
公設試の広域連携による産業支援ネットワーク（次世代自動車産業） 

富山県工業技術センター
〒933-0981
富山県高岡市二上町 150
（中央研究所・ものづくり研究開発センター）
TEL　0766-21-2121
FAX　0766-21-2402

センター内に「高機能素材ラボ」を整備し、炭素繊維複合材料や
マグネシウム合金など新素材開発に対し支援体制の拡充を図って
います。また、セルロースナノファイバーをはじめとしたバイオ
マスナノファイバーの応用製品の開発に取り組んでいます。

岐阜県工業技術研究所
〒501-3265
岐阜県関市小瀬 1288
TEL　0575-22-0147
FAX　0575-24-6976

CFRP をはじめとした各種材料に関する成形加工、切削加工、強
度試験、非破壊検査、成分分析など一連の機械装置を整備した
産学官連携拠点「ぎふ技術革新センター運営協議会」を整備し、
航空機の部材認証に求められる規格に準拠した試験環境を整え
ています。

あいち産業科学技術総合センター
〒470-0356
愛知県豊田市八草町秋合 1267-1
TEL　0561-76-8301 ／ FAX　0561-76-8304

レーザとプラズマを利用した金属と樹脂の異種材料接合技術やニットの編成テ
クニックを活用した CFRP 用基材の開発などに取り組んでます。付加価値の高
いモノづくり技術の研究開発拠点を目指し、マイクロフォーカス X 線 CT 装置
などの計測分析装置を整備・設置し、幅広いソリューションを提供しています。

名古屋市工業研究所
〒456-0058
名古屋市熱田区六番三丁目 4番 41 号
TEL　052-661-3161
FAX　052-654-6788

X 線 CT 装置を用いた CFRP 成形品の繊維配向性の非破壊
観察や CAE による樹脂の流動解析による繊維配向性の予
測など、CFRP 成形品における繊維の挙動観察に取り組ん
でおり、サポイン等の競争的資金を活用した地域企業と
の共同研究を実施しています。

〒514-0819
三重県津市高茶屋五丁目 5-45
TEL　059-234-4036 ／ FAX　059-234-3982

三重県工業研究所

CFRP の射出成形品における樹脂流動解析シミュレーションと実成形の比較検討、シート成形加工技
術の開発、添加剤導入による機能性向上、異種材料の接合技術などの研究開発に取り組んでいます。
また、三重県内の企業を対象に複合材料等を題材とした研究会を行い、情報発信などを行っています。

福井県工業技術センター
〒910-0102
福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10
TEL　0776-55-0664
FAX　0776-55-0665

「ふくい CFRP 研究開発・技術経営センター（FCC）」を設置し、用途
に応じた基材開発から成形までの一連の研究開発を進め、特に炭素
繊維を薄く広げる「開繊技術」をベースとしたプリプレグシート材
料等の成形加工技術の開発や、開繊技術の一層の高度化、薄層から
厚層までの様々なプリプレグシートのものづくり技術の開発を進め
ています。

石川県工業試験場
〒920-8203
石川県金沢市鞍月 2丁目 1番地
TEL　076-267-8081 ／ FAX　076-267-8090 

いしかわ次世代産業創造支援センター機器設備により、熱可塑性 CFRP の材
料から成形品の一貫試作や評価ができます。
いしかわ炭素繊維クラスターにおいて、地域企業の研究開発から事業化まで
の幅広い支援を行っており、連続炭素繊維や不連続炭素繊維を駆使し、高機
能で賦形性に優れる熱可塑性 CFRP 中間基材の製造技術やプレス成形技術の
研究開発を進めています。

広島県立総合技術研究所
西部工業技術センター

〒737-0004
広島県呉市阿賀南 2丁目 10-1
TEL　0823-74-0050
FAX　0823-74-1131 

CFRP の自動車部品への適用を目指したプロジェクトを
展開し、①設計・解析技術、②低コスト・ハイサイクルプ
レス成形技術、③中間材料技術の開発に取組んでおり、
試作に必要な一連の設備を整備し、受託研究等により地
域企業の取組みを支援しています。また、「炭素繊維複
合材料利用研究会」を設立し、地域企業への CFRP 情報
発信、分科会活動、技術研修等の支援事業を展開してい
ます。

東海・北陸・中国ブロックの 8 つの公設試験研究機関では、地域ブロック間の広域連携により、炭素繊維
強化複合材料（CFRP）の次世代自動車分野への応用を目指す産業支援ネットワークを構築しました。
平成 27 年度には 6 公設試に CFRP 開発関連の加工機や検査機等が新たに導入され、相互利用を図ること
により、広域的に素材研究から加工、品質確認まで一貫して企業をサポートしています。

掲載機器は「平成 26 年度地域オープンイノベーション促進事業
（戦略分野オープンイノベーション環境整備事業）」で導入された
ものです。

中国ブロック

北陸ブロック

東海ブロック
■新規導入機器は本パンフレットの裏面をご覧ください。



富山県工業技術センター富山県工業技術センター

恒温槽付き疲労強度試験機
導入機関　石川県工業試験場

Industrial  Research Institute of Ishikawa

株式会社島津製作所
メーカー名

型 式

主 な 仕 様

EHF-UV050k2

概 要
材料に繰り返し負荷を与えたときの疲労強度特性を測定する装置
です。恒温槽を備えており、種々の温度環境下での炭素繊維複合
材料（CFRP）の疲労強度の測定が可能です。さらに強度低下の
促進試験が可能となるため、長期耐久性評価に利用することがで
きます。

