬化される。板厚は，均一であったが，型（形状）に依存し，中空形状ほど，偏肉

しやすいとのこと。 

 中子を適用した金型により，中空の部材成形も可能であった。 

 

(5)まとめと感想 

 日本国内に限らず，海外展開を行えば，Saetex のような事業展開が見込まれ，今後の展

開が注目される。航空宇宙部材（構造材）への適用を考えると，Saetex のように航空機メ

ーカとの部材，基材開発を通じて，開発ノウハウ（認定システム，費用，スケジュール）

に関する知見を習得する機会をもつことが重要と感じた。 

 一方で，ドライ基材を航空機部材へ適用するためには，リキッドモールド成形になる。

その際，繊維の直進性，及びじん性の向上が必要となる。じん性向上の観点からは，樹脂

の側からと同時に，基材側でもなんらかの技術開発が必要ではないかと感じた。今後の技

術動向を注視したい。 
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5.2.6 東海工業ミシン株式会社 

(1) 調査日時：2010 年 12 月 27 日 14：15～16：15 

(2) 面談者：児島専務（テクニカルセンター長）、近藤参事補（量産設計部）、藤原氏（タ

ジマ工業・コンポジットプロジェクトリーダー）、佐藤氏（タジマ工業・コンポジットプロ

ジェクトメンバー） 

調査者：北條委員長、堀苑氏（MHI）、田中氏（KHI）、五島氏、梅元氏（東邦テナックス）、

神谷氏（豊田自動織機）、榎本氏、磯江氏、荻布氏、伊牟田氏（RIMCOF）、中島（FHI） 

 

(3) 機関概要 

東海工業ミシンは、工業用ミシンの販売、修理を行うメーカーとして 1944 年に創業。1964

年より、タジマのブランド名で多頭式自動刺繍ミシンの開発、製造、販売を開始。初期の

6 色から現状は 大 15 色刺繍可能な多頭式の刺繍ミシンを開発してきた。刺繍ミシンの

97%は輸出。1994 年に東海工業ミシンテクニカルセンターを新設。新製品の設計、開発の

拠点となっている。 

近年、炭素繊維テキスタイル技術に対して刺繍技術を応用した専用機 TCWM（Tajima 

Composite & Wire Machine）の開発を行い、欧州の研究機関、Airbus 関連企業に納入してい

る。日本では、名古屋大学 CERC に納入している。 

 

(4) TCWM（Tajima Composite & Wire Machine） 

TCWM は、図 5.2.6-1 に示すように、プログラムに従い炭素繊維等の強化繊維を 2 次元

的に配置し、同時に刺繍技術の応用により、針で上糸を、図 5.2.6-1 に示すように強化繊維

が基材に固定されるように縫い付けることにより、強化繊維のプリフォームを製造する装

置である。図 5.2.6-2 に炭素繊維プリフォーム製作状況を示す。 

TCWN の特徴を以下に示す。 

• 縫い付けピッチは、0.1㎜単位のコンピュータ制御。 

• 縫い付け速度が 大1000rpmまで可能。 

• 1から 大30頭まで対応可能。（一度に 大30個のプリフォームが製作可能。） 

• 強化繊維の縫付けは360°で任意。応力の厳しい角度に強化繊維を配置可能。 

• 多層、局所の補強可能。必要な部分の補強が可能。 

• 強化繊維のみならずワイヤー等の縫い付け可能。 

（部分的にワイヤーヒーターの埋め込みなども可能。） 

また、プリフォームを製作する場合、以下が制約条件となる。 
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• プリフォームサイズは、 大1000mm×2000mm程度。プリフォームサイズが大きく

なるほど、製作スピードが遅くなる。 

• プリフォームの厚みは10mmまでの製作実績あり。15mmが物理的な限界。 

• 基材は、枠で固定でき縫い針が貫通すれば特に制約なし。炭素繊維織物も可能。（炭

素繊維を傷め難い針を使用する。ただし熱硬化性樹脂プリプレグ等、タック性のある

ものは、現状不可。） 

• 強化繊維等は、柔軟性があれば、特に制約なし。 

• 上糸は、ポリエステル糸、ガラス繊維等、柔軟性と撚りがあれば使用可能。炭素繊

維は、柔軟性無く、破断してしまうので現状使用不可。 

• ツイン仕様の装置にすれば2種類の強化繊維等を縫い付けることが可能。 

• 熱硬化性樹脂プリプレグ等、タック性のあるものの縫い付けは現状不可。熱可塑性

樹脂プリプレグ等、タック性のないものは可能。 

 

 

図 5.2.6-1 TCWM の基本構造及び縫い付け状態 
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図 5.2.6-1 炭素繊維プリフォーム製作状況（タジマ工業カタログより） 

 

(5) TCWM の仕様 

図 5.2.6-3 にカタログデータを示す。 

 

 

 
 

図 5.2.6-3 TCWM 仕様 
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(6) TCWM によるプリフォーム製作例 

図 5.2.6-4～図 5.2.6-6 に事例を示す。 

 

図 5.2.6-4 タジマ工業・ベルクランク（デザイン：シュツットガルト大学 IFB） 

 

