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はしがき
炭素繊維強化複合材料（CFRP）が大量に航空機（B787）に採用されたことにより，航空機の軽
量化，省エネが実現された．これを契機に，複合材料の活用状況は，大幅に拡大・普及した．材料
的には，それまで相反的な特性とされてきた強度とじん性を同時に満足させる複合化技術が実現
されたことに起因する．この優れた複合材料を，今後はもっと我々の生活に身近な自動車やロボッ
トなどに適用されることが期待されている．とりわけ，自動車においては軽量化，省エネ化が今日の
重要な課題になっている．2012 年（本プロジェクトを提案する前年），当センターでは「2007～2011
年度私立大学研究高度化推進事業：先進複合材料の開発とその応用 ― 先端複合材料技術に
よる自動車開発 ―」の成果をもとに自動車メーカーの材料技術者と討論を重ね，単純な代替材料
としての複合材料よりも，それにもう 1 つの機能性のある材料として複合材料が期待されていること，
また，生産過程における接着・接合の課題が大きいことを改めて認識した．また，一方で，大学を
来訪される複合材料関連メーカー技術者やホームページに寄せられる声からは，炭素繊維やカー
ボンナノチューブ（CNT）に代表される先端複合材料に関する材料開発およびその評価と成形・加
工技術研究にフォーカスした研究拠点として，当センターが期待されている声も多く聞いた．
そのような背景から，当センターの設立を強く認識し，今後も引き続きこの分野をリードする研究
発信基地とすることを目的に新たな設立趣意を固めた：自動車を含む民生機器への適用・拡大に
おいては，航空機への適用では問題にならなかった量産化技術の開発が必須の要件であると同
時に，複雑形状体をいかに製造するかという生産システムを巻き込む課題がある．とりわけ，製造
においては，モノコック成形にこだわることなく，接着・接合を積極的に組み込む．
本プロジェクトは，樹脂系・セラミック系・金属系複合材料の開発，その評価と成形・加工技術研
究など複合材料工学に関連する幅広い研究者が先端的研究活動を行っている同志社大学先端
複合材料研究センターの特色を活かし，次の 4 グループが連携することにより「ナノ繊維・粒子の
最適制御技術を基盤とする新規複合材料機能の開発」研究の拠点を形成することを目的に立案さ
れた．第 1Gr では，ナノレベルでの構造制御により，粒子段階における高機能化を図り，かつ微粒
子原料の特性を保持したまま，より低温短時間で複合材料を得るための熱処理技術を実現するこ
とにより粒子レベルの高機能性を活かした材料の創製を目指し，第 2Gr では新規ナノ複合材料の
信頼性とその安定化の技術確立を目的に，ナノ繊維の最適形状，形態，配置・配向を明らかにし，
ナノ繊維・粒子の構造制御にその成果をフィードバックすることを担当した．第 3Gr では量産自動
車などへの利用拡大が期待されている炭素繊維強化熱可塑性樹脂基複合材料の接合手法の確
立を目的として，カーボンナノチューブ（CNT）を析出させた CNT 修飾炭素繊維を用いた接合支援
部材やナノ繊維の配列を制御した接合支援部材を開発し，強固な接合が実現できる熱可塑複合
材料の接合技術を開発し，第 4Gr では，上記 3 つのグループの成果を結集し，ハイブリッド射出成
形に取り込み，これまでにない高強度，高機能な 3 次元構造体（実用化製品）を作り出すためのプ
ロセス技術の開発を行うことを目指した．一方，研究成果の概要で述べるように，各グループの研
究はほぼ当初の目標通りに進行し，5 年間の研究期間で多くの成果をあげており，参加研究者の
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発表論文は 175 件，国際学会での発表 185 件, 特許出願 37 件を数えた．とりわけ，プロジェクト内
での連携による複合材料接合部のナノ繊維の強度発現メカニズムの解明，創製したナノ繊維の配
置などを構造制御したハイブリッド炭素繊維やナノ繊維分散フィルム技術の開発，それらを統合し
たハイブリッド成形技術の開発を実現し，ナノ繊維・粒子の最適制御技術により複合材料を量産化
部材・構造物に適用できる研究の拠点形成という本プロジェクトの目標を達成したと判断される．
最後に，本プロジェクトの推進に当たり，外部評価委員長として多方面からご指導頂きました金
沢工業大学・金原勲教授をはじめ外部評価委員の方々（名古屋大学・前 NCC センター長・石川隆
司教授，北海道大学・吉川真一名誉教授，太陽日酸株式会社技監・深川敏弘様），さらには内部
評価委員長としてご指導いただきましたハリス理化学研究所所長（塚越一彦教授/中間評価，橋本
雅文教授/事後評価）には感謝の念に堪えません．あらためて，深く感謝申し上げます．

研究代表者 田中 達也
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平成 25 年度～平成 29 年度「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
研究成果報告書概要
１ 学校法人名

同志社

３ 研究組織名

同志社大学先端複合材料研究センター

４ プロジェクト所在地

２ 大学名

同志社大学

京都府京田辺市多々羅都谷 1-3

５ 研究プロジェクト名 _ナノ繊維・粒子の最適制御技術を基盤とする新規複合材料機能の開発
６ 研究観点

研究拠点を形成する研究

７ 研究代表者
研究代表者名

所属部局名

田中 達也

理工学研究科

８ プロジェクト参加研究者数
９ 該当審査区分
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20

理工・情報

教授

名
生物・医歯

人文・社会

１０ 研究プロジェクトに参加する主な研究者
研究者名

所属・職名

プロジェクトでの研究課題

田中 達也

理工学研究
科・教授

ナノ繊維・粒子を分散制御した熱
可塑性樹脂複合材料射出成形
技術の研究

大窪 和也

理工学研究
科・教授

ナノ繊維・粒子の構造制御技術
を応用した複合材用の信頼性の
安定化

宮本 博之

理工学研究
科・教授

微視的構造制御による複合化材
料の高機能発現とその展開

加藤 将樹

理工学研究
科・教授

微視的構造制御による複合化材
料の高機能発現とその展開

田中 和人

生命医科学
研究科・教
授

高周波直接通電抵抗加熱を用い
た接合手法とナノ繊維・粒子によ
る接合支援材料の開発

廣田 健

理工学研究
科・教授

微視的構造制御による複合化材
料の高機能発現
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プロジェクトでの役割
射出成形技術を活用したナ
ノ物質添加複合材料の複雑
形状部材製造技術の確立,
研究代表者,センター長,第４
グループリーダー
新規ナノ物質による高強
度・高機能化複合材料の発
現メカニズムの解明と把握
したメカニズムを応用した新
規ナノ物質添加複合材料へ
の展開,副センター長,第２グ
ループリーダー
新規ナノ物質の創製と量産
技術の確立,庶務･会計担当
新規ナノ物質の創製と成形
加工技術との融合による複
合材料部材の高機能化の
実現,第１グループリーダー
新規加工技術による複合材
料部材の高強度接合技術
の 確立 と高機 能材 料の提
案,第３グループリーダー
新規ナノ物質の創製と成形
加工技術との融合による複

合材料部材の高機能化の
実現
ナノ物質介在による界面の
接合状態の把握とそのメカ
ニズムの解明による強度向
上への提案
ナノ物質添加複合材料表面
の摩擦・摩耗特性向上のた
めのナノ物質構造制御への
提案
ナノ物質添加複合材料の減
衰特性の把握とメカニズム
解明による最適減衰特性へ
の構造制御の提案
新規加工技術による複合材
料部材の高強度接合技術
と高 自由 度成 形技 術の確
立
新規ナノ複合材の特殊加工
技 術の 開発 と最終 成形加
工のサポート
新規ナノ複合材の特殊加工
技 術の 開発 と最終 成形加
工のサポート

藤井 透

理工学研究
科・教授

ナノ複合材料界面の構造解析に
よる高強度化強度発現メカニズ
ム解明と最適形状，形態，配置
の解明

松岡 敬

理工学研究
科・教授

ナノ複合材料界面の構造解析に
よる摩擦・摩耗特性の発現メカニ
ズム解明

辻内 伸好

理工学研究
科・教授

ナノ複合材料界面の構造解析に
よる減衰特性の発現メカニズム
解明

片山 傳生

生命医科学
研究科・教
授

ナノ繊維・粒子を考慮した接合手
法の開発

青山 栄一

理工学研究
科・教授

新規ナノ複合材の特殊加工技術
の開発

廣垣 俊樹

理工学研究
科・教授

新規ナノ複合材の特殊加工技術
の開発

早 稲 田 大
学・基幹理
工学部・教
授
国立研究開
発 法 人 物
質・材料研
究機構・主
幹研究員
兵庫県立工
業技術セン
ター・主任研
究員
徳島大学大
学院 理工
学研究部・
教授
龍谷大学理
工学部・講
師
国立研究開
発 法 人 物
質・材料研
究機構・主

ナノ複合材料界面の構造解析に
よる高強度化強度発現メカニズ
ム解明と最適形状，形態，配置
の解明

新規ナノ物質添加複合材料
の強度発現メカニズムの解
明 と最適 構 造制 御への提
案

ナノ複合材料界面の構造解析に
よる高強度化強度発現メカニズ
ム解明と最適形状，形態，配置
の解明

新規ナノ物質を添加した複
合 材 料の接 合技 術 と量産
化技術の確立

ナノ繊維・粒子を構造制御した新
規射出成形技術の研究

熱可塑性樹脂以外の高分
子エラストマー等への展開

ナノスケールフィラーで強化した
高分子系複合材料の強度・破壊
特性評価

マルチパラメータ解析による
新規ナノ複合材料の機能特
性評価

新規ナノ複合材の特殊加工技術
の開発

新規ナノ複合材の特殊加工
技 術の 開発 と最終 成形加
工のサポート

微視的構造制御による複合化材
料の高機能発現と高温特性評価

新 規 複合 材料の 作製 と高
温物性の評価および解析

（共同研究機関等）

川田 宏之

内藤 公喜

長谷 朝博

高木 均

小川 圭二

西村 聡之
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席研究員

松原 真己

Valter Carvelli

豊橋技術科
学大学機械
工学系・助
教
ミラノ工科大
学構造工学
科・教授

繊維配向を考慮した微粒子充て
ん複合ゴムの減衰特性評価とタ
イヤへの応用

複合材料構造物の振動特
性の解析

ナノ複合材料界面の構造解析に
よる高強度化強度発現メカニズ
ムの解明

ナノ物質による高強度・高
機能化複合材料の発現メカ
ニズムの解明

＜研究者の変更状況（研究代表者を含む）＞
【新規参加】
プロジェクトでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

新規ナノ複合材の特殊加工
技術の開発

理工学研究科・教授

青山 栄一

新規ナノ複合材の特殊加工
技術の開発

理工学研究科・教授

廣垣 俊樹

ナノスケールフィラーで強化
した高分子系複合材料の強
度・破壊特性評価

徳島大学・大学院ｿｼｵﾃｸﾉ
ｻｲｴﾝｽ研究部・教授

高木 均

新規ナノ複合材の特殊加工
技術の開発

滋賀県立大学工学部機械
システム工学科・助教

小川 圭二

プロジェクトでの役割
新規ナノ複合材の特殊
加 工技 術の開 発と最 終
成形加工のサポート
新規ナノ複合材の特殊
加 工技 術の開 発と最 終
成形加工のサポート
マルチパラメータ解析に
よる新規ナノ複合材料の
機能特性評価
新規ナノ複合材の特殊
加 工技 術の開 発と最 終
成形加工のサポート

（変更の時期：平成 25 年 9 月 1 日）
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

プロジェクトでの役割

新規ナノ複合材の特殊加工
技術の開発

滋賀県立大学工学部機械
システム工学科・助教

小川 圭二

新規ナノ複合材の特殊
加 工技 術の開 発と最 終
成形加工のサポート

研究者氏名

プロジェクトでの役割

小川 圭二

変更なし

所属・職名

研究者氏名

（独）物質・材料開発機構・
主席研究員

西村 聡之

プロジェクトでの役割
新 規複 合材料 の作製 と
高 温物 性の評 価およ び
解析

豊橋技術科学大学・助教

松原 真己

（変更の時期：平成 26 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名
変更（就任）後の所属・職名
滋賀県立大学・工学
龍谷大学・理工学部・講師
部・助教

【新規参加】
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
微視的構造制御による複合
化材料の高機能発現と高温
特性評価
繊維配向を考慮した微粒子
充てん複合ゴムの減衰特性
評価とタイヤへの応用

（変更の時期：平成 26 年 4 月 1 日）
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複合材料構造物の振動
特性の解析

旧
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題

所属・職名

研究者氏名

ナノ繊維・粒子を構造制御し
た新規射出成形技術の研究

理工学部・助教

荒尾 与史彦

プロジェクトでの役割
射出成形技術を活用したナ
ノ物質添加複合材料の接合
界 面 強度の 把握 と強度向
上への提案

（変更の時期：平成 27 年 4 月 1 日）

新
変更前の所属・職名
理工学部・助教

変更（就任）後の所属・職名
研究者氏名
東京工業大学 ・物質理工学
荒尾 与史彦
院・助教

プロジェクトでの役割
なし

【新規参加】
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題
所属・職名
研究者氏名
ナノ複合材料界面の構造解
ミラノ工科大学・構造工学
Valter Carvelli
析による高強度化強度発現
科・教授
メカニズムの解明

（変更の時期：平成 28 年 7 月 29 日）
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プロジェクトでの役割
ナノ物質による高強度・
高機能化複合材料の発
現メカニズムの解明

１１ 研究の概要（※ 項目全体を１０枚以内で作成）
（１）研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要
【研究プロジェクトの目的・意義】 本プロジェクトでは，これまでのナノ複合材料研究において十分
には追求されていないナノ繊維・粒子の構造を積極的に制御することにより，①新機能の開発，およ
び②その発現メカニズムの解明を試み構造制御された新規ナノ複合材料の創製を目指す．具体的に
は，革新手法（繊維修飾法，エレクトロスピニング法，ケミカルプロセス法など）を適用して，所望のサ
イズとアスペクト比のナノ物質を作製し，理想とする配向性と分散性を実現する研究を進める．特に高
分子系材料については，高信頼性構造部材，新規接合支援部材や高強度複雑形状部材を対象に高
度成形技術を駆使し量産機器分野へ適用するとともに，セラミックス・金属系では，高発電・高充電型
電池および熱電変換，導体–絶縁体転移などの新規電磁気特性を有する材料を創製する研究を進め
る．これらの基礎技術は 4 つの観点（材料創製，構造評価，接合，プロセス）から 4 テーマ，4 グループ
に分かれて中間年までに開発完了する．その後，これらの基礎技術を統合したグループ間連携プロ
グラムとして「ナノ複合材料技術を援用したユニークな接合技術をキーとして，３次元高機能性構造体
をいくつかの基本部材の接合体として成形する」ことが本プロジェクトの意義であり，これまでに実施さ
れた，あるいは現在進行中の炭素繊維複合材料を対象とするビッグプロジェクトとは異なる．
【計画の概要】 上記の目的を実現するため，「材料創製技術」，「成形加工技術」，「製品設計・評
価技術」の 3 要素技術から学際的・産学連携的な革新的ものづくり拠点の形成を目指す研究を，以下
の計画で推し進める．
第１Gr では，「微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開」をテーマとして，複合
材料の高機能発現（高強度・高じん性化，高電磁気特性化など）を微視的な構造制御によって実現
し，さらに複合材料の実用化に向けた種々の展開をはかることを目的とする．従来の固相反応を利用
したセラミックス材料作製法においては，高温，長時間の熱処理が必要であり，高機能材料の展開に
は大きな障害となっている．一方，様々な高機能性を併せ持つ材料の開発（高硬度と強じん性，高熱
伝導性と低膨張性など）には，ナノレベルでの構造制御によって複合化した材料の開発が不可欠であ
り，ここでも高温長時間の熱処理による原子・イオン拡散をできる限り避けることが重要である．従っ
て，(1) まずナノレベルでの構造制御により，粒子段階における高機能化を図り，かつ(2) 微粒子原
料の特性を保持したまま，より低温短時間で複合材料を得るための熱処理技術を実現することによ
り，従来緻密なバルク体が得られなかった材料の系統的な開発を行い，粒子レベルの高機能性を活
かした材料の展開を可能とすることが本研究テーマの主要な意義である．そこで本グループでは，セ
ラミックス材料を中心に合成およびその複合化，微視的構造の制御（材料形態，分散性，配向などの
ナノレベル制御）とその評価，機能性発現の検討と物性解析，および実用化を見据えた展開を図り，
総合的な複合材料研究を推進する．
第２Gr では，ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安定化
の技術確立を目的に，それに関するグループ研究を行っている．本研究では，ナノ繊維が果たす役
割，すなわちその最適形状，形態，配置・配向を明らかにし，その上で本プロジェクトの根幹を成すナ
ノ繊維・粒子の構造制御にその成果をフィードバックする．これにより，新たなナノ繊維およびナノ複合
材料の創製，複合材料間の信頼性の高い接合技術や新しい成形加工技術の開発につなげ，本研究
プロジェクトにおける材料強度的および材料科学的な視点から拠点形成の一翼を担う研究を進める．
第３Gr では，「高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維による接合支援材料の開
発」という研究テーマのもと，量産自動車などへの利用拡大が期待されている炭素繊維強化熱可塑
性樹脂基複合材料の接合手法の確立を目的として研究を行う．複合材料は，一体成形ができること
が利点であるものの，現実には接合部が多数存在し，低コストで効率のよい製造ラインを実現するた
めには接合技術の開発が必要不可欠である．熱可塑性樹脂複合材料(FRTP)の場合，融着接合が出
来るため，電磁誘導加熱やレーザー加熱方法と金属メッシュを組み合わせた接合方法が開発されて
いるが，金属メッシュの重量増加，金属/樹脂界面のはく離などが課題である．これまで，炭素繊維強
化熱可塑性樹脂複合材料(CFRTP)を被接合部材として，強化繊維である炭素繊維への直接通電抵
抗加熱（別添図 1 参照）を用いて，炭素繊維束と樹脂不織布を組み合わせた新しい接合支援材料を
開発し，その接合強度の評価を行ってきた．しかしながら，究極的には，被接合部材間を強化材が橋
渡しするような接合はこれまで実現できていない．一方，近年，炭素繊維表面にカーボンナノチューブ
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（CNT）を析出させる技術が開発されている．そこで，本研究では，この CNT 修飾炭素繊維を用いた接
合支援部材（別添図 2 参照）やナノ繊維の配列を制御した接合支援部材を開発し，熱可塑樹脂単体
を用いた接合に比べて強固な接合が実現できる熱可塑複合材料の接合技術を開発することが第３テ
ーマの意義である．
第４Gr では，「ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究」のテー
マの下，上記３つのグループの成果を結集し，ハイブリッド射出成形*に取り込み，これまでにない高
強度，高機能な 3 次元構造体（実用化製品）を作り出すためのプロセス技術の開発（別添図 3 参照）
を目的とする．その具体的なプロセスは：(1) まず素材を製造するために二軸押出によるナノ繊維・粒
子分散制御技術を確立する．(2) 得られた素材は，ナノ繊維・粒子が所望の分散状態を維持した直接
射出成形用ペレットや１次素材の複合化されたフィルムとなる．これらの素材や基材はナノ繊維・粒子
の分散や配向が任意にコントロールされており，ナノ繊維・粒子を活用した接合界面強度の向上や製
品の高機能化を実現するために供することができることを特長とする．そして，(3) ハイブリッド射出成
形技術を確立することにより，前の段階で開発された高機能化プリプレグシートとペレットを用いた高
強度，高機能な 3 次元成形品を試作することが可能となる．成形された製品は，ナノ繊維・粒子を活
用した従来にない複合材料製品として社会で利用できる．
*) ハイブリッド射出成形技術とは：ここでは，連続繊維シートと分散繊維強化材で構成されるハイブリッド構造部材の
成形技術をいう（別添図 4 参照）．予めそれぞれをナノ繊維・粒子により機能化しておくことにより，両者をハイブリッド
化された 3 次元構造体に部材剛性・強度と高機能化の両方を付与することができる．

（２）研究組織
本研究代表者の役割：
研究代表者（PL）は，本共同研究プロジェクトの実施拠点として設置された同志社大学先端複合材
料研究センターのセンター長が務めた．本研究プロジェクトの研究組織の特徴は，領域の異なる工学
研究者による複合材料研究を通じた新たなコラボレーションを形成することであった．研究代表者は，
本研究プロジェクトにおける他領域・分野にわたる研究の全体を統括し，研究プロジェクト全体の意思
統一を行うとともに，共同研究機関との連携強化に努めた．

各研究者の役割分担や責任体制の明確さ：
本研究プロジェクトでは，4 つの研究テーマで構成されており，それぞれが研究グループを形成し，
すべての研究者はいずれかのグループに属した．各グループにはグループリーダ（GL）を配置した．
GL は研究を統括するとともにグループ内の専門性を反映したより濃密な討論と交流の場を企画して，
グループのアクティビティを高めた．また，1 名の副センター長が配置され，PL を補佐し，おもに研究
プロジェクトが行う全体行事の企画やその実行を統括した．先端複合材料研究センター長（=PL，第
4GL を兼任），副センター長（=第 2GL を兼任）を含むすべての GL は，グループリーダ会を構成してプ
ロジェクトの研究の調整，直接的な運営にあたった．共同研究機関に所属する学外研究員との共同
研究に関しては，共同研究を実施する学内研究員が責任を負うとともに，必要に応じて GL のアドバイ
スを求めることとした．また，先端複合材料研究センターを構成する全ての学内教員からなる運営委
員会を設け，センター長により 2 回／年の定例運営委員会が開催され，プロジェクト研究の進捗を評
価するとともに予算の管理・運用をチェックした．また，予算や講演会・シンポジウムなどの年間計画
に関する最終決定を担った．

研究プロジェクトに参加する研究者・大学院生・PD の状況：
研究プロジェクトに参加する研究者は 20 名，本学教員 12 名（理工学研究科（理工学部）10 名，生
命医科学研究科（生命医科学部） 2 名），学外研究者 8 名，RA が 2 名（第４Gr：2 名），その他，学内
研究メンバーの指導下にある大学院生約 25 名が博士・修士研究を通じて本研究プロジェクトに参加
した．Gr 別には，第１Gr の研究に係る研究者数は 4（内，外部研究員 1 名，）名，第２Gr では 8 名（内，
外部研究員 4 名），第 3Gr では 3 名（内，外部研究員 1 名），第４Gr で数は 7 名（内，外部研究員 2
名，RA 2 名）であった．なお，毎年度の研究員の詳細は別添図 5 の通りである．

研究チーム間の連携状況：
本研究プロジェクト開始以来，9 回のシンポジウム，20 回のコロキウム(分野別 11 回，Gr 間連携 9
回)，5 回の年度末研究成果報告会（別添表 1 参照）を開催し，研究チーム間の相互教育，情報交
換，連携推進を行った．特に，分野別コロキウムは全研究員オープン参加とし，外部研究者を招請し
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て，初歩的な解説から先端課題までの講演を依頼し，他分野からもプロジェクトの幅広い研究が理解
できるように運営した．この結果，各研究チームにおける新しい研究方法の採択・アイデアの創出，ま
た研究チーム間の共同研究体制を助長した．また，後期 2 年の Gr 間連携コロキウムでは，連携課題
解決のために特化し，内部情報をオープンにして研究の進捗を加速させる一方，特許案件を考慮して
部外秘運営とした．

研究支援体制：
本研究プロジェクトは先端複合材料研究センターを活動拠点とし，先端複合材料研究センターは同
志社大学研究開発推進機構を通じて大学の研究支援を受け，予算等の事務手続きでは，理工学部・
理工学研究科研究室事務室の支援を受けた．また，プロジェクトの研究管理やグループ横断的な活
動を支えるために専任のプロジェクトコーディネータを１名雇用するとともに，先端複合材料研究セン
ター事務局を設置し専任の事務局員をおいてセンター運営に関する実務を行った．一方，産業界へ
の広報活動に関しては，同志社大学研究開発推進機構に属するリエゾンオフィスセンターが，また研
究成果の知的財産に関しては，知的財産センターが，さらに研究全般の支援は研究支援課からのサ
ポートを受けた．

共同研究機関等との連携状況：
国内共同研究機関としては，国立研究開発法人物質・材料研究機構，早稲田大学・基幹理工学
部，徳島大学・ソシオテクノサイエンス研究部，豊橋技術科学大学・機械工学系，龍谷大学・理工学
部，兵庫県立工業技術センターとそれぞれに連携した．これらの共同研究機関から学外研究員が本
プロジェクトに参加された．特に，物質・材料研究機構および兵庫県立工業技術センターからは同志
社大学連携大学院方式による客員教授として迎え，炭素繊維複合材料やゴム系複合材料の共同研
究を行った．
国際共同研究機関として，ミラノ工科大学構造工学科と連携した．H26 年度，H29 年度には Prof.
Valter Carvelli を招請し，それぞれ 2 か月間の滞在中に共同研究の推進と学生への指導を担当しても
らった．また，若手研究者育成のため，H27 年度にはフランス研究機関の IFSTTAR（運輸整備ネットワ
ーク科学技術研究所）に 2 か月間派遣し，H29 年度にはドイツアーヘン工科大学 IKV に 3 ヶ月間派遣
し，同押出グループのナノコンポジットに関する研究プロジェクトに参画させた．

（３）研究施設・設備等
選定時の計画に基づき骨格となる研究設備環境を以下の通り整備した：H25 年度には①熱物性・
微細構造評価装置，②深度測定機能付きデジタルマイクロスコープ，および③回転機構付き CVD 装
置の 3 設備を整備した．①は作製・改質材料の熱的安定性と温度変化に伴う構造相転移の解析を行
うために，20 時間/月程度，②は複合材料破面形態観察および疲労試験中のき裂進展観察に供し，
80 時間/月程度，③炭素繊維表面にカーボンナノチューブ（CNT）を析出させるために 120 時間/月程
度それぞれ使用した．
H26 年度には，④3D 繊維配向解析ソフトウエア（PC 付き），および，⑤フェーズドアレイ型超音波探
傷装置を導入した．④は複合材料中の繊維の 3 次元的な傾きと繊維長の解析のために 12 時間/月程
度使用し，⑤は複合材料中のき裂の 3 次元形態測定と進展解析のために 12 時間/月程度使用した．
さらに H27 年度には，⑥エレクトロスピニング装置，および⑦小型射出成形機を導入した．前者は，
ナノ繊維である CNT を分散させたサブミクロンファイバーを紡糸するために 40 時間/月程度使用し，
⑦は 3 次元成形品の試作やハイブリッド成形実験に供しており，45 時間/月程度使用した．
その他，必要に応じて既設の設備（透過型電顕，走査型電顕，X 線 CT など）を活用した．

（４）研究成果の概要 ※下記、１３及び１４に対応する成果には下線及び＊を付すこと。
事業の中間評価においては，外部評価および内部評価ともにすべての評価委員から”A”の評価
を頂くとともに，その後の研究遂行に対して，次の外部評価コメントが付帯された．
「グループ聞の連携の深化が望まれるが，「ナノ粒子・繊維の最適制御技術」の捉え方が各グルー
プ間で異なるので，くまなく連携することは困難であろう．連携の結果生まれる可能性がある，いくつ
かの「新しい成果」の具現化に注力していただくことを期待したい．」
そこで，中間年までに得られた個別基盤技術開発における成果を踏まえて，その後の 2 年間で完
成させるべきグループ間連携による技術統合的課題（デモストレータ）に着手した．基盤技術の統合
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に向けた取り組みを推進するため，それまでの個々の GL（グループリーダー）企画のコロキウムから
グループ間連携コロキウムに切り替え，デモストレータの骨格を示した．最終年度については，5 回の
コロキウム（別添表 1 参照）を開催して，逐次，進捗成果の検討と改善を討論しながら，それぞれの
グループの役割（材料の提供，成形，評価）を再検討し，以下に詳述するとおり課題を実現させる取
り組みを遂行した．
（１） グループ間連携研究の成果
プロジェクトの目標は熱可塑性樹脂複合材料を用いて量産可能な部品や構造体を創製する技術
を開発することである．そこでは，とりわけ，接合技術がキーであり，接合構造を前提とした構造シス
テムを想定することによって構造体の量産化は可能になると言って過言でない．
プロジェクト開始から 3 年間の基礎技術開発において，構造部材成形時の界面強度向上を達成す
るためには，次の 2 つのアプローチが重要であることを本プロジェクトは明らかにした．①炭素繊維
(CF)への直接ナノ繊維析出技術は，強化繊維である CF 自体をナノ繊維で修飾することで界面強度・
機能性を向上させることができる（*134, *162）．また，②樹脂フィルム中へのナノ繊維の分散技術
は，得られるナノ繊維分散フィルムをマトリックス樹脂中に適宜配置することにより，第 2Gr が明らか
にしたマトリックス修飾効果（*12, *59, *314, *322, *323, *324, *402, *403, *405,）と同様の効果を実
現できる可能性を示した（*799）．
一方，本プロジェクトでは，材料創製，成形，評価からなる研究機能をそれぞれのグループの一義
的な役割として遂行してきた．H28 年度，それらの基礎技術開発の成果を集約する課題として，第
1Gr で開発する新規機能性セラミックスパウダーからなる部材を搭載した 3 次元構造体を接合して完
成させることを設定した．ここには，① 3 次元構造体を量産化するためには接合技術が必須であると
いう認識を反映させた．また，② これまでに第 3Gr および第 4Gr が達成した成果：ナノマテリアルの
潜在力を働かせることによって高い界面強度を達成することができる（*134, *799）という知見を組み
入れた．さらに，③ ナノファイバー・粒子と主強化材である炭素繊維との配置関係に最適な配置があ
る（*526）という知見を第 2Gr を中心に検証するプログラムも含めた．
しかしながら，プロジェクトの最終年度に第 1Gr の新規機能性材料の開発が間に合わず，後で述
べる「ナノ繊維分散フィルムを用いた 3 次元ハイブリッド成形技術の確立」に留まった．
一方，3 番目の課題検証については，プロジェクトの最終年度を前に，本プロジェクトチームは 3 つ
のナノ繊維制御技術：1 つは炭素繊維に直接 CNT を修飾する技術（*134），2 つ目にはナノ樹脂繊維
中に CNT を配列する技術（*164），さらには極薄樹脂シート中に CNT を分散させる技術（*799）を完
成させた．これらの中間基材創製技術を駆使すれば，樹脂系複合材料のほぼ任意の位置にナノ繊
維を配置できるレベルに到達した．以下では，これらの基礎技術をもとに実施した 2 つの共同研究の
成果について述べる．
(1-1) 炭素繊維/樹脂界面の界面せん断強度に与える CNT の配置の影響：
炭素繊維強化複合材料の破壊の主因は，強化繊維である炭素繊維と母材との間の界面破壊とな
る場合が多く，機械的特性・疲労寿命を改善させるためには，繊維と母材樹脂との間の界面強度を
向上させることが必要である．第 3Gr が開発した CNT の炭素繊維への担持が炭素繊維と樹脂材料
との間の界面強度に及ぼす影響を把握するとともに，第 4Gr のマトリックス樹脂中に CNT を分散させ
た場合について第 2～4Gr 共同による比較研究を実施した．
それぞれ強度の異なる樹脂ごとに界面状態の異なる 3 種類のマイクロドロップレット試験片： (a)炭
素繊維と樹脂との界面（Normal），(b)炭素繊維と CNT が樹脂中に分散された界面（CNT-in-resin）お
よび(c)CNT が析出された炭素繊維と樹脂との界面（CNT-on-fiber）を作成して，1 本の炭素繊維に
つけた樹脂玉を引き抜くための荷重を測定し，界面特性である界面せん断強度を評価した．
その結果，熱硬化樹脂エポキシ樹脂(Ep)と炭素繊維のような界面せん断強度が比較的強い
（Ep/CF で 90 MPa）場合，(1)樹脂中に CNT を分散させた(b)の場合は約 4 %向上したが，(2)炭素繊
維表面に CNT を析出した(c)の場合，界面せん断強度は約 29 %低下し，炭素繊維直近の界面せん
断強度が支配的となった．一方，熱可塑樹脂のような炭素繊維との界面せん断強度が比較的低い
場合（PA/CF で 30 MPa, PP/CF で 10 MPa）は，(1)樹脂中に CNT を分散させた(b)の場合はそれぞ
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れの材料系について約 18 および 12 %向上し，(2)炭素繊維表面に CNT を担持した(c)の場合には，
界面せん断強度はさらに約 60 および 44 %にそれぞれ向上した．ここで，界面強度が異なる材料系の
結果を比較すると，(2)の場合，明らかに析出 CNT の作用が異なると考えられる結果となった．
これら 2 つの結果は，試験後の破面観察結果を考察することにより，(1) マトリックス中の CNT の
存在は，材料系を構成するマトリックス樹脂と炭素繊維の界面せん断強度の大小に関わらず，分散
する CNT がき裂の進展を抑制して界面強度を向上させた．一方，(2) CNT が析出された炭素繊維と
樹脂との界面では 2 つのケースに分けて考える必要があり，(i) 界面せん断強度が高い材料系では
炭素繊維への析出 CNT の担持効果は小さく，かえって巨視的な界面強度を低下させる場合もある．
一方，(ii) 界面せん断強度が低い材料系では析出 CNT と炭素繊維との接合強度が支配的であり，
界面せん断強度は CNT の脱離強度と樹脂強度の低い方に依存すると理解できた（未発表）．
これにより，従来曖昧であった材料系内部におけるナノ繊維の基本的な効果が材料系によって異
なることが示され，先駆的な研究が達成された．
(1-2) ナノ繊維分散フィルムを用いたハイブリッド成形技術の確立：
ハイブリッド射出成形技術においては接合部強度を向上させることが重要な課題である．ここでは
ナノ繊維分散フィルムの活用を考案して，CNT 添加ハイブリッド射出成形品の界面接着性に関する
基礎検討を第 2～4Gr 共同で行った．
純粋なハイブリッド射出成形品界面強度を算出するため，層間せん断強度試験（ILSS）を試みた．
界面における CNT の接着性への影響を非強化 PP を射出成形して，CNT が界面に介在していな
い成形品（以下，CF/PP ハイブリ ッ ド成形品）と CNT が界面に 介在している成形品（以下，
CNT/CF/PP ハイブリッド成形品））の界面せん断強度を比較した．いずれの成形条件においても，
CNT が界面に介在している成形品の方が高い層間せん断強度を示した．界面に CNT を添加した
場合，シリンダ温度および保圧の上昇とともに界面せん断強度は向上した．また，ILSS 試験後の破
面観察から，CNT/CF/PP ハイブリッド成形品の剥離面の射出樹脂側およびインサート材側両方に
おいて CNT が存在していることが確認され，界面強度向上には，①剥離面の両側に CNT が存在し
ていること，②CNT の抜けが確認されたことなど，界面を繋ぎとめるメカニズムが作用したと推察さ
れた（*799, *915, *917）．
構造部材を想定して，射出成形用樹脂として CFRTP ペレットを用いて射出成形して，CNT/PP フィ
ルム中における CNT 含有率及び CNT 分散性がハイブリッド射出成形品の界面接着性に与える影
響を検討した．その結果，CNT/PP フィルムを使用した場合，使用しない場合に比べ界面せん断強
度が向上する．また，界面せん断強度を向上させるためには，最適な含有率が存在すること，その含
有率依存性は CNT の分散状態の良否によることが明らかになった．剥離面の詳細な観察から，界面
せん断強度の向上には CNT のくさび効果が有効に作用した．しかしながら，高含有率の CNT がよく
分散した場合，CNT のネットワークが構築され，くさび効果を発揮する CNT の数が減少して，界面せ
ん断強度がかえって低下することを明らかにした（*921, *927）．
この基礎的検討結果をもとに，PP/CNT フィルムを接合部界面に配置した 3 次元リブ付きハット型
の構造部材を成形し，部材の界面せん断強度結果と曲げ特性を検討した．その結果，界面せん断強
度上昇に伴い，最大曲げ荷重も上昇し，3 次元ハイブリッド射出成形品の曲げ特性には界面接着性
が支配的であると考えられた．界面接着性を向上させることは 3 次元ハイブリッド射出成形品の曲
げ特性を向上させるための有効な手段である(*978）ことを明らかにした．
これらの成果については，下記の国際会議において発表を予定している．
Koki Matsumoto, Junya Shiode, Hiroya Nishino, Tatsuya Tanaka, “Influence of contents rate
and dispersion of carbon nanotubes on interfacial adhesion between continuous fiber reinforced
thermoplastics and hybrid injection molding”, TEXCOMP-13, Milan, Italy (2018.9).
（２）グループ連携研究を支えた個別基礎技術開発の成果
(2-1) 第１グループ（第１Gr）では，複合材料の高機能発現（高強度化，高電磁気特性化など）を微
視的な構造制御によって実現し，さらに複合材料の実用化に向けた種々の展開を試みた．特に，セ
ラミックスおよび金属材料コンポジットの合成およびその複合化，微視的構造の制御（材料形態，分
散性，配向などのナノレベル制御）とその評価，機能性発現の検討と物性解析などについて，材料科
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学的研究に注力した．また，実用化を見据えた応用につながる総合的な複合材料研究を目指した．
その結果，本研究では，TiB2/[ZrO2-Al2O3]系コンポジット，B4C-CNF 系コンポジットおよびナノ WO3
粒子分散ナノ Ni 結晶材料などにおいて，ミクロからナノスケールにおける微細組織を精密に制御す
ることにより，高強度かつ高機能性をもったコンポジットが得られ（*155-*157, *784, *785, *787, *788,
*808, *809, *811, *814, *815, *817, *826-*828），従来とは異なった分野への応用や発展が期待され
る．特に B4C-CNF 系コンポジットにおける高温高強度•強じん性やナノ WO3 粒子分散ナノ Ni 結晶材
料において，微細組織制御と高機能性の高い相関を見出すことができた（*156, *157）．したがって，
当グループの目標の大きな柱である，微視的構造制御複合化材料の高機能発現について，上述の
材料に関しては，研究目標を達成できた．
(2-2) 第 2 グループ（第 2Gr）では，「ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料
の信頼性とその安定化に関する研究」の下で，微細繊維を添加した繊維強化複合材料中に生じる微
小内部き裂の抑制効果の明確化とそのメカニズム解明，および微細粒子が適用された複合材料の
振動減衰特性および表面摩擦摩耗特性の改善効果などを明らかにすることを目指した．
とりわけ連携課題を評価する基礎技術関連では，「高分子母材への微細繊維添加による炭素繊
維強化複合材料の疲労寿命向上のメカニズムの解明」を試み，まず，複合材料の機械的な基本的
性質に母材への微細繊維の添加効果（「機械的性質へのマトリックス修飾効果」）があることを明らか
にした（*12, *59, *322, *324, *405）上で，強化繊維周辺での界面または母材き裂の進展に本技術に
よる抑制効果（「き裂進展へのマトリックス修飾効果」）があることを示した（*314, *323, *402, *403）．
また，添加する微細繊維にセルロースナノファイバー(CNF)）を用いる手法を導入し（*525, *694,
*789），疲労寿命向上のためには CNF のアスペクト比に最適条件が存在することも明らかにした
（*680, *831, *835, *839）．さらには，層間破壊の抑制に有効な比較的長い CNF を添加した樹脂を
CFRP の板厚方向の中央に配し，引張破壊の抑制に有効な比較的短い CNF を添加した樹脂を
CFRP の表面に配置することが，平織り布 CFRP の曲げ特性の改善，特に曲げ疲労寿命の改善に有
効であることを明らかにした（*536, *689）．母材層の積層構成を工夫することで，破壊強度および疲
労寿命をさらに向上させることができた（*844）．
また，微細繊維として，微細 PET 繊維，微細ガラス繊維などを用いる研究も行い，特に材料への繰
り返し負荷に対する疲労耐久性寿命の改善に効果があることを示す（*535）とともに，微細繊維と強
化繊維との位置関係，すなわち母材中の微細繊維が強化繊維表面のごく近傍にある場合よりも，相
対的に幾分離れて存在する場合にマトリックス修飾の効果が大きく得られることを明らかにした
（*401, *526, *532）．さらに母材に新開発の熱可塑性エポキシを用いた場合のマトリックス修飾効果
についても検証し，母材の分子量を大きくすると機械的特性が改善されることを明らかにした（*175,
*685）．
その他，微細繊維・粒子の構造制御による機能性の開発・評価に関しては：
・ セルロースナノファイバー強化複合材料にナノ繊維構造制御技術を適用して，さらなる高強度
化を行うとともに強度発現メカニズムの解明に取り組んだ．乾式および湿式の延伸処理を行い
セルロースナノファイバーの配向制御を行うとともに，繊維間および繊維／樹脂間に生じる水素
結合の状態を変化させたナノコンポジットを試作しその強度特性評価を通して高強度化の可能
性を示した（*700, *849）．これらの結果は，従来頭打ちになっていたセルロースナノファイバー
複合材料の強度特性をさらに向上させるブレイクスルー技術になり得ることを示した．
・ 微細繊維の母材以外への応用技術として，複合材料と金属板とのボルトまたは接着継手構造
への微細繊維の応用の可能性を示した（*539, *683, *688, *693, *790, *836, *840）．
・ ゴムエラストマー複合材料の振動特性評価と減衰特性のコントロールを試み，複合する微粒子
の配向方向，配合量および粒子のアスペクト比が損失係数に与える影響を明らかにした．さら
に，天然ゴム単体では見られなかった損失係数のひずみ振幅依存性を発見した．短繊維複合
ゴムを対象とし，ひずみ振幅依存性を含む損失係数の変化を再現できる力学モデルを構築し
て，損失係数を見積もることができた．当該材料の減衰特性が向上するメカニズムについては
ほぼ明らかにすることできた（*722, *869）．一方，摩擦力に関連する損失係数を見積もることは
可能となったが，摩擦係数をコントロールするまでには至っていない．
また，耐摩耗性に優れた粒子強化 Mg 複合材料開発への指針を得ることを目的とした研究，耐摩
耗性に優れた SiC ナノ粒子添加 CFRP の開発への指針を得ることを目的とした研究，圧力式ホモジ
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ナイザおよび液中プラズマ法を用いた銀ナノ粒子担持グラフェンによる透明導電膜の作製など機能
性の開発を目指した開発も継続実施した．
(2-3) 第 3 グループ（第 3Gr）では，「高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維によ
る接合支援材料の開発」という研究テーマのもと，量産自動車などへの利用拡大が期待されている
炭素繊維強化熱可塑性樹脂基複合材料 (CFRTP) の接合手法の確立に関する研究（*134, *136,
*162, *163）を行った．とりわけ，炭素繊維表面にカーボンナノチューブ（CNT）を析出させる技術を援
用して，この CNT 析出炭素繊維を用いた接合支援部材やナノ繊維の配列を制御した接合支援部材
を開発し，強固な接合が実現できる熱可塑複合材料の接合技術の開発を目指した．
その結果，本研究では，触媒に Ni，炭素源にアルコールを用いた CVD 法を用いて，炭素繊維の
劣化が生じない低温下での CNT 析出炭素繊維の創製手法の開発に成功した（*162）．さらに CNT
析出炭素繊維とポリアミド樹脂により作製したモデルコンポジットを用いてその繊維樹脂界面強度を
評価し，CNT 析出により繊維樹脂界面強度が高くなることを明らかにした（*134）．また，この CNT 析
出炭素繊維を接合支援材料として利用することで，炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の接合手
法を開発した．具体的には，CNT 析出炭素繊維を接合時の抵抗加熱媒体として利用し，直接通電抵
抗加熱により炭素繊維を加熱し，マトリックス樹脂を融解することで接合する手法を開発した（*136）．
その結果，CNT 析出により接合強度が高くなることを明らかにした．さらに，ポリアミド樹脂フィルムに
おいて CNT を分散させる方法として，エレクトロスピニング法を用いることを提案し，CNT 分散 PA6 フ
ィルムを創製した（*164）．
本研究プロジェクトにおいて，開発した CNT 析出炭素繊維はグループ 2，4 にも提供され，CNT
の繊維樹脂界面での役割の解明や，実構造部材としての利用が進められているハイブリッド成形品
の界面強度を向上させる素材として利用されており，当初の研究目標を達成した．
(2-4) 第 4 グループ（第 4Gr）では，「ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出
成形技術の研究」に取り組み，ナノコンポジットと連続繊維強化複合材料を用いて 3 次元形状体を射
出成形技術によって作り出すと同時に，構造部材に用いられる連続繊維強化複合材料とのハイブリ
ッド化を実現し，より高機能で高強度な部品を成形する技術を確立することを目指した．これを実現
するため，3 つのサブテーマ：①ナノ繊維分散のための混練技術の確立，②リサイクル材料を活用し
た接合部（リブ部）成形技術の確立，③ナノ繊維分散のための射出成形技術の確立を推進した．
サブテーマ①では，二軸混練押出機を使い，ナノ繊維の高分散を実現するため，新たにスクリュセ
グメントとして BD（Blister Disc）を配置して，ナノ繊維に CNT を使って混練押出実験を実施した．その
結果，ナノ繊維の分散には伸長流動が効果的であることを証明した（*452，*460，*462，*466，
*468，*471，*473），以降，伸長流動を如何に効率よく実現するかについて検討した．最適なセグメン
ト形状を検討するために数値解析を駆使し，実験によって検証するという手法を使い，BD 形状をベ
ースに，最適な穴直径，穴個数を確立し，BD のディスク幅は分散には影響しないことも明らかにした
（*117，*119，*120，*173，*471，*481，*482，*489，*590，*592，*594，*596）．その結果を，CNT か
らグラフェンへ展開し分散状態の違いを検討し，折損の起こり易いグラフェンにおいては，CNT の混
練以上に伸長流動の効果が大きいことを明らかにした（*172，*614，*618，*635，*764）．その後，伸
長流動を有効活用した新規のセグメントを考案し（*749，*775，*798，*913，*920，*926，*976，
*P-30），JST の補助も得て現在外国出願中である．ナノ繊維分散フィルムの創成技術開発を完成し
た（*799，*915，*917，*921，*927，*978）．サブテーマ②では，複合材料端材の有効活用を目的とし
て，熱可塑性樹脂をマトリックスとした連続繊維強化プリプレグシートの端材をシュレッダーによりクロ
スカット形状に裁断し，その材料を同じ熱可塑性樹脂で希釈して，射出成形に適した繊維含有率に
調整することでハイブリッド成形のリブ部に適用する最適材料としての有効性が確認された（*469，
*470，*491，*496，*597, *605，*755）． サブテーマ③では，最初に長繊維ペレットによる射出成形実
験と数値解析により繊維折損最小，分散性最大という相矛盾する事象を実現する最適スクリュ形状
を実現した（*364，*365，*369，*371，*450，*461，*463，*464，*472，*477，*490，*494，*495，
*754，*912）．プロジェクト 3 年目，これを組み込んだハイブリッド成形機を試作することにより，サブテ
ーマ②で確立した材料を射出リブ部へ強化繊維が良好な状態で成形できることを示した（*622）．最
終年度にはサブテーマ①で試作したナノ繊維分散フィルムの適用を援用して連続繊維強化複合材料
とのハイブリッド 3 次元複雑形状体の成形技術を完成させた．これらの成果の多くは，上記のグルー
プ間連携研究（1-2）に集約され，当初の研究目標を達成した（*769，*915，*917，*927）．
- 16 -