用 途 例

・引張り、曲げ、圧縮負荷による CFRP の疲労強度の測定
・種々の温度環境下での疲労強度特性評価
・CFRP 成形品の長期耐久性評価

負荷容量
試験空間
繰返し速度
治具
恒温槽

：±5kN、±50kN
：高さ 354 ～ 116mm×幅 560mm×奥行 1000mm
：最大 10Hz
：平板つかみ具、丸棒つかみ具、曲げ治具、圧縮治具
：－60 ～ 250℃

複合化サーボプレス機
導入機関　富山県工業技術センター

コマツ産機株式会社
メーカー名

型 式

主 な 仕 様

H1F200-2

概 要
AC サーボモーター駆動によりスライドストロークを自由に設定
（フリーモーション）することができるプレス機です。製品精度
の向上のほか、加工工数の削減や高サイクル化、金型の長寿命化
などが可能となります。また、かしめ、鍛接等による異材接合な
どマルチマテリアル部材の創成にも活用できます。

用 途 例
・CFRTP と金属材料とのかしめ接合
・アルミニウム合金とマグネシウム合金の鍛接
・金属材料の深絞り加工
・金属材料の板鍛造加工
・金属材料等の打ち抜き加工

＜プレス本体＞
作動方式

加圧能力
ストローク長さ
ダイハイト
＜ダイクッション＞
作動方式
ダイクッション能力

：ACサーボモータ＋
クランク
：2,000kN
：300mm
：450mm

：ACサーボモータ
：200kN



ハイブリッド成形機
導入機関　三重県工業研究所

東芝機械株式会社
メーカー名

型 式

主 な 仕 様

EC100SXⅡ-2A

概 要
射出成形金型に加熱した繊維強化熱可塑性樹脂シートをインサー
トし、型締め後、樹脂を充填し成形を行います。繊維ペレットの
みによる成形と比較して高強度の部材を、短時間で成形可能です。

用 途 例

・連続繊維シートと繊維ペレットとのハイブリッド成形
・繊維複合材料の射出成形

複合材料表面分析装置
導入機関　岐阜県工業技術研究所

アルバック・ファイ株式会社
メーカー名

型 式

主 な 仕 様

PHI 5000 VersaProbe II

概 要
物質の表面状態の分析を行う高分解能 X線光電子分光装置（XPS）
です。試料の損傷を最小限に抑えるアルゴンクラスターイオン銃
を装備していますので、金属や無機材料だけでなく、CFRP など
の複合材料や樹脂などの有機系材料の表面及び深さ方向の分析が
可能であり、成形状態の評価ができます。

用 途 例
・炭素繊維表面分析による界面の評価
・成形後の樹脂表面酸化の状態
・試料表面の変色、腐食の分析
・撥水、防曇等コーティング表面構造の推定
・仕事関数測定による有機 EL 材や電極材の評価

X線スキャン範囲
イオン銃ラスター範囲
X線源

Ar ガスクラスターイオン銃、真空紫外光源、加熱冷却機構

：最大 1.4mm×1.4mm（連続可変）
：最大 7mm×7mm（連続可変）
：モノクロメータ（Al）
デュアルアノード（Al、Mg）

 Gifu Prefectural Industrial Research Institute
岐阜県工業技術研究所三重県工業研究所

射出・型締め

シート加熱

熱源

シート搬送

：94g
：220MPa
：980kN
：20cm×20cm程度

横型締め、横射出
射出質量（PS）
最大射出圧
型締め力
加熱シートサイズ

：赤外線ヒーター

多関節ロボットアーム（加熱シートの型内への搬送）



コンポジット部材振動特性評価解析装置
導入機関　名古屋市工業研究所

IMV 株式会社
メーカー名

型 式

主 な 仕 様

A30/SA3HM

概 要
輸送時や使用時に製品が受ける振動環境を再現し、振動による影
響を評価・判定する装置です。本装置では、 高速度カメラを用い
て振動試験機と同期した画像計測を行い、非接触で伝達関数を測
定することが可能です。また、冷却ブロアーを停止させた静音下
で試験することが可能であり、加振時に製品が発生する微異音を
評価することができます。

用 途 例
・電子部品の振動耐久性評価
・自動車部品の共振点測定
・非接触での伝達関数測定
・高速画像計測による振動の可視化
・コンポジット材料の振動時の微異音評価

高速・非接触・非破壊検査装置
導入機関　広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター

つくばテクノロジー株式会社
メーカー名

型 式

主 な 仕 様

LUVI-CP1

概 要
レーザを対象物の表面に照射し発生する超音波を利用し、対象物の内
部欠陥などを検知する非破壊検査装置です。従来の超音波探傷装置な
どに比べ、
○非接触・非破壊で検査が可能で水等の特別な媒体を必要としない
○曲面部や段差、狭隘部などの複雑形状部でも伝わる超音波を可視
化して欠陥検出が可能

などの特徴を有し、可搬できるので生産現場等での利用も可能です。

用 途 例
・CFRP 製品の欠陥 ( ボイド , 亀裂 , 層間剥離 ) 評価
・接合部の欠陥評価
・鋳造部品の内部欠陥評価

可視化範囲
検査体の大きさ
検査体までの距離
欠陥検出サイズ
超音波透過板厚
レーザ仕様

：視野角 55°±5°
：最大 1m以上
：0.1m～３ｍ
：最少 0.2mm
：0～ 100mm（金属の場合）
：パワー（最大 650μJ）, パルス幅（7ns）
ビーム径（φ0.5mm）, 走査周波数（max3Khz）
波長（1065nm）

加振力 

最大加速度 

画像計測
静音試験 

：正弦波 30kN
ランダム波 30kN
ショック波 60kN

：正弦波 900m/s2 
ランダム波 630m/s2 
ショック波 1500m/s2

：加振機に同期した高速画像計測による伝達関数測定が可能
：ブロアーを停止して 10 分間の加振が可能（無負荷時）
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