図 5.2.6-5 Hightex 社 

 

図 5.2.6-6 ドレスデン・ライプニッツポリマー研究所 
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(7) TCWM 納入実績及び情報 

1） ドイツ／シュツットガルト大学 IFB 

http://www.ifb.uni-stuttgart.de/index.php/en  

2） ドイツ／ドレスデン・ライプニッツポリマー研究所 

http://www.ipfdd.de/  

3） ドイツ／TITV Greiz研究所 

http://www.titv-greiz.de/  

4） イギリス／ブリストル大学 accis 

http://www.bristol.ac.uk/composites/  

5） ドイツ／CTC社（エアバス子会社） 

http://www.ctc-gmbh.com/  

6） ドイツ／Hightex社（エアバス子会社） 

http://www.hightex-dresden.de/Technologien/TFP-Technologie/434l1/  

7）名古屋大学 CERC 

等 

 

(8) 所感 

TCWM は、欧州で注目度も高く、自動プリフォーム製造技術として、有望と思われる。

TCWM によるプリフォーム化技術は、繊維の配置方向の自由度、部分的な補強、ハイブリ

ッド化にも対応できるので、同時に設計技術及び強度保証を確立することにより、航空機

への適用が可能となる。そのためには、欧州同様、民官学の連携によるプロジェクト化が

重要と思われるが、日本にはまだまだ仕組みがなく、今後の課題である。 
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第６章 今後取り組むべき技術課題 

６．１ 技術の位置づけ 

6.1.1 問題点の整理―コストの観点 

 図 6.1.1-1 に各種材料と、その材料から構成される製品の単位質量あたりの価格を比較し

た 1)。例えば、一般的な自動車は千～数千円/kg であり、その材料は約百円/kg の鉄やほぼ

同価格の高分子材料で構成されている。旅客機は十万円/kg であり、その材料は数百円/kg

のアルミニウム合金、千円～数千円/kg の複合材料で構成されている。すなわち、ある構

造物を構成する材料は、その構造物の単位質量当たりの価格と比較して、一般的には１桁

以上の低価格であることが要求される。また、航空機では、機体を軽くすれば、必要とす

るエンジンの出力と重量が低下し、積載燃料も少なくなり、さらに機体が軽くなるという

循環で、一般に機体を 1t 軽くすれば総重量が 5t 軽くなると説明されている。一方、自動

車でも、車体の軽量化は直接燃費の向上に結びつくが、総重量に占める燃料重量の割合は

わずかで、上述の航空機のような効果はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.1-1 材料と製品の単位質量あたりの価格の比較 

 

 航空機の一次構造に TexPref を適用し VaRTM 技術を適用した場合の、製造コスト低減効

果については、尾翼桁間構造に関して国内で公開された例がある 2)（図 6.1.1-2）。これによ

ると、従来のアルミの場合を 100 として、プリプレグとオートクレーブを用いる場合は 180

であるのに対し、TexPrefとVaRTMを用いる場合は120まで下がることが報告されている。

一方、海外では、少し古いデータではあるが、エアバス社の資料で方向舵を従来のアルミ 
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図 6.1.1-2 尾翼桁間構造の材料と製造法によるコスト比較 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.1-3 A310 方向舵における CFRP 構造でのコスト削減 3) 
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表 6.1.1-1 A310 方向舵における CFRP 構造での部品点数削減 3) 

 

 

 

構造から CFRP 構造（プリプレグとオートクレーブを用いる場合）に変更するだけでも、

細かい部品で 70％、構成要素で 50％部品点数を減少させることが可能になり、コストがア

ルミ構造より 10％低下するという報告例もある 3)（表 6.1.1-1 および図 6.1.1-3）。また、国

内でも、小型旅客機の尾翼および動翼の桁間構造について、従来のプリプレグ手積層と比

較して自動積層および面板と縦通材を一体積層し成形することにより、29％のコスト削減

が可能となり、最終的に金属構造と匹敵するコストになることが報告されている 4-6）。また、

その原因として部品点数の低減も述べられている。TexPref ではさらなる部品点数の低減が

期待されるため、TexPref 技術は、航空機構造においては今後の技術開発において、コスト

を含めた競争力を維持し高めるために、極めて重要な技術と位置づけられる。一方、自動

車への利用に関しては、地球温暖化の観点からはきわめて注目すべき技術ではあるが、将

来的な大規模の採用と、当面の高級車や重要部位における限定的な使用に分けて、技術開

発を検討すべきと考えられる。 

 上述のコストに加えて、生産性の検討も重要な項目である。TexPref による複雑形状の自

動生産による生産効率向上は大いに期待されるが、その使用目的と必要とされる生産性に

合わせて、その構造と製造法を決定すべきである。 

6.1.1 参考文献 

1) M.F. Ashby 著，金子純一，大塚正久訳，機械設計のための材料選定，内田老鶴圃(1997)P280. 

2) 三菱重工技報 

3) J. Koshorst, How one A/C manufacturer transits to composites, Airbus Industrie – Toulouse 資料

AI/TE 3-2/012/85 (1985) p4. 