＜優れた成果が上がった点＞
本研究で実施した連携研究および基礎技術開発研究において以下の優れた，他にない成果を得
た．
Gr 間連携研究では，①従来曖昧であった材料系内部におけるナノ繊維の基本的な効果が材料系
によって異なることが示された（未発表）．このことは複合材料中に存在するナノ繊維の役割をクリア
にするもので，先駆的な研究成果が達成された．②ナノ繊維（CNT）分散フィルムをハイブリッド射出
成形に適用して接合部強度の向上が実現され(*921, *978)，量産技術への展望が示された．また，
添加する CNT 量について最適な含有率が存在し，界面せん断強度のナノ繊維含有率依存性につい
ては CNT の分散状態の良否によることが明らかにされた (*799, *915, *921, *978)．これは熱可塑性
樹脂複合材料による構造部品や構造体の製造に重要な指針を与えるとともに，あわせて，接合中間
基材開発に有効な指針を提供した．
その他，連携研究を支えた個別要素技術開発研究から得られた優れた成果を以下に示す．
第 1 Gr では，特に，多相セラミックス系のコンポジットにおいては，中和共沈粉体に対してマイクロ波
焼結を行うことにより，例えば ZrO2(Y2O3)-Al2O3 系コンポジットにおいて，曲げ強度 σb≧1.3 GPa の値
が得られ，破壊じん性値 KIC は 2Y 組成で 7.5 MPam1/2 の値が得られ，従来の材料よりもさらに高強
度材料が得られた．これはマイクロ波の内部加熱により粒子径及び結晶子径を揃えることでσb が増
加し，さらに応力誘起相転移による強靭化機構が働いたことによる(*155)．金属間化合物（B4C）への
セラミックス（TiB2）添加材料では，粒径 25nm 程度の微細な原料にパルス通電加圧法を用いて合成
同時焼結を行うことにより，従来よりも緻密で高強度(ビッカース硬度 33.5GPa，破壊じん性値 KIC 5.5
MPam1/2)特性を示す複合材料の合成に成功した(*156)．いずれもミクロからナノスケールにおける微
細組織を精密に制御することにより，高強度かつ高機能性をもったコンポジットが得られた．
第 2 Gr では，特に微細ナノ繊維を用いて改質した炭素繊維強化複合材料の界面はく離の原理探求
に注力し，CFRP の長期信頼性を議論する上で重要な繊維／母材間のじん性や繊維破断に伴う界
面はく離が，微細ナノ繊維の利用によりどのように効果的に作用しているかを力学的な視点から詳
細に調査した．この結果，微細繊維が母材／炭素繊維間の界面から比較的に離れて存在する場合
に，疲労寿命や臨界エネルギ解放率がより大きく改善できることを明らかにした（*526, *527）．さらに
モデル実験により複合材料の内部の力学条件の違いを検証するとともに、シミュレーションにより微
細繊維の存在位置や長さの違いによる主繊維との干渉効果の違いを明らかにした（*831, *835,
*839）．界面はく離強度と言われるマクロな値は，純粋な界面での面間の脱離強度だけではなく，樹
脂強度に依存することも基礎的な知見として示すことができた(未発表)．本知見は，複合材料の界面
の力学を考える上で新しい考え方を誘導できる可能性があり，炭素繊維強化複合材料の中の内部き
裂や損傷抑制の技術開発につながる重要な基礎的知見である．
第 3 Gr で開発した CNT 析出手法（*P-22）は，Ni めっきを触媒にして炭素源としてエタノールを用い
る手法であり，600 ℃以下という比較的低温下での CNT 析出に成功している．したがって，CNT を析
出させた炭素繊維は，供試材である炭素繊維と同等あるいはそれ以上の機械的特性を有しており，
強化繊維としての応用にも期待が持てる．
第 4 Gr では，伸張流動によりカーボンナノチューブを高分散させた(*119, *120)ことおよびカーボンブ
ラックから流動中にグラフェンに剥離分散することを確認できた(*612)こと，さらに，廃棄するしかなか
ったプリプレグシートの端材を効果的に 3 次元形状のリブ部に利用できることを見出した．また，この
時，カーボン繊維においては約 18 wt%まで希釈することで，市販の長繊維ペレットと同等以上の機
械的特性を得ることが出来た(*599, *607, *624)点が大きな成果である．これらの成果を集積したハ
イブリッド成形品の成形にあたり，ナノ繊維分散フィルムを介在させて接合界面やリブ部界面の特性
向上が得られ（*927, *P-30），量産化手法として期待できる．

＜課題となった点＞
本プロジェクトの技術連携課題として取り上げた機能性セラミックスの創製に関して課題を残した．
具体的には，酸化物熱電材料への化学的な制御による性能向上については，母体材料を大きく超え
るものは得られなかった．このような化学的制御による限界を克服し，さらなる材料展開を行うために
は，微視的構造制御による高機能化のための基礎的な知見が不十分であり，展開研究遂行の隘路
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となっている．得られた知見をより幅広い材料へ展開できるよう，微細構造制御と高機能発現の関連
性をより深く追求するという観点にたって，新材料の開発を継続していく必要がある．
本研究では，ナノ繊維・粒子の構造制御によって材料間の接合技術への適用を検討し，構造制御
の違いによって最適化できる可能性を見出した．具体的には，接合面に存在する強化繊維界面に直
接配置させる場合とマトリックス中に（強化繊維に対して間接的に）配置させる場合の接合強度の違
いを評価した．その結果，繊維と樹脂の接着界面状態の違いにより，ナノ繊維の配置に最適な状態
があることを明らかにした．しかしながら，これらの成果は，一部の熱硬化性樹脂および熱可塑樹脂
での結果に過ぎず，先ずは種々の樹脂に対してこれらの考え方が活用できるかについて検証する必
要がある．そのため，ナノ繊維に関しては CNT（Carbon Nano Tube）と CNF（Carbon Nano Fiber）等の
ナノ繊維の形態の違いによる効果の違いを明らかにする必要がある．現状直接 CF（Carbon Fiber）に
配置可能な CNT について，代表的な熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂で検討する．

＜自己評価の実施結果と対応状況＞
プロジェクトの自己評価は，内部評価委員会 (別紙 1-1, 1-2 参照) および複合材料研究センター
運営委員会による評価を受けた．委員会はハリス理化学研究所所長（塚越一彦教授/中間評価，橋
本雅文教授/事後評価）を委員長として，他 2 名の委員：森田有亮教授：生命医科学部（再生医療材
料），内藤公喜主幹研究員：物質･材料研究機構ハイブリッド材料ユニット）に委嘱して実施され，中
間，事後評価とも総合評価として A（「着実な進捗が見られる」）を頂いた．評価委員会コメントはプロ
ジェクト研究の展開に活かされた．また，運営委員会では，中間評価以後のプロジェクトの予算配分
についてコメントを受け，後期の 2 年間に連携研究推進費を新たに計上した．

＜外部（第三者）評価の実施結果と対応状況＞
外部評価委員会 (別紙 2) には，金原勲氏（金沢工業大学教授）を委員長として，石川隆司氏（名
古屋大学特任教授）, 吉川信一氏（北海道大学名誉教授）, 深川敏弘氏（大陽日酸株式会社技監）
の各氏に評価委員を委嘱した．中間，事後評価では，総合評価として A（「着実な進捗が見られる」）
を頂くとともに，プロジェクトに対する客観的な評価をいただいた．これらの評価は，研究成果の項で
述べたとおり，その後のプロジェクトの取り組みに活かされた．以下にコメントの抜粋を示す．
中間評価（H27.6）(別紙 2-1 参照)：研究プロジェクトの研究組織・体制の形成については，順調に
進捗しており，適切なプロジェクト運営がなされている．研究の進捗状況・研究成果等，研究組織とし
ての活動状況についての点検・評価も十分に行われている．研究施設等の整備状況についても問
題はない．残された期間を考えると，グループ間の連携の深化が望まれるが，「ナノ粒子 ・繊維の最
適制御技術」の捉え方が各グループ間で異なるので，くまなく連携することは困難であろう．連携の
結果生まれる可能性がある，いくつかの「新しい成果」の具現化に注力していただくことを期待した
い．
事後評価（成果報告会時）(別紙 2-2 参照)：5 年間という研究期間内に，4 つの研究グループが，
標榜した目標に向かつて，基礎的ではあるものの，十分な研究成果を挙げているものと考えられる．
グループ間の連携活動は十分とは言えないが，中間評価以降にグループ 2 を中心に「信頼性とその
安定化」を目指した連携研究を進めたことは高く評価される．基礎的研究レベルではあるが，今後の
実用化に向けた取り組みの継続を期待したい．

＜研究期間終了後の展望＞
CNT を直接 CF 表面へ配置する場合に比べて，マトリックス中へ配置した CNT 含有シート（フィル
ム）は，複合材料の接合のための補助材料としては非常に汎用性が高い．そのため，3 次元複雑形
状体同士の接合には重要な役割を果たすと考えられる．そこで，本プロジェクトで可能性を検討した
高機能粒子を含めて，CNT 等を均一に分散させた高機能フィルムを成形し，3 次元複雑形状体の接
合部および表面部に配置した機能性部材を搭載した部材を試作する．特に，本フィルムの継続研究
に関しては，先端複合材料研究センターと包括協定を締結している三菱ケミカルと同志社大学との
共同出願特許があり，フィルム製品の事業化は三菱ケミカルとの共同研究の範疇で実施する．ま
た，本フィルムはハイブリッド成形技術の連続繊維と 3 次元射出成形された繊維分散複雑形状品と
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の接合部に使用されるものであり，同様にハイブリッド成形プロセスに関して共同研究をしている東
洋機械金属と 3 社にて継続実施の予定である．
ナノ繊維の構造制御にある程度の目途が立ったことから，次のアプリケーションとして，現在 ECO
材料として注目されているセルロースナノファイバーの構造制御技術についても並行して取り組む．
具体的には，環境省がコンソーシアムを組んで実施しているプロジェクト「セルロースナノファイバー
活用製品の性能評価」（研究代表：静岡大学）に参画し，本プロジェクトで培ったナノ繊維の構造制御
技術を適用し，さらに展開できる可能性が期待できる．本プロジェクトには，構成メンバーとして既に
昨年度より参画して，バイオマス強化樹脂複合材料の材料構成や発泡成形条件の最適化等に取り
組んでいる．今年度は実際の発泡押出成形により，断熱床板を成形加工するための基礎的な条件
設定の解明を試みる．発泡と強度保持は相反する特性であり，強度保持したまま発泡倍率を上げ軽
量化する課題に対して，セルロースナノファイバーを如何に有効活用できるかにチャレンジする．キー
となる成形条件を最適化するため押出成形のための CAE（Computer Aided Engineering）技術の基
礎材料データである PVT（Pressure－Volume－Temperature）特性を取得するため，PD（Post Doctor）
1 名を 3 か月間ミラノ工科大学に派遣し，材料データ取得システムを構築することを予定している．こ
のアプローチは，海外で通用する若手研究者の育成とグローバル化に対応することを目指したもの
であり，成果は国際学会等での発表を予定している．

＜研究成果の副次的効果＞
本プロジェクトで達成された接合技術（*136）に関する成果は，自動車軽量化を進めるため重要な
課題となっている異種材料の接合に対する解決策として大いに意味がある．一方，研究の中で明ら
かにされたナノ繊維の構造制御は，今後ナノ繊維・粒子を有効活用していく上でその方向性を示唆し
ている．すなわち，ナノ繊維を従来の複合材料中に最適量，適宜配置する技術は，接着性強度の向
上だけではなく，電気伝導性（*725, *728）はもちろんのこと熱伝導性（*872, *886）や制振性（*867,
*868）についても制御できる可能性を示した．このことは，今年度取り組む環境省プロジェクトの課題
である発泡複合材料の強度特性向上だけではなく，断熱性の向上に対しても期待できる．また，本研
究で開発試作したナノ繊維分散フィルム（*920）を使用すれば，同じ熱可塑性樹脂であればどこにで
も自由に配置できるので，フィルムがもつ特性向上効果を部材のどこにでも付与することが可能とな
る．さらに，ハイブリッド射出成形技術（*921，*927）は，従来は別々に研究されてきた連続繊維強化
と分散繊維強化の材料を 1 つの部材として展開できるので，従来にない機能・構造部材の開発が可
能となる．さらに，ナノ繊維をこの部材に適材適所配置すれば，強度特性の向上はもちろんのこと，
上記した種々の特性の向上も同様に期待できる．
本プロジェクトはその活動を通じて，5 名（内社会人 2 名を含む）の博士学位の取得者を輩出した．
また，それ以外にも，多くの修士学位者を輩出し，その多くが繊維メーカ，樹脂メーカなどに就職して
いる．結果として，産官学連携も上手く軌道に乗せることができた．今後はこのネットワークの継続が
重要である．現在，機械メーカから博士後期課程に社会人学生として当研究センターの関連研究に
参画しており，この流れをさらに広げていく所存である．

１２ キーワード（当該研究内容をよく表していると思われるものを８項目以内で記載してくださ
い。）
（１）ナノ繊維・粒子の構造制御 （２）ナノ複合材料
（３）高強度・強じん性化
（４）CNT 析出炭素繊維
（５）伸長流動
（６）成形接合技術
（７）界面制御技術
（８）力学的信頼性
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１３ 研究発表の状況（研究論文等公表状況。印刷中も含む。）
上記、１１(４)に記載した研究成果に対応するものには＊を付すこと。
研究の開始からこの 5 年間に本プロジェクトに参加する研究者の研究発表は，雑誌論文（査読あり）
175 件，図書 3 件，国際学会での発表 185 件, 国内学会発表 326 件，特許出願 37 件であった．以下
のリストには，これらのすべてと当センターが公開で独自開催したシンポジウムおよび年度末研究成果
発表会における発表の中から速報性を重視して発表された 175 件を追加してまとめた．

＜雑誌論文＞
【テーマ１】
<2013 年度>
1.

K. Hirota, A. Ogawa, T. Shimoyama, Y. Nakaguchi, M. Kato, Fabrication of Dense Magneticmetal/oxide Composites for Induction Heating (IH) Applications Using N2-atomized Iron Based
Particles and MgO powder, PM2012 YOKOHAMA, CDR, 16F-T14-17 (2013).

2. 山本健太, 加藤将樹, 廣田健, 田口秀樹, 木村英夫, 國貞泰一, 影山雄太, 守田弘明, 中和共沈法
で調製した ZrO2(Y2O3)-Al2O3 系固溶体粉体のパルス通電加圧焼結法による高強度•強靱性セラミッ
クスの作製, 粉体および粉末冶金, Vol.60, pp.428-435 (2013 年).
3.

Ken Hirota, Kengo Shibaya, Hiroyuki Matsuda, Masaki Kato and Hideki Taguchi, Fabrication of novel
ZrO2(Y2O3)-Al2O3 ceramics having high strength and toughness utilising pulsed electric current
pressure sintering (PECPS), Advances in Applied Ceramics: Structural, Functional and Bioceramics,
Vol.113, pp. 73-79 (2013).

4.

Ken Hirota, Kengo Shibaya, Masaki Kato, and Hideki Taguchi, Fabrication of novel ZrO2(Y2O3)-Al2O3
ceramics having high strength and toughness by pulsed electric-current pressure intering (PECPS) of
sol-gel derived solid solution powders, The American Ceramic Society's Ceramic Transactions
proceedings (2013).

5.

H. Fujiwara, T. Kawabata, H. Miyamoto and K. Ameyama, Mechanical Properties of Harmonic
Structured Composite with Pure Titanium and Ti-48at%Al Alloy by MM / SPS Process, Materials
Transactions, Vol.54, pp. 1619-1623 (2013/09).

6. 藤原 弘, 吉田怜央, 宮本博之, 飴山 惠, 純チタン/Ti-48mol%Al 複合調和組織材料の微細組織と機
械的特性に及ぼす熱処理の影響, 粉体および粉末冶金, Vol.60, pp. 413-419 (2013 年 10 月).
7. 藤原 弘, 川畑健志, 宮本博之, 飴山 惠, MM/SPS プロセスにより作製した純チタンおよび
Ti-48mol%Al 合金の複合調和組織材料の機械的性質, 日本金属学会誌, Vol.77, pp. 522-526 (2013
年 11 月).
8.

N. Kobayashi, T. Uenoya, H. Fujiwara and H. Miyamoto, The Age Hardening Mechanism of
Nanocrystalline Ni-P Alloys Synthesized by Electrodeposition, Journal of the Society of Materials
Science, Japan, Vol.62, pp. 702-708 (2013/11).

9.

H. Fujiwara, S. Hamanaka, S. Kawamori and H. Miyamoto, Effect of Microstructure on the Mechanical
Properties of Magnesium Composites Containing Dispersed Alumina Particles Prepared Using an
MM/SPS Process, Materials Transactions, Vol.55, pp. 543-548 (2014/03).

<2014 年度>
43. 廣田 健, セラミクッス粉体の合成と各種焼結法を組み合わせた新規モノリシックおよびハイブリッド材
料の作製に関する研究, 粉体および粉末冶金, Vol.61, 3-10 (2014 年).
44. 植田将弘, 加藤将樹, 廣田 健, スピネル型(Fe,Mn)Al2O4 系フェライトのパルス通電加圧焼結と物
性評価, 粉体および粉末冶金, Vol.61, 171-178 (2014 年).
45.

Ken Hirota, Kota Kasahara, Takahiro Ishiguro, Hajime Yagura and Masaki Kato, Fabrication of dense
Al2O3/TiN/CNF composites using both HIP and pulsed electric-current pressure sintering (PECPS),
HIP’14 Proceedings 3.11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HOT ISOSTATIC PRESSSING,
509-521 (2014).

46.

Masao Takada, Hideki Taguchi, Masaki Kato, Ken Hirota, Fabrication of perovskite –type Ba(Sn1-xTax)O3
ceramics and their power factors, J Mater Sci, DOI 10.1007/s 10853-014-8607-3 (2014).
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47.

Ken Hirota, Mitsuhiro Shima, Xiaolei Chen, Naoki Goto, Masaki Kato, Toshiyuki Nishimura,
Fabrication of dense B4C/CNF composites having extraordinary high strength and toughness at elevated
temperatures , Materials Science & Engineering A, Vol.628, 41-49 ( 2014).

48. 藤原 弘, 續木雄基, 宮本博之, 飴山 惠, MM／SPS プロセスにより作製したハイス鋼／炭素鋼複合
調和組織材料の変形挙動, 粉体および粉末冶金, Vol.61, pp. 526-530 (2014 年 11 月).
49. 藤原 弘, T.D. Huy, 吉田怜央, D. T. Binh, 宮本博之, 燃焼反応プロセスによる TiAl3/Al2O3 複合材
料の微細組織と機械的性質, 粉体および粉末冶金, Vol.61, pp. 437-440 (2014 年 9 月).
50. 藤原 弘, 浜中 傑, 川森重弘, 宮本博之, MM/SPS プロセスにより作製されたアルミナ粒子分散マグ
ネシウムの機械的性質に及ぼす微細組織の影響, 粉体および粉末冶金, Vol.61, pp. 397-402 (2014
年 8 月).
51.

R. Yoshida, T. Tsuda, H. Fujiwara, H. Miyamoto and K. Ameyama, Annealing Effect on Mechanical
Properties of Ti–Al Alloy/Pure Ti Harmonic-Structured Composite by MM/SPS Process, IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.63, 12031 (2014/08).

52.

Y. Tsuzuki, H. Fujiwara, H. Miyamoto and K. Ameyama, Deformation Behavior of High Speed
Steel/Low Carbon Steel Composite with Harmonic Structure by MM/SPS Process, IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering, Vol.63, 12029 (2014/08).

53.

Y. Kasazaki, H. Miyamoto and H. Fujiwara, The age-hardening mechanism of nanocrystalline Ni-P
alloys synthesized by electrodeposition, Advanced Materials Research, Vol.922, pp. 338-343 (2014/06).

54.

Y. Kasazaki, H. Fujiwara and H. Miyamoto, Age-hardening mechanism for nanocrystalline Ni-P alloys
synthesized by electrodeposition, Surface & Coatings Technology, Vol.253, pp. 153-160 (2014/05).

<2015 年度>
95.

Hideki Taguchi, Hiroyasu Kido, Masaki Kato, Ken Hirota, The crystal structure and electrical properties
of K2NiF4-type (Ca2-xSmx)MnO4, Materials Research Bulletin, Vol.64, 318-322 (2015).

96.

Ken Hirota, Mitsuhiro Shima, Xiaolei Chen, Naoki Goto, Masaki Kato, Toshiyuki Nishimura,
Fabrication of dense B4C/CNF composites having extraordinary high strength and toughness at elevated
temperatures, Materials Science & Engineering A, Vol.628, 41-49 (2015).

97. 廣田健, 山本健太, 笹井厚希, 加藤将樹, 田口秀樹, 木村英夫, 高井優行, 寺田昌生,
ZrO2(Y2O3)-Al2O3 系固溶体粉体を用いて作製したジルコニア系セラミックスにおける機械的特性の
Al2O3 組成依存性, J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, Vol.62, 134-143 (2015).
98. 奥村 尊, 加藤将樹, 廣田 健, 田口秀樹, ペロブスカイト類似構造 La0.3(Ca1-xAx)0.55Cu3Ti4O12
（A = Sr, Mg）セラミックスの作製と熱電特性, J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, Vol.62, 185-192
(2015).
99.

K. Hirota, K. Yamamoto, K. Sasai, M. Kato, H. Taguchi, H. Kimura, M. Takai, M. Terada, Fabrication
of Yttria-Doped Zirconia-Alumina Composite Ceramics with High Strength and Fracture Toughness by
Pulsed Electric-Current Pressure Sintering, The Harris Sci. Rev. Doshisha Univ., Vol.56, 1-7 (2015).

100.

御船智暉, 加藤雄士, 宮本博之, 藤原 弘, 後藤琢也, 加水分解法と電着法の組合せによるナノ酸
化タングステン粒子分散ナノ結晶ニッケルの作製, 日本金属学会誌, Vol.80, pp.109–113, (2016 年 2 月).

＜2016 年度＞
124.

H. Fujiwara, Y. Nishimine, S.Kawamori and H. Miyamoto, Nanoparticle Formation in Magnesium
Based Composite by Mg/Al2O3 Interfacial Reaction, Jurnal of Japan Society Powder and Powder
Metallurgy, Vol.63, No.7, pp.555-558 (2016/07).

＜2017 年度＞
*155. K. Hirota, K. Yamamoto, K. Sasai, M. Kato, H. Taguchi, H. Kimura, M. Takai, M. Terada, Fabrication
of dense ZrO2-Al2O3 composite ceramics by pulsed electric-current pressure sintering of neutralization
co-precipitated powders, The Harris Sci. Rev. Doshisha Univ, vol. 58, pp. 1-12 (2017/07).
*156. Ken Hirota, Tomoki Taniguchi, Naoki Goto, Masaki Kato and Hideki Taguchi, Fabrication of B4C/TiB2
Composite Ceramics Using Pulsed Electric Current Pressure Sintering, 粉体および粉末冶金, vol. 64,
pp. 538-546 (2017/11).
*157. Merita, Daisuke Umemoto, Motohiro Yuasa, Hiroyuki Miyamoto, Effect of nanoscale tungsten oxide
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particles on the strength and thermal stability of nanocrystalline nickel fabricated via electrodeposition,
Applied Surface Science (投稿中, Ms. Ref. No.: APSUSC-D-18-04810).
【テーマ 2】
<2013 年度>
10.

Mohamed H. Gabr , Nguyen T. Phong, Mohammad Ali Abdelkareem, Kazuya Okubo, Kiyoshi Uzawa,
Isao Kimpara, Toru Fujii, Mechanical, thermal, and moisture absorption properties of nano-clay reinforced
nano-cellulose biocomposites, Cellulose, Vol. 20, pp.819–826 (2013/04).

11.

Nguyen Tien Phong, Mohamed H Gabr, Kazuya Okubo, Bui Chuong, Toru Fujii, Enhancement of
mechanical properties of carbon fabric/epoxy composites using micro/nano sized bamboo fibrils,
Materials & Design, Vol.47, pp.624-632 (2013/05).

*12. Nguyen Tien Phong, Mohamed H Gabr, Le Hoai Anh, Vu Minh Duc, Andrea Betti, Kazuya Okubo, Bui
Chuong, Toru Fujii, Improved fracture toughness and fatigue life of carbon fiber reinforced epoxy
composite due to incorporation of rubber nanoparticles, Journal of Materials Science , Vol. 48, Issue 17,
pp.6039-6047 (2013/09).
13. Chensong Dong, Hitoshi Takagi, Flexural properties of cellulose nanofibre reinforced green composites,
Composites Part B, Vol. 58, pp. 418-421 (2014/03).
14.

Kohei Fujii, Antonio Norio Nakagaito, Hitoshi Takagi, Daisuke Yonekura, Sulfuric acid treatment of
halloysite nanoclay to improve the mechanical properties of PVA/halloysite transparent composite films,
Composite Interfaces, Vol. 21, pp. 319-327 (2014/03).

15.

Ke Liu, Zhimao Yang, Hitoshi Takagi, Anisotropic thermal conductivity of unidirectional natural abaca
fiber composites as a function of lumen and cell wall structure, Composite Structures, Vol.108, pp. 987-991
(2014/02).

16.

Hitoshi Takagi, Antonio N. Nakagaito, Kyohei Yokota, Goshi Takeichi, Fabrication and characterisation
of all bamboo-based green composites, Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering, Vol.10,
pp.165-171 (2013/11).

17.

Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Mohd Shahril Amin Bistamam, Extraction of cellulose
nanofiber from waste papers and application to reinforcement in biodegradable composites, Journal of
Reinforced Plastics and Composites, Vol. 32, pp. 1542-1546 (2013/10).

18.

Antonio Norio Nakagaito, H Kondo, Hitoshi Takagi, Cellulose nanofiber aerogel production and
applications, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol. 32, pp. 1547-1552 (2013/10).

19.

M.Matsubara, N.Tsujiuchi, T.Koizumi, Y.Hirano, and K.Bito, Vibration Behavior Analysis of Tire
Bending Mode Exciting Lateral Axial Forces, SAE Internatinal Journal of Passenger Cars - Mechanical
Systems, Vol.6, No.2, pp.1171-1176 (2013/07).

20.

M.Matsubara, N.Tsujiuchi, T.Koizumi, and Y.Hirano, Vibration Analysis of Tire Circumferential Mode
Under Loaded Axle, SAE Internatinal Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, Vol.6, No.2,
pp.1154-1160 (2013/07).

21. 松原真己, 辻内伸好, 小泉孝之, 平野裕也, 接地拘束に着目したタイヤ半径方向振動挙動解析, 日
本機械学会論文集, Vol.80, No.811, DR0049 (2014 年 3 月).
22. 松原真己, 辻内伸好, 小泉孝之, 平野裕也, 接地・転動時におけるタイヤ半径方向振動解析, 日本
機械学会論文集, Vol.80, No.811, DR0050 (2014 年 3 月).
<2014 年度>
55. 永田章太, 大窪和也, 藤井透, 再生炭素繊維を用いた CFRP 射出成形品の機械的特性に及ぼす
PVA 処理の効果, 強化プラスチックス, Vol.60, No.4, pp．125-129 (2014 年 12 月).
56. 小武内清貴, 大窪和也, 藤井透, 内部空孔に CNT を 生成した C/C 複合材料の開発とそのトライボロ
ジ特性, 材料, Vol. 63-5,pp.356-361 (2014 年 5 月).
57. 小池絢子, 大窪和也, 藤井 透, 竹繊維を用いたスタンパブルシートの非曲げ強度および比弾性率の
PVA 処理による改善, 材料, Vol. 63-5, pp.394-399 (2014 年 5 月).
58. Yongzheng Shao, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Ou Shibata, Yukiko Fujita, Study on Effect of Matrix
Properties on Fatigue Damage Initiation of Woven Carbon Fabric Vinylester Composites, Mechanics
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and Materials, Vol.541-542, pp.243-249 (2014/05).
*59. Yongzheng Shao, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Ou Shibata, Yukiko Fujita, Effect of matrix properties on
the fatigue damage initiation and its growth in plain woven carbon fabric vinylester composites,
Composites Science and Technology, Vol.104, pp.125 -135 (2014/09).
60.

Gibeop Nam, Noboru Wakamoto, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Study of Maleic Anhydride Grafted
Polypropylene Effect on Resin Impregnated Bamboo Fiber Polypropylene Composite , Agricultural
Sciences , Vol.5, pp.1322-1328 (2014/11).

61. Gibeop Nam, Noboru Wakamoto, Kazuya Okubo, Toru Fujii , Improvement of Mechanical Properties in
Bamboo Maleic Anhydride grafted Polypropylene/Polypropylene Composite Enhanced with Resin
Impregnation Method , Advanced Materials Research , vol.1051, pp.250-255 (2014/12).
62. Gibeop Nam, Noboru Wakamoto, Kazuya Okubo, Toru Fujii , Effect of Natural Fiber Reinforced
Polypropylene Composite Using Resin Impregnation, Agricultural Sciences, Vol.5, pp.1338-1343
(2014/12).
63. H. Takagi, A. N. Nakagaito, K. Liu, Heat transfer analyses of natural fibre composites, WIT Transactions
on The Built Environment, Vol. 137, pp. 237–243 (2014/04).
64. Y. Dong, T. Mosaval, H. J. Haroosh, R. Umerc, H. Takagi, K.-T. Lau, The potential use of electrospun PLA
nanofibres as alternative reinforcements in an epoxy composite system, Journal of Polymer Science Part
B: Polymer Physics, Vol. 52, pp. 618–623 (2014/05).
65. Y. Dong, A. Ghataura, H. Takagi, H. J. Haroosh, A. N. Nakagaito, K.-T. Lau, Polylactic acid (PLA)
biocomposites reinforced with coir fibres: Evaluation of mechanical performance and multifunctional
properties, Commposites Part A, Vol. 63, pp. 76–84 (2014/08).
66. K. Liu, X. Zhang, H. Takagi, Z. Yang, D. Wang, Effect of chemical treatments on transverse thermal
conductivity of unidirectional abaca fiber/epoxy composite, Commposites Part A, Vol. 66, pp. 227–236
(2014/11).
67. K. Fujii, A. N. Nakagaito, H. Takagi, Effect of acid treatment on mechanical performance of polyvinyl
alcohol/halloysite nanocomposites, Key Engineering Materials, Vol. 627, pp. 113-116 (2015/02).
68. M. Cai, H. Takagi, A. N. Nakagaito, M. Katoh, T. Ueki, G. I. N. Waterhouse, Y. Li, Influence of alkali
treatment on internal microstructure and tensile properties of abaca fibers, Industrial Crop and Products,
Vol. 65, pp. 27–35 (2015/03).
<2015 年度>
101. 民秋 実, 藤井 透, 大窪 和也, 極低温熱サイクル疲労を受ける平織炭素繊維布強化複合材料へ
のフィラー充填が窒素ガスのリーク防止に及ぼす影響, 材料, Vol.64.No.9, pp.739 -744 (2015 年 9 月).
102. Yongzheng Shao, Andrea Betti, Valter Carvelli, Toru Fujii, Kazuya Okubo, Ou Shibata, Yukiko Fujita,
High pressure strength of carbon fibre reinforced vinylester and epoxy vessels, Composite Structures ,
Vol. 140, pp.147-156 (2015/12).
103. Shunya Wakayama, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Daisuke Sakata, Noriyuki Kado, Hiroshi Furutachi,
Improvement of Frictional Coefficient of Modified Shoe Soles onto Icy and Snowy Road by Titling of
Added Glass Fibers into Rubber, International Jouranal of Chemical Molecular, Nuclear , Matrials and
Metallurgical Engineering , Vol.9.No12, pp.1265 -1269 (2015/12).
104. Romi Sukmawan, Hitoshi Takagi and Antonio Norio Nakagaito, Strength evaluation of cross-ply green
composite laminates reinforced by bamboo fiber, Composites Part B: Engineering, 84, pp.9-16 (2015).
105. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Koujiro Itotani and Yoshiro Fukubayashi, Development and
characterization of thermoset green composites reinforced by unidirectional abaca fibers, Journal of
Materials: Design and Applications, DOI.10.1177/1464420715588338, pp.1-5 (2015/06).
106. Ming Cai, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Kazuya Kusaka, Masahiro Katoh and Yan Li,
Influence of alkali concentration on morphology and tensile properties of abaca fibers, Advanced
Materials Research, Vol.1110, pp.302-305 (2015).
107. Noor Hisyam Noor Mohamed, Hitoshi Takagi and Antonio Norio Nakagaito, Fabrication and performance
evaluation of cellulose nanofiber/PVA composite films, Advanced Materials Research, Vol.1110, pp.40-43
(2015).
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108. Shoma Maruyama, Hitoshi Takagi, Yoshitoshi Nakamura, Antonio Norio Nakagaito and Chizuru
Sasaki, Influence of alkali treatment on mechanical properties of poly lactic acid bamboo fiber green
composites, Advanced Materials Research, Vol.1110, pp.56-59 (2015).
109. Hitoshi Takagi, Hiroshi Mori and Masanori Nakaoka, Damping performance of bamboo fibre-reinforced
green composites, WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol.90, pp.243-249 (2015).
110. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Kazuya Kusaka and Yuya Muneta, Development of green
nanocomposites reinforced by cellulose nanofibers extracted from paper sludge, Modern Physics
Letters. B, Vol.29, pp.1540025_1--1540025_5 (2015).
111. Antonio Norio Nakagaito, Koh Ikenaga and Hitoshi Takagi, Cellulose nanofiber extraction from grass
by a modified kitchen blender, Modern Physics Letters. B, Vol.29, pp.1540039_1--1540039_5 (2015).
112. Wan-Ting Sun, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito and Shih-Hsuan Chiu, Preparation and
characterization of halloysite nanocomposites by rapid prototyping technology, Key Engineering
Materials, Vol.665, pp.61-64 (2016).
113. Masami MATSUBARA, Nobutaka TSUJIUCHI, Takayuki KOIZUMI, Akihito ITO, Kensuke BITO,
Natural Frequency Analysis of Tire Vibration Using a Thin Cylindrical Shell Model, SAE Technical
Paper 2015-01-2198, 2015, doi:10.4271/2015-01-2198, USA,Michigan (2015/06).
＜2016 年度＞
125. 大窪 和也, 藤井 透, 永田 章太, 廃棄された CFRP からリサイクルする再生炭素繊維の抽出条件
－射出成形品に利用するための最適抽出温度条件－, 材料, Vol.65, No.8, pp.580-585 (2016 年 8 月).
126. Hoang Nguyen, Valter Carvelli, Toru Fujii, Kazuya Okubo, Cement motar reinforced with reclimed
carbon fibres, CFRP waste or prepreg carbon waste, Construction and Building Materials, Vol.126,
pp.321 -331 (2016/9).
127. Rosni Binti Yusoff, Hitoshi Takagi and Antonio Norio Nakagaito, Tensile and flexural properties of
polylactic acid-based hybrid green composites reinforced by kenaf, bamboo and coir fibers, Industrial
Crops and Products, Vol. 94, pp.562-573 (2016).
128. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Kenya Nishimura and Takahiro Matsui, Mechanical
characterisation of nanocellulose composites after structural modification, WIT Transactions on the
Built Environment, Vol. 166, pp.335-341 (2016).
129. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Koujiro Itotani and Yoshiro Fukubayashi Development and
characterization of thermoset green composites reinforced by unidirectional abaca fibers, J. Materials:
Design and Applications, Vol.230, pp.934-938 (2016).
130. Ming Cai, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Yan Li and Geoffrey I.N. Waterhouse, Effect of
alkali treatment on interfacial bonding in abaca fiber-reinforced composites, Composites Part A: Applied
Science and Manufacturing, Vol. 90, pp.589-597 (2016).
131. Noor Hisyam Noor Mohamed, Hitoshi Takagi and Antonio Norio Nakagaito, Mechanical properties of
heat-treated cellulose nanofiber-reinforced polyvinyl alcohol nanocomposite, Journal of Composite
Materials, DOI: 10.1177/0021998316665238, Published online (2016/08).
132. Shih-Hsuan Chiu, Cheng-Lung Wu, Shun-Ying Gan, Kun-Ting Chen, Yi-Ming Wang, Sheng-Hong Pong
and Hitoshi Takagi, Thermal and mechanical properties of copper/photopolymer composite, Rapid
Prototyping Journal, Vol.22, pp.684-690 (2016).
133. Shih-Hsuan Chiu, Ivan Ivan, Cheng-Lung Wu, Kun-Ting Chen, Sigit Tri Wicaksono and Hitoshi Takagi,
Mechanical properties of urethane diacrylate/bamboo powder composite fabricated by rapid prototyping
system, Rapid Prototyping Journal, Vol.22, pp.676-683 (2016).
＜2017 年度＞
158. Hironori NISHIDA, Keisuke NAGAI, Kazuya OKUBO and Toru FUJII, 高分子量化した熱可塑性エ
ポキシを母材とする CFRTP の機械的特性, 強化プラスチック, No.6, pp.290-296 (2017 年 6 月).
159. Hironori Nishida, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Valter Carvelli, Improvement of Bending Strength of
Carbon Fiber/Thermoplastic Epoxy Composites —Effects of Molecular Weight of Epoxy on Carbon
Fiber/Matrix Interfacial Strength and Connection of Cracks in Matrix, Open Journal of Composite
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Materials, 2017,7, pp.207-217 (2017/07).
160. Hitoshi Takagi, Nakagaito Antonio Nakagaito and Yuya Sakaguchi, Structural modification of cellulose
nanocomposites by stretching, WIT Transaction on the Built Environment, 116, pp. 251-256 (2017).
161. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito and Yuya Sakaguchi Fiber orientation control by stretching
in cellulose nanofiber green composites, Key Engineering Materials, 754, pp.135-138 (2017).
*175. Hironori Nishida, Valter Carvelli, Toru Fujii, Kazuya Okubo, Quasi-static and fatigue performance of
carbon fibre reinforced highly polymerized thermoplastic epoxy, Composites Part B, Vol.144, pp.163-170
(2018/03).
【テーマ 3】
<2013 年度>
23. Kazuto Tanaka, Toshiki Hanasaki, Tsutao Katayama, Effect of water absorption on the mechanical
properties of carbon fiber reinforced polyoxamide composites, WIT Transactions on Modelling and
Simulation, Vol.55, pp.297-305 (2013/07).
24. Kazuto Tanaka, Shota Mizuno, Hirokazu Honda, Tsutao Katayama, Shinichi Enoki, Effect of Water
Absorption on the Mechanical Properties of Carbon Fiber/Polyamide Composites, Journal of Solid
Mechanics and Materials Engineering, Vol.7, No.5, pp.520-529 (2013/09).
25. K. Naito, Tensile properties and weibull modulus of some high-performance polymeric fibers, Journal of
Applied Polymer Science, Vol.128, pp.1185-1192 (2013/04).
26. K. Naito, Tensile properties of polyacrylonitrile- and pitch-based hybrid carbon fiber/polyimide composites
with some nanoparticles in the matrix, Journal of Materials Science, Vol.48, pp.4163-4176 (2013/06).
27. S. Yumitori, Y. Arao, T. Tanaka, K. Naito, K. Tanaka, T. Katayama , Increasing the interfacial strength
in carbon fiber/polypropylene composites by growing CNTs on the fibers, Computational Methods and
Experimental Measurements XVI, Vol.55, pp. 275-284 (2013/07).
28. K. Naito, The effect of high-temperature vapor deposition polymerization of polyimide coating on tensile
properties of polyacrylonitrile- and pitch-based carbon fibers, Journal of Materials Science, Vol.48, pp.
6056-6064 (2013/09).
29. H. Sheng, X. Peng, H. Guo, X. Yu, K. Naito, X. Qu, Q. Zhang, Synthesis of high performance
bisphthalonitrile resins cured with self-catalyzed 4-aminophenoxy phthalonitrile, Thermochimica Acta,
Vol.577, pp.17-24 (2014/02).
30. K. Naito, Effect of strain rate on tensile properties of carbon fiber epoxy-impregnated bundle composite,
Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.23, pp.708-714 (2014/03).
<2014 年度>
69. Kazuto TANAKA, Miho HASHIMOTO, Masafumi NAGURA, Tsutao KATAYAMA, Development of
fabrication process of carbon nanotube reinforced polylactide (PLA) nanofiber and evaluation of its
mechanical properties, WIT Transactions on the Built Environment, Vol.137, pp.245-253 (2014/06).
70. F. Zhao, R. Liu, C. Kang, X. Yu, K. Naito, X. Qu, Q. Zhang, A Novel High-Temperature NaphthylBased Phthalonitrile Polymer: Synthesis and Properties, RSC Advances, Vol.4, pp. 8383-8390 (2014/04).
71. Y. Shimamura, K. Oshima, K. Tohgo, T. Fujii, K. Shirasu, G. Yamamoto, T. Hashida, K. Goto, T.
Ogasawara, K. Naito, T. Nakano, Y. Inoue, Tensile Mechanical Properties of Carbon Nanotube/Epoxy
Composite Fabricated Pultrusion of Carbon Nanotube Spun Yarn Preform, Composites Part A: Applied
Science and Manufacturing, Vol.62, pp. 32-38 (2014/07).
72. X. Peng, H. Sheng, H. Guo, K. Naito, X. Yu, H. Ding, X. Qu, Q. Zhang, Synthesis and properties of a
novel high-temperature diphenyl sulfone-based phthalonitrile polymer, High Performance Polymers,
Vol.26, pp. 837-845 (2014/07).
73. 小笠原俊夫, 後藤健, 文淑英, 小川武史, 島村佳伸, 井上翼, 内藤公喜, 配向カーボンナノチュー
ブ複合材料, 工業材料, Vol.62, pp. 38-40 (2014 年 7 月).
74. K.Naito, Tensile Properties of Polyimide Composites Incorporating Carbon Nanotubes Grafted and
Polyimide Coated Carbon Fibers, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.23, pp.
3245-3256 (2014 年 9 月).
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75. T. Nam, K. Goto, H. Nakayama, K Oshima, V. Premalal, Y. Shimamura, Y. Inoue, K. Naito, S. Kobayashi,
Effects of Stretching on Mechanical Properties of Aligned Multi-Walled Carbon Nanotube/Epoxy
Composites, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol.64, pp. 194-202 (2014 年 9 月).
76. K.Naito, Tensile Properties and Fracture Behavior of Different Carbon Nanotube-Grafted
Polyacrylonitrile-Based Carbon Fibers, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.23, pp.
3916-3925 (2014 年 11 月).
77. H. Guo, H. Sheng, X. Peng, X. Yu, K. Naito, X. Qu, Q. Zhang, Preparation and Mechanical Properties of
Epoxy/Diamond Nanocomposites, Polymer Composites, Vol.35, pp. 2144-2149 (2014 年 11 月).
78. R. Liu, F. Zhao, X. Yu, K. Naito, H. Ding, X. Qu, Q. Zhang, Synthesis of Biopolymer-Grafted
Nanodiamond by Ring-Opening Polymerization, Diamond and Related Materials, Vol.50, pp. 26-32
(2014 年 11 月).
79. 内藤公喜, Vikum Premalal, 島村佳伸, 井上翼, カーボンナノチューブ／炭素繊維高分子系ハイブリ
ッド材料, 日本複合材料学会誌, Vol.40, pp. 275-282 (2014 年 12 月).
<2015 年度>
114. R. Liu, F. Zhao, H. Zhang, X. Yu, H. Ding, K. Naito, X. Qu, Q. Zhang, Preparation of Polyimide/MWCNT
Nanocomposites via Solid State Shearing Pulverization (S3P) Processing, Journal of Nanoscience and
Nanotechnology, Vol.15, pp.3780-3785 (2015/05).
115. H. Zhao, J. Liu, Y. Yu, K. Naito, C. Tang, W. Qu, X. Zhang, Synthesis of a Novel Naphthyl-based Selfcatalyzed Phthalonitrile Polymer, Chinese Chemical Letters, Vol.26, pp.727-729 (2015/06).
116. T. Huu, K. Goto, Y. Yamaguchi, E. V.A. Premalal, Y. Shimamura, Y. Inoue, K. Naito, S. Ogihara,
Effects of CNT Diameter on Mechanical Properties of Aligned CNT Sheets and Composites, Composites
Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol.76, pp.289-298 (2015/09).
＜2016 年度＞
*134. 田中 和人, 奥村 祐規, 片山 傳生, 森田 有亮, 炭素繊維ポリアミド樹脂界面強度に及ぼす炭素
繊維へのＣＮＴ析出状態の影響, 材料, Vol. 65, No. 8, pp.586-591 (2016 年 8 月).
135. 田中 和人, 前畑 俊輔, 片山 傳生, 連続炭素繊維強化熱可塑性樹脂基複合材料の機械的特性に
及ぼす樹脂供給形態の影響, 材料, Vol. 65, No. 8, pp.592-597 (2016 年 8 月).
*136. 田中和人, 田中裕大, 片山傳生, CFRTP 直接通電抵抗加熱溶着の接合強度に及ぼす炭素繊維表
面への CNT 析出の影響, 材料, Vol. 65, No. 10, pp.727-732 (2016 年 10 月).
137. K. Naito, Effect of hybrid surface modifications on tensile properties of polyacrylonitrile- and pitchbased carbon fibers, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.25, p.2074-2083 (2016/05).
138. H. Sheng, F. Zhao, X. Yu, K. Naito, X. Qu, and Q. Zhang, Synthesis and thermal properties of hightemperature phthalonitrile polymers based on 1,3,5-triazines, High Performance Polymers, Vol.28,
pp.600-609 (2016/05).
139. K. Tamura, K. Naito, S. Nakayama, C. Nagai, T. Kitazawa, and A. Yamagishi, Effect of Maleic AnhydrideGrafted Polypropylene on the Morphological and Mechanical Properties of Clay/Polypropylene
Nanocomposites, Clay Science, Vol.20, pp.31-37 (2016/06).
140. HB. Kim, K. Naito, and H. Oguma, Fracture toughness of adherends bonded with two‑part acrylic‑
based adhesive: double cantilever beam tests under static loading, pplied Adhesion Science, Vol.4,
pp.1-11 (2016/06).
141. Q. Wang, S. Kishimoto, Y. Tanaka, and K. Naito, Fabrication of nanoscale speckle using broad ion beam
milling on polymers for deformation analysis, Theoretical and Applied Mechanics Letters, Vol.6,
pp.157-161 (2016/06).
142. D. He, M. Shiwa, and K. Naito, Crack detection of CFRP cable using ECT with saw-wave excitation,
Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIX) Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics,
Vol.41, pp.34-39 (2016/08).
143. K. Nakajima, Y. Nagai, M. Suzuki, Y. Oaki, K. Naito, Y. Tanaka, T. Toyofuku, and H. Imai, Mesoscopic
crystallographic textures on shells of a hyaline radial foraminifer Ammonia beccarii, CrystEngComm,
Vol.18, pp.7135-7139 (2016/08).
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144. Z. Xi, X. Chen, X. Yu, Y. Ma, P. Ji, K. Naito, H. Ding, X. Qu, and Q. Zhang, Synthesis and Properties of
a Novel High Temperature Pyridine-Containing Phthalonitrile Polymer, Journal of Polymer Science,
Part A: Polymer Chemistry, Vol.54, pp.3819-3825 (2016/12).
145. W. Ma, R. Liu, X. Yu, K. Naito, X. Qu, Q. Zhang, Functionalization of Nanodiamond with Four Kinds
of Epoxies, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol.17, pp. 306-312 (2017/1).
146. 中村照美, 内藤公喜, 小熊博幸, 内藤昌信, マルチスケール接合技術の開発, 金属, Vol.87, pp.
19-24 (2017/01).
147. K. Naito and H. Oguma Tensile properties of novel carbon/glass hybrid thermoplastic composite rods,
Composite Structures, Vol.161, pp.23-31 (2017/02).
＜2017 年度＞
*162. Kazuto TANAKA, Yoshitaka HINOUE, Yuki OKUMURA, Tsutao KATAYAMA, Effect of the CNT
growth temperature on the tensile strength of carbon fiber, WIT Transactions on Engineering Sciences,
Vol.116, pp.273-280 (2017).
*163. Kazuto TANAKA, Kazuhiro AOTO, Tsutao KATAYAMA, Effects of carbon nanotube deposition time
to carbon fiber on tensile lap-shear strength of resistance welded CFRTP, WIT Transactions on
Engineering Sciences, Vol.116, pp.309-316 (2017).
*164. Kazuto TANAKA, Satoshi JOTOKU, Hiroki MUKAOKU, Tsutao KATAYAMA, Dispersion evaluation
of carbon nanotube and mechanical properties for carbon nanotube/polyamide 6, WIT Transactions on
Engineering Sciences, Vol.116, pp.257-264 (2017).
165. HB. Kim, K. Naito, H. Oguma, Fatigue crack growth properties of a two-part acrylic-based adhesive in
an adhesive bonded joint: double cantilever-beam tests under Mode I loading, International Journal of
Fatigue, Vol.98, pp.286-295 (2017/05).
166. K. Naito, H. Oguma, Tensile properties of novel carbon/glass hybrid thermoplastic composite rods under
static and fatigue loading, Revista Materia, Vol.22, e-11843 (2017/07).
167. K. Naito, Y. Tanaka, JM. Yang, Transverse compressive properties of polyacrylonitrile (PAN)-based and
pitch-based single carbon fibers, Carbon, Vol.118, pp.168-183 (2017/07).
168. HB. Kim, K. Naito, H. Oguma, Mode II fracture toughness of two-part acrylic-based adhesive in an
adhesively bonded joint: end-notched flexure tests under static loading, Fatigue & Fracture of
Enginnering Materials & Structures, Vol.40, pp.1795-1808 (2017/11).
169. Y. Tanaka, K. Naito, H. Kakisawa, Measurement method of multi scale thermal deformation inhomogeneity
in CFRP using in situ FE-SEM observations, Composites Part A-Applied Science and Manufacturing,
Vol.102, pp.178-183 (2017/11).
170. K. Naito, Stress analysis and fracture toughness of notched polyacrylonitrile (PAN)-based and pitchbased single carbon fibers, Carbon, Vol.126, pp.346-359 (2018/01).
【テーマ 4】
<2013 年度>
31. 荒尾与史彦, 大利知之, 田中達也, 細管高速流動を利用したナノクレイの剥離分散に関する研究,
日本機械学会論文集 A 編, Vol.79, pp. 1239-1251 (2013 年 8 月).
32. Y. Arao, S. Yumitori, H. Suzuki, T. Tanaka, K. Tanaka, T. Katayama, Mechanical properties of injectionmolded carbon fiber/polypropylene composites hybridized with nanofillers, Composites Part A, Vol.55,
pp. 19-26 (2013/04).
33. S. Yumitori, Y.Arao, T. Tanaka, K. Naito, K. Tanaka, T. Katayama, Increasing the interfacial strength in
carbon fiber/polypropylene composites by growing CNTs on the fibers, WIT Transaction on Modelling
and Simulation, Vol.55, pp.275-284 (2013/07).
34. A. Inoue, K. Morita, T. Tanaka, Y. Arao, Y. Sawada, Effect of screw design on fiber breakage and
dispersion in injection-molded long glass-fiber-reinforced polypropylence, Journal of Composite
Materials, DOI: 10.1177/0021998313514872, pp. 1-10 (2013/08).
35. 井上玲, 田中達也, 荒尾与史彦, 田口浩史, 澤田靖丈, 竹繊維強化ポリプロピレンの射出成形にお
けるスクリュデザインの最適化, 高分子論文集, Vol.71, pp38-46 (2013 年 12 月).
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36. Y. Arao, S. Nakamura, Y. Tomita, K. Takakuwa, T. Umemura, T. Tanaka, Improvement on fire
retardancy of wood flour/polypropylene composites using various fire retardants, Polymer Degradation
and Stability, Vol.100, pp79-85 (2014/01).
37. K. Araki, S. Kaneko, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, Y. Arao, Comparison of Cellulose, Talc,
and Mica as Filler in Natural Rubber Composites on Vibration-Damping and Gas Barrier Properties,
Advanced Materials Research, Vol.844, pp318-321 (2014/01).
38. 長谷朝博, 特殊形状セルロースを用いた環境に優しい機能性ゴム材料の開発, WEB Journal, Vol.145,
pp.17-20 (2013 年 12 月).
39. 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 恩地駿, 小畑九仁良, 高速度カメラモニターに基づくプリント基板
Cu ダイレクトレーザバイアホール形成メカニズムの解明, 日本機械学会論文集（C 編）, Vol.79，
No.801, pp.1798-1810 (2013 年 5 月).
40. Suguru ONCHI, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA and Keiji OGAWA, Estimation of Micro-hole
Shape in Laser Direct Drilling of High Heat Radiation Typed Printed Circuit Boards (Process Monitoring
with a High Speed Camera), Proceedings of ASPEN2013 5th International Conference of Asian Society
for Precision Engineering and Nanotechnology , (1133) CD/ROM, pp.1-6 (2013/11).
41. Sinya Imura, Keiji Ogawa, Toshiki Hirogaki and Eiichi Aoyama, Binder-Free Green Composite Using
Bamboo Fibers Extracted with a Machining Center -Investigation of Optimal Bamboo Fiber Length-,
Proceedings of ASPEN2013 5th International Conference of Asian Society for Precision Engineering
and Nanotechnology , (1140) CD/ROM, pp.1-5 (2013/11).
42. 長谷川聡, 児玉紘幸, 青山栄一, 廣垣俊樹, 小川圭二, 船曳泰司, 高硬度フィラ充填プリント基板の
マイクロドリル加工現象の解明 切削力と加工温度の考察, 砥粒加工学会誌, Vol.57，No.11,
pp.741-744 (2013 年 11 月).
<2014 年度>
80. K. Natori, R. Kishi, H. Shimahara, Y. Arao, T. Tanaka, Effect of mesostructure on strain rate dependent
behavior in high strength steel sheets, High Performance and Optimum Design of Structure and Materials,
Vol.137, pp. 151-162 (2014).
81. T. Minagawa, T. Tanaka, Y. Arao, T. Ichiki, A. Inoue, The study of a CVT belt using the composite
material of carbon fiber-reinforced thermoplastic resin, High Performance and Optimum Design of
Structures and Materials, Vol.137, pp. 177-188 (2014).
82. Y. Arao, T. Fujiura, S. Itani, T. Tanaka, Strength improvement in injection-molded jute-fiber-reinforced
polylactide green-composites, Composite Part B, Vol.68, pp. 200-206 (2015).
83. 井上玲, 田中達也, 荒尾与史彦, 野元将義, 下楠薗壮, 射出成形におけるスクリュ形状の違いによる
FRTP の繊維長と分散性, 成形加工, Vol.26, pp.279-285 (2014 年).
84. K. Araki, S. Kaneko, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, Y. Arao, Improvement of the functionalities
of natural rubber/cellulose composites using epoxidized natural rubber, Advanced Materials Research,
Vol.1110, pp.51-55 (2015).
85. T. Fujiura, R. Nakamura, T. Tanaka, Y. Arao, Effect of jute fiber's thermal degradation on the fiber
strength and its polymer composites, Advanced Materials Research, Vol.1110, pp.7-12 (2015).
86. 長谷朝博, 田中達也, 扁平状セルロース微粒子を用いた環境にやさしい機能性ゴム材料の開発,
Polyfile, Vol.51(6), pp.46-51 (2014 年 6 月).
87. 長谷朝博, 分散化・界面制御によるセルロースナノファイバー強化ゴム材料の作製, 機能材料, Vol.34
(11), pp.19–24 (2014 年 11 月).
88. Hisaya HANEDA, Hiroyuki KODAMA, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA, Keiji OGAWA,
Investigation of Drilling Conditions of Printed Circuit Board Based on Data Mining Method from Tool
Catalog Data-Base, Advanced Materials Research, Vol.939, pp.547-554 (2014/04).
89. Akihiro Oishi, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, Keiji Ogawa, Hromichi Nobe, BASIC
CHARACTERISTICS OF NATURAL FIBER GEARS MADE FROM ONLY BAMBOO FIBERS
EXTRACTED WITH MACHINING CENTER, Proceedings of 2014 International Symposium on
Flexible Automation, ISFA2014-50L, pp.1-6 (2014/07).
- 28 -

90. Tatsuya FURUKI, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA, Hiroyuki KODAMA and Keiji OGAWA,
Influence of Tool Shape and Coating Type on Machined Surface Quality in Face Milling of CFRP,
Applied Mechanics and Materials, Vol.1017, pp.310-315 (2014/08).
91. Tatsuya Yamashita, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, Ryousuke Shibata and Keiji Ogawa, Investigation
of Step Micro-drilling Motion Based on Modeling of High Speed Spindle Driving Axis on Machine
Tools Equipped with Vibration-Proof Mechanism, Applied Mechanics and Materials, Vol.1017,
pp.642-647 (2014/08).
92. Suguru ONCHI, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA and Keiji OGAWA, Estimation of Micro-hole
Shape in Laser Direct Drilling of High Heat Radiation Typed Printed Circuit Boards (Process Monitoring
with a High Speed Camera), Key Engineering Materials, Vol.625, pp.172-177 (2014/08).
93. Shinya Imura, Keiji Ogawa, Toshiki Hirogaki and Eiichi Aoyama, Binder-Free Green Composite Using
Bamboo Fibers Extracted with a Machining Center -Investigation of Optimal Bamboo Fiber Length-,
Key Engineering Materials, Vol.625, pp.355-359 (2014/08).
94. 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 西田翔伍, 大石晃裕, 野辺弘道, マシニングセンタで抽出した竹繊
維のみを用いた天然繊維歯車の成形とその特性に関する基礎的研究, 日本機械学会論文集,
Vol.80，No.818，DSM0309, pp.1-11 (2014 年 10 月).
<2015 年度>
*117. K.Matsumoto, N.Kayamori, T.Tanaka and Y.Arao, The Optimization of Blister Disk Geometry for
Mixing Performance in Co-Rotating Twin-Screw Extruder, Proceedings of PPS-30: The 30th
International Conference of the Polymer Proceeding Society-Conference Papers, Vol. 1664,
pp.(020006)1-5 (2015/05).
118. K. Araki, S. Kaneko, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, Y. Arao, The improvement in functional
characteristics of eco-friendly composites made of natural rubber and cellulose, Proceedings of PPS-30:
The 30th International Conference of the Polymer Proceeding Society-Conference Papers, Vol. 1664,
pp.(150010)1-5 (2015/05).
*119. K. Matsumoto, T.Morita, Y.Arao, T.Tanaka, Dispersion effect of extensional flow for PP/CNT nanocomposite with blister disk of twin screw extruder, ANTEC®2015-Orlando,Florida, USA March
Vol.23-25, 2015.[On-line proceedings], pp. 989-993 (2015).
*120. K. Matsumoto, Y.Arao, T.Tanaka, Development of a new segment to improve the dispersion of
nanofiller by extensional flow in a co-rotating twin-screw extruder, Computational Methods and
Experimental Measurements XVII, Vol. 59, pp. 33-45 (2015).
121. Tatsuya FURUKI, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA, Keiji OGAWA, Kiyofumi INABA and
Kazuna FUJIWARA, End-milling of CFRP/Ti-6Al-4V with Electroplated cBN Tool, Applied Mechanics
and Materials, Vol.806, pp.203-208 (2015/07).
122. Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA, Minh HUYNH, Yusuke NAKAMURA, Keiji OGAWA,
Hiromichi NOBE, Hot press fabrication of hemisphere shell product made of bamboo fibers extracted
with a machining center, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.9，
No.3, JAMDSM0044, pp.1-15 (2015/12).
123. Keiji Ogawa, Heisaburo Nakagawa, Toshiki Hirogaki & Eiichi Aoyama, Effects of diamond-coated
tools in micro-drilling of CFRP plates using a high-speed spindle, Advances in Materials and Processing
Technologies 2015, pp.1-9 (2015/12).
＜2016 年度＞
148. Tsubasa Kitazumi, Keiko Natori, Tastuya Tanaka, Improvement in toughness of semi-solid light metal
by the ECAP process, WIT Transactions on The Built Environment, 166, pp.153-162 (2016/09).
149. K. Araki, G. Hamabe, Y. Sano, T. Kume, T. Tanaka, Study of friction and abrasion properties of wood
plastic composites WIT Transactions on The Built Environment, 166, pp.403-414 (2016/09).
150. 長谷朝博, 次世代のバイオマス素材であるセルロースナノファイバーの実用化に向けた研究開発に
よる地域産業支援, 兵庫自治学, 22, pp.44-48 (2016 年 3 月).
151. 長谷朝博, セルロースナノファイバーを用いた環境に優しいゴム材料の開発, WEB Journal, 165,
pp.14–17 (2016 年 12 月).
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152. 長谷朝博, セルロースナノファイバー強化ゴム材料の開発, 化学工業, 67(12), pp.29-35 (2016 年 12 月).
153. 長谷朝博, セルロースナノファイバー強化ゴム材料の特徴とその応用, 日本ゴム協会誌, Vol.90,
pp.30-35 (2017 年 2 月).
154, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 恩地駿, 五百住宗高, 高放熱性プリント基板の Cu ダイレクトレー
ザ加工における高速度カメラによるモニタリングに基づく止まり穴品質の制御方法, 日本機械学会論
文集, Vol.82, No.836, pp.1-14 (2016 年 4 月).
＜2017 年度＞
171. S. Omori, T. Morita, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, Influence of Agitation Equipment on
Reinforcing Effect and Dispersion State of Cellulose Nano-Fibers in Natural Rubber, Key Engineering
Materials, Vol.754, pp.23-26 (2017/09).
*172. K. Matsumoto, Y. Nakade, K. Sugimoto, T. Tatsuya, An investigation on dispersion state of graphene
in polypropylene/graphite nanocomposite with extensional flow mixing, PROCEEDINGS OF PPS-32,
Vol,1914, 150005, (pp.1-5) (2017/12).
*173. 松本紘宜，田中達也, ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性複合材料混練技術＜第 1 報＞, プ
ラスチックス, 日本工業出版, 8 号, pp.101-106 (2017 年 8 月).
174. 長谷朝博, セルロースナノファイバーによるゴムの補強, 加工技術, Vol. 52 (11), pp. 555–560 (2017 年
11 月).

＜図書＞
【テーマ１】

<2013 年度>
B-01. 廣田 健, コンポジット材料の混練・コンパウンド技術と分散・界面制御, 第 2 節, 磁性金属と磁性酸
化物フェライトのコンポジット化技術, （株）技術情報協会, pp. 640-649/924 (2013 年 4 月).
【テーマ３】
<2015 年度>
B-02. 内藤公喜, 炭素繊維の構造、表面状態と強度、密着性評価, CFRP の繊維／樹脂 界面制御と成形
加工技術, 技術情報協会, pp.9-19 (2015 年 5 月).
B-03. 内藤公喜, ポリマーコーティングおよびカーボンナノチューブ析出による炭素繊維の表面改質技術,
CFRP の成形・加工・リサイクル技術最前線-生活用具から産業用途まで適用拡大を背景として- , 株
式会社エヌ･ティー･エス, pp.191-211 (2015 年 6 月).