4) Y. Hirose, S. Bando, H. Masaeda, N. Tsuda, Application Studies of a New Graphite/Epoxy 

Material for the Vertical Fin of a Commercial Transport Aircraft, Proc. 3rd Japan-US Conference on 

Composite Materials (1986) p.683. 

5) (財)日本航空機開発協会，YXX 昭和 59 年度作業(YTM-5155B)加工技術向上試験 複合

材水平尾翼下面パネル加工技術試験 ファスナー結合複合材垂直尾翼設計及び試験 成果

報告書 (1984). 

6) Y. Hirose, T. Taki, Y. Mizusaki, T. Tujita, Low cost structural concept for composite trailing edge 

flap, Advanced Composite Materials, 12 (2004) p.281. 



- 222 - 

6.1.2 技術開発の融合工学的立場 

 図 6.1.2-1 に示すように、複合材料においては、従来材料と「材料」という用語そのもの

の概念が全く異なっている 1)。すなわち、金属材料に代表される従来材料では、物理・化

学、流体・熱力学が重要な役割を担う「①材料形成過程」、化学、熱・材料力学が重要な「②

素形材（部材）形成過程」、材料力学や計測工学が重要な「③構造設計・運用管理過程」が

比較的独立している。そのため、理学と工学の各専門分野における先端技術が、それぞれ

の過程の発展の原動力になってきた。一方、複合材料において CFRP を例に挙げると、炭

素繊維と樹脂モノマー製造過程のみが分離しているものの、上記の①～③の過程が同時に

起こることが特徴である。従来のプリプレグとオートクレーブを組合わせる製造過程にお

いては、繊維と樹脂の組み合わせやその配向が中間素材として確定しており、材料形成過

程が比較的単純であるのに対し、プリフォームを用いる複合材料においては、強化繊維と

未硬化の樹脂を組合わせるため、より基本的な複合材料の材料設計が可能である。 

 この中で、「形状・構造設計」および「材料設計の巨視的な力学」に関しては、従来の設

計技術の高度な発展により実現がなされてきている。一方、「材料の形成過程」や①～③の

同時過程である「成形・製造過程」は、高度な経験と試行錯誤に頼っている。かつ、製造

過程が複雑で人手と時間がかかることが、コスト削減障害の主な原因となっている。その

ため、CFRP の構造材料への利用は、一部を除いて航空機等の特定分野に限定されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.2-1 複合材料における「材料」の概念の違い 

 

 

 

図 6.1.2-2 異分野融合工学による複合材料のアプローチ 
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この同時成形・製造過程に本項で提案する「異分野融合工学」を取り入れ、製造過程を「生

産科学」として系統的に取り扱えるようにすることにより、これまで「材料設計の巨視的

な力学」により期待されながら永年実現していない「新しい材料の創成」を可能とするこ

とができれば、自動車や鉄道車両などの一般工学分野で CFRP の構造材料への普及が実現

し、結果として自動的に大幅な軽量化とエネルギー消費削減が実現できる。 

 CFRP に代表される複合材料の製造過程は、材料設計と構造設計に基づく強化炭素繊維

の空間的配置、樹脂の流動による含浸、樹脂の硬化反応および界面での炭素繊維表面との

結合が同時に発生する。このものづくりの過程を「生産科学」として構築するためには、

図 6.1.2-2 に示すように、機械工学の基礎力学である材料・流体・熱力学、機械力学、計測

制御工学はもとより、高分子化学や表面科学を中心とした化学、物理学の各分野の密接な

連携による「異分野融合工学」が必要である。ここでは、界面原子構造、表面張力が卓越

する界面近傍流れのナノレベルでの検討、樹脂硬化および界面結合状態の分子レベルでの

検討に基づき、従来経験に頼っていた成形過程に学術的基礎をマルチフィジックスの観点

から確立するとともに、マイクロメカニクスやセンサー埋め込みとつなげることにより、

構造レベルにおいての強度・信頼性までマルチスケールに連携させ、革新的な材料生産の

概念を創出することが可能になると考えられる。すなわち、プリフォームを用いた複合材

料においては、従来のプリプレグを用いる場合と比較して、より深い可能性があるととも

に、異分野の融合と、各研究開発レベルの多層的な連携によって、初めて優れた技術開発

が可能になる。そのため、横断的な優れたチームの形成が、技術開発の要である。 

 ここで注意すべき点として、融合工学の観点からの各要素について、一部の技術要素の

みを開発しても他の技術は海外の後追いになり、結局全体の技術が後追いの研究開発にな

ってしまう危険性である。融合工学的立場を重視すれば、先行開発への重点投資とともに、

その基盤となる萌芽的研究および基礎研究にも連携して投資がなされなければ、全体の研

究開発が海外の後追いになり、全体の投資が無駄になる可能性がある。 

 

6.1.2 参考文献 

1) 北條正樹，合田公一，「材料/材料研究に関するこの 10 年、これからの 10 年」, 60 周年

会誌記念号, 材料 (2011)掲載予定。 
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６．２ 研究開発の階層間の連携の必要性 