＜学会発表＞
【テーマ１】
<2013 年度>
301. 山本健太, 加藤将樹, 廣田健, 田口秀樹, 木村英夫, 國貞泰一, 景山雄太, 守田弘明, 中和共沈
法で調製した ZrO2(Y2O3)-Al2O3 系固溶体粉体を用いた高強度・強靭性セラミックスの作製, 粉体
粉末冶金協会平成 25 年度春季大会（第 111 回講演大会）, (1-23A), 早稲田大学,東京都 (2013 年
5 月).
302. 水谷勇太, 加藤将樹, 廣田健, 金属/炭素繊維系高熱伝導ハイブリッド材の作製, 粉体粉末冶金協
会平成 25 年度秋季大会（第 112 回講演大会）, (3-43A), 名古屋国際会議場,名古屋市 (2013 年 11 月).
303. 嶋田哲也, 加藤将樹, 廣田健, パルス通電加圧焼結(PECPS)による TiO2/TiN/CNF 系コンポジット
の作製と熱電特性評価, 粉体粉末冶金協会平成 25 年度秋季大会（第 112 回講演大会）, (2-64A),
名古屋国際会議場,名古屋市 (2013 年 11 月).
304. 坂元 佑輔, 加藤将樹, 廣田健, ルテニウムパイロクロア酸化物 Bi2-xCaxRu2O7 の合成と物性評価,
粉体粉末冶金協会平成 25 年度秋季大会（第 112 回講演大会）, (3-21A), 名古屋国際会議場,名古
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屋市 (2013 年 11 月).
305. 吉田怜央, 藤原 弘, 宮本博之, 飴山 惠, MM/SPS 法により作製した純 Ti/Ti-48at%Al 複合調和組
織材料の熱的安定性と機械的性質, 粉体粉末冶金協会, 平成 25 年度春季大会, p. 54, 早稲田大
学,東京都 (2013 年 5 月).
306. 續木雄基, 藤原 弘, 宮本博之, 飴山 惠, MM/SPS 法により作製した高速度鋼/炭素鋼複合調和組
織材料の機械的特性と摩耗特性, 粉体粉末冶金協会，平成 25 年度春季大会, p. 55, 早稲田大学,
東京都 (2013 年 5 月).
307. 續木雄基, 藤原 弘, 宮本博之, ハイス鋼および低炭素鋼の複合調和組織材料の機械的性質と破
壊メカニズム, 日本機械学会 M&M2013 材料力学カンファレンス, (OS1216) CD-ROM , 岐阜大学
(2013 年 10 月).
308. 笠崎陽介, 宮本博之, 藤原 弘, 電析法によるナノ結晶 Ni-P 合金の時効硬化機構, 第 57 回日本学
術会議材料工学連合講演会講演論文集, pp. 185-186, 京都テルサ (2013 年 11 月).
309. 加藤雄士, 宮本博之, 藤原 弘, 後藤琢也, 電析法により WO3 粒子が分散されたナノ結晶ニッケル
の機械的性質, 第 57 回日本学術会議材料工学連合講演会講演論文集, pp. 187-188, 京都テルサ,
(2013 年 11 月).
310. R. Yoshida, T.D. Huy, D.T. Binh, H. Fujiwara, H. Miyamoto, Microstructure and Mechanical
Properties of Ti-Al / Al2O3 in situ Composite by Combustion Process, 粉体粉末冶金協会, 平成 25
年度秋季大会, p. 175, 名古屋国際会議場, 名古屋市 (2013/11).
311. Y. Kasazaki, H. Miyamoto, H. Fujiwara, The age-hardening mechanism of nanocrystalline Ni-P alloys
synthesized by electrodeposition, International Conference on PROCESSING & MANUFACTURING
OF ADVANCED MATERIALS (THERMEC 2013), (SP-735), Las Vegas, USA (2013/12).
<2014 年度>
386. 奥村 尊, 加藤 将樹, 廣田 健, 田口 秀樹, 熱電素子用ペロブスカイト型酸化物
La0.3(Ca1-xSrx)0.55Cu3Ti4O12 (0≤x≤0.8)の合成と物性評価, 粉体粉末冶金協会平成 26 年度秋季
大会(第 114 回講演大会), 2-02A, 大阪大学, 吹田市 (2014 年 10 月).
387. 笠原 孝太, 加藤 将樹, 廣田 健, パルス通電加圧焼結による高密度 Al2O3/TiN/CNF 系コンポジ
ットの作製と物性評価, 粉体粉末冶金協会平成 26 年度秋季大会(第 114 回講演大会), 3-07A, 大阪
大学 吹田市 (2014 年 10 月).
388. Ken Hirota, Kota Kasahara, Masaki Kato, Fabrication of dense Al2O3/CNF/TiN composites using
pulsed-electric pressure sintering, Japan-Russia Workshop on Advanced Materials Synthesis Process
and Nanostructure,pp.74-81, 東北大学, 宮城県仙台市 (2014/12).
389. 吉田怜央, 藤原 弘, 宮本博之, TRAN Duc Huy, MM/SPS プロセスによる Al2O3 分散 Ti-Al 合金/
純 Ti 複合調和組織材料の微細組織と機械的性質, 粉体粉末冶金協会，平成 26 年度秋季大会,
185, 大阪大学コンベンションセンター (2014 年 11 月).
390. 上口史紀, 藤原 弘, 宮本博之, 調和組織制御された Cu‐Mo 複合材料の機械的特性および熱的
特性, 粉体粉末冶金協会, 平成 26 年度秋季大会, 184, 大阪大学コンベンションセンター (2014 年
11 月).
391. 續木雄基, 藤原 弘, 宮本博之, ハイス鋼/炭素鋼複合調和組織材料の機械的性質とハイス鋼体積
率の関係, 粉体粉末冶金協会, 平成 26 年度秋季大会, 183, 大阪大学コンベンションセンター
(2014 年 11 月).
392. 宮本博之, 御船智暉, 藤原 弘, 後藤琢也, 電解析出法によるナノ結晶Ｎｉ－ＷＯｘの機械的性質と
熱的安定性, 日本金属学会, 2014 年秋期(第 155 回)講演大会, 講演概要集 DVD－ROM, 名古屋
大学東山キャンパス (2014 年 9 月).
393. 西峰有佑, 藤原弘, 宮本博之, 川森重弘, ナノ粒子分散 Mg/Al2O3 複合材料の固相反応を利用し
た微細組織制御, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.111-112, 同志社大学, 京都
(2014 年 11 月).
394. 續木雄基, 藤原 弘, 宮本博之, 飴山 惠, MM／SPS プロセスにより作製されたハイス鋼／低炭素
鋼複合調和組織材料の変形メカニズム, 粉体粉末冶金協会，平成 26 年度春季大会, 114, 早稲田
大学国際会議場 (2014 年 6 月).
395. 藤原 弘, 西本孝志, 宮本博之, 飴山 惠, 調和組織制御された Cu‐Sn 合金の微細組織と機械的
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性質, 粉体粉末冶金協会，平成 26 年度春季大会, 59, 早稲田大学国際会議場 (2014 年 6 月).
396. 吉田怜央, 津田達郎, 藤原 弘, 宮本博之, 飴山 惠, Ti‐48mol%Al/純 Ti 複合調和組織材料の
SPS 法を利用した押出し焼結, 粉体粉末冶金協会, 平成 26 年度春季大会, 51, 早稲田大学国際会
議場 (2014 年 6 月).
<2015 年度>
506. 後藤 直希, 陳 暁雷, 嶋 允大, 加藤 将樹, 廣田 健, 西村 聡之, パルス通電加圧焼結を用いた
B4C/CNF コンポジットの作製と高温下での機械的特性, 粉体粉末冶金協会平成 27 年春季大会,
p.23, 東京, 早稲田大学 (2015 年 5 月).
507. 廣田 健, 加藤 将樹, 嶋 允大, パルス通電加圧法による B4C/SiC 系コンポジットの合成同時焼
結, 粉体粉末冶金協会平成 27 年春季大会, p.24, 東京, 早稲田大学 (2015 年 5 月).
508. 廣田健, 舟橋由晃, 岡本芽生, 加藤将樹, 田口秀樹, クエン酸ゲル法による B-サイト置換スピネル
型ヘルシナイト Fe(Al1-xMnx)2O4 粉体の合成と磁気特性, 粉体粉末冶金協会平成 27 年春季大会,
p.177, 東京, 早稲田大学 (2015 年 5 月).
509. Ken HIROTA, Kenta YAMAMOTO, Koki SASAI, Masaki KATO, Hideki TAGUCHI, Hideo
KIMURA, Masayuki TAKAI, Masao TERADA, Pulsed Electric-Current Pressure Sintering of
ZrO2(Y2O3)-Al2O3 Solid Solution Powders Prepared by the Neutralization Co-precipitation Method,
PACRIM 11, Korea Jeju (2015/08).
510. Naoki Goto, Mitsuhiro Shima, Xiaolei Chen, Masaki Kato, Ken Hirota and Toshiyuki Nishimura,
Simultaneous synthesis and sintering of dense B4C/CNF composites using a pulsed electric-current
pressure sintering and their mechanical properties at elevated temperatures, MS&T15: Materials
Science & Technology Conference and Exhibition, combined with ACerS 117th Annual Meeting,
Columbus (2015/10).
511. Xiaolei Chen, Naoki Goto, Mitsuhiro Shima, Masaki Kato, Ken Hirota and Toshiyuki Nishimura,
Thermoelectric properties of dense B4C/CNF composites fabricated using a pulsed electric-current
pressure sintering,, APMA2015, P119, Kyoto Univ. in Japan (2015/11).
512. 葛 小騰, 加藤将樹, 廣田健, 中和共沈粉体を用いて焼結したジルコニア-アルミナ系コンポジットの
機械的特性, JCCM-7, No.3C-19, 京都テルサ (2016 年 3 月).
513. 山川 拓真, 加藤将樹, 廣田健, パルス通電加圧焼結を用いた高熱電特性を有する B4C 系固溶体
の作製, JCCM-7, 京都テルサ (2016 年 3 月).
514. 廣田健, 山川拓真, 陳暁雷, 後藤直希, 加藤将樹, 西村聡之, エンジン用セラミックスの高温特性,
第 7 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.3-5, 同志社大学, 京都市 (2015 年 11 月).
515. 廣田 健, 後藤 直希, 陳 暁雷, 加藤 将樹, 西村 聡之, パルス通電加圧焼結して作製した
B4C/CNF 系コンポジットの高温特性, 通電焼結研究会, 66-69, ホテル華乃湯, 仙台 (2015 年 12
月).
516. 西峰有佑, 藤原弘, 川森重弘, 宮本博之, MM/SPS を利用したナノ粒子分散 Mg/Al2O3 複合材料
の微細組織制御, 第７回日本複合材料会議, JCCM-7, 京都 (2016 年 3 月).
517. H. Fujiwara, Y. Nishimine, S. Kawamori，H. Miyamoto, Nanoparticle Formation in Magnesium Based
Composite by Mg/Al2O3Interfacial Reaction, 3rd International Conference on Powder Metallurgy in
Asia,ｐ.137, 京都 (2015/11).
518. Y. Nishimine, H. Fujiwara, S. Kawamori，H. Miyamoto, Microstructure evolution in Magnesium
composite containing Al2O3 particle by MM/SPS process, The 9th Joint Symposium between
Doshisha University and Chonnam National University, pp.140-141, 韓国, 全南大学 (2015/11).
519. F. Ueguchi, H. Fujiwara, H. Miyamoto, Creation of Harmonic-Structured Composite with Coper and
Molybdenum and its Thermal and Mechanical Properties, The 9th Joint Symposium between Doshisha
University and Chonnam National University, ｐ.134, 韓国, 全南大学 (2015/11).
520. H. Miyamoto, T. Mifune, H. Fujiwara, T. Goto, Nanocrystalline Nickel Dispersed with Hydrolyzed
Nano-Size Tangsten Oxide Particles by Electrodeposition, The 9th Joint Symposium between Doshisha
University and Chonnam National University, pp. 42-43, 韓国, 全南大学 (2015/11).
521. 御船智暉, 宮本博之, 藤原弘, 後藤琢也, 加水分解法と電着法の組合せによるナノ酸化タングステ
ン粒子分散ナノ結晶ニッケルの作製, M&M2015 材料力学カンファレンス, OS1406-341, 東京 (2015
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年 11 月).
522. 御船智暉, 宮本博之, 藤原弘, 後藤琢也, 加水分解法と電着法の組合せによるナノ酸化 WO3 粒子
分散ナノ結晶 Ni の作製, 第７回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.31-38, 京都 (2015 年 11 月).
523. T. Mifune, H. Miyamoto, H. Fujiwara, T. Goto, Nanocrystalline Nickel Dispersed with Hydrolyze
Nano-Size Tangsten Oxide Particles by Electrodeposition, Europian Congress and Exhibision on
Advanced Materials and Process (EUROMAT2015), p.117, Warsaw, Poland (2015/09).
524. 西峰有佑, 藤原弘, 宮本博之, 川森重弘, Mg/Al2O3 界面反応を利用したナノ粒子分散マグネシウ
ム材料の微細組織制御, 粉体粉末冶金協会平成２７年度春季大会, p.192, 東京 (2015 年 5 月).
<2016 年度>
661. 廣田健, 玉木秀悟, 加藤将樹, パルス 通電加圧焼結による AlN/SiC コンポジットの合成同時焼結,
粉体工学会春期研究発表会, 一般 6, 京都リサーチパーク, 京都 (2016 年 5 月).
662. 平原大伸, 廣田健, 加藤将樹, パルス通電加圧法による新規 B4C/CNF 系コンポジットの合成同時
焼結, 粉体粉末冶金協会平成 28 年度春季大会, 3-35A, 京都工芸繊維大学, 京都 (2016 年 5 月).
663. 廣田健, 陳暁雷, 加藤将樹, AlN/B4C 系コンポジットの合成同時焼結 粉体粉末冶金協会平成 28
年度春季大会, 3-38A, 京都工芸繊維大学, 京都 (2016 年 5 月).
664. 廣田健, 後藤直希, 加藤将樹, パルス通電加圧法による B4C-TiB2 系コンポジットの合成同時緻密
化 粉体粉末冶金協会平成 28 年度春季大会, 3-39A, 京都工芸繊維大学, 京都 (2016 年 5 月).
665. Hironobu Hirahara, Masaki Kato, Ken Hirota, Hideki Taguchi and Toshiyuki Nishimura, Simultaneous
synthesis and densification of new-type carbon nano-fibers (CNF) dispersed B4C/CNF composites by
pulsed electric current pressure sintering (PECPS) and their mechanical properties, Materials Science
& Technology 2016 (MS&T16), C-10, Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, USA (2016/10).
666. Xiaoteng Ge, Masaki Kato, Ken Hirota, Hideki Taguchi and Hideo Kimura, Mechanical properties of
dense ZrO2-Al2O3 composites fabricated using various sintering methods, Materials Science &
Technology 2016 (MS&T16), C-9, Salt Palace Convention Centerr, Salt Lake City, USA (2016/10).
667. 廣田健, 谷口智紀, 後藤直希, 加藤将樹 パルス通電加圧焼結を用いた B4C/TiB2 コンポジットセラ
ミックスの作製, 粉体粉末冶金協会平成 28 年度秋季大会, 3-24A, 東北大学青葉山キャンパス, 仙
台 (2016 年 11 月).
668. 廣田健, 省エネの電磁プロセスを用いて作製した高機能性セラミックス 第 13 回龍谷大学×同志社
大学ジョイントセミナー, シーズ発表①, クリエイション・コア東大阪, 東大阪 (2016 年 11 月).
669. 平原大伸, 加藤将樹, 廣田健, 西村聡之, パルス通電加圧法による新カーボンナノファイバーCNF
を用いた B4C/CNF コンポジットの合成同時焼結, 第 21 回通電焼結研究会, A-24, 東北大学 金属
材料研究所, 仙台 (2016 年 12 月).
670. 葛小騰, 平原大伸, 加藤将樹, 廣田健, 電磁プロセスを用いた高機能セラミックス, 2016 年度同志
社大学リエゾンフェア ポスター発表, 研究シーズ群 (セラミックス), リーガロイヤルホテル京都,
京都 (2016 年 12 月).
671. 加藤将樹, 金属-絶縁体転移を示す遷移金属セラミックスの元素置換効果と物性評価, 2016 年度同
志社大学リエゾンフェア, ポスター発表, 研究シーズ群 (セラミックス), リーガロイヤルホテル京都,
京都 (2016 年 12 月).
672. 廣田健, 山本健太，笹井厚希, 加藤将樹, 田口秀樹, パルス通電加圧焼結による高強度・強靭性イ
ットリア添加ジルコニア−アルミナ系固溶体セラミックスの作製, 第 54 回同志社大学ハリス理化学研究
所研究発表会 2016 年度学内研究センター合同シンポジウム講演予稿集, pp.3-9, 同志社大学, 京
都 (2016 年 12 月).
673. 廣田健, 葛小騰, 加藤将樹, Muhammad RIFAI, 宮本博之, ステンレス基板表面に作製した
ZrO2-Al2O3 系溶射膜の特性, 第 54 回同志社大学ハリス理化学研究所研究発表会 2016 年度学内
研究センター合同シンポジウム講演予稿集 , pp.96-101, 同志社大学, 京都 (2016 年 12 月).
674. Merita, 湯浅元仁, 宮本博之, Nanocrystalline Ni Dispersed with Nano-scale WO3 by
Electrodeposition, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.77-78, 同志社大学,
京都 (2016 年 11 月).
675. Merita, 湯浅元仁, 宮本博之, Nanocrystalline Ni Dispersed with Nano-scale WO3 by
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Electrodeposition, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先
端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.50, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
*784. Merita, 湯浅元仁, 宮本博之, Nanocrystalline nickel dispersed with nano-scale WO3 by
electrodeposition, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集,
pp.66, 同志社大学, 京田辺( 2017 年 2 月).
*785. 平原大伸, 加藤将樹, 廣田健, 西村聡之, カップ積層型 CNF を用いた新規 B4C/CNF 系コンポジ
ットの高温特性, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集,
pp.69, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
786. 葛小騰 , 加藤将樹, 廣田健, ジルコニア／アルミナ系微粒子粉体のマイクロ波焼結, 同志社大学
先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.70, 同志社大学, 京田辺
(2017 年 2 月).
*787. 谷口智紀, 加藤将樹, 廣田健, B4C/TiB2 系コンポジットのパルス通電加圧法による合成同時焼結
と特性評価, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.72,
同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
*788. 吉田雅志 , 加藤将樹, 廣田健, パルス通電加圧焼結法を用いた TiB2/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]系コ
ンポジットの作製, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集,
pp.73, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
<2017 年度>
803. Hoang Anh DAO, Masaki KATO, and Ken HIROTA Fabrication of c‐BN/[ZrO2(Y2O3)‐Al2O3]
Composite Ceramics Using Pulsed Electric‐Current Press Sintering, 粉体粉末冶金協会講演概要集
（平成 29 年度春季講演大会）, pp. 93, 早稲田大学, 東京都 (2017 年 6 月).
804. 葛小騰, 加藤将樹, 廣田健, 木村英夫, マイクロ波焼結して作製した ZrO2(Y2O3)-Al2O3 セラミック
スの機械的特性, 粉体粉末冶金協会講演概要集（平成 29 年度春季講演大会）, pp. 98, 早稲田大
学, 東京都 (2017 年 6 月).
805. 吉田雅志, 葛小騰, 加藤将樹, 廣田健, 木村英夫, パルス通電加圧焼結法を用いた高硬度・強靭
性 TiB2/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]系コンポジットの作製, 日本セラミックス協会第 30 回秋季シンポジウム,
pp. 21, 神戸大学, 神戸市 (2017 年 9 月).
806. Ken HIROTA, Dao Hoang Anh and Masaki KATO, Fabrication of c-BN/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]
composite ceramics using pulsed electric-current pressure sintering, 第 9 回自動車コンポジットシンポ
ジウム講演論文集, pp. 19-20, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
807. 葛小騰, 加藤将樹, 廣田健, マイクロ波焼結により作製した ZrO2(Y2O3)-Al2O3 系コンポジットセラミ
ックスの機械的特性, 第 9 回自動車コンポジットシンポジウム講演論文集, pp. 21-22, 同志社大学,
京都市 (2017 年 11 月).
*808. 平原大伸, 加藤将樹, 廣田健, 西村聡之, B4C/CNT 及び CNF 系コンポジットの合成同時焼結と高
温特性, 第 9 回自動車コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.23-24. 同志社大学, 京都市 (2017
年 11 月).
*809. 谷口智紀, 加藤将樹, 廣田健, パルス通電加圧法による B4C/TiB2 系コンポジットの合成同時焼結
と特性評価, 第 9 回自動車コンポジットシンポジウム講演論文集, pp. 27-28, 同志社大学, 京都市
(2017 年 11 月).
810. 青木志賢, 加藤将樹, 廣田健, 高密度 diamond/SiC 系 composites の非極限環境条件下での作製,
第 9 回自動車コンポジットシンポジウム講演論文集, pp. 25-26, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
*811. 吉田雅志, 加藤将樹, 廣田健, パルス通電加圧焼結法を用いた TiB2/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]系コ
ンポジットの作製, 第 9 回自動車コンポジットシンポジウム講演論文集, pp. 29-30, 同志社大学, 京都
市 (2017 年 11 月).
812. Ken HIROTA, Dao Hoang Anh and Masaki KATO, Fabrication of c-BN/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]
composite ceramics using pulsed electric-current pressure sintering, 先端複合材料研究センターシン
ポジウム 2017 講演資料集, p.41, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
813. 葛小騰, 加藤将樹, 廣田健, マイクロ波焼結により作製した ZrO2(Y2O3)-Al2O3 系コンポジットセラミ
ックスの機械的特性, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.42, 同志社大学,
京都市 (2017 年 11 月).
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*814. 平原大伸, 加藤将樹, 廣田健, 西村聡之, B4C/CNT 及び CNF 系コンポジットの合成同時焼結と高
温特性, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.43, 同志社大学, 京都市
(2017 年 11 月).
*815. 谷口智紀, 加藤将樹, 廣田健, パルス通電加圧法による B4C/TiB2 系コンポジットの合成同時焼結
と特性評価, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.45, 同志社大学, 京都市
(2017 年 11 月).
816. 青木志賢, 廣田健, 加藤将樹, 高密度 diamond/SiC 系 composites の非極限環境条件下での作製,
先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.44, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11
月).
*817. 吉田雅志, 加藤将樹, 廣田健, パルス通電加圧焼結法を用いた TiB2/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]系コ
ンポジットの作製, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.46, 同志社大学,
京都市 (2017 年 11 月).
818. Ken Hirota, Motoyasu Aoki, Masaki Kato,Minoru Ueda,Yoichi Nakamori Fabrication of diamond/SiC
composites using HIP from the mixtures of diamond and Si powders, Proceeding of HI17-12th
International coference on Hot Isostatic Pressing, No.65, Marriotｔ Hotel, Australia (2017/12).
819. Ken HIROTA, DAO Hoang Anh and Masaki KATO, Fabrication of c-BN/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]
composite ceramics using pulsed electric-current pressure sintering, 第 9 回日本複合材料会議,
1C-14, 同志社大学, 京田辺市 (2018 年 2 月).
820. 葛小騰, 加藤将樹, 廣田健, 木村英夫, マイクロ波焼結による ZrO2-Al2O3 系セラミックスの作製と
物性評価, 第 9 回日本複合材料会議, 1C-16, 同志社大学, 京田辺市 (2018 年 2 月).
821. 平原大伸, 加藤将樹, 廣田健, 西村聡之, パルス通電加圧焼結で作製した B4C/(CNT および酸処
理 CNF)コンポジットの高温強度特性, 第 9 回日本複合材料会議, 1C-15, 同志社大学, 京田辺市
(2018 年 2 月).
822. 谷口智紀, 加藤将樹, 廣田健, 木村英夫 パルス通電加圧法による B4C/TiB2 系コンポジットの合成
同時焼結と特性評価, 第 9 回日本複合材料会議, 1C-17, 同志社大学, 京田辺市 (2018 年 2 月).
823. K. Tada, M. Yuasa, H. Miyamoto, Effects of grain size on tensile properties of nanocrystalline Ni
fabricated by electrodeposition, IUMRS-ICAM 2017, The 15th International Conference on Advanced
Materials, Abstract USB distributed, Kyoto University, Kyoto (2017/08).
824. 多田敬介, 湯浅元仁, 宮本博之, 電析法によるナノ結晶材料の作製とその特性評価, 第 3 回材料
WEEK 若手学生研究発表会, 1-A-5, 京都テルサ, 京都市 (2017 年 10 月).
825. 多田敬介, 湯浅元仁, 宮本博之, 電析法によるナノ結晶材料の作製とその特性評価, 先端複合材
料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.36, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
*826. Merita, Motohiro Yuasa, Hiroyuki Miyamoto, Nanocrystalline Nickel Dispersed with Nano-scale
WO3 by electrodeposition, IUMRS-ICAM 2017, The 15th International Conference on Advanced
Materials, B5-P31-025, 京都大学 (2017 年 9 月).
*827. 梅本大輔, Merita Febe, 宮本博之, 湯浅元仁, 電解共析法による Ni-WO3 ナノコンポジットの創製
加水分解法と複合めっき法の併用, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集,
p.35, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
*828. 多田敬介, 湯浅元仁, 宮本博之, 電析法によるナノ結晶材料の作製とその特性評価, 先端複合材
料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.36, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
950. Dao Hoang Anh, Masaki KATO, Ken HIROTA, Fabrication of c-BN/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3] composite
ceramics using pulsed electric-current pressure sintering, 先端複合材料研究センター2017 年度末研
究成果発表会資料集, PS-4, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
951. 平原大伸, 加藤将樹, 廣田健, 西村聡之, 高温下における B4C/ナノカーボン系複合材料の機械的
特性, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-5, 同志社大学, 京田辺
(2018 年 3 月).
952. 青木志賢, 加藤将樹, 廣田健, 熱間等方加圧法(HIP)による Diamond/SiC 系コンポジットの作製と
特製評価, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-6, 同志社大学, 京
田辺 (2018 年 3 月).
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953. 谷口智紀, 加藤将樹, 廣田健, B4C/TiB2 系コンポジットのパルス通電加圧法による合成同時焼結と
特性評価, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-7, 同志社大学, 京
田辺 (2018 年 3 月).
954. 吉田雅志, 加藤将樹, 廣田健, パルス通電加圧焼結法を用いた TiB2/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]系コン
ポジットの作製>>> 磁性金属/フェライトコンポジットの作製, 先端複合材料研究センター2017 年度
末研究成果発表会資料集, PS-8, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
955. 葛小騰, 加藤将樹, 廣田健, マイクロ波焼結による高機械的特性を有する ZrO2-Al2O3 系セラミック
スの作製, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-23, 同志社大学,
京田辺 (2018 年 3 月).
956. 西村聡之, 平原大伸, 加藤将樹, 廣田健, 微視的構造制御により作製した複合化材料の高温での
機械特性評価, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-33, 同志社大
学, 京田辺 (2018 年 3 月).
957. 梅本大輔, 湯浅元仁, 宮本博之, 加水分解法と電着法の組合せにより作製したナノ酸化タングステ
ン粒子分散ナノ結晶ニッケルの機械的性質, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表
会資料集, PS-1, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
958. 多田敬介, 湯浅元仁, 宮本博之, 電析法によるナノ結晶材料の作製と特性評価, 先端複合材料研
究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-34, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
987. 葛小騰, 加藤将樹, 廣田健, ZrO2(3mol%Y2O3) / 23mol%Al2O3 系微粒子混合粉体のマイクロ波
焼結, 第 8 回自動車コンポジットシンポジウム講演論文集, pp. 87-88, 同志社大学, 京都市 (2016 年
11 月).
【テーマ 2】
<2013 年度>
312. 木村匡宏, 大窪和也, 藤井透, 微細ガラス繊維を添加した CFRP 中のき裂進展抑制-エポキシ母材
中に埋没させた炭素繊維束に沿う微細き裂進展-, 日本材料学会第 62 期学術講演会講演論文集,
(No.615), 東京工業大学大岡山キャンパス (2013 年 5 月).
313. 梅木 亮, 邵 永正, 大窪和也, 藤井透, 川邊和正，近藤慶一，山崎剛，濱田健一，原田哲哉, セ
ルロースナノファイバー（CNF）を添加した一方向性プリプレグを用いて成形した直交異方性炭素繊
維強化プラスチック（CFRP）の強度―層厚さの影響とその力学的効果―, 2013 年度 JCOM 若手シン
ポジウム講演予稿集, P.13, 金沢工業大学 (2013 年 8 月).
*314. 近藤 翼, 藤井透, 大窪和也, 微細ガラス繊維を添加した平織 CFRP の疲労寿命の向上 ―モデ
ル試験片を用いた炭素繊維束に沿うき裂進展の抑制の検証, 第 38 回複合材料シンポジウム講演要
旨集, pp.23-24, 鹿児島大学群元キャンパス (2013 年 9 月).
315. N.Gibeop,Bas Berix, Kazuya Okubo and Toru Fujii, Improvement in Mechanical Properties of Kenaf
fiber Reinforced Polypropylene composite using Resin Impregnation, 第 38 回複合材料シンポジウム
講演要旨集, pp.215-216, 鹿児島大学群元キャンパス (2013 年 9 月).
316. 永田章太, 大窪和也, 藤井透, 再生炭素繊維を用いた CFRTP 射出成形品の機械的特性に及ぼす
PVA 処理の効果, 58th FRP CON-EX 2013 講演会, pp.36-38, 金沢工業大学ハ地束穂キャンパス
(2013 年 10 月).
317. 大窪和也, 藤井透, 梅木亮, 川邊和正, 近藤慶一, 山崎剛, 濱田健一, 原田哲也, プリプレグにセ
ルロースナノファイバー（CNF）を添加して成形した直交異方性 CFRP の強度改善 , 第 5 回自動車用
途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.9-11, 同志社大学，京都市 (2013 年 10 月).
318. 森内健, 大窪和也, 藤井透, 高度数にケン化された PVA により処理された竹繊維強化スタンパブル
シートの比曲げ弾性率, 第 5 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.31-32, 同志社
大学，京都市 (2013 年 10 月).
319. 木村匡宏, 小武内清貴, 大窪和也, 藤井透, Si 元素を含む繊維および粉末を添加した炭素前躯体
樹脂から作製した C/C 複合材料の摩擦係数 , 日本材料学会第 8 回関西支部若手シンポジウム講演
予稿集, PP.53-54, ホテルセイリュウ, 東大阪市 (2013 年 12 月).
320. 永田章太, 大窪和也, 藤井透, 射出成形 FRP に再生炭素繊維を応用する際の PVA 処理の力学的
効果に関する研究 , 技術情報誌 MECHAVOCATION2014, (No.26), 関西大学, 吹田市 (2013 年
12 月).
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321. Tsubasa KONDO, Kazuya OKUBO, Toru FUJII, Improvement of fatigue life and prevention of
internal crack propagation along carbon fiber in plain-woven CFRP modified with micro and nano
sized glass fibers, 12th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials,
(M41+), New Zealand (2013/12).
*322. Yongzheng Shao, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Ou Shibata, Yukiko Fujita, Study on Effect of Matrix
Properties on Fatigue Damage Initiation of Woven Carbon Fabric Vinylester Composites, Applied
Mechanics and Materials Vols.541-542, pp243-249, Sanya,China (2014/01).
*323. 近藤翼, 大窪和也, 藤井透, 微細ガラス繊維を添加した CFRP の疲労き裂進展の抑制効果－2 本
の炭素繊維束が埋没されたモデル試験片を用いた検証－, JCCM-5, (2C-10), 京都キャンパスプラ
ザ (2014 年 3 月).
*324. 大岡一成, 大窪和也, 藤井透, 杉山哲也, 藤井正行, 回転偏角を持つカップリングジョイントに用
いる CFRP 板の回転稼動下での疲労損傷, JCCM-5, (2B-01), 京都キャンパスプラザ,京都市 (2014
年 3 月).
325. 佐藤栄太郎, 大窪和也, 藤井透, 坂田大祐, 角紀行, 秋満茂喜, シラン化合物を被覆処理したガラ
ス繊維の添加による氷雪路用防滑靴底への着雪抑制, 日本機械学会 関西支部第 89 期定時総会
講演会, p.11-7, 大阪府立大学, 堺市 (2014 年 3 月).
326. 石川紘己, 高木均, 中垣内アントニオノリオ, 層間を補強した CF/PA6 複合材料の作製と補強効果
の検証, 第 5 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp. 25-26, 同志社大学，京都市
(2013 年 12 月).
327. Hitoshi Takagi, Ke Liu, Antonio Norio Nakagaito, Zhimao Yang, Thermal and biodegradable issues of
multifunctional green composites, Proceedingd of the SAMPE CHINA 2013(CD-ROM),
pp.S5-4_1--S5-4_4, Shanghai, China (2013/10).
328. Hitoshi Takagi and Kazuya Ohkita, Static and impact properties of injection-molded polybutylene
succinate/bamboo fiber composites, Proceedings of the 29th International Conference of the Polymer
Processing Society(CD-ROM), pp.S09-390_1--S09-390_2, Nuremberg, Germany (2013/07).
329. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Masahiro Katoh, Yuya Muneta and Jitendra Kumar Pandey,
Characterization of cellulose nanofiber extracted from waste bio-resource, Proceedings of the
International Symposium on Green Manufacturing and Applications(CD-ROM), pp.C-4-3_1--C-4-3_4,
Honolulu, USA (2013/06).
330. H. Takagi, A. N. Nakagaito, K. Itotani, Y. Fukubayashi, Development and performance of thermoset
green composites reinforced by unidirectional abaca fiber, Proceedings of the 9th International
Conference on Fracture and Strength of Solids(CD-ROM), pp.3109_1--3109_7, Jeju, Korea (2013/06).
331. 家村浩太朗, 中垣内アントニオ, 高木均, HNT, CNF, PVA の添加による PLA の機械的特性、耐熱
性向上に関する基礎研究, 第 11 回日本材料学会四国支部学術講演会講演論文集, pp. 27-28, 愛
媛大学,松山市 (2013 年 4 月).
332. Maho Kameya, Yoshihiko Arao, Hiroyuki Kawada, Effect of introducing CNTs to carbon fiber on its
interfacial adhesion and fabrication of hierarchical multiscale CFRP, The 9th Japan-Korea Joint
Symposium on Composite Materials, pp.299-300, 鹿児島市 (2013/09).
333. 室井亮, 花岡良一, 安齊秀伸, 下大川丈晴, 川田宏之, 放電分散を用いた CNT 分散樹脂の機械
的特性, 日本機械学会第 21 回機械材料・材料加工技術講演会 (M&P2013)CD-ROM 論文集,
(No.115) CD -ROM, 東京都 (2013 年 11 月).
334. 矢島昌英, 吉崎理沙, 川田 宏之, 高密度無撚カーボンナノチューブ糸を用いた一方向複合材の
力学特性, 第 5 回日本複合材料合同会議(JCCM-5), (No.1A-04,) USB , 京都市,(2014 年 3 月).
335. 室井亮, 花岡良一, 安齊秀伸, 下大川丈晴, 川田宏之, 放電分散を用いた CNT の均一分散の検
討および CNT 強化樹脂の機械的特性評価, 第 5 回日本複合材料合同会議(JCCM-5), (No.1A-05,)
USB , 京都市 (2014 年 3 月).
336. 佐藤俊介, 松岡敬, 平山朋子, CNT 添加 PPS 複合材料のトライボロジー特性に関する研究, 成形加
工シンポジア’13, pp.293-294, 倉敷市 (2013 年 11 月).
337. 木村裕章, 松岡敬, 平山朋子, 藤田浩行, 宮田泰次, 藤井俊造, 縫合複合糸を用いた織物強化複
合材料の成形及びその機械的特性について, 成形加工シンポジア’13, pp.157-158, 倉敷市 (2013
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年 11 月).
338. M.Mattsubara, N.Tsujiuchi, T.Koizumi, Y.Hirano, and K.Bito, Vibration Behavior Analysis of Tire
Bending Mode Exciting Lateral Axial Forces, SAE 2013 Noise and Vibration Conference and
Exhibition, (2013-01-1911) CD-ROM , Grand Rapids, Michigan, USA (2013/05).
339. M.Matsubara, N.Tsujiuchi, T.Koizumi, and Y.Hirano, Vibration Analysis of Tire Circumferential
Mode Under Loaded Axle, SAE 2013 Noise and Vibration Conference and Exhibition, (2013-01-1909)
CD-ROM , Grand Rapids, Michigan, USA (2013/05).
340. M.Matsubara, N.Tsujiuchi, T.Koizumi, and Y.Hirano, Tire Vibration Analysis in Contact Condition
using Receptance Method, APVC 2013 the 15th Asia-Pacific Vibration Conference, (T2_301A_6)
USB, Jeju, South Korea (2013/06).
341. 松原真己, 辻内伸好, 小泉孝之, 平野裕也, 接地・転動時におけるタイヤ半径方向振動解析, 日
本機械学会 D&D コンファレンス, (No.251) USB , 九州産業大学, 福岡県 (2013 年 8 月).
342. 辻内伸好, 小泉孝之, 松原真己, 平板理論とタイヤばね付きリングモデルによる振動解析, 振動談
話会, (講演-4), 箱根町, 神奈川県 (2014 年 3 月).
<2014 年度>
397. Gebeop NAＭ, Noboru WAKAMOTO, Kazuya Okubo and Toru Fujii, Improvement in Mechanical
Properties of Natural Fiber Using Phenolic Resign and PVA Impregnation, The 8th International
conference on Green Composite, pp．93-96, Korea (2014/05).
398. Yongzheng Shao, Akihiro Hieda, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Ou Shibata, Yukiko Fujita, Effect of
Physical modification of matrix by nana-(polyvinyl alcohol)fibers on mechanical properties of plain
woven carbon fiber reinforced vinylester composites., First International Conference on Mechanics of
Composites, pp．48, NEW YORK (2014/06).
399. Ryo Umeki, Kazuya Okubo, Toru fujii, Kazumasa Kawabe, Keiichi Kondo, Takeshi Yamazaki,
Kenichi Hamada, INFLUENCE OF STACKING SEQUENCE ON TENSIRE STRENGTH OF
ORTHOTROPICK CFRP FABRICATED WITH PREPREG CONTAINING CELLULOSE NANO
FIBERS(CNFＳ), 16th European Conference on Composite Materials, 23.4.3.-R11, SPAIN (2014/06).
400. 藤谷亮平, 小武内清貴, 大窪和也, 藤井 透, 炭素前駆体へのガラス繊維の添加による C/C 複合
材料の摩擦係数の温度依存性の低減, 日本機械学会 Ｍ＆Ｍ2014 カンファレンス, pp.93-96, 福島
県 (2014 年 7 月).
*401. 熊本宗一郎, 大窪 和也, 藤井 透, サブミクロン繊維を添加した改質エポキシ材の接着特性に及
ぼす被着材表面粗さの影響, 2014 年度 JCOM 若手シンポジウム, pp.31-32, 高知 (2014 年 7 月).
*402. Kazuya Okubo,Toru Fujii and Tsubasa Kondo, Improvement of fatigue life of plain-woven CFRP
modified with enhanced matrix with sub-micron sized glass fibers, 10th Canada-Japan Workshop on
Composites, Ref.No.2-Materials III, No.21ー2, Canada (2014/08).
*403. 縄岡雅人, 大窪 和也, 藤井 透, 平織 CFRP の繊維束に沿う疲労き裂進展に及ぼすサブミクロン
繊維の添加の効果 ―モデル試験片を用いた検証―, 第 39 回複合材料シンポジウム, PP.119-120,
秋田 (2014 年 9 月).
404. Gibeop Nam, Noboru Wakamoto, Kazuya Okubo, Toru Fujii , Improvement of Mechanical Properties
in Bamboo Maleic Anhydride grafted Polypropylene/ Polypropylene Composites Enhanced with resin
Impregnation Method., GMEE 2014, pp.28-29, Hong Kong (2014/09).
*405. 尾崎功一, 大窪 和也, 藤井 透,大森繁樹, 梅田真一, 林悠志, 杉山哲也, 回転偏角を有する軸
継手中に締結された CFRP 板製軸カップリングディスクの多湿環境下における繰り返し疲労特性,
59thFRP CON-EX2014 , PP.131-133, 京都 (2014 年 10 月〕.
406. Gibeop Nam, Noboru Wakamoto, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Effect of Ｒesin impregnation method
for bamboo biber and bamboo fiber reinforced composites, 59thFRP CON-EX2014 , PP.78-80 , 京都
(2014/10).
407. M.Kimura, K.Okubo, and T.Fujii, Moderation of Dependence of Frictional Coefficient on Temperature
between Counter Surfaces of C/C Composite Modified with Gals Fibers, The 9th Asian-Australasian
on Composite Materials (ACCM-9), C-007, China (2014/10).
408. Masahiro Kimura, Kiyotaka Obunai, Kazuya Okubo, and Toru Fujii, Moderation of Dependence of
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frictional Coefficient of C/C composite on temperature due to addition of Glass Fibers into Carbon
Precursor of Phenolic Resin, The 11th China Japan Joint Conference on Composite Materials
CJJCC11, A-9, China (2014/10).
409. 若山峻哉, 大窪和也, 藤井透, 坂田大祐[株）ムーンスター，角 紀之，秋満茂喜], 混練するガラス
繊維を傾角配向した靴底ゴム材の撥水性と摩擦係数, 第 58 回日本材料学術材料工学連合講演会,
PP.43-44, 京都 (2014 年 10 月).
410. 桒田悠, 藤井透, 竹繊維／PP 強化スタンパブルシートの比曲げ強度および比曲げ剛性の改善, 第
６回自動車用途コンポジットシンポジウム, PP.95-96, 同志社大学，京都 (2014 年 11 月).
411. Y.Maehata, Kazuya Okubo and Toru Fujii, Carbon fiber prepregu waste is a treasure, 24th Annual
Meeting of MRS-Japan 2014, C-012-012, Yokohama (2014/12).
412. Hitoshi Takagi, Takaya Miyazaki, Antonio Norio Nakagaito, Structural controlling of cellulose
nanofiber reinforced composites, Proceedings of the 8th International Conference on Green
Composites, pp.41-44, Seoul, Korea (2014/05).
413. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Satoshi Sugano, Yuya Muneta, Jitendra Kumar Pandey,
Performance of biocomposites reinforced by cellulose nanofiber obtained from paper wastes,
Proceedings of the International Symposium on Green Manufacturing and Applications (ISGMA
2014), pp.40-43, Busan, Korea (2014/06).
414. 高木 均, ナカガイト ノリオ アントニオ, 宮崎 嵩也, 松井 喬寛, リヨセル/PVA 系グリーンコンポジッ
トの微細構造と力学的特性, 第 39 回複合材料シンポジウム講演要旨集, pp.127-128, 秋田大学,秋
田市 (2014 年 9 月).
415. Hitoshi Takagi, Hiroo Matsumoto, Antonio Norio Nakagaito, Mechanical performance of green
nanocomposites reinforced with cellulose nanofibers, Keynote Proceedings of the 3rd International
Conference NANOCON 014, pp.2-9, Pune, India (2014/10).
416. Ming Cai, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Yang Li, Microstructure and tensile properties of
alkali-treated abaca fibers, Proceedings of the 9th Asian-Australasian Conference on Composite
Materials, CD distributed, Suzhou，China (2014/10).
417. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Ke Liu, Effect of microstructure on multifunctional
properties of natural fiber composites, Proceedings of the 13th International Symposium on Multiscale,
Multifunctional and Functionally Graded Materials, CD distributed, Sao Paulo,Brazil (2014/10).
418. Wan-Ting Sun, Shih-Hsuan Chiu, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Effect of Silane
Treatment on Mechanical Properties of TPA/HDDA/Halloysite Nanocomposites Prepared by Mask
Projection Stereolithography Rapid Prototyping Technology, Proceedings of International Forum on
Advanced Technologies IFAT2015, pp.137-139, University of Tokushima, Tokushima (2015/03).
419. Hiroyuki Kawada, Maho Kameya, Characteristics of carbon fibers grafted carbon nanotubes using
nickel deposition, JSME International Conference on Materials and Processing (ICM&P 2014), USB
distributed, Detroit, Michigan USA (2014/06).
420. 村山博, 亀谷真帆, 金太成, 川田宏之, CNTs 析出炭素繊維の成形とミクロ・マクロ界面における力
学的特性評価, 第 56 回構造強度に関する講演会, pp.84-86, 浜松市 (2014 年 8 月).
421. 大澤貞幸, 中村紘大, 川田宏之, カーボンナノチューブ析出炭素繊維を強化材とした CFRP の機械
的特性, 日本複合材料会議(JCCM-6), HP 掲載, 東京理科大学 (2015 年 3 月).
422. 野村彩英子, 花岡良一, 安齊秀伸, 下大川丈晴, 寺阪澄孝, 川田宏之, CNT 分散複合材料の機
械的特性に及ぼす液中プラズマによる CNT 表面修飾の影響, 日本複合材料会議(JCCM-6), HP 掲
載, 東京理科大学 (2015 年 3 月).
423. 佐藤俊介, 松岡敬, 平山朋子, CNT の分散状態が PPS/CNT ナノ複合材料のトライボロジー特性に
与える影響, 成形加工シンポジア’14, pp.301-302, 新潟市 (2014 年 11 月).
424. 八木恭弘, 田中博之, 松岡敬, 平山朋子，染川英俊, マグネシウム合金のナノスクラッチ特性に及
ぼす添加元素の影響, 軽金属学会第 127 回秋季大会, P7, 東京 (2014 年 11 月).
425. Hiroaki Kimura,Takashi Matsuoka,Tomoko Hirayama, Hiroyuki Fujita,Yasuyuki Miyata,Kunio Fujii,
Effect of Acetone Treatment in Mechanical Properties of CFRTP Made from CF/PA Composite Yarn
Sutured to PA Fiber, Asian Workshop on Polymer Processing 2014, #1198, Kenting, Taiwan (2014/11).
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426. 亀井修平, 松岡敬, 平山朋子, 染川英俊, SiC 粒子強化 Mg 複合材料の機械的特性に及ぼす SiC
粒子含有率の影響, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会, PS-18,
同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
427. 佐藤拓海, 松岡敬, 平山朋子, 層間に炭化ケイ素粒子を分散させた繊維強化複合材料の曲げ強
度とトライボロジー特性, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.121-122, 同志社大学, 京
都 (2014 年 11 月).
428. 佐藤拓海, 渡邉健斗, 松岡敬, 平山朋子, 内藤公喜, SiC ナノ粒子を添加した炭素繊維強化複合
材料の摩擦・摩耗特性の把握, 先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会, PS-40,
同志社大学，京田辺 (2015 年 2 月).
429. 田中博之, 八木恭弘, 松岡敬, 平山朋子, 染川英俊, ナノスクラッチに伴うマグネシウムの摩耗特
性, 日本金属学会シンポジウム名 2015 年春期講演大会, p.16, 東京 (2015 年 3 月).
430. 松原真己, 辻内伸好, 小泉孝之, 増田篤志, 尾藤健介, Rayleigh の方法によるタイヤ横曲げモード
の振動解析, 自動車技術会 2014 年春季大会学術講演会前刷集 No.63-14, 21-24, 神奈川県 (2014
年 5 月).
431. Masami MATSUBARA, Nobutaka TSUJIUCHI, Takayuki KOIZUMI, Kensuke BITO, Sensitivity
Analysis for Natural Frequency of Tire Lateral Bending Mode, The 12 International Conference on
Motion and Vibration, Paper-No.1B14, 北海道 (2014 年 8 月).
432. 松原真己, 辻内伸好, タイヤばね付きリングモデルを用いたタイヤ横曲げモードの振動解析, 日本
機械学会 Dynamics and Design Conference 2014 USB 論文集, Paper-No.306, 東京都 (2014 年 8
月).
433. M. Matsubara, N. Tsujiuchi, T. Koizumi, A. Ito, Y. Hirano, S. Kawamura, Vibration behavior analysis
of tire in operational condition by receptance method, Proceedings of ISMA2014 International
Conference on Noise and Vibration Engineering, isma2014_0100,pp.1755-1768, Belgium, Leuven
(2014/09).
434. 松原真己, 河村庄造, 長谷朝博, 辻内伸好, 伊藤彰人, セルロース複合ゴムを用いた制振鋼板の
制振性評価, 日本機械学会東海支部,第 64 回総会・講演会, 159,160, 愛知県 (2015 年 3 月).
<2015 年度>
525. 田中 亜弥, 大窪和也, 藤井透, 川邊和正（福井県工業技術センター）, 近藤慶一, 山崎剛（DIC
株式会社）, 浜田健一, 原田哲哉, セルロースナノファイバ（CNF）を母材に添加した CFRP への開
繊炭素繊維の応用による疲労特性改善, 材料学会第６４期学術講演論文集, pp．163-164, 山形大
学 (2015 年 5 月).
*526. 熊本宗一郎, 大窪和也, 藤井透, エポキシ樹脂中にサブミクロン繊維を添加した炭素繊維複合材
料中の界面接着特性に及ぼす添加繊維の存在位置影響, 日本接着学会第５３回年次大会講演要
旨集, pp．222-223, 愛知工業大学 (2015 年 6 月).
527. Soichro Kumamoto, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Infuruence of locational states of submicron fibers
added into matrix on mechanical properties of plain-woven carbon fiber composites, SPB2015
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SHEELS, PLATES AND BEAMS, pp.45-46, Bologna, Italy
(2015/09).
528. 山田雄斗, 大窪和也, 藤井透, カラーを併用してボルト連結された平織 CF/エポキシ複合材料板の
機械的特性, 2015 年度 JCOM 若手シンポジウム, 1 月 1 日, 日本大学軽井沢研修所 (2015 年 9 月).
529. 大谷龍平, 大窪和也, 藤井透, 衝撃曲げ損傷を受けた CFRTP の補修－微細ガラス繊維添加改質
PP 樹脂小片の溶融充填法の検討, 第 60 回 FRP CON-EX2015, pp.166-168, 東京, 秋葉原 (2015
年 10 月).
530. Nanqi WU, Kazuya OKUBO, Toru FUJIII, Study on improvement of mechanical performance of
injection molded PP reinforced with bamboo pulp, 17thInternational Conference on Material Science
and Condensed Matter Phisics, pp.143 -144, Jeonju KOREA (2015/10).
531. 大谷龍平, 大窪和也, 藤井透, 微細ガラス繊維添加改質 PP 樹脂小片を用いた CFRTP の補修 －
衝撃曲げ損傷部への溶融充填法の応用－, 第 7 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.77-78,
京都市 (2015 年 11 月).
*532. 熊本宗一郎, 大窪和也, 藤井透, エポキシ樹脂中にサブミクロン繊維を添加した平織炭素繊維複
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合材料中の機械的特性に及ぼす添加繊維の存在位置の影響, 2015 年度先端複合材料研究センタ
ーシンポジウム講演資料集, PS-004, 京都市 (2015 年 11 月).
533. Shunya Wakayama, Kazuya Okubo, Toru Fuji, Daisuke Sakata, Noriyuki Kado, Hiroshi Furutachi,
Improvement of frictional Coefficient of Modified Shoe Sole onto icy and snowy Road by Tilting of
Added Glass Fibers into Rubber, 17thInternational Conference on Material Science and Condensed
Matter Phisics, pp.1080-1084, London (2015/12).
534. Ryouhei Ootani, Kazuya Okubo and Toru Fujii, Repair of flexuously impact damaged CFRTP
applying an inserting method with tiny melted sheet of PP resin modified with fine glass fibers, 6th
International conference on Key Engineering Materials, pp.48, Hong Kong (2016/03).
*535. Ryouhei Fujitani, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Improvement of fatigue life and prevention of internal
crack initiation of chopped carbon fiber reinforced plastics modified with micro glass fibers, 2016
SPIE Smart Structures/NDE, Las Vegas, USA (2016/03).
*536. 田中亜弥, 大窪和也, 藤井透, セルロースナノファイバ(CNF)を添加した CFRP の機械的特性
-CNF の繊維長の違いによる影響-, 第 7 回日本複合材料会議, No.3A-01, 京都市 (2016 年 3 月).
537. 永井奎祐, 西田裕紀, 大窪和也, 藤井透, CFRTP 母材への高分子量化した熱可塑性エポキシ樹脂
の応用―母材樹脂の高分子量化による CFRTP の静的および曲げ疲労特性の改善―, 第 7 回日本
複合材料会議, No. 3D-06, 京都市 (2016 年 3 月).
538. 糸川幸輝, 大窪和也, 藤井透, 母材材料への微細繊維の添加による再生炭素繊維/PP 成形材の
機械的特性の改善, 第 7 回日本複合材料会議, No. 3C-12, 京都市 (2016 年 3 月).
*539. 山田雄斗, 大窪和也, 藤井透, 冨岡正雄, 石川健, ボルト締結された CFRP および CFRTP の継手
効率 －微細繊維を添加したカラー併用の効果－, 第 7 回日本複合材料会議, No. 3B-19, 京都市
(2016 年 3 月).
540. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito and Ke Liu, Multi-functional properties in natural fiber
reinforced composites, Proceedings of the 20th International Conference on Composite Materials,
pp.5211-4_1-5211-4_5, Copenhagen, Denmark (2015/07).
541. Hitoshi Takagi, Takaya Miyazaki and Antonio Norio Nakagaito, Structural controlling of cellulose
nanofiber-reinforced nanocomposites, Proceedings of the International Conference on Advanced
Technology in Experimental Mechanics 2015, p.205, Toyohashi, Japan (2015/10).
542. Rosni Binti Yusoff, Hitoshi Takagi and Antonio Norio Nakagaito, Machanical performance of hybrid
green composites, Proceedings of the International Conference on Advanced Technology in
Experimental Mechanics 2015, p.101, Toyohashi, Japan (2015/10).
543. Wan-Ting Sun, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito and Shih-Hsuan Chiu, Mechanical
performance of potassium titanate whisker reinforced epoxy-based nanocomposites, Proceedings of the
10th Korea-Japan Joint Symposium on Composite Mayerials, pp.7-8, Jeonju, Korea (2015/10).
544. Hitoshi Takagi, Degradation behavior of starch-based biodegradable composites, Abstract of the 6th
International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues, p.P3.30, Waikoloa, USA
(2015/10).
545. Wan-Ting Sun, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito and Shih-Hsuan Chiu, Development and
evaluation of potassium titanate whisker reinforced nanocomposites, Proceedings of the 2nd
International Forum on Advanced Technologies IFAT2016, pp.19-21, Tokushima, Japan (2016/03).
546. 田中由浩, 野村彩英子, 安齋秀伸, 花岡良一, 下大川丈晴, 寺阪澄孝, 金太成, 細井厚志, 川田
宏之, 液中プラズマを用いて作製した CNT 分散複合材料の機械的特性, 第 57 回構造強度に関す
る講演会, pp.158-160, 岡山 (2015 年 8 月).
547. 中村紘大, 名取純希, 大澤貞幸, 金太成, 細井厚志, 川田宏之, 熱 CVD 法による CNT 析出炭素
繊維強化複合材料の力学特性評価, 日本機械学会 2015 年度年次大会, No.J0450401, 北海道
(2015 年 9 月).
548. 寺内幹, 大澤貞幸, 金太成, 川田宏之, CNTs 析出炭素繊維を強化材とした一方向 CFRP の力学特
性評価, 日本機械学会 M&M2015 材料力学カンファレンス, No.248, 神奈川 (2015 年 11 月).
549. 田中由浩, 中村紘大, 金太成, 藤田壽憲, 細井厚志, 川田宏之, 白金担持カップ積層型 CNT の燃
料電池電極への適用および電極内部形態観察, 第 1 回日本機械学会イノベーション講演会,
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No.0024, 広島 (2015 年 11 月).
550. 坂口大輝, 中村紘大, 金太成, 細井厚志, 川田宏之, PEFC 用 Ag 担持グラフェン電極の作製条件の
検討および形態観察, 第 1 回日本機械学会イノベーション講演会, No.0025, 広島 (2015 年 11 月).
551. 中村紘大, 金太成, 細井厚志, 川田宏之, 液中プラズマ処理による燃料電池電極用白金ナノ粒子
担持 CNT の創成, 第 23 回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2015）, No.129, 広島 (2015 年 11
月).
552. Hiroyuki Kawada, Tae Sung Kim, Atsushi Hosoi, Processing of CNT/Polymer-Matrix Composite
Using Liquid Phase Plasma and Solvent-Displacement Method, ASME 2015 International Mechanical
Engineering Congress & Exposition (2015IMECE),Houston, Texas USA (2015/11).
553. T. Yagi, T. Matsuoka, T. Hirayama, H. Somekawa, Change of Nano-Scratch Properties by Addition of
Alloying Elements into Pure Magnesium, Japanese Society of Trobologist, pp.568-569, 東京理科大
学 東京 (2015 年 9 月).
554. 八木恭弘, 淺野真未, 平山朋子, 松岡敬, 染川英俊, ナノスクラッチ試験による Mg 合金の微視的
摩耗特性評価, 日本設計工学会関西支部合同研究発表講演会講演論文集, pp.137-138, 大阪電
気通信大学, 大阪 (2015 年 11 月).
555. Takumi Sato, Kimiyoshi Naito, Takashi Matsuoka, Tomoko Hirayama, Friction and wear properties of
high modulus pitch-based carbon fiber reinforced plastics with SiC nanoparticles, 10th International
Conference on Composite Science and Technology, p.20-24,131, Lisbon,Portugal (2015/09).
556. 佐藤拓海, 平山朋子, 松岡敬, 内藤公喜, ナノ粒子を添加した炭素繊維強化複合材料の摩擦・摩
耗特性とメカニズムの把握, 日本機械学会 関西支部第 91 期定時総会講演会, No.M1101, 大阪電
気通信大学, 大阪 (2016 年 3 月).
557. 亀井修平, 平山朋子, 松岡敬, 染川英俊, Mg 複合材料のトライボロジー特性に及ぼす添加粒子含
有率および粒子径の影響, 日本機械学会関西支部第 91 期定時総会講演会, No.M1104, 大阪電気
通信大学, 大阪 (2016 年 3 月).
558. T. Yagi, T. Matsuoka, T. Hirayama, H. Somekawa, Effect of Alloying Element on Wear properties of
Magnesium Alloys Evaluated by Nano-Scratch Test, The 10th International Conference on Magnesium
Alloys and their applications, pp.137-140, Jeju Korea (2015/10).
559. 八木恭弘, 淺野真未, 松岡敬, 平山朋子, 染川英俊, Mg 合金の微視的摩耗特性に及ぼす添加元
素の影響, 軽金属学会第 129 回秋期大会講演概要, pp.365-366, 日本大学,千葉 (2015 年 11 月).
560. 八木恭弘, 松岡敬, 平山朋子, 染川英俊, マグネシウム合金のナノスクラッチ特性に及ぼす添加元
素の影響, 同志社大学先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-12, 同志社大
学, 京都 (2016 年 2 月).
561. 亀井修平, 松岡敬, 平山朋子, 染川英俊, ボールオンディスク試験による純マグネシウムの結晶粒
径における摩耗特性に及ぼす影響, 同志社大学先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果
発表会, PS-13, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
562. 佐藤拓海, 松岡敬, 平山朋子, 内藤公喜, SiC ナノ粒子を添加した炭素繊維強化複合材料の摩擦
摩耗特性の把握, トライボロジー会議 2015 春 姫路, pp.537-538,PA07, 姫路商工会議場, 姫路
(2015 年 5 月).
563. 佐藤拓海, 藤井嘉之, 松岡敬, 平山朋子, 内藤公喜, SiC ナノ粒子の添加による一方向炭素繊維強
化複合材料の摩擦摩耗特性の向上とそのメカニズム, 同志社大学先端複合材料研究センター2015
年度末研究成果発表会, PS-14, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
564. Masami MATSUBARA, Shozo KAWAMURA, Asahiro NAGATANI, Nobutaka TSUJIUCHI,
Akihito ITO, Evaluation of damping properties of damping beam with natural rubber/cellulose
composites, Proceedings of the 16th ASIA PACIFIC VIBRATION CONFERENCE, 54-58, Vietnam
Hanoi (2015/11).
565. 松原真己, 長谷朝博, 辻内伸好, 伊藤彰人, 伊勢智彦, 河村庄造, 微粒子充てん複合ゴムの減衰
特性に対する繊維配向の影響, 第 7 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, p.59, 同志
社大学，京都市 (2015 年 11 月).
<2016 年度>
676. 若本昇, 小武内清貴, 大窪和也, 藤井透, C/C 複合材料の炭素前駆体樹脂へのアルミナ粉末添加
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による摩擦係数の温度依存性の低減及び摩擦抑制, 日本材料学会第 65 期学術講演会, pp307-308,
富山大学, 富山 (2016 年 5 月).
677. Valter Carvelli, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Damage mechanism in open hole carbon textile reinforced
epoxy composite, 17th European Conference on Composite Materials, No.MON-2_VEN_3.06-09,
Munich, Germany (2016/06).
678. Paulo Teodoro, D.L.Carada, Toru Fujii and Kazuya Okubo, Effects of Heart Treatment on the
Mechanical Properties of Kenaf Fiber, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE Times of Polymers &
Composites, N.33, Ischia, Italy (2016/06).
679. Hoang Nguyen, Toru Fujii, Kazuya Okubo, Valter Carvelli, Cement Mortar Reinforced with Recycled
Carbon Fibre and CFRP Waste, 17th European Conference on Composite Materials,
WED-3BOR_1.05-04, Munich, Germany (2016/06).
*680. Aya Tanaka, Kazuya OKUBO and Toru FUJII, Mechanical Properties of CFRP modified with
Cellulose Nano Fibers(CNFs)－Influence of length of added CNFｓ on static strength, fracture
toughness and fatigue life-, AIP Conf.2016 US-Japan2016, N.33, Sapporo (2016/08).
681. 永井奎祐, 西田裕紀, 大窪和也, 藤井透, 高分子量化した熱可塑性エポキシ樹脂を CFRTP の母材
として応用する際のその機械的特性に及ぼす粘弾性効果に関する研究, 2016 年度 JCOM 若手シン
ポジウム, pp.17-18, 下関 (2016 年 8 月).
682. H.NISHIDA, A.MATSUBA, Y.KOUNO, T.FUJII, H.YAMASHITA, M.MATSUMOTO, R.Tajima,
M.FUJIWARA, K.OKUBO and T.FUJII, DEVELOPMENT OF AUTOMATIC PLACEMENT
MACHINE FOR CFRTP TAPES USING MACHINE STITCHING, 2016 SPE Automotive composite
conference & Exhibition, No.7-03, Novi, USA (2016/09).
*683. 山田 雄斗, 大窪 和也, 藤井 透, 前田 明宏, 冨岡 正雄, 石川 健, 微細繊維を添加したカラ
ーを併用してボルト締結された CFRTP 板の継手効率－積層構成の影響－, 第 41 回複合材料シン
ポジウム, 1B-04, 高知 ( 2016 年 9 月).
684. 吉川力也, 大窪和也, 藤井 透, 大森茂樹, 梅田真一, 杉山哲也, 繰り返し面外曲げ変形を受ける
重ね合わせ CFRP 板の疲労寿命に及ぼす負荷レベルの影響, 日本材料学会第 2 回材料 WEEK,
No.610, 京都テルサ, 京都 (2016 年 10 月).
*685. Keisuke NAGAI, Hironori Nishida, Kazuya OKUBO, Toru FUJII, Static and fatigue bending
properties of CFRTP with highly polymerized thermo-plastic epoxy for matrix, The 10th AsianAustralasian Conference on Composite Materials, T15-3, "Busan, Korea (2016/10).
686. Aya Tanaka, Kazuya OKUBO and Toru FUJII, Mechanical properties of center hole notched CFRP
fabricated with modified matrix with added Cellulose Nano Fibers (CNFS), The 9th International
conference on Green Composites, pp. 46, 神戸大学, 神戸 (2016/11).
687. Kazuya OKUBO, Toru FUJII and Yu KUWADA, Effect of fiber diameter reduction of pressed stampable
sheet fabricated with bamboo fibers, The 9th International conference on Green Composites, pp. 49,
神戸大学, 神戸 (2016/11).
*688. Y.YAMADA, K.OKUBO, T.FUJII, A.MAEDA, M.TOMIOKA and T.ISHIKAWA, Joint efficiency of
bolted CFRP using reinforced collar with sub-micron fibers, The 11th SPSJ International Polymer
Conference, pp.125, 福岡 (2016/11).
*689. 田中亜弥, 大窪和也, 藤井透, セルロースナノファイバ(CNFs)の添加による有孔平織り CFRP の疲
労寿命の改善, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.75-76, 同志社大学, 京
都, (2016 年 11 月).
690. 糸川幸輝, 大窪和也, 藤井透, 再生炭素繊維/PP 射出成形品の機械的特性に及ばす供給繊維長
の影響, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.107-108, 同志社大学, 京都
(2016 年 11 月).
691. 永井奎祐, 西田裕紀, 大窪和也, 藤井透, 高分子量化した熱可塑性エポキシを母材とする CFRTP
の機械的特性, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.121-122, 同志社大学,
京都 (2016 年 11 月).
692. 永井奎祐, 西田裕紀, 大窪和也, 藤井透, 高分子量化した熱可塑性エポキシを母材とする CFRTP
の機械的特性, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端
複合材料の昨日・今日・明日」, pp.71, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
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*693. 山田 雄斗, 大窪 和也, 藤井透, 前田 明宏, 冨岡 正雄,石川 健, 微細繊維を添加したカラー
を併用してボルト締結された CFRTP 板の継手効率に及ぼす締結トルクおよび積層構成の影響, 同
志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・
今日・明日」, pp.76, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
694. 田中亜弥, 大窪和也, 藤井透, セルロースナノファイバ (CNFs)の添加による有孔平織り CFRP の疲
労寿命の改善, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端
複合材料の昨日・今日・明日」, pp.49, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
695. 糸川幸輝, 大窪和也, 藤井透, 再生炭素繊維/PP 射出成形品の機械的特性に及ばす供給繊維長
の影響, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端複合材
料の昨日・今日・明日」, pp.65, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
696. 藤井透, 大窪和也, CFRTP (炭素繊維強化熱可塑性プラスチック) 板のボルト締結強度の向上に関
するシーズ研究, 2016 年度同志社大学リエゾンフェア, ポスター発表, 研究シーズ群 (複合材料),
京都 (2016 年 12 月).
697. 糸川 幸輝, 大窪 和也, 藤井透, 廃棄プリプレグから抽出した再生炭素繊維の PP との造粒時の折
損ー成形複合材料の機械的特性に及ぼす影響ー, 第 8 回日本複合材料会議（JCCM-8）, 2D07, 東
京大学, 東京 (2017 年 3 月).
698. Noboru Wakamoto, Kiyotaka Obunai, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Moderation in Temperature
Dependence on Counter Frictional Coefficient and Prevention of Wear of C/C Composites by
Synthesizing SiC around Surface and Internal Vacancies, 19th International Conference on Ceramic
and construction Materials, 発表番号：161, Prague, Czech (2017/03).
699. Koki Itokawa, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Influence of heating time of pyrolysis method for extracting
recycled carbon fibers from wasted Prepreg on fiber breakages in its injection molded composite, 2017
SMART STRUCTURES NDE, SPIE, No.10165-32, Portland, Oregon, USA (2017/03).
*700. 高木 均, ナカガイト ノリオ アントニオ, 松井喬寛, 坂口友哉, 延伸処理したセルロースナノコンポ
ジットの評価, 日本機械学会 2016 年年次大会講演論文集, p.J0450201_1, 九州大学, 福岡 (2016
年 9 月).
701. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Takahiro Matsui and Kenya Nishimura, Preparation of
structure-controlled cellulose nanocomposites and their mechanical properties, Proceedings of the 17th
US-Japan Conference on Composite Materials, pp.25_1-25_4, Hokkaido University, Sapporo (2016/08).
702. Antonio Norio Nakagaito and Hitoshi Takagi, Affordable extraction of cellulose nanofibers from grass
straw and their application in green composites, Proceedings of the 9th International Conference on
Green Composites, pp.S01-04_1-S01-04_4, Kobe University, Kobe (2016/11).
703. Rosni Binti Yusoff, Hitoshi Takagi and Antonio Norio Nakagaito, Tensile, impact and flexural strengths
of hybrid green composites reinforced by kenaf, bamboo and coir fibers, Proceedings of the 9th
International Conference on Green Composites, pp.P-13_1-P-13_3, Kobe University, Kobe (2016/11).
704. Noor Hisyam Noor Mohamed, Hitoshi Takagi and Antonio Norio Nakagaito, Enhanced mechanical
properties of cellulose nanofiber polyvinyl alcohol green composites by heat treatment, Proceedings of
the 9th International Conference on Green Composites, pp.P-02_1-P-02_3, Kobe University, Kobe
(2016/11).
705. Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Yuya Sakaguchi, Takahiro Matsui and Kenya Nishimura,
Effect of multiple extensions on mechanical performance of cellulose nanofiber/polyvinyl alcohol
composites, Proceedings of the 9th International Conference on Green Composites, pp.P-03_1-P-03_3,
Kobe University, Kobe (2016/11).
706. 田中由浩, 安齋秀伸, 荒尾与史彦, 花岡良一, 金太成, 細井厚志, 川田宏之, 液中プラズマ還元
法を用いた白金ナノ粒子担持グラフェンの作製および電気化学特性評価, 第 2 回日本機械学会イノ
ベーション講演会 (iJSME2016), USB distributed, 早稲田大学, 東京 (2016 年 11 月).
707. 坂口 大輝, 荒尾 与史彦, 細井 厚志, 川田宏之, 液相剥離法を用いた薄層グラフェンによる透
明導電膜の作製および特性評価, 第 24 回機械材料・材料加工技術講演会（M&P2016）, USB
distributed, 早稲田大学, 東京 (2016 年 11 月).
708. 田中由浩, 安齋秀伸, 荒尾与史彦, 花岡良一, 金太成, 細井厚志, 川田宏之, 液中プラズマ法を
用いた白金ナノ粒子担持グラフェンの作製および電気化学特性評価, 第 57 回電池討論会, pp.349,
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幕張メッセ,千葉 (2016 年 11 月).
709. 田中博之, 松岡敬, 平山朋子, 伊藤弘和, ナノインデンテーション法による WPC の材料特性評価,
プラスチック成型加工学会 第 27 回年次大会, 成形加工'16, pp.91-92, タワーホール船橋, 東京
(2016 年 6 月).
710. 渡邊健斗, 山下雄毅, 松岡敬, 平山朋子, 越智昭夫, 安藤俊生, カバーリング複合糸を用いた炭
素繊維強化プラスチックの開発, プラスチック成型加工学会 第 27 回年次大会, 成形加工'16,
pp.71-72, タワーホール船橋, 東京 (2016 年 6 月).
711. 山下雄毅, 松岡敬, 平山朋子, 越智昭夫 , カバーリング複合糸を用いた 3D プリンタによる連続炭
素繊維複合材料の開発, プラスチック成形加工学会第 24 回秋季大会, pp.256-257, 仙台国際センタ
ー, 仙台 (2016 年 10 月).
712. 藤井嘉之, 松岡敬, 平山朋子, 内藤公喜, SiC ナノ粒子を添加した CFRP の摩擦摩耗特性の把握,
第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.91-92, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
713. 渡邊健斗, 松岡敬, 平山朋子, 越智昭夫, 安藤俊生, カバーリング複合糸を用いた織物強化
CFRTP の成形条件および機械的特性評価, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文
集, pp.127-128, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
714. 田窪勇次, 松岡敬, 平山朋子, 藤田浩之, CF/PA6 縫合複合糸を用いた織物強化複合材料の織り
構造による層間特性への影響, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.129-130,
"同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
715. 山下雄毅, 松岡敬, 平山朋子, 越智昭夫, カバーリング複合糸を用いた 3D プリンタによる複雑形状
を持つ連続強化繊維複合材料の成形, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集,
pp.111-112, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
716. 藤井嘉之, 松岡敬, 平山朋子, 内藤公喜, SiC ナノ粒子を添加した CFRP の摩擦摩耗特制の把握,
同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨
日・今日・明日」, pp.57, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
717. 山下雄毅, 松岡敬, 平山朋子, 越智昭夫, カバーリング複合糸を用いた 3D プリンタによる複雑形状
を持つ連続強化繊維複合材料の成形, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシ
ンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.67, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
718. 渡邊健斗, 松岡敬, 平山朋子, 越智昭夫, 安藤俊生, カバーリング複合糸を用いた織物強化
CFRTP の成形条件および機械的特性評価, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センタ
ーシンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.72, 同志社大学, 京都 (2016 年 11
月).
719. 田窪勇次, 藤田浩之, 宮田泰次, 松岡敬, 平山朋子, CF/PA6 縫合複合糸を用いた織物強化複合
材料の織り構造による層間特性への影響, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センタ
ーシンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.73, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
720. Yuki Yamashita, Takashi Matsuoka, Tomoko Hirayama, Akio Ochi, Formation of Free-Shaped CFRTP
by 3D Printer with Covering Composite Yarn as Base Filament, 6th International Joint Symposium on
Engineering Education 2016, pp.145-146, Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea
(2016/12).
721. 田中博之, 福田健児, 松岡敬, 坂本俊英, 平山朋子, 伊藤弘和, フィブリル化木粉を用いた WPC
のナノスクラッチ法による材料特性の評価, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研
究成果発表会資料集, pp.95, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
*722. 山田莉香子, 松原真己, 伊勢智彦, 河村庄造, 長谷朝博, 浜口和也, 辻内伸好, 伊藤彰人, PET
微粒子複合ゴム材料の減衰特性評価, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集,
pp.95-96, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
*723. 山田莉香子, 松原真己, 伊勢智彦, 河村庄造, 長谷朝博, 浜口和也, 辻内伸好, 伊藤彰人, PET
微粒子複合ゴム材料の減衰特性評価, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシ
ンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.59, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
*724. 松原真己, 長谷朝博, 山田莉香子, 伊勢智彦, 河村庄造, 辻内伸好, 伊藤彰人, 微粒子複合ゴ
ムの減衰特性に対する配向の影響と複合則の検討, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016
年度末研究成果発表会資料集, pp.76, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
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789. 田中亜弥, 大窪和也, 藤井透, 高分子母材への微細繊維添加による炭素繊維強化複合材料の疲
労寿命向上のメカニズム, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資
料集, pp.67, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
*790. 山田雄斗, 大窪和也, 藤井透, 前田明宏, 冨岡正雄, 石川健, PP を母材とする炭素繊維強化熱
可塑性複合材料の機械的ボルト締結法に関する研究, 同志社大学先端複合材料研究センター
2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.80, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
791. 高木均, アントニオ ノリオ ナカガイト, 坂口友哉, 松井喬寛, CNF 強化グリーンコンポジットの延伸
による特性改善, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集,
pp.29-32, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
792. 淺野真未, 松岡敬, 平山朋子, 染川英俊, 粒子強化マグネシウム複合材料におけるトライボロジー
特性の把握 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.92,
同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
793. 藤井嘉之, 松岡敬, 平山朋子, 内藤公喜, SiC ナノ粒子を添加した CFRP の摩擦摩耗特性の把握,
同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.75, 同志社大学,
京田辺 (2017 年 2 月).
<2017 年度>
829. 松岡健太, 大窪和也, 藤井透, 久須風子, 松下正人, 吉原良太, 多層構造を有する高圧用樹脂ホ
ースの圧力保持に及ぼす応力緩和の影響, 日本材料学会第 66 期通常総会・学術講演会論文集,
pp.95-96, 名城大学 (2017 年 6 月).
830. 塩谷渉, 大窪和也, 藤井透, 富岡正雄, 石川健, CFRTP 板ボルト継手の継手効率の微細繊維添加
カラーの併用による改善 –ボルト穴付近での界面接着性の改善-, 日本接着学会第 55 回年次大会
講演要旨集, No.Ｐ04Ｂ, 関西大学 (2017 年 6 月).
*831. 林研太, 大窪和也, 藤井 透, 母材へのセルロースナノファイバーの添加による平織り布 CFRP の
疲労寿命向上 ―界面はく離に伴うエネルギー解放率のモデル検証―, 2017 年度 JCOM 若手シン
ポジウム学術講演会論文集, pp.5-6, 岡山県 (2017 年 8 月).
832. Hironori Nishida, Keisuke Nagai, Souichirou Imagawa, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Valter Carvelli,
CARBON FIBER TEXTILE COMPOSITES USING HIGHLY-POLYMERIZED THERMOPLASTIC
EPOXY: EFFECT OF MOLECULAR WEIGHT OF EPOXY ON THE MECHANICAL
PERFORMANCE OF COMPOSITES, 21st International Conference on Composite Materials, Jan-09,
Xi’an (2017/08).
833. 今川宗一郎, 西田裕紀, 大窪和也, 藤井透, 高分子量化した熱可塑性エポキシ樹脂を母材とする
CFRTP の機械的特性 ―表面ひずみおよびモデル試験片上での母材き裂の連結確率の評価―,
第 42 回複合材料シンポジウム, No.Ｂ1-2-2, 東北大学, (2017 年 9 月).
834. 東郷隆志, 小武内清貴, 大窪和也, 藤井透, C/C 複合材料の摩擦係数及び摩耗特性の温度依存
性の低減 －炭素熱還元法により生成した SiC のスクラッチ効果－, 第 3 回材料 WEEK 若手学生
研究発表会, 2-B-53, 京都テルサ (2017 年 10 月).
*835. 林研太, 大窪和也, 藤井透, セルロースナノファイバー（CNF）を添加した平織り布 CFRP の疲労特
性 －CNF の長さの影響のモデル検証－, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集,
PS-2, pp.15-16, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
*836. 塩谷渉, 大窪和也, 藤井透, 富岡正雄, 石川健, CFRTP ボルト継手の静的及び疲労特性 －微細
繊維添加カラー併用の効果－, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, PS-19,
pp.49－50, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
837. 石井紀年, 大窪和也, 藤井透, 廃棄 CFRP からの再生炭素繊維抽出時の雰囲気条件の違いが成
型品の破壊形態に及ぼす影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, PS-31,
pp.73－74, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
838. 今川宗一郎, 西田裕紀, 大窪和也, 藤井透, 熱可塑性エポキシ樹脂 CFRTP の母材の高分子量化
に伴う引張強度の向上 ―表面ひずみ分布および母材き裂の連結確率の変化―, 第 9 回自動車用
途コンポジットシンポジウム講演論文集, PS-28, pp.67－68, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
*839. 林研太, 大窪和也, 藤井透, セルロースナノファイバー（CNF）を添加した平織り布 CFRP の疲労特
性 －CNF の長さの影響のモデル検証－, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料
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集, p.38, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
*840. 塩谷渉, 大窪和也, 藤井透, 富岡正雄, 石川健, CFRTP ボルト継手の静的及び疲労特性 －微細
繊維添加カラー併用の効果－, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.59, 同
志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
841. 石井紀年, 大窪和也, 藤井透, 廃棄 CFRP からの再生炭素繊維抽出時の雰囲気条件の違いが成
型品の破壊形態に及ぼす影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.71,
同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
842. 今川宗一郎，西田裕紀，大窪和也，藤井透, 熱可塑性エポキシ樹脂 CFRTP の母材の高分子量化
に伴う引張強度の向上 ―表面ひずみ分布および母材き裂の連結確率の変化―, 先端複合材料研
究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.69, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
843. 石井紀年, 大窪和也, 藤井透, 再生炭素繊維を用いた射出成型品の機械的特性 -廃棄 CFRP から
の繊維抽出の際の過熱水蒸気の応用-, 62nd FRP CON-EX 2017 講演会 講演要旨集, p.220-223,
福島市 (2017 年 11 月).
*844. 林研太, 大窪和也, 藤井透, 異なる繊維長を有するセルロースナノファイバー群の母材への添加
による平織布 CFRP の曲げ特性の改善, 第 9 回日本複合材料会議（JCCM-9）1A-10, 同志社大学,
京田辺市 (2018 年 3 月).
845. 石井紀年, 大窪和也, 藤井透, 廃棄 CFRP より大気および過熱水蒸気雰囲気下にて熱分解抽出さ
れた再生炭素繊維の寸法変化とその強度分布との関係, 第 9 回日本複合材料会議（JCCM-9）
1A-02, 同志社大学, 京田辺市 (2018 年 3 月).
846. 塩谷渉, 大窪和也, 藤井透, 冨岡正雄, 石川健, ボルト接合された直交 CFRTP 板の継手効率の変
化 ―締結力および本数とボルト穴近傍の局所エネルギ解放率との関係―, 第 9 回日本複合材料会
議（JCCM-9）, 2B-07, 同志社大学, 京田辺市 (2018 年 3 月).
847. Hitoshi Takagi, Yuya Sakaguchi and Antonio N. Nakagaito, Microstructural changes in cellulose
nanofiber composites upon stretching, Proceedings of The 16th Asian Workshop on Polymer
Processing (AWPP2017), 189-190, Hanoi, Vietnam (2017/10).
848. 高木 均, 坂口 友哉, ナカガイト ノリオ アントニオ, PVA/CNF 系グリーンコンポジットの延伸による
特性改善, 日本材料学会第 66 期学術講演会講演論文集, 314_1-314_2, 名古屋市 (2017 年 5 月).
*849. 高木均, 坂口友哉, ナカガイト ノリオ アントニオ, CNF 複合材料の延伸処理による微細構造変化,
日本機械学会 M&M2017 材料力学カンファレンス 講演論文集, 1239-1241, 札幌市 (2017 年 10 月).
850. 藤井紘, 高木均, 中垣内アントニオ徳雄, 三宅真也, 大森博徳, 赤松伸一, 長澤次男, 発泡樹脂
シート材の特性評価に関する研究, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集,
pp.69-70, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
851. 高木均, 中垣内アントニオ, 坂口友哉, セルロースナノファイバー強化ナノコンポジットの組織制御
に関する研究, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.39, 同志社大学, 京都
市 (2017 年 11 月).
852. 中曽健輔, 田中由浩, 安齊秀伸, 荒尾与史彦, 花岡良一, 金太成, 細井厚志, 川田宏之, 液中プ
ラズマ法を用いて作製した白金担持グラフェン触媒の電気化学特性評価, プラスチック成形加工学
会, pp.325-326, 東京 (2017 年 6 月).
853. 大場 圭介, 坂口 大輝, 荒尾 与史彦, 細井 厚志, 川田 宏之, 銀担持グラフェンを用いて作製し
た透明導電膜の電気特性評価, 日本機械学会 2017 年度年次大会, DVD distributed, 埼玉 (2017
年 9 月).
854. 中曽健輔, 田中由浩, 安齊秀伸, 荒尾与史彦, 花岡良一, 金太成, 細井厚志, 川田宏之, 液中プ
ラズマ法を用いて作製した白金担持グラフェン触媒の電気化学特性評価先端複合材料研究センタ
ーシンポジウム 2017 講演資料集, p.53, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
855.