6.2.1 教育と工学の基礎分野 

 TexPref が関連する学問領域は非常に広い。その中で、図 6.1.2-1 および 2 と現在の大学

の学科などを比較すると、分野としては繊維工学および繊維機械工学の教育が弱いことが、

根本的問題として浮かび上がる。繊維学部はかつて東京農工大、信州大および京都工芸繊

維大学に存在したが、現在は信州大学のみとなっている。また、かつては旧帝国大学にも

繊維に関する学科が存在し（たとえば京都大学では 1941-1961 に繊維化学科）、近年まで山

形大学、群馬大学、岐阜大学および福井大学の工学部に関連する学科が存在したが、現在

ではすべて改組され別の名前となっている。一方、「繊維」は「衣食住」といわれるように

人間の生活に不可欠な分野であり、海外では、ドイツのシュツットガルト大学、英国のマ

ンチェスター大学、米国のノースカロライナ州立大学などにおいて、繊維に関する学部や

研究所が継続している。  

 

6.2.2 研究の段階と目的による必要とされる技術 

 研究開発を考えるときに、多次元多層の要素を考える必要がある。TexPref 技術を考えた

ときに、教育・基礎研究から先行開発研究までについて、まず図 6.2.2-1 に示すような研究

の各段階の「研究軸」がある。次に、6.1.2 に詳細に述べたように、複合材料においては図

6.1.2-1 に示す素材から構造物にいたる横断的立場があり、その基盤として図 6.1.2-2 に示す

「融合工学軸」がある。さらに、構造物の目的によって、航空機、自動車という「応用軸」

があり、単純に考えただけでもこれらの３次元構造をなす各要素について、それぞれ独立

して必要な技術要素がある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.2-1 研究開発の段階と役割分担 

 

6.2.3 先行開発とフォローアップ 

 上記の多次元多層の技術要素の観点だけでなく、もう一つの軸として、海外の技術と比

教育・基礎研究 萌芽的研究 先行開発研究
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航空機・自動車企業

素材製造企業
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較したオリジナリティーに関する軸も重要である。今回の海外調査でも、TexPref の製造お

よびこれを用いた複合材料の製造技術および製品の応用に関しての総合力は、特に欧州と

比較して明らかに国内の技術レベルは遅れている。また、過去のいくつかの国家プロジェ

クトは海外との技術力の差を埋めることに重点が置かれていた。TexPref およびそれを用い

た複合材料の研究においても、海外の TexPref 製造機械の導入、あるいは TexPref そのもの

の技術導入をすることにより、ある程度の成果を得ることは可能である。しかし、これだ

けでは明らかに日本がその優れた炭素繊維産業をもとに、この分野で世界をリードする技

術開発の牽引役となるのは不可能である。今後の研究開発には、 

１）フォローアップ研究：海外の技術レベルに追いつく 

２）先行開発研究：海外に対して技術優位性を確保する 

３）基礎・萌芽研究：先行研究のオリジナリティーを確保し 10 年以上先に答えを求める 

について、国内の研究開発体制と資金の投資をバランスよく実施することが必要である。

特に、２）と３）を重視するとともに、その相互の連携を強め、「製品化を念頭に置いた基

礎からの自由な発想の育成」に注力すべきと考える。現状の国内の縦割り組織では、大学

における基礎・萌芽的研究と、企業における先行的開発研究の結びつきが非常に弱い。 

 

6.2.4 オープンイノベーションの必要性 1) 

 日本の各産業は、分野にもよるが 1980 年代から基礎研究にも力を入れてきた。これは、

「リニアモデル」と呼ばれ、一つの組織内で、基礎研究から応用、発展までのすべての段

階をかかえる形態である。これに対して、現在は「オープンイノベーション」の時代に入

っていると言われている。ここでは、内部で開発された研究開発成果を外に向けて開くと

ともに、外部に必要な研究成果や技術を求める。研究開発が一つの分野で遂げられるもの

ではなくなった現在においては、分野毎の壁を越えて融合・学際的に多くの分野が重なり

合って成果を目指すことによって、はじめて新たな創造、ブレークスルーが可能になる。

また、従来の「リニアモデル」では、基礎研究から開発までのすべての段階を内部に抱え

るため、規模の大きな組織・企業しか創造の主体に成り得なかったが、「オープンイノベー

ション」においては、中小の組織・企業でも参加が可能になると考えられる。前述のよう

に、TexPref においては多次元多層の融合組織が極めて大切である。この考え方を導入する

ことによって、異分野の融合組織を作ることができるとともに、大学の１研究室や中小企

業の潜在的な力を利用することも可能になると考えられる。 

6.2.4 参考文献 

1) 伊佐進一，「科学技術大国」中国の真実，講談社現代新書 2075 (2010) p238. 
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６．３開発すべき技術の要素 

 製織、樹脂設計、成形プロセス、軽量化構造設計技術と、これらの装置開発、品質保証

のための評価技術、および、その基礎となるマイクロメカニクスとシミュレーション技術、

低コスト化のための自動化技術などが重要である。 

 

6.3.1 繊維・樹脂、TexPref 製造および成形技術 

・製織に関しては、繊維特性を劣化させずに立体構造の TexPref を製造する技術、および

クリンプや繊維のずれを抑制する技術の開発とその安定性確保が重要である。また、 

TexPref 製造の大型化、自動化も重要である。 

・上記の基礎となる基材製造装置の開発およびその生産性向上技術の開発が必要である。 

・製織に関して、日本はこれまで高い繊維技術を有しており、その活用が重要である。織

物技術を持つ従来企業の先進産業への転換の契機にもなると考えられる。 

・TexPref 製造に関して、可能なかぎりの一体化、要素部の離散と集積の可能な多機能組織

化プロセスを構築する。 

・ただし、この分野の学術的な基礎研究は、繊維学の衰退によりほとんど行われていない。

今後の TexPref 発展のために 6.2.1 項で述べた融合工学との連携の観点からの再興が必要で

ある。 

・樹脂に関して、熱硬化性樹脂では代表であるエポキシ樹脂の設計と樹脂含浸から硬化ま

での成形プロセスの設計を同時に行うことが必要である。 

・樹脂含浸から硬化反応までの成形技術に関して、これまでプロセスウィンドウ的なパラ

メータ探索の研究は多いが、流体力学、レオロジー、熱力学と化学反応などを連携させた

学術的な基礎研究はまだあまり進んでいない。この原因の一つとして、生産技術に研究費

が投入されにくい状況もあると思う。 

 

6.3.2 航空機 

・航空機構造は共用できる部品が少ないため、多品種少量生産に対応できる装置や成形プ

ロセスの開発が必要である。 

・一体成形のためのニアネットシェイプ製織技術、特に板厚変化、複雑形状および自動化

が重要である。 

・TexPref 複合材料の高性能化のため、高体積含有率を実現する樹脂含浸・成形を含めた総

合技術が重要である。また、高強度でかつ高じん性な複合材料を実現するための TexPref

および樹脂技術。 
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・大型構造物の耐久性評価、非破壊評価技術の確立と修理技術 

 

6.3.3 自動車 

・主として航空機用に開発されてきた TexPref を中心とする複合材料技術を自動車に応用

するための、コストと生産性の両面での乖離をいかに乗り越えるか。 

・航空機と自動車に求められる TexPref 技術の相違点を明確にし、相互の波及効果および

必要となる技術開発項目を設定する。 

・特に、電気自動車等、今後従来と基本が異なる構造の発展が見込まれ、ここでの可能性

を精査する。 

・常に航空機プロジェクトとの連携が必要である。 

・自動車構造材は、コストおよびサイクルタイムが最も重視される。競合する板金プレス

および溶接構造、鋳物などと比較して優位に立つ必要がある。 

・低コスト化のためのラージトウの適合化技術も重要である。 

 

6.3.4 品質保証技術 

・TexPref の品質保証技術の手法とその確立のための技術要素抽出。 

・製織の信頼性確率、特に繊維形態、繊維の損傷検出、織構造の欠陥、異物混入に対する

非破壊検査技術の確立。 

・TexPref の樹脂含浸後の品質保証技術と非破壊検査技術の確立。ボイド、樹脂リッチ部、

繊維のうねり、マイクロクラックが強度およびじん性に及ぼす影響の定量評価。 

・一体化 TexPref による複雑大型構造に対する安定成形技術、非破壊検査技術と修理技術。 

・TexPref 複合材料におけるマイクロメカニクスの確立と品質保証技術の連携 

・TexPref 複合材料のマクロ力学特性評価技術の確立。特に従来の試験法では評価が困難と

なる層間強度、せん断強度などの評価法。 

・航空機構造材としての認証手法の確立。 

 

6.3.5 生産科学・技術の重要性 

・TexPref およびその複合材料においては、上述の主に個々の要素技術だけでなく、6.1.2

に述べた融合工学からの生産科学としての総合的取り組みが重要である。 
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第７章 調査に基づいた研究課題の提言 

７．１ テーマ概要 

7.1.1 基本的な考え方 

 ６．３に述べたように、TexPref の研究の融合工学的立場と基礎研究から先行開発研究ま

での階層を考慮し、多層のかつ具体的な研究課題を実施する必要がある。その中で、目的

と目標を明確にするため、具体的な複合材料構造モデルを、航空機と自動車でそれぞれ試

作するプロジェクトの提案が適切である。まず小型部品から取り組むとリスクは小さいが、

各分野の企業と研究者をまとめる牽引力を得るためには、ある程度大型の構造が必須であ

る。併せて、開発研究と基礎・萌芽的研究をつなぐプロジェクトと、品質保証と認証技術

を確立するプロジェクトを併設する必要がある。また、部分的に海外の技術や基材を導入

することは容易であるが、これでは海外の後追い研究に直ぐに陥り、その後の先行開発研

究に結びつかない。融合工学的にこの分野で海外に対して優位に立つためには、日本のオ

リジナルな基礎・萌芽研究に基づいて先行開発することが大切である。 

 