Y. Fujii, K. Naito, T. Matsuoka, T. Hirayama, H. Sakamoto, Wear properties of high modulus
pitch-based CFRP with two different types of SiC nano-particles, 20TH International Conference on
Composite Structures, pp.193, Paris, France (2017/09).

856. 藤井嘉之, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, 内藤公喜, SiC ナノ粒子を添加した高剛性ピッチ系炭素
繊維強化樹脂における摩耗特性の把握, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集,
pp.33-34, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
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857. 藤井嘉之, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, 内藤公喜, SiC ナノ粒子を添加した高剛性ピッチ系炭素
繊維強化樹脂における摩耗特性の把握, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料
集, p.48, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
858. Y. Fujii, K. Naito, T. Matsuoka, H. Sakamoto, T. Hirayama, Wear properties of high modulus
pitch-based CFRP with SiC nano-particles, 7th International Joint Symposium on Engineering
Education, pp.131-132, Kagoshima, Japan (2017/12).
859. 淺野真未, 平山朋子, 坂本英俊, 松岡敬, 染川英俊, 粒子強化マグネシウム複合材料におけるトラ
イボロジー特性の把握, 日本金属学会 2017 年秋期講演大会講演概要集, P199-P0004, 北海道大
学, 札幌市 (2017 年 9 月).
860. 淺野真未, 平山朋子, 坂本英俊, 松岡敬, 染川英俊, 粒子強化マグネシウム複合材料のトライボロ
ジー特性に及ぼす強化材の影響, 軽金属学会 第 133 回秋期大会講演概要, pp.297-298, 宇都宮
大学, 宇都宮市 (2017 年 11 月).
861. 淺野真未, 平山朋子, 坂本英俊, 松岡敬, 染川英俊, 粒子強化マグネシウム複合材料におけるトラ
イボロジー特性の把握, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.35-36, 同志社
大学, 京都市 (2017 年 11 月).
862. 淺野真未, 平山朋子, 坂本英俊, 松岡敬, 染川英俊, 粒子強化マグネシウム複合材料におけるトラ
イボロジー特性の把握, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.49, 同志社大
学, 京都市 (2017 年 11 月).
863. 山下雄毅, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, 越智昭夫, カバーリング複合糸を用いた連続繊維 CFRP
の 3D プリンティング技術の検討, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.55-56,
同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
864. 山下雄毅, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, 越智昭夫, カバーリング複合糸を用いた連続繊維
CFRP の 3D プリンティング技術の検討, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集,
p.63, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
865. K. Nakamura, H. Sakamoto, T. Matsuoka, T. Hirayama, Mechanical properties and curved sarface
forming of CFRP woven fabric reinforced with covering composite yarm, 7th International Joint
Symposium on Engineering Education, pp.93-94, Kagoshima, Japan (2017 年 12 月).
866. K. Fukuda, T. Matsuoka, T. Hirayama, H. Sakamoto, Containing fibrillated wood powder by
nanoindentation test Evaluation of material properties of WPC, 7th International Joint Symposium on
Engineering Education, pp.50-51, Kagoshima, Japan (2017/12).
*867. 松原真己, 長谷朝博, 山田莉香子, 浜口和也, 伊勢智彦, 河村庄造, 辻内伸好, 伊藤彰人, 微
粒子複合化天然ゴムを用いた制振材料の動的粘弾性評価, 日本機械学会 Dynamics and Design
Conference 2017, 246.pdf, 愛知大学, 豊橋市 (2017 年 8 月).
*868. M. Matsubara, A. Nagatani, R. Yamada, T. Ise, S. Kawamura, N. Tsujiuchi and A. Ito, Viscoelastic
model for composite materials focused on strain amplitude dependence, The 17th Asia Pacific
Vibration Conference, 053.pdf, Nanjing, China (2017/11).
*869. 松原真己, 長谷朝博, 寺本真ノ将, 山田莉香子, 伊勢智彦, 河村庄造, 辻内伸好, 伊藤彰人,
PET 微粒子複合化天然ゴムの減衰特性に対する界面すべりの力学モデル化と X 線 CT による直接
観察, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.1-4, 同志社大学, 京都市 (2017
年 11 月).
*870. 松原真己, 長谷朝博, 寺本真ノ将, 山田莉香子, 伊勢智彦, 河村庄造, 辻内伸好, 伊藤彰人,
PET 微粒子複合化天然ゴムの減衰特性に対する界面すべりの力学モデル化と X 線 CT による直接
観察, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.52, 同志社大学, 京都市 (2017
年 11 月).
959. 林研太, 大窪和也, 藤井透, 異なる繊維長を有するセルロースナノファイバー群の母材への添加に
よる平織り布 CFRP の曲げ特性の改善, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資
料集, PS-16, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
960. 塩谷渉, 大窪和也, 藤井透, 冨岡正雄, 石川健, CFRTP/Al ボルト継手の継手効率－ボルト穴付近
の局所エネルギ解放率との関係－, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料
集, PS-22, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
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961. 石井紀年, 大窪和也, 藤井透, 廃棄 CFRP より熱分解抽出された再生炭素繊維の寸法変化とその
強度分布との関係, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-36, 同志
社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
962. 今川宗一郎, 西田裕紀, 大窪和也, 藤井透, 熱可塑性エポキシ樹脂 CFRTP の母材の高分子量化
に伴う引張強度の向上 ―表面ひずみ分布および母材き裂の連結確率の変化―, 先端複合材料研
究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-37, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
963. 高木均, ナカガイト ノリオ アントニオ, 坂口友哉, セルロースナノファイバー強化ナノコンポジットの
組織制御に関する研究, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-3, 同
志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
964. 川田宏之, 伊藤暁, 荒尾与史彦, 細井厚志, 液相剥離法によるグラフェン透明導電膜の作製およ
びその電気特性に及ぼす導電性ポリマーの影響, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成
果発表会資料集, PS-9, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月) .
965. 川田宏之, 中曽健輔, 金太成, 細井厚志, 液中プラズマ法による白金ナノ粒子担持グラフェンの作
製および電気化学特性評価, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集,
PS-14, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月) .
966. 淺野真未, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, 染川英俊, マグネシウム基複合材料のトライボロジー特
性に及ぼす添加粒子の影響, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集,
PS-11, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月) .
967. 藤井嘉之, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, 内藤公喜, SiC ナノ粒子を添加した高剛性ピッチ系炭素
繊維強化樹脂の耐摩耗性向上メカニズムの把握, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成
果発表会資料集, PS-12, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月) .
968. 福田健児, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, WPC の界面部に着目した材料特性評価, 先端複合材
料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-21, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月) .
969. 山下雄毅, 吉澤誉人, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, 越智昭夫, カバーリング複合糸を用いた連
続繊維 CFRP の 3D プリンティング成形法の開発, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果
発表会資料集, PS-24, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月) .
970. 中村恒大, 松岡敬, 平山朋子, 坂本英俊, 越智昭夫, カバーリング複合糸を用いた織物強化 CFRP
の曲面成形性の評価, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-28, 同
志社大学, 京田辺 ( 2018 年 3 月) .
971. 松原真己, 寺本真ノ将, 山田莉香子, 長谷朝博, 河村 庄造, 伊勢智彦, 辻内伸好, 伊藤彰人,
PET 微粒子複合化ゴムにおける X 線 CT による界面すべり観察, 先端複合材料研究センター2017
年度末研究成果発表会資料集, PS-13, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月) .
988. Kenta Matsuoka, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Chihiro Nakamura, Yushi Fujishita, Fuko Kusu, Masato
Matsushita, Ryota Yoshihara, Evaluation of Oil-leakage of Multi-Layered Regin-hose Clamped with
Metal Nipple and Sleeve, SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health
Monitoring 2018, Proceedings Vol. 10596, #59, Denver, Colorado, United States (2018/03) .
989. Noritoshi Ishii, Toru Fujii, Kazuya Okubo, Carbon fibers extracted from CFRP waste using superheated steam and their applications, Abstract of European Advanced Energy Materials Congress 2018,
Published online: DOI:10.5185/aeme18.2018, Stockholm, Sweden (2018/03).
【テーマ 3】
<2013 年度>
343. Masafumi NAGURA, Tsutao KATAYAMA, Kazuto TANAKA, FABRICATION OF CARBON
NANOTUBE REINFORCED POLYLACTIDE (PLA) NANOFIBER BY ELECTROSPINNING
PROCESS AND EVALUATION OF ITS MECHANICAL PROPERTIES, COMPOSITES WEEK
Nano-engineered structural composites, USB, Leuven, Belgium (2013/09) .
344. 小嶋啓介, 田中和人, 片山傳生, 篠原正浩, 炭素繊維/ナイロン 6 モデルコンポジットの繊維/樹脂
界面特性に及ぼす温度と水環境の影響, 第 5 回自動車用途コンポジットシンポジウム, p.55, 同志社
大学，京都市 (2013 年 10 月) .
345, 松浦康晴, 田中和人, 片山傳生, 榎真一, 直接通電抵抗加熱を用いた CFRTP パイプ成形法にお
ける金型温度分布の有限要素解析, 第 5 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp56-57, 同志社
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大学，京都市 (2013 年 10 月) .
346. 仲野由将, 田中和人, 片山傳生, 篠原正浩, 炭素繊維への直接通電抵抗加熱を用いた CFRTP の
溶着, 第 5 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp59-60, 同志社大学，京都市 (2013 年 10 月) .
347. 内藤公喜, ポリマーコーティングおよびカーボンナノチューブ析出による炭素繊維の表面改質と繊
維およびその複合材料特性の向上効果, CFRP の特性向上に向けた繊維表面処理および含浸性改
善技術セミナーテキスト, PPT, きゅりあん, 東京都 (2013 年 4 月) .
348. 王慶華, 岸本哲, 内藤公喜, 田中義久, 香川豊, Fabrication of nanoscale speckle pattern on
polymer using broad ion beam milling, 日本材料学会第 62 期通常総会·学術講演会 前刷り集,
p.301, 東京工業大学, 東京都 (2013 年 5 月).
349. 内藤公喜, 繊維強化型高分子系ハイブリッド材料を用いた構造物の補強と容易な損傷検出の可能
性について, NIMS-PWRI 第１回技術交流会 , PPT, 物質・材料研究機構,つくば市 (2013 年 5 月).
350. 内藤公喜, 繊維強化型高分子系ハイブリッド材料を用いた構造物の補強 , 第２回 新日鐵住金－
NIMS 若手研究者交流会, (ポスター番号-39), 物質・材料研究機構,つくば市 (2013 年 5 月).
351. 内藤公喜, 連続炭素繊維の特性と破壊挙動, ＣＦＲＰ(炭素複合材料)の含浸性向上技術セミナーテ
キスト, PPT, 北とぴあ, 東京都 (2013 年 8 月).
352. 内藤公喜, カーボンナノチューブ複合材料を用いたハイブリッド化と量産化技術の開発, 第 1 回カー
ボンナノチュ-ブコンポジットワークショプ, PPT, KKR ホテル熱海, 熱海市 (2013 年 8 月).
353. H. Nakayama, K. Goto, TH. Nam, S. Yoneyama, S. Arikawa, K. Naito, Y. Shimamura, Y. Inoue,
Development Study of Lightweight Structural Materials using UD Carbon Nanotube Sheet, 19th
International Conference on Composite Materials (ICCM19) , USB , Montreal,Canada (2013/08).
354. Y. Tanaka, K. Naito, S. Kishimoto, Y. Kagawa, Measurement of thermal deformation in CFRP
laminate at different scales, 19th International Conference on Composite Materials (ICCM19) , USB,
Montreal, Canada (2013/08).
355. K. Naito, Tensile Properties of PAN- and Pitch-based Hybrid Carbon Fiber Reinforced Epoxy Matrix
Composites, 19th International Conference on Composite Materials (ICCM19), USB, Montreal,
Canada (2013/08).
356. 王慶華, 岸本哲, 田中義久, 内藤公喜, 香川豊, Generation of overlap-scanning laser microscope
moiré fringes using micro grids for in-situ deformation measurement, 日本機械学会 2013 年度年次
大会講演論文集, (J112014), 岡山大学, 岡山市 (2013 年 9 月).
357. K. Naito, Y. Inoue, H. Fukuda, Tensile properties of carbon nanotubes grafted polyacrylonitrile-based
carbon fibers, International Conference on Diamond and Carbon Materials 2013 （ABSTRACT
BOOK）, (P2.003), Riva del Garda,Italy (2013/09) .
358. 田中義久, 内藤公喜, 岸本哲, 積層 CFRP の界面に及ぼす熱膨張異方性の影響, 日本機械学会
M&M2013 材料力学カンファレンス論文集, (OS0901) CD-ROM, 岐阜大学,岐阜 (2013 年 10 月) .
359. Y. Tanaka, K. Naito, S. Kishimoto, Thermal deformation inhomogeneity of hierarchical microstructure
composite materials, International Symposia on Micro and Nano Technology (ISMNT)
（ABSTRACT BOOK）, USB , Shanghai,China (2013/10 ) .
360. 内藤公喜, カーボンナノチューブ析出炭素繊維とその複合材料の力学および機能特性, 第 2 回先
端複合材料研究センターコロキウム 資料(PPT), 同志社大学, 京田辺市 (2013 年 10 月).
361. 内藤公喜, 炭素繊維とポリイミドの密着性・含浸性と引張特性, CFRP における樹脂と炭素繊維の含
浸性向上技術セミナーテキスト, PPT, ゆうぽうと, 東京都 (2013 年 11 月).
362. 内藤公喜, 複合材料における界面制御, Symposium on Hybrid Materials Architecture－ハイブリッド材
料の三次元造形造質に向けて－セミナーテキスト, PPT, 物質・材料研究機構, つくば市 (2014 年 2 月).
<2014 年度>
435. 仲野由将, 田中和人, 片山傳生, 榎 真一, CFRTP の直接通電抵抗加熱接合強度に及ぼすレーザ
ー表面処理の影響, 第 6 回自動車コンポジットシンポジウム, pp.151-152, 同志社大学，京都市
(2014 年 11 月).
436. 橋本美穂, 名倉真史, 田中和人, 片山傳生, エレクトロスピニング法により作製した CNT 強化 PA6
ナノファイバーシートの機械的特性評価, 第 52 回同志社大学理工学研究所研究発表会 2014 年度
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学内研究センター合同シンポジウム, pp.96-100, 同志社大学，京都 (2014 年 12 月).
437. 内藤公喜, 炭素繊維の構造、表面状態と強度、密着性評価, 炭素繊維の表面特性とマトリックス樹
脂との含浸性向上セミナー, セミナーテキスト, きゅりあん東京都 (2014 年 4 月).
438. K. Naito, Interfacial Shear Strength of Carbon Nanotubes Grafted Carbon Fiber/Epoxy, Proceeding of
16th European Conference on Composite Materials (ECCM16), USB0077, Seville, Spain (2014/06).
439. C. Sato, Y. Sekiguchi, H. Okamoto, K. Shimamoto, M. Katano, K. Naito, Y. Kuratani, T. Okayama, A.
Takano, Y. Hamaguchi, T. Fukumoto, K. Furukawa, Evaluation of Surface Treatments for Adhesion of
Thermoplastic Composites for Automotive Use, Proceeding of 16th European Conference on Composite
Materials (ECCM16), USB1135, Seville, Spain (2014/06).
440. 内藤公喜, NIMS での複合材料研究について, 繊維強化樹脂研究会(第３回)研究会, NIMS, 茨城
(2014 年 7 月).
441. 小笠原俊夫, 島村佳伸, 井上翼, 後藤健, 内藤公喜, 配向カーボンナノチュ―ブを適用した複合
材料のプロセスと力学挙動, 日本機械学会 M&M2014 材料力学カンファレンス, 福島大学, 福島市
(2014 年 7 月).
442. Y. Tanaka, K. Naito, S. Kishimoto, Effect of thermal strain inhomogeneity on fiber/matrix interface
debonding for carbon fiber-reinforced polymer matrix composite, Proceedings of ACEM14, CD,
Busan,Korea (2014/08).
443. K. Naito, Shear Properties of Carbon Fiber/Epoxy Composite, Proceeding of 16th US-Japan Conference
on Composite Materials, CD,602, San Diego,USA (2014/09).
444. T. Kajinuma, K. Goto, S. Yoneyama, S. Arikawa, Y. Shimamura, Y. Inoue, K. Naito, Development
Study of Ultra Thin Fiber Reinforced Plastics Using Uni-Directionally Aligned Carbon Nanotube
Sheet, Proceeding of 16th US-Japan Conference on Composite Materials, CD183, San Diego,USA
(2014/09).
445. Y. Tanaka, K. Naito, Fatigue damage evolution and degradation of the hybrid CFRP, Proceedings of
ACCM9, CD, Suzhou, China (2014/10).
446. 内藤公喜, 炭素繊維の特徴、強度と樹脂との密着性評価, 炭素繊維/樹脂界面の制御と強度評価
セミナー, セミナーテキスト, 技術情報協会８Ｆセミナールーム, 東京都 (2014 年 11 月).
447. 島村佳伸, 後藤健, 小笠原俊夫, 内藤公喜, CNT アセンブリを用いた構造用樹脂複合材料の開発,
第 2 回カーボンナノチューブコンポジットワークショップ, 早稲田大学,東京都 (2014 年 12 月) .
448. 梶沼隆志, 後藤健, トラン・フー・ナム, 米山聡, 有川秀一, 島村佳伸, 井上翼, 内藤公喜, 配向
CNT シートを用いた高強度薄肉 FRP の創製と力学特性評価, 第 30 回宇宙構造・材料シンポジウム,
CD, 宇宙科学研究所, 神奈川県 (2014 年 12 月).
449. 内藤公喜, 田中和人, 松岡敬, ナノ組織混入炭素繊維強化高分子系複合材料の作製とその複合
材料の力学的特性評価, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会, 資
料 No.135-40, 同志社大学, 京田辺校地, 京都府 (2015 年 2 月).
<2015 年度>
566. Kazuto Tanaka, Genta Maeda, Yusuke Morita and Tsutao Katayama, EVALUATION OF FIBER
MATRIX INTERFACIAL STRENGTH FOR CNT GRAFTED CF/PA6 AT HIGH TEMPERATURE,
20th International Conference on Composite Materials(ICCM20), P105-09, Copenhagen (2015/07).
567. 向奥裕基, 田中和人, エレクトロスピニング法により作製した CNT/PA6 ナノファイバーにおける CNT
の分散評価, 日本材料学会第６４期学術講演会, pp.157-158, 山形大学米沢キャンパス(米沢市)
(2015 年 5 月).
568. 奥村祐規, 片山傳生, 森田有亮, 田中和人, CNT 析出炭素繊維と PA6 樹脂との界面強度に及ぼす
CNT 析出長さの影響, 第 7 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.81-82, 同志社大学, 京都市
(2015 年 11 月).
569, 須江竜字, 田中和人, 片山傳生, 直接通電抵抗加熱を用いた CNT 析出炭素繊維の加熱特性評
価, 第 7 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.111-112, 同志社大学, 京都市 (2015 年 11 月).
570. 前畑俊輔, 片山傳生, 田中和人, CFRTP の曲げ特性に及ぼすマトリックス樹脂供給形態の影響, 第
7 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.89-90, 同志社大学, 京都市 (2015 年 11 月).
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571. 田中裕大, 田中和人, 片山傳生, CFRTP 直接通電抵抗加熱溶着の引張せん断強度に及ぼす炭素
繊維表面への CNT 析出の影響, 第 7 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.69-70, 同志社大
学，京都市 (2015 年 11 月).
572. 崔乗喆, 岸本哲, 内藤公喜, 田中義久, CFRP/撚り掛け組紐状の GFRP を有するハイブリッド複合
ロッドにおける長軸方向の圧縮試験, 日本材料学会第 64 期学術講演会, 講演会論文集, 613, pp.
347-348, 山形大学, 山形 (2015 年 5 月).
573. Y. Shibata, V. Premalal, Y. Shimamura, K. Goto, T. Ogasawara, K. Naito, G. Yamamoto, Y. Inoue,
Mechanical and Electrical Characteristics of Highly Aligned CNT/Polymer Composite Materials, The
16th International Conference on the Science and Application, Nagoya University, Nagoya (2015/06).
574. K. Naito, V. Premalal, H. Oguma, Y. Shimamura, Y. Inoue, Tensile Properties of Carbon
Nanotubes-sheets/Carbon Fibers/Epoxy and Carbon Nanotubes-grafted Carbon Fibers/Epoxy Hybrid
Composites, 20th International Conference on Composite Materials (ICCM20), Proceeding of ICCM20
(WEB), Copenhagen, Denmark (2015/07).
575. Y. Tanaka, K. Naito, S. Kishimoto, Deformation Monitoring at Different Scales for Detecting Interface
Damage of CFRP by Combining Electron Moire and Digital Image Correlation (DIC) Methods, NIMS
Conference 2015, Epochal Tsukuba, Ibaraki (2015/07).
576. K. Naito, H. Oguma, Interfacial Shear Properties of Carbon Nanotubes Grafted Carbon Fiber
Polyimide Composites, 10th International Conference on Composite Science and Technology
ICCST/10, Proceedings of ICCST/10 (WEB), Lisbon, Portugal (2015/09).
577. Y. Tanaka, K. Naito, S. Kishimoto, In-situ Multi-scale Strain Imaging for Composite Materials using
FE-SEM during Mechanical and Thermal Loading, SIP-IMASM 2015, Proceedings of SIP-IMASM
2015, pp.26-28, AIST, Ibaraki (2015/09).
578. D. He, M. Shiwa, K. Naito, Crack detection of CFRP cabe using ECT with Saw-wave Excitation,
ENDE2015, Proceedings of ENDE2015, OS2-3, Katahira Sakura Hall, Sendai (2015/09).
579. 崔乗喆, 内藤公喜, 田中義久, 岸本哲, CFRP/撚り掛け組紐状の GFRP を有するハイブリッド複合ロ
ッドの長軸方向の圧縮荷重における強度変化, 日本機械学会 2015 年度年次大会, 論文集,
J0450202, 北海道大学, 北海道 (2015 年 9 月).
580. 田中義久, 内藤公喜, 崔乗喆,岸本哲, ガラス繊維／炭素繊維／熱可塑性樹脂複合ロッドの界面力
学特性, 日本機械学会 2015 年度年次大会, 論文集, J0450203, 北海道大学, 北海道 (2015 年 9 月).
581. Y. Tanaka, K. Naito, Measurement of Local Deformation and Strain Distribution for Carbon Fiber
Reinforced Polymer Composite (CFRP) during Thermal Loading by using In-situ FE-SEM
Observation, ATEM15, Loisir Hotel Toyohashi (2015/10).
582. 志波光晴, 内藤公喜, 小熊博幸, 小山田弥平, 横山光徳, 分布型光ファイバーセンサによる CF スト
ランドの AE ヘルスモニタリング法の基礎検討, 平成 27 年度秋季講演大会, 日本非破壊検査協会,
講演概要集, pp.99-100, 北海道立道民活動センター, 北海道 (2015 年 10 月).
583. H. Oguma, K. Naito, Tensile Properties of Novel Carbon/Glass Hybrid Thermoplastic Composite Rods
for Tendon, LIMAS2015, Official Conference Proceedings pp.21-26, Glasgow, UK (2015/11).
584. 志波光晴, 内藤公喜, 小熊博幸, 小山田弥平, 横山光徳, AE による CF ストランドのヘルスモニタリ
ング法の検討, 第 20 回アコースティック・エミッション総合コンファレンス, 論文集, pp.161-164, 愛知
県産業労働センター（ウインクあいち）, 愛知 (2015 年 11 月).
585. 志波光晴, 内藤公喜, 小熊博幸, 小山田弥平, 横山光徳, カーボンファイバーストランドの引張り試
験時の AE 特性, 平成 27 年度新素材の非破壊評価部門ミニシンポジウム, 秋田市第一会館, 秋田
(2015 年 11 月).
586. 志波光晴, 小山田弥平, 内藤公喜, 小熊博幸, 横山光徳, CF ストランドの AE ヘルスモニタリング法
の検討, 平成 27 年度新素材の非破壊評価部門ミニシンポジウム, 秋田市第一会館, 秋田 (2015 年
11 月).
587. 田中義久, 内藤公喜, Quanta 200 FEG を用いた CFRP の界面変形・ひずみ計測, 第 33 回マイクロ
アナリシス研究懇談会, 講演前刷り, 島津製作所東京イベントホール, 東京 (2015 年 11 月).
588. 内藤公喜, 炭素繊維の特徴、強度と樹脂との密着性評価, CFRTP の樹脂含浸･成形加工技術セミ
ナー, 日幸五反田ビル 8F 技術情報協会 セミナールーム, 東京 (2016 年 1 月).
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589. 内藤公喜, 田中和人, カーボンナノチューブ析出炭素繊維エポキシハイブリッド材料の引張および
せん断特性, 同志社大学先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, 資料 pp.53-58,
同志社大学, 京田辺校地, 京都府 (2016 年 2 月).
<2016 年度>
*725. 山田翔太, 田中和人, 片山傳生, 内藤公喜, CNT 析出炭素繊維強化熱可塑樹脂積層板の導電
性,第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.93-94, 同志社大学, 京都 (2016 年
11 月).
726. 青砥一央, 片山傳生, 森田有亮, 田中和人, 直接通電抵抗加熱溶着により接合した CFRTP の引張
せん断接着強さに及ぼす炭素繊維への CNT 析出時間の影響, 第 8 回自動車用途コンポジットシン
ポジウム講演論文集, pp.99-100, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
727. 時川大佑, 田中和人, 片山傳生, 榎真一, プレス射出ハイブリッド成形品の界面強度に及ぼす
CNT 析出開繊糸の影響, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.101-102, 同志
社大学, 京都 (2016 年 11 月).
*728. 山田翔太, 田中和人, 片山傳生, 内藤公喜, CNT 析出炭素繊維強化熱可塑樹脂積層板の導電
性,同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端複合材料の
昨日・今日・明日」, pp.58, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
729. 青砥一央, 片山傳生, 森田有亮, 田中和人, 直接通電抵抗加熱溶着により接合した CFRTP の引張
せん断接着強さに及ぼす炭素繊維への CNT 析出時間の影響, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端
複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.61, 同志社大学,
京都 (2016 年 11 月).
730. 時川大佑, 田中和人, 片山傳生, 榎真一, プレス射出ハイブリッド成形品の界面強度に及ぼす
CNT 析出開繊糸の影響, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム
2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.62, 同志社大学, 京都 ( 2016 年 11 月).
731. 田中和人, 片山傳生, 連続繊維強化熱可塑性樹脂複合材料のダイヤフラム成形, 2016 年度同志社
大学リエゾンフェア, ポスター発表, 研究シーズ群 (複合材料), 京都 (2016 年 12 月).
732. 内藤公喜, 炭素繊維の表面改質及び界面特性評価と複合材料特性の向上効果 CFRP 成形におけ
る材料設計・含浸性とその制御セミナー, 東京 (2016 年 5 月).
733. K. Naito, H. Oguma, Lap Shear Strength of Similar GF/PP Adherends Boned with Two-part Acrylicbased Adhesive, 17th European Conference on Composite Materials (ECCM17), WEB, Munich,
Germany (2016/06).
734. H. Oguma, K. Naito, Mechanical Properties of Novel Carbon/Glass Fiber Hybrid Rod for Tendons,
17th European Conference on Composite Materials (ECCM17), WEB, Munich, Germany (2016/06).
735. Y. Tanaka, K. Naito, H. Kakisawa, Damage evolution in titanium-CFRP hybrid laminates during
fatigue and strain measurement at the interface, 9th Pacific Rim International Conference on Advanced
Materials and Processing (PRICM9), 京都 (2016 年 8 月).
736. K. Naito, H. Oguma, Tensile Properties of Novel Carbon/Glass Hybrid Thermoplastic Composite Rods
under Static and Fatigue Loading, 3rd Brazilian Conference on Composite Materials (BCCM3), USB
distributed, Gramado, Brazil (2016/08).
737. 小熊博幸, 内藤公喜, FRP ケーブルの性能を最大限に引き出す定着構造体, JST 新技術説明会,
東京 (2016 年 9 月).
738. K. Naito, H. Oguma, H.B. Kim, Lap Shear Strength of Similar and Dissimilar Adherends Boned with
Two-part Epoxy Adhesive, 10th Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM10),
Abstract: USB distributed, Busan, Korea (2016/10).
739. H B. Kim, K. Naito, H. Oguma, Fracture Toughness of Composites by DCB Tests: Static and Fatigue
Loading, 10th Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM10), Abstract: USB
distributed, Busan, Korea (2016/10).
740. 小熊博幸, 内藤公喜, 炭素繊維／ガラス繊維ハイブリッド線材の疲労強度特性, 第 33 回疲労シン
ポジウム・第 1 回生体・医療材料シンポジウム, 講演論文集, 赤穂 (2016 年 11 月).
741. 内藤公喜, NIMS での接着接合に関わる力学特性評価について, 第 2 回接着材料クラスター会議,
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つくば (2017 年 2 月).
742. 内藤公喜, NIMS での接着研究の取り組み, 第 1 回接着強度に関する勉強会, 大阪( 2017 年 2 月).
743. 内藤公喜, 田中和人, カーボンナノチューブシート挿入炭素繊維エポキシハイブリッド材料の作製と
力学的特性評価, 同志社大学先端複合材料研究センター, 2016 年度末研究成果発表会資料集,
pp.39-44, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
794. 青砥一央, 田中和人, 片山傳生, 森田有亮, CFRTP 直接通電抵抗加熱溶着材の引張せん断接着
強さに及ぼす炭素繊維表面への CNT 析出時間の影響, 同志社大学先端複合材料研究センター
2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.79, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
795. 時川大佑, 田中和人, 片山傳生, プレス射出ハイブリッド成形品の界面強度に及ぼす CNT 析出開
繊糸の影響, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.77,
同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
796. 山田翔太, 田中和人, 片山傳生, 内藤公喜, CFRTP 積層板の導電性および曲げ特性に及ぼす
CNT 析出炭素繊維の影響, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会
資料集, pp.74, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
797. 常徳慧, 田中和人, 片山傳生, カーボンナノチューブ添加ポリアミド 6 ナノファイバーの創製とその
機械的特性評価, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集,
pp.68, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
<2017 年度>
871. 常徳慧, 田中和人, 片山傳生, CNT／PA6 ナノファイバーの引張強度に及ぼす CNT の添加量の影
響, 日本材料学会第 66 期学術講演会, PaperNumber309, pp.77-78, 名城大学天白キャンパス, 名古
屋市 (2017 年 5 月).
*872. 田中応佳, 田中和人, 片山傳生, CNT 析出炭素繊維の直接通電抵抗加熱特性評価, 日本材料
学会第 3 回材料 WEEK_材料シンポジウム_若手学生研究発表会, 43, 京都テルサ, 京都市 (2017
年 10 月).
873. 樋上佳孝, 杉原愛美, 片山傳生, 田中和人, 炭素繊維表面への CNT 析出形態と炭素繊維ポリア
ミド樹脂界面強度に及ぼすサイジング剤の影響, 日本材料学会第 3 回材料 WEEK_材料シンポジウ
ム_若手学生研究発表会, 45, 京都テルサ, 京都市 (2017 年 10 月).
874. 青砥一央, 片山傳生, 田中和人, CFRTP 直接通電抵抗加熱溶着の曲げ接着強さに及ぼす CNT 析
出炭素繊維の影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.45-46, 同志社大
学, 京都市 (2017 年 11 月).
875. 寺村拓也, 片山傳生, 田中和人, 西口勝也, PA12 エラストマーを接着剤に用いた CFRP/Al の摩
擦撹拌点接合強度に及ぼす加圧時間の影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文
集, pp.43-44, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
876. 赤松駿, 田中和人, 片山傳生, 上金型のみに直接通電した金型の温度分布有限要素解析, 第 9 回
自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.51-52, 同志社大学，京都市 (2017 年 11 月).
877. 嘉悦正臣, 田中和人, 片山傳生, 石川健, CF/PA6 ランダム材を用いたハイブリッド成形品の機械的
特性及ぼすリブ根元形状の影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.57-58,
同志社大学，京都市 (2017 年 11 月).
878. 野口慧, 片山傳生, 田中和人, 石川健, CF/PP ランダム材を用いたプレス射出ハイブリッド成形品の
機械的特性に及ぼすリブへの入り込み高さの影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演
論文集, pp.59-60, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
879. 平田晃浩, 近藤佑亮, 片山傳生, 田中和人, 溶融熱可塑性樹脂を用いた RTM 成形による GFRTP
の機械的特性に及ぼすプレス条件の影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集,
pp.61-62, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
880. 竹井利昭, 田中和人, 片山傳生 , 炭素繊維／高耐熱性ポリアミド複合材料の引張強度に及ぼす成
形条件の影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.65-66, 同志社大学, 京
都市 (2017 年 11 月).
881. 大野花甫里, 片山傳生, 田中和人, ポリアミド 12 エラストマー層を有する炭素繊維強化ポリアミド 12
積層板の衝撃特性評価, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.71-72, 同志社
大学, 京都市 (2017 年 11 月).
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882. 青砥一央, 片山傳生, 田中和人 , CFRTP 直接通電抵抗加熱溶着の曲げ接着強さに及ぼす CNT 析
出炭素繊維の影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.57, 同志社大学,
京都市 (2017 年 11 月).
883. 樋上佳孝, 片山傳生, 田中和人, CNT 析出炭素繊維/ポリアミド樹脂界面強度に及ぼすサイジング
剤の影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.55, 同志社大学, 京都市
(2017 年 11 月).
884. 寺村拓也, 片山傳生, 田中和人, 西口勝也, PA12 エラストマーを接着剤に用いた CFRP/Al の摩擦
撹拌点接合強度に及ぼす加圧時間の影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資
料集, p.56, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
885. 赤松駿, 田中和人, 片山傳生, 上金型のみに直接通電した金型の温度分布有限要素解析, 先端
複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.60, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
*886. 田中応佳, 田中和人, 片山傳生, CNT 析出炭素繊維束の直接通電抵抗加熱特性, 先端複合材
料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.61, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
887. 嘉悦正臣, 田中和人, 片山傳生, 石川健, CF/PA6 ランダム材を用いたハイブリッド成形品の機械的
特性及ぼすリブ根元形状の影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.64,
同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
888. 野口慧, 片山傳生, 田中和人, 石川健, CF/PP ランダム材を用いたプレス射出ハイブリッド成形品の
機械的特性に及ぼすリブへの入り込み高さの影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017
講演資料集, p.65, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月) .
889. 平田晃浩, 近藤佑亮, 片山傳生, 田中和人, 溶融熱可塑性樹脂を用いた RTM 成形による GFRTP
の機械的特性に及ぼすプレス条件の影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料
集, p.66, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
890. 竹井利昭, 田中和人, 片山傳生, 炭素繊維／高耐熱性ポリアミド複合材料の引張強度に及ぼす成
形条件の影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.68, 同志社大学, 京
都市 (2017 年 11 月).
891. 大野花甫里, 片山傳生, 田中和人, ポリアミド 12 エラストマー層を有する炭素繊維強化ポリアミド 12
積層板の衝撃特性評価, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.70, 同志社
大学, 京都市 (2017 年 11 月).
892. 内藤公喜, 接着継ぎ手の静的および疲労き裂進展特性ついて（招待講演）, 日本学術振興会産学
協力研究委員会―接合界面創成技術第 191 委員会, 東京大学, 文京区 (2017 年 4 月).
893. HB. Kim, K. Naito, H. Oguma, Mode I fracture toughness of adherends bonded with an acrylic-based
adhesive (Invitation), Workshop on Research and Development of Biomass Use Products, 山口大学,
宇部市 (2017 年 5 月).
894. 内藤公喜, 炭素繊維の構造、表面状態と、樹脂との密着性の評価技術（招待講演）, CFRP の繊維/
樹脂界面の接着性向上技術セミナー, 技術情報協会, 品川区 (2017 年 5 月) .
895. 内藤公喜, 複合材接着構造の疲労, 第７回 SIP「革新的構造材料コロキウム」, 東京大学, 目黒区
(2017 年 6 月).
896. K. Naito, Y. Tanaka, H. Oguma, Interfacial Shear Properties of Novel Carbon/Glass Hybrid Composite
Rods, AB2017, Abstract, University of Porto (FEUP) Portugal (2017/07).
897. H. Oguma, K. Naito, HB. Kim, Effects of Surface Conditions on the Mechanical Properties of
Adhesively Bonded Single-Lap Joints, AB2017, Abstract, University of Porto (FEUP) Portugal
(2017/07).
898. HB. Kim, K. Naito, H. Oguma, Fracture Toughness of Two-Part Acrylic-Based Adhesive under Mode
II Loading, AB2017, Abstract, University of Porto (FEUP) Portugal (2017/07).
899. K. Naito, Y. Tanaka, H. Oguma, Flexural Properties of Novel Carbon/Glass Hybrid Composite Rods,
ICCS20, Abstract, Conservatoire National des Arts et Métiers France (2017/09).
900. H. Oguma, K. Naito, Effects of Stress Ratio on Fatigue Properties of Carbon/Glass Fiber Hybrid Rod,
ICCS20, Abstract, Conservatoire National des Arts et Métiers France (2017/09).
901. 内藤公喜, 田中義久, 小熊博幸, 炭素繊維／ガラス繊維ハイブリッド複合材料ロッドの界面せん断
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特性に及ぼす試験温度の影響 第 42 回複合材料シンポジウム, 前刷り集(WEB), C2-2-3, 東北大学,
仙台市 (2017 年 9 月).
902. 小熊博幸, 内藤公喜, 炭素繊維／ガラス繊維ハイブリッド線材の疲労強度特性に及ぼす平均応力
の影響, 第 42 回複合材料シンポジウム, 前刷り集(WEB), C1-4-3, 東北大学, 仙台市 (2017 年 9
月).
903. K. Naito, Y. Tanaka, Interfacial Shear Strength Measurement for Interface-Controlled Carbon Fibers,
SIP-IMASM2017 - 3rd SIP-IMASM, Abstract, AIST Central Auditorium, Tsukuba (2017/10)
904. K. Naito, Y. Tanaka, Interface-Controlled Carbon Fibers, NIMS WEEK 2017, Abstract, Tsukuba
International Congress Center, Tsukuba (2017/10).
905. 内藤公喜, 複合材料および複合材料を用いた接着継ぎ手の耐久性評価（招待講演）, 石川県次世
代産業育成講座･新技術セミナー, 石川県工業試験場, 金沢市, 2017 年 11 月 .
906. 田中義久, 内藤公喜, Quanta 200 FEG を用いたその場材料評価（招待講演）, 第 35 回マイクロアナ
リシス研究懇談会, 島津製作所関西支社, 京都市 (2017 年 11 月).
907. 内藤公喜, 田中和人, アクリル系接着剤を用いた接着継ぎ手のモード II 荷重下での破壊じん性値,
同志社大学先端複合材料研究センターシンポジウム 2017, p.54, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
908. K. Naito, H. Oguma, K. Usawa, Mechanical Properties of Novel Carbon/Glass Hybrid Thermoplastic
Composite Rods, JISSE-15, JISSE15-proceedings-WEB, Tokyo Fashion Town Bldg. (2017/11).
909. 内藤公喜, 接着接合部の疲労耐久性とその評価法 接着・接合技術コンソーシアム, 平成 29 年度第
一回耐久性・分析ＷＧ, 産業技術総合研究所, つくば市 (2018 年 1 月).
972. 青砥一央, 西河孝展, 田中和人, 片山傳生, CFRTP 直接通電抵抗加熱溶着材の曲げ接着強度に
及ぼす炭素繊維表面への CNT 析出時間の影響, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成
果発表会資料集, PS-18, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
973. 樋上佳孝, 奥田沙也, 片山傳生, 田中和人, CNT 析出炭素繊維強化ポリアミド樹脂の繊維樹脂界
面特性に及ぼす吸水の影響, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集,
PS-20, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
974. 田中応佳, 波部梨里子, 片山傳生, 田中和人, 直接通電抵抗加熱を利用した CNT 析出炭素繊維
／PA6 積層板の成形, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-26, 同
志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
975. 内藤公喜, 田中和人, アクリル系接着剤を用いた接着継ぎ手のモード I およびモード II 荷重下での
破壊じん性値, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-17, 同志社大
学, 京田辺 (2018 年 3 月).
【テーマ 4】
<2013 年度>
363. T. Minagawa, T.Takeuchi, Y.Arao, T.Tanaka, Tribological performance of nanocomposites made of
environmental harmony type thermoprastic resin, The 5th International Conference on Manufacturing,
Machine Design and Tribology, p.27, 釜山, 韓国 (2013/05).
*364. 下楠薗壮, 田中達也, 荒尾与史彦, 井上玲, 射出成形におけるスクリュ形状の違いによる FRTP の
繊維長及び分散性, プラスチック成形加工学会, pp. 99-100, 東京 (2013 年 5 月).
*365. S. Shimokusuzono, A. Inoue, M. Nomoto, T. Tanaka, Y. Arao, Effect of screw designs on fiber
breakage and dispersion of GFRTP in injection molding plasticization, 29th International Conference
of the Polymer Processing Society, p. 44, Germany (2013/07).
366. S. Yumitori, Y.Arao, T. Tanaka, K. Naito, K. Tanaka, T. Katayama, Increasing the interfacial strength
in carbon fiber/polypropylene composites by growing CNTs on the fibers, 16th International
Conference on Computational method and Experimental Measurements, pp. 275-284, Spain (2013/07).
367. K. Araki, S. Kaneko, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, Y. Arao, Comparison of Cellulose, Talc,
and Mica as Filler in Natural Rubber Composites on Vibration-Damping and Gas Barrier Properties,
The First Asia Pacific Rubber Conference, (OC-15), Thailand (2013/09).
368. T. Fujiura, S. Itani, Y. Arao, T. Tanaka, Study on the strength improvement of natural fiber reinforced
composites, Composites week @LEUVEN Symposium on Bio-Composites, ―, Leuven, Belgium
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(2013/09).
*369. 下楠薗壮, 山下恭平, 田中達也, 荒尾与史彦, 井上玲, GFRTP 射出成形において繊維長及び分
散性へスクリュ形状が与える影響, 第 5 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp. 43-44, 京都
(2013 年 10 月).
370. 荒木邦紘, 金子翔之介, 田中達也, 荒尾与史彦, 長谷朝博, セルロースをフィラーとしたゴム複合
材料の制振・ガスバリア性に対する影響, 第 5 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp. 47-48, 京
都 (2013 年 10 月).
*371. 下楠薗壮, 田中達也, 荒尾与史彦, 井上玲, FRTP の射出成形におけるスクリュ形状の違いが繊維
長及び分散性に及ぼす影響, プラスチック成形加工学会 秋季大会, pp. 145-146, 岡山 (2013 年 11
月).
372. 荒木邦紘, 金子翔之介, 松本紘宜, 田中達也, 荒尾与史彦, 長谷朝博, ゴム混練がゴム中のフィラ
ー形状に与える影響, プラスチック成形加工学会 第 21 回秋季大会, pp. 143-144, 岡山 (2013 年 11
月).
373. 長谷朝博, 荒木邦紘, 金子翔之介, 松本紘宜, 田中達也, 扁平状セルロース微粒子を用いた機能
性ゴム材料の開発, プラスチック成形加工学会 第 21 回秋季大会, pp. 169-170, 岡山 (2013 年 11
月).
374. 井谷智, 荒尾与史彦, 田中達也, 藤浦貴保, ジュート繊維/ポリ乳酸複合材料における強度向上の
ための成形手法の提案, 日本材料学会 第 8 回関西支部若手シンポジウム, pp. 51-52, 大阪 (2013
月 12 年).
375. 荒木邦紘, 田中達也, 荒尾与史彦, 長谷朝博, セルロースをフィラーとしたゴム複合材料の制振・ガ
スバリア性に対する影響,, 日本材料学会 第 8 回関西支部若手シンポジウム, pp. 49-50, 大阪 (2013
年 12 月).
376. 松本紘宜, 荒木邦紘, 田中達也, 荒尾与史彦, 長谷朝博, 天然ゴム／扁平状セルロースコンポジッ
トの機械的性質・機能性向上に関する研究, 第２４回プラスチック成形加工学会年次大会, pp.83-84,
タワーホール船堀, 東京都 (2013 年 5 月).
377. K. Araki, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka and Y. Arao, .Functionalities of Flake-shaped
Cellulose Particle Reinforced Natural Rubber Composites, The 29th International Conference of
Polymer Processing Society (PPS-29) , pp.117-120, Nuremberg, Germany (2013/07).
378. 長谷朝博, 特殊形状セルロースの作製及びその応用, 次世代ナノテクフォーラム 2014, (研究講演
-7), 千里ライフサイエンスセンター, 吹田市 (2014 年 3 月).
379. 長谷朝博, 荒木邦紘, 金子翔之介, 松本紘宜, 田中達也, 扁平状セルロース微粒子を用いた機能
性ゴム材料の開発, 同志社大学先端複合材料研究センター2013 年度末研究成果発表会資料 No.1,
pp.41-46, 同志社大学, 京田辺市 (2014 年 3 月).
380. 大石晃裕, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 野辺弘道, マシニングセンタ抽出竹繊維のみを用い
て成形した平歯車の歯元強度とかみあい特性, 2013 年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論
文集, pp.729-730, 関西大学，吹田市 (2013 年 9 月).
381. 居村真也, 小川圭二, 廣垣俊樹, 青山栄一, 野辺弘道, サスティナブル生産システムを指向した竹
繊維のみを用いたグリーン自己接着成形体の製造－マシニングセンタによる繊維抽出の高効率化
－, 2013 年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.731-732, 関西大学, 吹田市 (2013
年 9 月).
382. Hisaya HANEDA, Hiroyuki KODAMA, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA, Keiji OGAWA,
Investigation of Drilling Conditions of Printed Circuit Board Based on Data Mining Method from Tool
Catalog Data-Base, Proceedings of AMPT2013 Advances in Materials and Processing Technologies,
(ID286) CD -ROM, Taipei, Taiwan (2013/09).
383. 鈴木義将, 羽根田尚也, 児玉紘幸, 青山栄一, 廣垣俊樹, 小川圭二, マイクロドリルの形状に注目
したカタログマイニングによるプリント基板加工条件の決定と実験的検証, 日本機械学会関西支部第
89 期定時総会講演会講演論文集, p.4-8, 大阪府立大学, 堺市 (2014 年 3 月).
384. 大石晃裕, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 野辺弘道, マシニングセンタによって抽出された天然
竹繊維のみを用いて成形した平歯車の基本性能の考察, 2014 年度精密工学会春季大会学術講演
会講演論文集, pp.519-520, 東京大学, 東京都 (2014 年 3 月).
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385. 芝田亮介, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, プリント基板における超高速スピンドル搭載工作機械
のマイクロドリル加工－Z 軸カウンタバランス機構による制振効果の検討－, 2014 年度精密工学会春
季大会学術講演会講演論文集, pp.539-540, 東京大学, 東京都 (2014 年 3 月).
<2014 年度>
*450. T. Minagawa, T. Tanaka, Y. Arao, T. Ichiki, and A. Inoue, The study of a CVT belt using the
composite material of carbon fiber-reinforced thermoplastic resin, The 2014 International Conference
on High Performance and Optimum Design of Structures and Materials, Ostend, Belgium (2014/06).
451. K. Araki, S. Kaneko, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, and Y. Arao, The improvement in
functional characteristics of eco-friendly composites made of natural rubber and cellulose., 30th
International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY, pp.1465-1469, Cleveland,
Ohio, USA (2014/06).
*452. K. Matsumoto, N. Kayamori, T. Tanaka, and Y. Arao, The Optimization of blister disk geometry for
mixing performance in corotating twin screw extruder., 30th International Conference of the POLYMER
PROCESSING SOCIETY, pp.91-95, Cleveland, Ohio, USA (2014/06).
453. S. Horii, T. Minagawa, T. Tanaka, and Y. Arao, Tribological performance of polyamide11
nanocomposites., 30th International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY,
pp.744-748, Cleveland, Ohio, USA (2014/06).
454. Y. Nakade, T. Tanaka, and Y. Arao, Effect of processing conditions on mechanical and barrier
properties of PLA/Clay nanocomposites, 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE
MATERIALS, Seville, Spain (2014/06).
455. K. Araki, S. Kaneko, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, and Y. Arao, Improvement of the
functionalities of natural rubber/cellulose composites using epoxidized natural rubber, 7th International
Conference on Advanced Materials Development & Performance, p.83, Busan, Korea (2014/06).
456. T. Fujiura, R. Nakamura, T. Tanaka, and Y. Arao, Effect of jute fiber's thermal degradation on the fiber
strength and its polymer composites, 7th International Conference on Advanced Materials
Development & Performance, p.69, Busan, Korea (2014/07).
457. K. Natori, K. Katanoda, Y. Hashimoto, Y. Arao, and T. Tanaka, Optimized design of strengthening
structure with hat-shaped cross-section by carrying out buckling test, 13th International Conference on
Fracture and Damage Mechanics, Ponta Delgado, Azores, Portugal (2014/09).
458. R. Kishi, K. Natori, Y. Arao, and T. Tanaka, Influence of mesostructure for deformation characteristics
and formability in Dual Phase steels, 11th International Conference on Technology of Plasticity, 名古
屋国際会議場，名古屋市 (2014/10).
459. Y. Tomita, Y.Sano, Y.Arao, K.takakuwa, H.Nakamura, T.Umemura, and T.Tanaka, Improvement on
fire retadancy of wood flour/polypropylene composites using modified wood floor, Asian Workshop
on Polymer Processing 2014, Kenting, Taiwan (2014/11).
*460. K.Matsumoto, T. Morita, Y.arao, and T.Tanaka, Dispersion effect of extensional flow for PP/CNT
nano-composite with bluster disk of twin screw extruder, Asian Workshop on Polymer Processing
2014, Kenting, Taiwan (2014/11).
*461. S.Shimokusuzono, A. Iwasaki, A.Inoue, Y.Arao, and T.Tanaka, Effect of screw geometries on fiber
length and dispersion of FRTP in injection molding, Asian Workshop on Polymer Processing 2014,
Kenting, Taiwan (2014/11).
*462. K.Matsumoto, T. Morita, Y.Arao, and T.Tanaka, Dispersion effect of extensional flow for PP/CNT
nano-composite with bluster disk of twin screw extruder, ANTEC Orland 2015, #2081980, Orland
Florida, USA (2015/03).
*463. S.Shimokusuzono, A.Inoue, and T.Tanaka, Effect of screw geometries on fiber length and dispersion
of FRTP in injection molding, ANTEC Orland 2015, #2180804, Orland Florida, USA (2015/03).
*464. 下楠薗壮, 井上玲, 田中達也, 荒尾与史彦, 射出成形におけるスクリュ形状の違いが FRTP の繊
維長・分散性へ及ぼす影響, プラスチック成形加工学会 第 25 回年次大会, pp.297-298, 東京
( 2014 年 6 月).
465. 金子翔之介, 荒木邦紘, 長谷朝博, 田中達也, 荒尾与史彦, 天然ゴム/セルロースコンポジットの制
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振性とガスバリア性に関する研究, プラスチック成形加工学会 第 25 回年次大会, pp.115-116, 東京
(2014 年 6 月).
*466. 柏森夏輝, 松本紘宜, 田中達也, 荒尾与史彦, ブリスタディスクの機械因子がナノコンポジットの分
散性に及ぼす影響, プラスチック成形加工学会 第 25 回年次大会, pp.49-50, 東京 (2014 年 6 月).
467. 名取恵子, 野尻竜男, 荒尾与史彦, 田中達也, 亜共晶 Al-Si 鋳造合金の衝撃押出し成形性に及ぼ
す組織形態の影響, 平成 26 年度塑性加工春季講演会, pp. 31-32, 茨城 (2014 年 6 月).
*468. 松本紘宜, 森田貴之, 荒尾与史彦, 田中達也, 伸長流動が PP/CNT ナノコンポジットの分散性に
与える影響, プラスチック成形加工学会 第 22 回秋季大会, pp.249-250, 新潟 (2014 年 11 月).
*469. 奥山賢人, 荒尾与史彦, 田中達也, 石川健, 冨岡正雄, 連続繊維強化熱可塑性樹脂シートのリサ
イクル技術に関する研究, プラスチック成形加工学会 第 22 回秋季大会, pp.381-382, 新潟 (2014
年 11 月).
*470. 冨岡正雄, 石川健, 井上玲, 奥山賢人, 荒尾与史彦, 田中達也, 熱可塑性炭素繊維プリプレグの
リサイクル技術とハイブリッド成形への応用, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp. 13-16,
同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
*471. 松本紘宜, 森田貴之, 荒尾与史彦, 田中達也, 伸長流動が PP/CNT ナノコンポジットの分散状態
に与える影響, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム&2014 年度先端複合材料研究センター
シンポジウム, pp. 97-98, 同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
*472. 下楠薗壮, 井上玲, 生田匠, 岩崎顕光, 荒尾与史彦, 田中達也, FRTP 射出成形において，スクリ
ュ形状が繊維長と分散性へ与える影響, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム&2014 年度先
端複合材料研究センターシンポジウム, pp. 99-100, 同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
*473. 中出洋二, 田中達也, 荒尾与史彦, 川崎永士, 液相プロセスにおけるグラフェン量産化装置の開
発, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム&2014 年度先端複合材料研究センターシンポジウム,
pp. 101-102, 同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
474. 荒木邦紘, 浜辺剛至, 田中達也, 荒尾与史彦, 3D プリンタ成形用樹脂フィラメントとして用いる新規