7.1.1 航空機構造 

・現在の複合材料構造は金属構造の CFRP への置き換えが中心である。これに対して、

TexPref は、(1)類似形状を大量生産しコストを大幅低減する構造、(2)立体（3 次元）方向強

化と異方性最適設計による高張力鋼の置き換え、(3)一体成形による部品点数低減と組立て

コスト低減、により、その優位性が発揮できる。また、単に TexPref のみでなく、成形技

術、評価と品質保証技術の確立も併せて実施しないと、結局実用化には至らない。その意

味で、評価技術においても、大学や基礎的研究機関と密接に連携することが重要である。 

・国際的に先行した開発研究を実施するためには、現在複合材料化が困難な場所に対して、

先進技術で対応することが望ましい。主脚の支柱、取り付け金具、ファスナ部などが対象

となる。国内で立体－多軸組織の製造において欧米と対等な技術を保有しており、これを

発展させ上述の現在複合材料化が困難な部位を複合材料化する TexPref によるプロジェク

トを実施し、欧米に対して優位に立つべきである。 

・主翼構造では、スキン―ストリンガーの一体構造、桁構造、ビーム構造、複雑形状の金

具の置換などが候補で、これにより部品点数の大幅削減が期待される。さらに、小型機の

動翼も部品の候補である。 

・胴体に関しては、部分的に補強され板厚が変化する部材、深く大きな曲率を持つ部材な

どが、期待される候補である。前胴部、圧力隔壁、ドア周りの胴体、窓枠部などがある。

また、複雑形状断面のフレームも候補である。 
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・TexPref は、上述よりさらに複雑な形状でさらに有利になると考えられる。主翼の主脚取

り付け部、主脚の支柱、主翼や尾翼の取り付け金具などが候補である。 

・航空機のプロペラおよびヘリコプターの主ローター。 

・ターボファンエンジン動翼のコンテイメントケース。 

・従来のビルディングブロックに代わる適合性と品質保証技術の確立が不可欠。 

 

7.1.2 宇宙機 

・剛性と低熱膨張率の両特性が期待される。今後の衛星の高性能化のためには、現在の構

造材での面内のゼロ熱膨張化に加え、立体的なゼロ熱膨張化が期待されている。この場合、

立体プリフォームは有望な技術である。 

 

7.1.3 自動車 

・既存のエンジンを搭載した自動車と、従来の設計にとらわれない構造の実現も可能な燃

料電池車や電気自動車に分けられる。 

・いずれも、構造には衝突安全性能を実現する必要がある。フロント、リア、サイドのす

べての方向で、衝撃吸収にはそれぞれの要求値に応じたストロークが必要。 

・重量物でかつ剛性の大きなエンジンは、収納場所が極めて限定される。これに対して、

電池はフロア部などにも収納が可能で、サンドイッチや箱状の複雑形状など、TexPref が得

意とする構造になる。 GM により提案されている FCV の例を図 7.1.3-1 に示す 1)。また、

国内でも炭素繊維と熱可塑性樹脂を用いた EV の試作例が発表されている 2)。 
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図 7.1.3-1 燃料電池車のフレーム構造提案例 1) 

 

7.1.3 参考文献 

1) GM 社 web, http://www.gmjapan.co.jp/info/fuelcell/06.html, 2011.3.21. 

2) http://www.teijin.co.jp/news/2011/jbd110309.html, 2011.3.21 
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７．２ 参加メンバーと実施場所 

7.2.1 研究協力体制の欧米と日本の比較 

・６．２節および６．３節で述べたように、複合材料、特に TexPref については異分野の

融合と 6.2.4 項で触れたオープンイノベーションへの積極姿勢が重要である。今回の欧州お

よび米国調査においても、これらの国において融合領域の研究体制が築かれていることお

よびその重要性が明らかになった。 

・素材およびその基礎となる物理・化学、機械工学の融合領域である材料設計、成形、構

造設計、製品までの流れをどのように取りまとめるかが重要である。 

・欧州ではエアバスの強力な指導のもと、国や地方政府の援助により、異分野の融合かつ

大学、素材、部材製造、製品（航空機）の縦横の横断的組織と、その入れ物となる箱物が

できている。今回の調査対象では、ドイツの CFK Valley、Aachen 大学の ITW から 3T につ

ながる組織、および Cranfield 大学が参加する英国の National Composite Centre が良い例で

ある。 

・米国では防衛予算主導で、大学、素材、部材製造、製品の協力チームができている。ま

た、経済的にも成り立っている。また、これらが民間航空開発の基礎にもなっている。異

分野の融合に関して、例えば Delaware 大学の CCM においては、材料力学や材料分野の研

究者だけでなく、流体力学や情報工学を基礎とする研究者が所属し、横断的かつ基礎およ

び萌芽的研究を行うとともに、他の機関と共同して先行的な開発研究に参画している。 

・日本では、大学、素材、部材製造、製品（航空機）のそれぞれの立場で、独立に経済原

理で動いている。主要な大学においては、文科省の科研費や JST のプロジェクトなどの科

学の基礎分野と、NEDO などによる応用に近いプロジェクトは、比較的手厚く予算が処置

されている。しかし、主に３年程度、長くて５年のプロジェクトが中心でかつ継続は許さ

れないため、研究開発に長期を要する構造材料の研究には不利な状況である。また、萌芽

的研究から先行開発に至る過程は経済的には成り立たず、日本の研究が弱い分野である。

また、出口の航空機の開発も規模が小さい。 

・上記に鑑み、①樹脂設計技術、②基材要素技術およびその製造装置、③TexPref 製造技術

および製造装置開発技術、④成形技術、⑤構造設計技術（航空機、自動車など）、⑥マイク

ロメカニクスとシミュレーション、⑦非破壊検査技術、⑧品質保証技術、を有する大学、

国立系研究所および企業が参加し融合工学を実現する体制が必要である。 

・現在の日本では、具体的な複合材料構造モデルが提示されていないため、それぞれの分

野において、実態・実物と結びついた有機的な研究開発が実施されにくい環境にある。こ

れを乗り越える必要がある。 
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7.2.2 研究の取りまとめ機関 

・日本では米国のような防衛予算を基礎とした研究者および組織の融合は困難であり、見

本としては、欧州の CFK や NCC に類する組織が理想と考えられる。世界の炭素繊維生産

の 3/4 を日本の企業が担うという、日本の炭素繊維産業の優位性を持続的に維持するため

には、繊維の製造のみを担当する現在の産業・技術分担の構図は危険であり、複合材料お

よび TexPref の融合的分野を考えた組織、すなわち、ハード的な入れ物と、それを運営す

る組織が必要である。 

・まず、ハードについて、これまで日本において、基礎研究を担う大学と、産総研や JAXA

などの国立系研究所および民間の開発に極近い研究部門が、ほとんど連携なく設置されて

きていた。これに対して、欧州では、既に 1980 年代において工学系の大学のキャンパスの

敷地内あるいは隣接して国立系研究所が設置され、基礎・萌芽的研究から先行開発研究ま

でが、うまく連携できる体制ができている。複合材料、特に TexPref の融合分野の特性を

考えると、大学のキャンパスに隣接して研究機関を設置する必要がある。 

・組織を人材の観点から見ると、大学および研究開発機関において、TexPref に関連する多

数の分野の研究者が協力できることが必須である。例えば、Delaware 大学の CCM におい

ては、７つの学部から教授などのスタッフと学生を集めている。次に、大学から企業に至

る基礎研究から先行開発に至る連続した人材の配置が重要である。ここで、学位を持った

研究者が論文を書くことのみが目的とならないように、人材の育成と評価が欠かせない。

高級なレベルでの技官を育成することも、萌芽的研究から開発研究につなげるためには必

要である。 

・組織としては、大学、政府研究機関と民間開発の取りまとめが必要であり、現在の素形

材センターRIMCOF 室の役割の発展型が望ましい。重要なのは、単にプロジェクトを遂行

するだけではなく、欧米のように基礎・萌芽的研究から先行開発研究までがうまく連携で

きる仕組みを作ることである。その大前提として、日本の複合材料開発をどのような方向

に持っていくか、どのように推進していくかについての、徹底した議論、意思決定をする

場が必要である。また、覚悟を持った継続的な実行がなされなければならない。必然的に、

TexPref もその全体像の中に位置づけられることになる。 

・プロジェクトは航空機関係が先行し、その技術の普及として自動車関係に波及するのが

理想的である。一方、航空機関係については、エアバスに代表されるように、国際共同開

発に関連するプロジェクトになることも予想される。この場合、上記の研究協力体制は、

国内にとどまらず、国際共同研究になることもあり得る。ただし、わが国がその中で確固

たる地位を確立することが望まれる。 



- 233 - 

７．３ 所要期間と予算規模 

7.3.1 所用期間 

・欧州および米国の調査においても、それぞれ非常に長い期間同じ機関が複合材料の研究

拠点になり、研究活動の核となるとともに、人材の育成にも寄与していることが明らかに

なった。例えば、Delaware 大学の CCM の設立は 1974 年であり、40 年近く複合材料にお

ける米国最高の研究機関として維持されてきている。ここでは防衛関係であるが、ARL の

プロジェクトが約 20 年、ONR のプロジェクトが 15 年と、我が国とは比べものにならない

ほどの長期の継続性がある。 

・これまでの日本においては短期間のプロジェクトで継続性が少ないため、個々のプロジ

ェクトで投資され設置された装置が短期間で利用されなくなったり、融合工学の各分野で

の連携に結びつかないなど、投資効率が悪い。その一因として、製造過程、生産科学分野

への公的な投資が少ないことも挙げられる。 

・これらを参考にすると、１ステージを最低５年とし、数ステージが継続する息の長いプ

ロジェクトによる組織と人材の育て方が重要である。特に、基礎的な構造材料の開発にお

ける時間の流れ方が機能性材料とは根本的に異なることを明確にし、かつ素材である炭素

繊維の国家における基盤的重要性を鑑みて、長期の支援がないと、国際競争力を持つ高度

な TexPref およびその複合材料の開発はできない。 

 