複合材料の研究, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム&2014 年度先端複合材料研究センタ
ーシンポジウム, pp. 113-114, 同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
475. 冨田雄太, 佐野之紀, 田中達也, 荒尾与史彦, 高桑恭平, 梅村俊和, WPC の難燃性における木粉
加工の影響, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム&2014 年度先端複合材料研究センターシ
ンポジウム, pp. 115-116, 同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
476. 久米瑛巌, 田中達也, 荒尾与史彦, 環境調和型熱可塑性樹脂複合材料の機械的特性及びトライボ
ロジー的特性に関する研究, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム&2014 年度先端複合材料
研究センターシンポジウム, pp. 117-118, 同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
*477. 皆川貴彬, 田中達也, 荒尾与史彦, 杉浦太一, 炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料による CVT
ベルト成形技術の研究, 第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム&2014 年度先端複合材料研究
センターシンポジウム, pp. 129-130, 同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
478. 田中達也, ナノ粒子・繊維複合材料の成形技術, 2014 年度先端複合材料研究センターシンポジウ
ム, pp. 7-9, 同志社大学, 京都 (2014 年 11 月).
479. 田中達也, 先端複合材料研究センターの紹介 ～同志社大学・私大戦略研究プロジェクトの目指す
ところ～, 2014 年度先端複合材料研究センターシンポジウム, pp. 105-120, 同志社大学, 京都 (2014
年 11 月).
480. 冨田雄太, 佐野之紀, 田中達也, 荒尾与史彦, 高桑恭平, 梅村俊和, WPC の難燃性における木粉
加工の影響, 日本材料学会 第 9 回関西支部若手シンポジウム, 滋賀 (2014 年 12 月).
*481. 川崎永士, 中出洋二, 田中達也, 荒尾与史彦, グラフェンの量産化技術の開発, 日本材料学会
第 9 回関西支部若手シンポジウム, 滋賀 (2014 年 12 月).
*482. 松本紘宜, 荒尾与史彦, 田中達也, ブリスタディスクの機械的因子がナノコンポジットの分散性に
及ぼす影響, 第 52 回同志社大学理工学研究所研究発表会 2014 年度学内研究センター合同シン
ポジウム, pp. 101-106, 同志社大学, 京都 (2014 年 12 月).
483. 田中達也, 「ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究」成果報
告, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会, No.1 pp.19-22, 同志社大
学, 京都 (2015 年 2 月).
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484. 長谷朝博, 荒木邦紘, 金子翔之介, 島田崇生, 田中達也, 天然ゴム/セルロース微粒子複合材料の
機能性に関する研究, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会, No.1
pp.41-46, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
485. 荒木邦紘，浜辺剛至，荒尾与史彦，田中達也, 3D プリンタ成形品における成形パラメータと積層方
向の影響, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会, PS-20, 同志社大
学, 京都 (2015 年 2 月).
486. 冨田雄太, 佐野之紀, 梅村俊和, 高桑恭平, 荒尾与史彦, 田中達也, 木粉含有熱可塑性樹脂複
合材料(WPC)の難燃性, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会,
PS-21, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
487. 中村遼介, 藤浦貴保, 植田侑吾, 荒尾与史彦, 田中達也, ジュート繊維強化ポリ乳酸複合材料に
おける強度向上のための成形プロセス, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成
果発表会, PS-29, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
488. 金子翔之介, 島田崇生, 長谷朝博, 荒尾与史彦, 田中達也, 天然ゴム/扁平状セルロースコンポジ
ットの機能性, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会, PS-22, 同志社
大学, 京都 (2015 年 2 月).
*489. 松本紘宜, 森田貴之, 荒尾与史彦, 田中達也, 伸長流動型特殊セグメントを用いた PP/CNT ナノコ
ンポジット分散性向上に関する研究, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果
発表会, PS-5, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
*490. 皆川貴彬, 杉浦太一, 荒尾与史彦, 田中達也, 炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料による CVT
ベルト成形技術に関する研究, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表
会, PS-23, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
*491. 川嶋正哉, 冨岡正雄, 石川健, 荒尾与史彦, 田中達也, ハイブリッド成形機を用いた熱可塑性樹
脂複合材料の界面接着に関する研究, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成
果発表会, PS-28, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
492. 中出洋二, 川崎永士, 荒尾与史彦, 田中達也, 液相プロセスにおけるグラフェン量産化技術の開
発, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会, PS-19, 同志社大学, 京
都 (2015 年 2 月).
493. 久米瑛厳, 廣田一貴, 荒尾与史彦, 田中達也, 環境調和型熱可塑性樹脂複合材料の機械的特性
及びトライボロジー的特性に関する研究, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究
成果発表会, PS-24, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
*494. 下楠薗壮, 井上玲, 岩﨑顕光, 荒尾与史彦, 田中達也, FRTP 射出成形におけるスクリュ形状の違
いによる残存繊維長および分散性, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果
発表会, PS-30, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
*495. 下楠薗壮, 井上玲, 生田匠, 荒尾与史彦, 田中達也, 繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の 直接
成形技術に関する技術, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会,
PS-31, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
*496. 奥山賢人, 寺田恭介, 川嶋正哉, 冨岡正雄, 石川健, 荒尾与史彦, 田中達也, 連続繊維強化熱
可塑性樹脂シートのリサイクル技術の確立, 同志社大学先端複合材料研究センター2014 年度末研
究成果発表会, PS-42, 同志社大学, 京都 (2015 年 2 月).
497. 島田崇生, 金子翔之介, 田中達也, 荒尾与史彦, 長谷朝博, 天然ゴム／扁平状セルロースコンポ
ジットの機能性に関する研究, 日本機械学会関西学生会平成 26 年度学生員卒業研究発表講演会,
5A23, 京都 (2015 年 3 月).
498. Minh HUYNH, Yusuke NAKAMURA, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA, Keiji OGAWA，
Hiromichi NOBE, Fabrication of Binder-free Green Composite using Bamboo Fibers extracted by
Machining Center, 精密工学会関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.4-5, 近畿大学，東大阪市
(2014/07).
499. 中村裕将, Minh Huynh, 小川圭二, 廣垣俊樹, 青山栄一, 野辺弘道, サスティナブル生産システム
を指向した竹繊維のみを用いたグリーン自己接着成形体の製造－御椀型成形体の製造方法の提案
－, 精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.101-102, 鳥取大学，鳥取市 (2014 年 9 月).
500. 古木辰也, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, エンドミル型工具による CFRP の高速正面切削加工,
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精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.207-208, 鳥取大学，鳥取市 (2014 年 9 月) .
501. 長谷川聡, 青山栄一, 廣垣俊樹, 小川圭二, 高硬度フィラ入りプリント基板のマイクロドル加工摩耗
現象考察, 日本機械学会生産加工・工作機械部門講演会講演論文集, pp.193-194, 徳島大学, 徳
島市 (2014 年 11 月).
502. 古木辰也, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 稲葉清文, cBN 電着エンドミルによる CFRP の高速
切削加工, 精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.1027-1028, 東洋大学, 東京 (2015 年
3 月).
503. 山下竜弥, 芝田亮介, 岸本昌大, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 左右ボールネジを用いた制振
機構を有する工作機械の特性解析, 精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.371-372, 東
洋大学, 東京 (2015 年 3 月).
504. 五百住宗高, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川 圭二, プリント基板のレーザバイアホール形成における
複数パルス照射設定, 日本機械学会関西支部第 90 期定時総会講演会講演論文集, pp.461, 京都
大学, 京都市 (2015 年 3 月).
505. 岸本昌大, 山下竜弥, 芝田亮介, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 左右ボールねじを用いたカウ
ンタバランス機構を有する工作機械におけるマイクロ穴あけ動作の振動特性, 日本機械学会関西支
部第 90 期定時総会講演会講演論文集, pp.512, 京都大学, 京都市 (2015 年 3 月).
<2015 年度>
*590. K. Matsumoto, Y.Arao, and T.Tanaka, Development of new segment to improve the dispersion of
nanofiller by extensional flow in a co-rotating twin-screw extruder, 17th International Conference on
Computational Methods and Experimental Measurements, pp.33-45, Opatija, Croatia (2015/05).
591. K. Araki, G. Hamabe, T. Tanaka, Y. Arao, Research of the Processing Parameters of Threedimensional Printer and the Product, 12th International Conference on the Mechanical Behavior of
Materials, Karlsruhe, Germany (2015/05).
*592. K. Matsumoto, T.Morita, Y.Arao, and T.Tanaka, Estimataion of Dispersion Condition for PP/CNT
Nano Composite by Using the New Segments with Extensional Flow for Co-Rotating TwinScew
Extruder, 12th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials, Karlsruhe, Germany
(2015/05).
593. K. Araki, G. Hamabe, Y. Arao, and T. Tanaka, PLA/Cellulose Green Composites as a Filament for 3D
Printers, 31st International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY , ORG11-19,
Jeju Island, Korea (2015/06).
*594. K. Matsumoto, T.Morita, and T.Tanaka, The Effect of Extensional Flow for Dispersibility of PP/CNT
NanoComposite, 31st International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY, ORG5-05,
Jeju Island, Korea (2015/06).
595. K. Araki, G. Hamabe, Y. Arao, and T. Tanaka, Comparison between 3D Printing and Injection
Molding of Electrical Properties of CNT Reinforced PLA Productions, The Polymer Processing
Society Conference 2015, Graz, Austria (2015/09).
*596. K. Matsumoto, T.Morita, and T.Tanaka, The Fundamental Research of Dispersing CNTs in
Polypropylene with Extensional Type Segment for Co-Rotating Twin-Screw Extruder, The Polymer
Processing Society Conference 2015, Graz, Austria (2015/09).
*597. M.Kawashima, K.Okuyama, Y.Arao, T.Tanaka, M.Tomioka, and T.Ishikawa, Study on Recycling
Carbon Fibre Thermoplastic Prepreg Waste, Proceeding of ICCM 20(20th International Conference on
Composite Materials), No.3309-3, Copenhagen, enmark (2015/07).
598. N. Kayamori and T. Tanaka, Study on Feedstock of Metal Injection Molding, Asian Workshop on
Polymer Processing 2015, Singapore (2015/12).
599. S. Kaneko, A. Nagatani and T. Tanaka, Analysis of Dispersive Behavior and Mixing State of Filler
Mixed into SBR and BR, Asian Workshop on Polymer Processing 2015, Singapore (2015/12).
600. Y.Sano, T.Tanaka, K.takakuwa, and T.Umemura., Study on Fire Retardancy of Wood
Flour/Polypropylene Composites using Modified Wood Flour, The 2016 EMN(Energy, Materials and
Nanotechnology) Meetings on Cellulose, Taipei，Taiwan (2016/03).
601. 岩崎顕光, 田中達也, 荒尾与史彦, 井上玲, 射出成形におけるスクリュ形状の違いが及ぼす FRTP
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の繊維長及び分散性, プラスチック成形加工学会第 26 回年次大会, pp.77-78, タワーホール船堀,
東京都 (2015 年 6 月).
602. 浜辺剛至, 荒木邦紘, 田中達也, 荒尾与史彦, 3D プリンタを用いた造形に最適な溶融粘度領域の
研究, プラスチック成形加工学会第 26 回年次大会, pp.115-116, タワーホール船堀, 東京都 (2015
年 6 月).
603. 久米瑛厳, 田中達也, 荒尾与史彦, 環境調和型熱可塑性樹脂複合材料の機械的特性及びトライボ
ロジー的特性に関する研究, プラスチック成形加工学会第 26 回年次大会, pp.243-244, タワーホー
ル船堀, 東京都 (2015 年 6 月).
604. 佐野之紀, 冨田雄太, 田中達也, 荒尾与史彦, 安本昌広, リサイクルプラスチックを用いた木粉複
合材料の機械的特性, プラスチック成形加工学会第 26 回年次大会, pp.277-278, タワーホール船堀
東京都,(2015 年 6 月).
*605. 冨岡正雄, 石川健, 奥山賢人, 川嶋正哉, 荒尾与史彦, 田中達也, 熱可塑性炭素繊維プリプレグ
のリサイクル技術とそのハイブリッド成形への応用に関する研究, プラスチック成形加工学会第 26 回
年次大会, pp.313-314, タワーホール船堀, 東京都 (2015 年 6 月).
606. 杉浦太一, 田中達也, 炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の機械的特性評価と CVT ベルトへの
応用, プラスチック成形加工学会第 26 回年次大会, pp.327-328, タワーホール船堀, 東京都 (2015
年 6 月).
607. 田中達也, 堀内拓也, 井上幸樹, 真空断熱容器の設計に関する研究, 日本設計工学会平成 27 年
度秋季大会, 北海道大学 (2015 年 10 月).
608. 加藤祐資, 赤井亮太, 田中達也, インクリメンタルシートフォーミングによる新幹線先頭車両の成形
への応用のための基礎研究, 塑性加工学会第 66 回塑性加工連合講演会, pp.103-104, いわき市文
化センター, 福島県 (2015 年 10 月).
609. 片野田寛治, 田中達也, 半凝固軽金属微細化材料による鍛造加工性に関する研究, 塑性加工学
会第 66 回塑性加工連合講演会, pp.267-268, いわき市文化センター, 福島県 (2015 年 10 月).
610. 中出洋二, 松本紘宜, 田中達也, 液相プロセスにおけるグラフェン量産化技術の開発, プラスチック
成形加工学会第 23 回秋季大会, pp.179-180, 福岡大学, 福岡市 (2015 年 11 月).
611. 金子翔之介, 長谷朝博, 田中達也, 密閉混練機により混練された SBR と BR 中のフィラー分散と混
練状態, プラスチック成形加工学会第 23 回秋季大会, pp.337-338, 福岡大学, 福岡市 (2015 年 11
月).
612. 栢森夏輝, 坪田廉孝, 田中達也, 丹野航, 金属粉末射出成形における原料ペレットに関する研究,
プラスチック成形加工学会第 23 回秋季大会, pp.341-342, 福岡大学，福岡市 (2015 年 11 月).
613. 中村遼介, 田中達也, 藤浦貴安, ジュート繊維強化ポリ乳酸複合材料の強度向上のための成形プ
ロセス, プラスチック成形加工学会第 23 回秋季大会, pp.343-344, 福岡大学, 福岡市 (2015 年 11 月).
*614. 松本紘宜, 中出洋二, 杉本啓太, 田中達也, 伸長流動型混練セグメントを用いた PP/CNT ナノコン
ポジットにおける CNT 分散に関する基礎的研究, プラスチック成形加工学会第 23 回秋季大会,
pp.345-346, 福岡大学, 福岡市 (2015 年 11 月).
615. 下楠薗壮, 井上玲, 田中達也, 石川健, FRTP プリプレグシートを用いたハイブリッド射出成形システ
ムの開発, 第７回自動車用途コンポジットシンポジウム, pp.11-12, 同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
616. 川崎永士, 田中達也, 藤浦貴安, 一方向炭素繊維強化熱可塑性樹脂テープに関する研究, 第７回
自動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究センターシンポジウム, pp.41-42,
同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
617. 濱邊剛至, 荒木邦紘, 伊達勁志, 田中達也, フィラー含有 FDM3D プリンタ成形品の強度向上に関
する研究, 第７回自動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究センターシンポ
ジウム, pp.53-54, 同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
*618. 中出洋二, 松本紘宜, 田中達也, ポリマー中におけるグラフェン剥離分散技術の開発, 第７回自
動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究センターシンポジウム, pp.55-56, 同
志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
619. 久米瑛厳, 荻和樹, 田中達也, 環境調和型熱可塑性樹脂複合材料の機械的特性及びトライボロジ
ー的特性に関する研究, 第７回自動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究セ
ンターシンポジウム, pp.57-58, 同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
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620. 佐野之紀, 酒井将太, 田中達也, 高桑恭平, 梅村俊和, ポリアセタール/木粉複合材料の機能性に
関する研究, 第７回自動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究センターシン
ポジウム, pp.61-62, 同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
621. 杉浦太一, 田中達也, 炭素繊維強化ポリアミドによる高強度化・耐摩耗性向上に関する研究, 第７
回自動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究センターシンポジウム, pp.63-64,
同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
*622. 川嶋正哉, 田中達也, 冨岡正雄, 石川健, ハイブリッド射出成形技術にて作製したペレット成形品
の界面接着性の評価, 第７回自動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究セン
ターシンポジウム, pp.79-80, 同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
623. 岩崎顕光, 塩出純也, 田中達也, 井上玲, 下楠薗壮, FRTP 射出成形におけるスクリュ形状の違い
が繊維長に及ぼす影響, 第７回自動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究
センターシンポジウム, pp.91-92, 同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
624. 森田貴之, 田中達也, 長谷朝博, 二軸押出機を用いたゴム連続混練に関する研究, 第７回自動車
用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究センターシンポジウム, pp.93-94, 同志社
大学, 京都 (2015 年 11 月).
625. 坪田廉孝, 田中達也, 超小型射出成形機におけるフラットスクリュの最適化, 第７回自動車用途コン
ポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究センターシンポジウム, pp.95-96, 同志社大学, 京
都 (2015 年 11 月).
626. 中村遼介, 黒田健吾, 田中達也, 藤浦貴安, ジュート繊維強化ポリ乳酸複合材料の強度向上に関
する成形プロセス, 第７回自動車用途コンポジットシンポジウム/2015 年度先端複合材料研究センタ
ーシンポジウム, pp.97-98, 同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
627. 田中達也, ナノ繊維・粒子複合材料の成形技術, 2015 年度先端複合材料研究センターシンポジウ
ム, pp.19-22, 同志社大学, 京都 (2015 年 11 月).
628. 荻和樹, 久米瑛厳, 田中達也, 環境調和型熱可塑性樹脂複合材料の機械的特性及びトライボロジ
ー的特性に関する研究, 自動車技術会関西支部学生自動車研究会 2015 年度卒業研究発表講演
会, 大阪大学, 吹田 (2016 年 2 月).
629. 蔵野章太郎, 川嶋正哉, 冨岡正雄, 石川健, 田中達也, ハイブリッド射出成形における成形条件が
成形品に及ぼす影響及びその界面接着性の評価, 自動車技術会関西支部学生自動車研究会
2015 年度卒業研究発表講演会, 大阪大学, 吹田 (2016 年 2 月).
630. 中川愼之介, 堀井淳, 下楠薗壮, 塩見浩一, 田中達也, 半凝固射出成形機の試作と半凝固条件
の最適化, 自動車技術会関西支部学生自動車研究会 2015 年度卒業研究発表講演会, 大阪大学,
吹田 (2016 年 2 月).
631. 伊勢谷春野, 加藤祐資, 赤井亮太, 田中達也, 数値解析手法を用いた形状予測によるインクリメン
タルシートフォーミング技術の確立, 自動車技術会関西支部学生自動車研究会 2015 年度卒業研
究発表講演会, 大阪大学, 吹田 (2016 年 2 月).
632. 酒井将太, 佐野之紀, 田中達也, ポリアセタール/木粉複合材料の難燃性に関する研究, 自動車技
術会関西支部学生自動車研究会 2015 年度卒業研究発表講演会, 大阪大学, 吹田 (2016 年 2 月).
633. 前川康一郎, 杉浦太, 田中達也, 炭素繊維強化ポリアミドによる高強度化・耐摩耗性向上に関する
研究, 自動車技術会関西支部学生自動車研究会 2015 年度卒業研究発表講演会, 大阪大学, 吹
田 (2016 年 2 月).
634. 田中達也, ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究：ナノ繊維・
粒子複合材料の成形技術, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, pp.35-38, 同
志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
*635. 杉本啓太, 松本紘宜, 中出洋二, 田中達也, 混練プロセスを用いたグラフェン剥離分散技術に関
する研究, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-8, 同志社大学, 京都
(2016 年 2 月).
636. 濱邊剛至, 荒木邦紘, 伊達勁志, 田中達也, 3D プリンタ成形用樹脂フィラメントとして用いる PLA 複
合材料に関する研究, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-9, 同志社大
学, 京都 (2016 年 2 月).
637. 金子翔之介, 柏原史陽, 長谷朝博, 田中達也, 天然ゴム中のセルロースナノファイバー分散と物性,
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先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-10, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
638. 久米瑛厳, 荻和樹, 田中達也, 環境調和複合材料の摺動部材適用に関する研究, 先端複合材料
研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-41, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
639. 佐野之紀, 酒井将太, 田中達也, 高桑恭平, 梅村俊和, ポリアセタール/木粉複合材料の難燃性に
関する研究, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-18, 同志社大学, 京都
(2016 年 2 月).
640. 川崎永士, 田中達也, 藤浦貴安, 一方向炭素繊維強化熱可塑性樹脂テープに関する研究, 先端
複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-37, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
641. 川嶋正哉, 蔵野章太郎, 田中達也, 冨岡正雄, 石川健, ハイブリッド射出成形における成形条件が
成形品に及ぼす影響及びその界面接着性の評価, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成
果発表会, PS-23, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
642. 中村遼介，黒田健吾，田中達也，藤浦貴安, ジュート繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の分散性向
上に関する研究, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-25, 同志社大学,京
都 (2016 年 2 月).
643. 森田貴之, 田中達也, 長谷朝博, 二軸押出機を用いたゴム連続混練に関する研究, 先端複合材料
研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-26, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
644. 杉浦太一, 前川康一郎, 田中達也, 繊維強化熱硬化性樹脂複合材料による成形性の向上に関す
る研究, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, PS-27, 同志社大学, 京都
(2016 年 2 月).
645. 坪田廉孝, 田中達也, 超小型射出成形におけるフラットスクリュの最適化, 先端複合材料研究セン
ター2015 年度末研究成果発表会, PS-29, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
646. 岩崎顕光, 井上玲, 下楠薗壮, 塩出純也, 田中達也, GFRTP 射出成形におけるスクリュ形状の違い
が繊維長及び分散性に及ぼす影響, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会,
PS-30, 同志社大学, 京都 (2016 年 2 月).
647. 濱邊剛至, 荒木邦紘, 伊達勁志, 田中達也, 3D プリンタ成形用複合材料フィラメントとして用いた成
形品に関する研究, 第７回 日本複合材料会議（JCCM-７）, 京都テルサ, 京都 (2016 年 3 月).
648. 佐野之紀, 酒井将太, 田中達也, 高桑恭平, 梅村俊和, ウッドプラスチックス(WPC)の難燃性に関
する研究, 第７回 日本複合材料会議（JCCM-7）, 京都テルサ, 京都 (2016 年 3 月).
649. 長谷朝博, 柏原史陽, 金子翔之介, 田中達也, セルロースナノファイバーを用いた高性能ゴム系複
合材料の開発, 先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会, pp.59-62, 同志社大学,
京田辺市 (2016 年 2 月).
650. A. Nagatani, F. Kashiwabara, S. Kaneko, T. Tanaka, Preparation and application as foamed rubber of
cellulose nanofiber/natural rubber nanocomposites, EMN Taipei Meeting 2016, Taipei, Taiwan
(2016/03).
651. 長谷朝博, セルロースナノファイバーのゴム用補強剤への応用, Nanocellulose Symposium 2016, 京
都テルサ, 京都市 (2016 年 3 月).
652. Tatsuya FURUKI, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA, Keiji OGAWA, Kiyofumi INABA,
FABRICATION OF ELECTROPLATED CBN END-MILL FOR HIGH-EFFICIENCY FACE
MILLING OF CARBON FIBER REINFORCED PLASTIC, Proceedings of ASME 2015 International
Manufacturing Science and Engineering Conference, MSEC2015-9280, pp.1-8, Charlotte,U.S.A.
(2015/06).
653. 橋本淳志, 廣垣俊樹, 青山栄一, 松井翔太, 小川圭二, マシニングセンタを用いて抽出した天然竹
繊維を素材とした歯車の動的特性評価, 精密工学会関西地方定期学術講演会講演論文集,
pp.76-77, 京都工芸繊維大学, 京都市 (2015 年 6 月).
654. 蒲谷佑吾, 古木辰也, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 稲葉清文, 藤原和納, cBN 電着エンドミル
の CFRP の高速切削加工における粒度の影響, 精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集,
pp.405-406, 東北大学, 仙台市 (2015 年 9 月).
655, 古木辰也, 蒲谷佑吾, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 稲葉清文, 藤原和納, cBN 電着エンドミル
による CFRP の高速切削における加工温度の考察, 精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集,
pp.407-408, 東北大学, 仙台市 (2015 年 9 月).
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656. Munetaka Iozumi, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, Keiji Ogawa, Laser irradiation control method in
via-hole drilling of printed wiring board based on high speed camera monitoring, Proceedings of
LEM21 The 7th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century, 1202,
pp.1-5, Kyoto (2015/10).
657. Yusuke Nakamura, Minh Huynh, Keiji Ogawa, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, Hiromichi Nobe,
Fabrication of complex shape products made of binder-free green composite using bamboo fibers
extracted with a machining center, Proceedings of LEM21 The 7th International Conference on
Leading Edge Manufacturing in 21st Century, 1601, pp.1-4, Kyoto (2015/10).
658. Yoshimasa Suzuki, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, Keiji Ogawa, Hiroyuki Kodama, Investigation of
micro-drilling conditions of printed wiring board based on data-mining of catalog information,
Proceedings of LEM21 The 7th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st
Century, 1903, pp.1-6, Kyoto (2015/10).
659. 岸本昌大, 廣垣俊樹, 青山栄一, 山下竜弥, 小川圭二, 工作機械における左右ボールねじ機構の
制振効果とマイクロドリル加工動作への適用, 精密工学会春季大会学術講演会講演論文集,
pp.755-756, 東京理科大学, 野田市 (2016 年 3 月).
660. 古木辰也, 蒲谷佑吾, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 稲葉清文, 藤原和納, cBN 電着エンドミ
ル形状の違いが CFRP 加工に及ぼす影響, 精密工学会春季大会学術講演会講演論文集,
pp.685-686, 東京理科大学, 野田市 (2016 年 3 月).
<2016 年度>
744. 林 弘貴, 堀内拓也, 田中達也, 真空断熱ボトルの構造設計に関する研究, 平成 28 年度塑性加工
春季講演会, pp.173-174, 京都 (2016 年 5 月).
745. 北角翼, 田中達也, 多相金属材料による塑性変形挙動に関する基礎研究, 平成 28 年度塑性加工
春季講演会, pp.241-242, 京都工芸繊維大学, 京都 (2016 年 5 月).
746. 田中達也, 堀内拓也, 林 弘貴, 真空断熱容器の構造設計に関する研究, 日本設計工学会 2016
年度春季大会研究発表講演会, pp.71-74, 東京 (2016 年 5 月).
747. 坪田廉孝, 田中達也, 超小型射出成形機におけるフラットスクリュの最適化, プラスチック成型加工
学会 第 27 回年次大会, 「成形加工'16」, pp. 127-128, タワーホール船堀, 東京 (2016 年 6 月).
748. 岩﨑顕光, 塩出純也, 田中達也, 井上玲, 下楠薗壮, プラスチック成形機における新規スクリュ形
状を考案するための開発手法, プラスチック成型加工学会 第 27 回年次大会, 「成形加工'16」,
pp.125-126, タワーホール船堀, 東京 (2016 年 6 月).
*749. K. Matsumoto, Y. Nakade, K. Sugimoto, T. Tanaka, An Investigation on Dispersion State of
Graphene in Polypropylene/Graphite Nanocomposite with Extensional Flow Mixing, 32nd International
Conference of the POLYMER, PROCESSING SOCIETY (PPS32), S14-517, Lyon, France (2016/07).
750. Y. Sano, T. Tanaka, M. Betsudan, Compression properties of the inorganic filler-thermoplastic
composites, 32nd International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY (PPS32),
S14-387, Lyon, France (2017/07).
751. K. Araki, G. Hamabe, K. Date and T. Tanaka, The influence of PLA composite filaments on molding
product made by three-dimensional printing, 32nd International Conference of the POLYMER
PROCESSING SOCIETY (PPS32), S-18-545, USB distributed, Lyon, France (2016/07).
752. T. Morita, S. Omori, K. Matsumoto, A. Nagatani and T. Tanaka, Effect of fiber length and mixing
process on the mechanical properties of cellulose nano-fiber/natural rubber composites, 4th
International Conference on Nanomechanics and Nanocomposites (ICNN4), web proceedings,
Vicenza, Italy (2016/09).
753. H. Hayashi, T. Tanaka, K. Inoue, T. Horiuchi, Study on fabrication and structural design of vaccum
insulation bottle, 9th Forming Technology Forum 2016, pp.113-117, Ohlstadt, Gemany, (2016/09).
*754. T. Sugiura, T. Tanaka, T. Katayama, Establishment of CVT belt molding technique made of carbon
fiber reinforced thermoplastics resin composite materials, International conference on Automobile
Composites (IC AutoC2016), P74 ID12, Lisboa, Portugal (2016/09).
*755. J. Shiode, T. Tanaka, M. Kawashima, M. Tomioka, Takeshi Ishikawa, Tsutao Katayama, Study on
adaptation of recycled CFRTP to the hybrid injection molding, International conference on Automobile
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Composites (IC AutoC2016), P80 ID29, Lisboa, Portugal (2016/09).
756. T. Kitazumi, K. Natori, T. Tanaka, Improvement in toughness of semi-solid light metal by ECAP
process, The 2016 International Conference on High Performance and Optimum Design of Structures
and Materials, pp.153-162, Siena, Italy (2016/09).
757. K. Araki, G. Hamabe, Y. Sano, T. Kume, T. Tanaka, Study on friction and abrasion properties of wood
plastic composites, The 2016 International Conference on High Performance and Optimum Design of
Structures and Materials, pp.403-414, Siena, Italy (2016/09).
758. 川﨑永士, 田中達也, 藤浦貴保, 一方向炭素繊維強化熱可塑性樹脂テープに関する研究, プラス
チック成型加工学会 第 24 回秋季大会, pp.12-13, 仙台 (2016 年 10 月).
759. 佐野之紀, 増山健太, 田中達也, セルロース含有環境調和複合材料の機能性に関する研究, 第 8
回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.89-90, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
760. 森田貴之, 田中達也, 長谷朝博, 二軸押出機を用いたゴム連続混練に関する研究, 第 8 回自動車
用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.105-106, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
761. 岩﨑顕光, 田中達也, 井上玲, 下楠薗壮, 射出成形におけるスクリュ形状の違いによる FRTP の繊
維長及び分散性, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.109-110, 同志社大
学, 京都(2016 年 11 月).
762. 濵邊剛至, 荒木邦紘, 磯部貴之, 田中達也, 埜村卓志, 湯浅亮平, フィラー含有 FDM3D プリンタ
成形品の機能性に関する研究, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.79-80,
同志社大学, 京都 (2016 年 11 月) .
763. 塩出純也, 田中達也, 冨岡正雄, 石川健, ハイブリッド射出成形における IR ヒーター加熱条件が成
形品の界面接着強度に及ぼす影響, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集,
pp.97-98,
同志社大学, 京都(2016 年 11 月) .
*764. 松本紘宜, 田中達也, 比表面積が異なるグラフェンを用いた PP ナノコンポジットの分散性・熱特
性・レオロジー特性, 第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.81-82, 同志社大
学, 京都 (2016 年 11 月) .
765. 佐野之紀, 増山健太, 田中達也, セルロース含有環境調和複合材料の機能性に関する研究, 同志
社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今
日・明日」, pp.56, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月) .
766. 森田貴之, 田中達也, 長谷朝博, 二軸押出機を用いたゴム連続混練に関する研究, 同志社ハリス
フォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明
日」, pp.64, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月) .
767. 岩﨑顕光, 田中達也, 井上玲, 下楠薗壮, 射出成形におけるスクリュ形状の違いによる FRTP の繊
維長及び分散性, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先
端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.66, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
768. 濵邊剛至, 荒木邦紘, 磯部貴之, 田中達也, 埜村卓志, 湯浅亮平, フィラー含有 FDM3D プリンタ
成形品の機能性に関する研究, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジ
ウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.51, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
*769. 塩出純也, 田中達也, 冨岡正雄, 石川健, ハイブリッド射出成形における IR ヒーター加熱条件が
成形品の界面接着強度に及ぼす影響, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシ
ンポジウム 2016, 「先端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.60, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
770. 松本紘宜, 田中達也, 比表面積が異なるグラフェンを用いた PP ナノコンポジットの分散性・熱特性・
レオロジー特性, 同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム 2016, 「先
端複合材料の昨日・今日・明日」, pp.52, 同志社大学, 京都 (2016 年 11 月).
771. Kengo Kuroda, Tatsuya Tanaka, Takayasu Fujiura, Study on Dispersibility Improvement of Jute Fiber
Reinforced Thermoplastics, 9th International Conference on Green Composites, P63 S08-01, Kobe
(2016/11).
772. Yukinori SANO, Kenta MASUYAMA, Kunihiro ARAKI, Goshi HAMABE, Takayuki ISOBE, Tatsuya
TANAKA, Study on fire retardancy of Bioplastic / Cellulose Powder composites, 9th International
Conference on Green Composites, P54 S05-02, Kobe (2016/11).
773. 田中達也, 岩崎顕光, 長繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の射出成形法におけるスクリュ形状最適
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化, 2016 年度同志社大学リエゾンフェア, ポスター発表 研究シーズ群 (複合材料), 京都 (2016 年
12 月).
774. A. Iwasaki, T. Tanaka, A. Inoue, S. Shimokusuzono, Effect of screw geometries on fiber length and
fiber dispersion of FRTP in injection molding, The 11th SPSJ International Polymer Conference
(IPC2016), pp.124, Fukuoka International Congress Center, Fukuoka (2016/12).
*775. 松本紘宜, 田中達也, ナノコンポジットの混練技術の研究―アーヘン工科大学のプロジェクト研究―,
第 54 回ハリス理化学研究所研究発表会講演予稿集, pp.90-95, 同志社大学, 京田辺 (2016 年 12
月).
776. 長谷朝博, 柏原史陽, 金子翔之介, 田中達也, セルロースナノファイバー強化ゴム材料の作製とそ
の応用, プラスチック成型加工学会 第 27 回年次大会, 「成形加工'16」, pp.337-338, タワーホール
船堀, 東京 (2016 年 6 月).
777. 増田昭博, 大渡真由美, 金子直人, 長谷朝博, ポリマーアロイ中のセルロースナノファイバーの形
態解析, 第 24 回プラスチック成形加工学会秋季大会, pp.20-21, 仙台国際センター, 仙台 (2016 年
10 月).
778. 井上興太, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 野辺弘道, 竹繊維のみを用いた完全資源循環型の
自己接着成形体の開発―厚板成形素形材の開発とエンドミル加工による竹繊維歯車の創成―, 精
密工学会関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.4-5, 島津製作所, 京都 (2016 年 7 月).
779. 蒲谷佑吾, 廣垣俊樹, 青山栄一, 古木辰也, 小川圭二, 稲葉清文, 藤原和納, CFRP 加工用 cBN
電着エンドミル型工具の開発, 精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, pp.365-366, 茨城大
学, 水戸 (2016 年 9 月).
780. 橋本淳志, Maxime Rona, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 野辺弘道, マシニングセンタを用いて
抽出した竹繊維のみの成形歯車のかみあいモニターと考察, 日本機械学会生産加工・工作機械部
門講演会講演論文集, pp.41-42, 名古屋大学, 名古屋 (2016 年 10 月).
781. Masahiro KISHIMOTO, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA, Tastuya YAMASHITA, Keiji
OGAWA, Dynamic Performance of Feed Driving System with a Right and Left Coaxial Ball Screw
and its Application to Machine Tools, Proceedings of The 16th International Conference on Precision
Engineering, CD distributed, アクトシティ浜松, 浜松 (2016 年 11 月).
782. Atsushi Hashimoto, Toshiki Hirogaki and Eiichi Aoyama, Driving Performance of Green Gear of Pure
Bamboo Fibers Extracted using a Machining Center, Proceedings of The 16th International Conference
on Precision Engineering, CD distributed, アクトシティ浜松, 浜松 ( 2016 年 11 月).
783. 井上興太, Antoine Bigeard, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, マシニングセンタで抽出された竹繊
維を用いたグリーン球殻製品の創成の考察, 精密工学会春季大会学術講演会講演論文集,
pp.907-908, 慶應大学, 横浜 ( 2017 年 3 月).
*798. 松本紘宜, 田中達也, 二軸押出機用新規伸長流動型セグメントを用いた CNT の混練分散, 同志
社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.65, 同志社大学, 京田
辺 (2017 年 2 月).
*799. 塩出純也, 松本紘宜, 田中達也, 冨岡正雄, 石川健, ハイブリッド射出成形品の界面におけるナノ
粒子が接着性に与える影響, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表
会資料集, pp.78, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
800. 岩﨑顕光, 田中達也, 井上玲, 下楠薗壮, 射出成形におけるスクリュ形状の違いが FRTP の繊維長
と分散性に及ぼす影響, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資
料集, pp.82, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
801. 濵邊剛至, 荒木邦紘, 磯部貴之, 田中達也, 埜村卓志, 湯浅亮平, 造形条件が FDM3D プリンタ
造形品の導電性に与える影響, 同志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発
表会資料集, pp.83, 同志社大学, 京田辺 (2017 年 2 月).
802. 森田貴之, 田中達也, 長谷朝博, 二軸押出機におけるゴム連続混練条件最適化に関する研究, 同
志社大学先端複合材料研究センター 2016 年度末研究成果発表会資料集, pp.81, 同志社大学, 京
田辺 (2017 年 2 月).
<2017 年度>
910. 増山健太, 田中達也, 別段碧, 無機フィラー含有熱可塑性樹脂複合材料の圧縮強度の向上に関
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する研究, プラスチック成型加工学会 第 28 回年次大会, pp.233-234, 東京 (2017 年 6 月).
911. 磯部貴之, 荒木邦紘, 濱邊剛至, 田中達也, 埜村卓志, 湯浅亮平, PLA/CNT 複合材料を用いた
3D プリンタ成形品の機械的特性に関する研究, プラスチック成型加工学会 第 28 回年次大会,
pp.289-290, 東京 (2017 年 6 月).
*912. S. Shimokusuzono, T.Tanaka, A.Inoue, Effect of screw design on fiber breakage and dispersion of
FRTP in injection molding, PPS Europe Africa Conference 2017, S06-33, Dresden, Germany, (2017/06).
*913. K. Matsumoto, T. Tanaka, New Screw Design Induced Extensional Flow for Enhancement of CNT
Dispersion in PP Matrix through Twin-screw Extruder, PPS Europe Africa Conference 2017, Keynote
S01-82, Dresden, Germany (2017/06).
914. S.Omori, T.Morita, K.Matsumoto, A.Nagatani and T.Tanaka, Influence of Agitation Equipment on
Reinforcing Effect and Dispersion State of Cellulose Nano-Fibers in Natural Rubber, 16th International
Conference on Fracture and Damage Mechanics, 18-20th July 2017, Florence, Italy, Florence, Italy
(2017/07).
*915. K. Matsumoto, J. Shiode, T. Tanaka, Effect of carbon nanotube inserted to the interface of hybrid
CFRTP specimens on adhesive strength, 20th International Conference on Composite Structure, 580
pp.278, Paris, France (2017/09).
916. 増山健太, 佐野之紀, 田中達也, バイオマス含有熱可塑性樹脂複合材料の難燃性付与に関する
研究, バイオマス利用技術研究発表会, 静岡 (2017/09).
*917. J. Shiode, T. Tanaka, K. Matsumoto, M. Tomioka, T. Ishikawa, Influences of nano material on
interfacial adhesion for hybrid injection moldings, Asian Workshop Polymer Plocessing 2017, pp.117,
Hanoi, Vietnam (2017/10).
918. 平尾優佳, 下楠薗壮, 田中達也, 射出成形におけるシリンダ内の樹脂流動挙動に関して, 成形加
工シンポジア’17, pp.169-170, 大阪 (2017 年 10 月 31,11 月 1 日).
919. 平尾優佳, 田中達也, 下楠薗壮, 射出成形における樹脂溶融メカニズムについて, 第 9 回自動車
用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.53-54, 京都 (2017 年 11 月).
*920. 松本紘宜, 大森翔, 田中達也, 伸長流動セグメントを導入した二軸押出機の操作条件がポリマー
中の CNT の分散状態に与える影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集,
pp.13-14, 京都 (2017 年 11 月).
*921. 塩出純也, 松本紘宜, 田中達也, 冨岡正雄, 石川健, ハイブリッド成形品の界面におけるカーボン
ナノチューブの含有率及び分散性が接着性に与える影響, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジ
ウム講演論文集, pp.47-48, 京都 (2017 年 11 月).
922. 増山健太, 佐野之紀, 田中達也, バイオマス含有熱可塑性樹脂複合材料の難燃性付与に関する
研究, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.39-40, 京都 (2017 年 11 月).
923. 磯部貴之，荒木邦紘，濱邊剛至，田中達也，埜村卓志，湯浅亮平, 3D プリンタ成形品の機械的特
性に関する研究, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.17-18, 京都 (2017 年
11 月).
924. 藤崎謙, 後藤洋孝, 田中達也, 摺動部品用炭素/アラミド繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の開発,
第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文集, pp.37-38, 京都 (2017 年 11 月).
925. 平尾優佳, 田中達也, 下楠薗壮, 射出成形における樹脂溶融メカニズムについて, 先端複合材料
研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, pp.62, 京都 (2017 年 11 月).
*926. 松本紘宜, 大森翔, 田中達也, 伸長流動セグメントを導入した二軸押出機の操作条件がポリマー
中の CNT の分散状態に与える影響, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集,
pp.37, 京都 (2017 年 11 月).
*927. 塩出純也, 松本紘宜, 田中達也, 冨岡正雄, 石川健, ハイブリッド成形品の界面におけるカーボン
ナノチューブの含有率及び分散性が接着性に与える影響, 先端複合材料研究センターシンポジウ
ム 2017 講演資料集, pp.58, 京都 (2017 年 11 月).
928. 増山 健太, 佐野之紀, 田中達也, バイオマス含有熱可塑性樹脂複合材料の難燃性付与に関する
研究, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, pp.51, 京都 (2017 年 11 月).
929. 藤崎謙, 後藤洋孝, 田中達也, 摺動部品用炭素/アラミド繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の開発,
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先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, pp.50, 京都 (2017 年 11 月).
930. 磯部貴之, 荒木邦紘, 濱邊剛至, 田中達也, 埜村卓志, 湯浅亮平, 3D プリンタ成形品の機械的特
性に関する研究, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, pp.40, 京都 (2017 年
11 月).
931. K.Masuyama, T.Tanaka, M.Betsudan, Compression properties of the inorganic filler-thermoplastic
composites, 2017 3rd International Conference on Architecture, Materials and Construction(ICAMC
2017), pp.32, Amsterdam, Netherlands (2017/12).
932. S. Omori, T. Morita, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, Influence of Agitation Equipment on
Reinforcing Effect and Dispersion State of Cellulose Nano-Fibers in Natural Rubber, 16th International
Conference on Fracture and Damage Mechanics, pp. 23-26, Florence, Italy (2017/07).
933. 増田昭博, 長谷朝博, 浜口和也, 堤田秋洋, 金子直人, 大渡真由美, セルロースナノファイバー含
有ポリマーアロイ発泡体の形態解析, 第 66 回高分子討論会, (1Pd062), 愛媛大学, 松山市 (2017
年 9 月).
934. 平瀬龍二, 長谷朝博, セルロースナノファイバーによる硫黄加硫天然ゴムの補強 第 66 回高分子討
論会, (2Pc107), 愛媛大学, 松山市( 2017 年 9 月).
935. 熊谷明夫, 岩本伸一朗, 遠藤貴士, 長谷朝博, 平瀬龍二, 山下満, セルロースナノファイバー補強
ゴムのスポーツシューズへの応用（Ⅰ）, プラスチック成形加工学会第 25 回秋季大会, pp.203-204, グ
ランキューブ大阪, 大阪市 (2017 年 10 月).
936. 長谷朝博, 平瀬龍二, 山下満, 熊谷明夫, 岩本伸一朗, 遠藤貴士, セルロースナノファイバー補強
ゴムのスポーツシューズへの応用（Ⅱ）, プラスチック成形加工学会第 25 回秋季大会, pp.205-206, グ
ランキューブ大阪, 大阪市 (2017 年 10 月).
937. 長谷朝博, CNF 強化ゴム材料の基礎と応用, 第 242 回ゴム技術シンポジウム, pp. 21-26, 大阪科学
技術センター, 大阪市 (2018 年 2 月).
938. 長谷朝博, 堀田紘司, 大森 翔, 松本紘宜, 田中達也, セルロースナノファイバーの形状制御による
ゴム系複合材料の物性向上に関する研究, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表
会資料集, PS-10, 同志社大学，京田辺 (2018 年 3 月).
939. 長谷朝博, セルロースナノファイバー強化ゴム材料の特性への繊維形状の影響に関する研究, 先
端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資料集, p.47, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
940. Koji Kanki, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, Keiji Ogawa, PROCESS DESIGN AND CONTROL
METHOD OF LASER VIA HOLE DRILLING OF PRINTED WIRING BOARDS BASED ON HIGH
SPEED CAMERA MONITOR, Proceedings ofthe ASME 2017 International Design Engineering
Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, pp.1-7, Cleveland,
U.S.A. (2017/08).
941. Kota Inoue, Antoine Bigeard, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, Keiji Ogawa, Hiromichi Nobe,
FABRICATION OF COMPLEX-SHAPE PRODUCTS FROM A BINDER-FREE GREEN
COMPOSITE USING BAMBOO FIBERS AND POWDERS EXTRACTED WITH A MACHINING
CENTER, Proceedings ofthe ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences &
Computers and Information in Engineering Conference, pp.1-7, Cleveland, U.S.A. (2017/08).
942. Bigeard Antoine, Inoue Kota, Hirogaki Toshiki, Aoyama Eiichi, Ogawa Keiji, Nobe Hiromichi,
Fabrication of Binder-Free Green Composite Made of Bamboo Powder Extracted with a Machining
Center, 精密工学会関西地方定期学術講演会講演論文集, pp.10-11, 摂南大学, 寝屋川市 (2017
年 6 月).
943. 柳川貴之, 廣垣俊樹, 青山栄一, 野辺弘道, 小川圭二, マシニングセンタを用いて抽出した竹繊維
歯車の駆動時の歯元ひずみ計測に基づくかみあい性能の評価, 精密工学会関西地方定期学術講
演会講演論文集, pp.92-93, 摂南大学, 寝屋川市 (2017 年 6 月).
944. 岩元志湧, 小川圭二, 廣垣俊樹, 青山栄一, 田端章吾, 高速回転スピンドルによる CFRP のマイク
ロドリル加工, 砥粒加工学会学術講演会 ABTEC2017 講演論文集, pp.186-187, 福岡工業大学, 福
岡市 (2017 年 8 月).
945. 井上興太, Bigeard Antoine, 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 野辺弘道, マシニングセンタを用い
て抽出した竹繊維粉のみを用いた半球殻自己接着成形体の創成, 精密工学会秋季大会学術講演
会講演論文集, pp.171-172, 大阪大学, 豊中市 (2017 年 9 月).
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946. 米谷瑠里子, 廣垣俊樹, 青山栄一, 古木辰也, 稲葉清文, 藤原和納, CBN 電着エンドミル工具を
用いた CFRP 側面切削時の現象の考察, 精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集,
pp.995-996, 大阪大学, 豊中市 (2017 年 9 月).
947. Tatsuya Furuki, Yugo Kabaya, Toshiki Hirogaki, Eiichi Aoyama, Kiyofumi Inaba, Kazuna Fujiwara,
Development of cBN electroplated end-mill combined cutting and grinding for precision machining of
CFRP, Proceedings of the 20th International Symposium on Advances in Abrasive Technology,
pp.347-355, Okinawa, Japan (2017/12).
948. 米谷瑠里子, 廣垣俊樹, 青山栄一, 古木辰也, 稲葉清文, 藤原和納, CFRP の cBN 電着エンドミル
加工における繊維角度と加工面品質の考察, 第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム講演論文
集, pp.63-64, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
949. 米谷瑠里子, 廣垣俊樹, 青山栄一, 古木辰也, 稲葉清文, 藤原和納, CFRP の cBN 電着エンドミル
加工における繊維角度と加工面品質の考察, 先端複合材料研究センターシンポジウム 2017 講演資
料集, p.67, 同志社大学, 京都市 (2017 年 11 月).
*976. 松本紘宜, 大森翔, 田中達也, 二軸押出機を用いたナノコンポジットの分散混合に関する研究,
先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-2, 同志社大学, 京田辺 (2018
年 3 月).
977. 藤崎謙, 後藤洋孝, 田中達也, 摺動部品用炭素/アラミド繊維強化熱可塑性樹脂複合材料に関する
研究, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-15, 同志社大学, 京田
辺 (2018 年 3 月).
*978. 塩出純也, 松本紘宜, 田中達也, ハイブリッド射出成形における界面接着技術に関する研究, 先
端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-19, 同志社大学, 京田辺 (2018
年 3 月).
979. 磯部 貴之, 田中達也, 埜村卓志, 湯浅亮平, 熱溶解積層方式 3D プリンタの成形条件と押し出し
量の関係の調査, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-25, 同志社
大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
980. 平尾優佳, 田中達也, 下楠薗壮, 射出成形におけるシリンダ内の樹脂流動挙動に関して, 先端複
合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-27, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3
月).
981. 増山健太, 山城世名, 田中達也, 別段碧, 無機フィラー含有熱可塑性樹脂複合材料の圧縮強度の
向上に関する研究, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-35, 同志
社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
982. 米谷瑠里子, 青山栄一, 廣垣俊樹, 古木辰也, CFRP 複合材料の高能率・高精度かつ高品質な超
高速ドリル・エンドミル加工法の研究 (cBN 電着エンドミル加工における繊維角度が加工面品質に及
ぼす影響), 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-29, 同志社大学,
京田辺 (2018 年 3 月).
983. 樋口博一, 青山栄一, 廣垣俊樹, 小川圭二, 児玉紘幸, GFRP 製プリント基板用マイクロドリルの穴
あけ加工条件の解析におけるデータマイニングの適用, 先端複合材料研究センター2017 年度末研
究成果発表会資料集, PS-30, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
984. 廣垣俊樹, 青山栄一, 小川圭二, 神吉耕志, 山口隆太, FRP 多層プリント基板の Cu ダイレクトレー
ザ加工 (高速度カメラを用いた画像 2 色法での加工温度解析), 先端複合材料研究センター2017 年
度末研究成果発表会資料集, PS-31, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
985. 藤本拓哉, 井上興太, 小川圭二, 青山栄一, 廣垣俊樹, 野辺弘道, ホットプレス成形法によるマシ
ニングセンタ抽出竹粉末を用いた球殻形状の自己接着成形体の生成, 先端複合材料研究センター
2017 年度末研究成果発表会資料集, PS-32, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
986. 柳川貴之, 小川圭二, 青山栄一, 廣垣俊樹, 野辺弘道, 竹を応用した低環境負荷生産システムの
研究 （竹繊維歯車のかみあい特性評価）, 先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表
会資料集, PS-38, 同志社大学, 京田辺 (2018 年 3 月).
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＜研究成果の公開状況＞（上記以外）
シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等
＜既に実施しているもの＞
(詳細：別添表 1 参照)
[2013 年度]
2013/9/12 12:45～16:10
2013/10/4 12:40～15:30
2013/10/26 9:55～17:45
2013/11/7
12:00～15:05
2014/3/20 10:00～17:45
[2014 年度]
2014/6/21
13:30～16:45
2014/6/28
13:30～16:45
2014/7/5
13:30～16:45
2014/7/12
13:30～16:45
2014/7/26
14:00～16:30
2014/9/20
13:30～16:45
2014/10/11 12:45～15:35
2014/10/18 13:30～16:45
2014/10/25 12:00～15:05
2014/11/21 10:00～17:05
2014/11/22 09:30～17:30
2014/11/29 12:00～15:00
2014/12/13 12:30～15:35
2015/1/24 12:00～14:50
2015/1/30
12:00～15:05
2015/2/28 10:00～17:20
[2015 年度]
2015/11/13 10:00～17:05
2015/11/14 10:55～17:40
2016/2/26 13:00～16:35
2016/2/27 10:00～17:20
2016/3/14 13:00～14:30
[2016 年度]
2016/10/7 12:00～13:30
2016/10/13 10:30～12:45
2016/11/11 10:00～17:05
2016/11/12 10:00～17:00
2017/1/13
2017/1/30
2017/2/25
[2017 年度]
2017/4/6
2017/6/14
2017/7/22
2017/9/28
2017/10/26
2017/11/17
2017/11/18
2017/1/25
2017/1/25