7.3.2 予算規模 

・予算規模は研究段階と対象とする機関により異なる。 

・基礎研究～萌芽的研究については、大学を主として、国立系研究機関および企業が支援

をする形をとる。この場合、予算規模は１件 1000 万円／年程度でかなりのことはできるが、

別途、非常に高度化している評価設備について、更新と設備近代化の予算は必要である。 

・開発研究については、先行的開発研究では大学、国立系研究機関および企業の合体によ

る実証レベルでの研究になり、テーマの規模により１件 1-10 億円／年の規模が必要である。

また、その前の段階として、海外との格差を埋めるフォローアップ研究も必要である。こ

ちらは国立系研究機関と企業が主となり、大学は支援する立場であるが、同じく実証レベ

ルの研究になり、同程度の規模が必要である。 

・TexPref の製造に関しては規模の小さい企業が多く、開発費を負担できない場合が多い。

そのため、上記の融合的な大型プロジェクトとは別途に、これらの企業を支援するシーズ

発掘、テーマの掘り下げを行うプロジェクトも重要である。この段階では、大学発のアイ

デアも活用できると考える。この場合、大型の織機・編機などの設備購入を伴う場合は 1
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億円程度、既存設備を活用する場合は 1000 千万円程度の支援が必要である。さらに、この

領域でのプロジェクトに関しては、地方公共団体の工業技術センターなどとの研究内容お

よび予算の連携も検討すべきである。 
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７．４ 国家プロジェクトの必要性 

7.4.1 複合材料の観点からの大学・研究機関の現状 

 構造材料として使われる実用材料の開発の歴史は極めて長い。本報告書に関連する炭素

繊維では、1961 年の PAN 系炭素繊維の発明から、1985 年にエアバス社により航空機一次

構造（垂直尾翼）に利用されるまでに約四半世紀、主翼や胴体への利用については、来年

度に就航が期待されているボーイング社の B787 までさらに四半世紀の時間を要した。一

方、日本の国立大学においては、１研究室の教員が 2～3 名であり規模が小さい。また、特

に国立大学の独法化以降、主に新しい考え方と実用化に非常に近い応用的研究の両極端に

重点的な施策がなされ、実用材料に開発にかかせない長期の工学基盤研究への援助が弱く

なり、継続してこの分野の基礎・萌芽的研究に参画するのが困難になってきている。大学

の英知をこの分野に向けるためには、人材育成を含め長期の基礎・萌芽研究を実施するた

めの施策が必要がある。 

 言い換えれば、航空機分野では、開発投資規模が大きく投資回収期間が長いため、投資

リスクが大きい。研究開発の投資を市場の原理に任せると、国策で取り組んでいる欧米お

よびアジア諸国に対して遅れをとる可能性が高い。炭素繊維およびその応用分野は日本が

守るべき重点課題であり、国家プロジェクトでかつ７．３に述べたように数ステージが継

続するプロジェクトが必須である。炭素繊維単体の材料技術では付加価値が低く、TexPref

をてこに複合材料の製品技術まで国際競争力をつける必要がある。これがないと、炭素繊

維企業、部品製造企業は海外の最終製品企業に依存し、結果として貴重な研究開発投資の

メリットが海外に逃げることになる。 

 

7.4.2 産業の位置づけ 

 この分野の研究開発において、まず牽引役となるべき航空機産業は、欧州のエアバス、

米国のボーイング社および防衛産業との規模の差は桁が違うほどであり、かつ、主要 4 重

工の航空機部門として分散している。そのため、日本において民間主導で先行研究から開

発研究につなげる長期の開発プロジェクトを提案し実施するのが極めて困難である。また、

融合的に多くの分野の企業や大学が参画するプロジェクトを提案するのが困難である。し

かし、航空機産業は国の象徴的存在でかつ波及効果の多い分野であり、継続する国家プロ

ジェクトが必須である。一方、産業側でも、オープンイノベーションに向けた努力および

開発投資の選択と集中は必要と考える。 

 一方、自動車産業は日本の主要産業であり実力も極めて高い。また、環境の観点からも

期待は大きい。しかし、逆にこの分野は量産品でその製造コストが重要な分野であり、６．
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１で述べた材料と製品の価格差からみると、自動車産業においては高級車のみで市場は非

常に小さい。しかし、７．１に述べたように、電気自動車等の次世代産業と本 TexPref 技

術の融合が期待されている。 

 さらに、これらの TexPref 開発の基礎でかつ要であるプリフォーム製造およびその製造

装置の開発に関わる企業の規模は小さく、研究開発を負担できない。この観点からも長期

に継続する国家プロジェクトが必須である。 

 

7.4.3 国家レベルでの複合材料研究センターの必要性 

 6 章で述べたように、複合材料、特に TexPref はより多くの分野を融合した技術に基づく。

また、材料の性格上、「航空機」「自動車」など用途を限定した開発ではその総合力は不足

し、航空機で先端分野の開発を行うとともに、その裾野および直近の応用分野として、自

動車分野で並行しての開発研究が必要である。したがって、今後継続して製造業における

日本の地位を保ち、かつ、日本生まれの炭素繊維とその国際競争力を維持し、さらに、我

が国が環境対策に貢献するため、これまで述べた国家プロジェクトの支援とともに、国の

支援によるハードおよび組織のしっかりした複合材料センターの設立およびその継続的維

持と発展が必須である。 
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