第 1 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 2 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 5 回自動車用途コンポジットシンポジウム*
第 3 回先端複合材料研究センターコロキウム
先端複合材料研究センター2013 年度末研究成果発表会*
統計的評価に関する勉強会 1
統計的評価に関する勉強会 2
統計的評価に関する勉強会 3
統計的評価に関する勉強会 4
安全講習会・ナノマテリアルの安全な取り扱い
統計的評価に関する勉強会 5
第 4 回先端複合材料研究センターコロキウム
統計的評価に関する勉強会 6
第 5 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 6 回自動車用途コンポジットシンポジウム*
先端複合材料研究センターシンポジウム*
第 6 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 7 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 8 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 9 回先端複合材料研究センターコロキウム
先端複合材料研究センター2014 年度末研究成果発表会*
第 7 回自動車用途コンポジットシンポジウム*
先端複合材料研究センターシンポジウム*
第 10 回先端複合材料研究センターコロキウム
先端複合材料研究センター2015 年度末研究成果発表会*
第 11 回先端複合材料研究センターコロキウム

13:00～15:00
13:30～15:05
09:20～17:20

第 12 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 13 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 8 回自動車用途コンポジットシンポジウム*
同志社ハリスフォーラム 2016 先端複合材料研究センターシンポジウム
2016「先端複合材料の昨日・今日・明日」*
第 14 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 15 回先端複合材料研究センターコロキウム
先端複合材料研究センター2016 年度末研究成果発表会*

14:00～17:00
11:00～13:00
14:30～16:00
10:45～13:00
10:45～13:00
10:00～17:15
10:00～16:45
10:45～12:15
10:45～13:00

第 2 回ナノリスクに関する講習会
第 16 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 17 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 18 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 19 回先端複合材料研究センターコロキウム
第 9 回自動車用途コンポジットシンポジウム*
先端複合材料研究センターシンポジウム 2017*
第 20 回先端複合材料研究センターコロキウム(A)
第 20 回先端複合材料研究センターコロキウム(B)
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2018/3/3

09:55～17:30

先端複合材料研究センター2017 年度末研究成果発表会*

*; 公開講演会として，当研究センターホームページ：http://rdccm.doshisha.ac.jp/，同志社大学ホームペ
ージ：http://www.doshisha.ac.jp/index.html/，共催・協賛学会ホームページ，けいはんなポータル URL：
http://keihanna-portal.jp/などで逐次広報した．

＜これから実施する予定のもの＞
・ 2018/11/16 第 10 回自動車用途コンポジットシンポジウム

１４ その他の研究成果等
【特許出願】
顕著な成果は，順次特許などとして出願を行い，社会に公表している．本プロジェクトの開始年度(H25)よ
り現在に至るまでに，37 件を出願中である．
P-01: 炭化ホウ素／ホウ化チタンコンポジットセラミックス及びその作製法: (特願 2014-028174)
P-02: 再生炭素繊維強化プラスチック成形体およびその製造方法: (特願 2013-218332)
P-03: ディスクタイプ軸継手及びディスクユニット: (特願 2014-039873)
P-04: 底弾性複合材料: (特願 2014-049158)
P-05: 炭素繊維炭素複合材料の製造方法: (特願 2014-051125)
P-06: タイヤの物理量算出装置，タイヤの物理量算出方法及びコンピュータプログラム: (特願
2013-233855)
P-07: 窒化アルミニウム／炭化ケイ素コンポジット粉末，その製造法，当該コンポジット粉末を用いた高
熱伝導性シート及びその製造法: (特願 2014-084275)
P-08: 熱電変換セラミックスの作製法: (特願 2014-103882)
*P-09: 炭化ホウ素セラミックスの作製法: (特願 2015-530876)
P-10: 磁性材料およびその製造方法: (特願 2015-020664)
P-11: 導電性高強度高硬度コンポジットセラミックス及びその作製法: (特願 2015-025381)
P-12: 粉末冶金鉄鋼材料及びその製造方法: (特願 2015-035182)
*P-13: 銅－モリブデン複合材料及びその製造方法: (特願 2015-043395)
P-14: 熱溶解積層型 3 次元プリンタ用フィラメントおよびその製造方法: (特願 2014-143891)
P-15: 磁性材料およびその製造方法: (PCT/JP2016/000433)
*P-16: 炭化ホウ素セラミックスからなる熱電素子及びその製造方法: (特願 2016-011679)
P-17: 繊維強化熱可塑性樹脂材料及びその製造方法: (特願 2015-126344)
P-18: 繊維強化樹脂複合材料の接合構造: (特願 2016-045982)
*P-19: 繊維強化熱可塑性樹脂材の補修方法: (特願 2016-047929)
P-20: 炭素繊維強化プラスチックの製造方法及び炭素繊維強化プラスチック: (特願 2016-016458)
P-21: 繊維強化樹脂成形品およびその製造方法: (特願 2015-209293)
*P-22: 炭素繊維強化プラスチック，炭素繊維の製造方法，及び炭素繊維強化プラスチックの製造方法:
(PCT/JP2015/083065)
P-23: 繊維強化プラスチック及びその製造方法: (特願 2015-104679)
P-24: 熱溶解積層型３次元プリンタ用フィラメントおよびその製造方法: (特願 2015-139592)
P-25: 射出成形装置: (特願 2015-161505)
P-26: ZrO2-Al2O3 系セラミックス焼結体及びその作製法: (特願 2016-121915)
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P-27: ZrO2-Al2O3-BASED CERAMIC SINTERED COMPACT AND PRODUCTION METHOD
THEREOF: (15/390088)
P-28: シリンダ内流動再現試験方法，シリンダ内流動再現試験装置及びスクリュ形状の設計方法
: (特願 2016-112476)
P-29: INJECTION MOLDIN APPARATUS: (15/233,078)
*P-30: 多軸混練機及びこの多軸混練機を用いたナノコンポジットの製造方法: (特願 2017-030841)
P-31: 樹脂組成物及び樹脂組成物の難燃性判定方法: (特願 2017-060959)
P-32: 焼結体の製造方法および立方晶窒化ホウ素粒子: (特願 2017-104695)
P-33: ホウ化チタン／ジルコニア‐アルミナ系コンポジットの製造方法及び，優れた硬度及び靱性をす
るホウ化チタン／ジルコニア‐アルミナ系コンポジット: (特願 2017-160046)
P-34: セルロースナノファイバーを配合した炭素繊維強化プラスチック: (特願 2017-116235)
P-35: 構造体状態測定方法，品質管理方法，構造体の製造方法および構造体: (特願 2017-139642)
P-36: 成形品およびその製造方法: (特願 2017-034020)
P-37: 成形システム: (特願 2017-253864)

【企業との連携】
(1) 企業連携できる強いリンクを構築した．その中軸として，三菱レイヨン（現三菱ケミカル）(株)との炭素
繊維複合材料に関する包括的研究協力協定を締結 (H27.4.1) した(別紙 3)．協定のキックオフミー
ティング後，2 回の運営委員会に基づき技術交流による共同研究テーマの発掘を進め，当初 3 テー
マが始動し，年を重ねるに従い H30 には 5 テーマに膨らんだ．また，社会人博士コース在籍者が学
位取得を達成するなど内実的にも望ましい発展にある．今後は，これらの交流をさらに充実させると
ともに，学生のインターンシップなども含め，人的交流を積極的に進める．このことは，当センターの
目指す学際的・産学連携的な革新的ものづくり拠点形成の環境づくりを一層助長すると期待してい
る．
(2) 研究成果（研究シーズ）を発展させる方向で企業と連携して競争的プログラムに提案し，以下の事業
を獲得した．
[H27 年度]
1) 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業/経済産業省）
・ 「軽量・高強度で高機能技術高度化を実現する長繊維強化複合材料の熱硬化性樹脂射出
成形技術の開発」（新規）
・ 「高精度にリアルタイムで加工現象（熱・振動・抵抗）をマルチ計測できる技術・回転式工具
の開発」，
2) JST 研究成果展開事業プログラム（A-STEP/科学技術振興機構）
・ 「新規マテリアルデザインに基づくジルコニア強靭化高硬度アルミナセラミックスの開発」，
（新規）
[H28 年度]
1) 戦略的基盤化支援事業（サポイン事業/経済産業省）
・ 「軽量・高強度で高機能化を実現する長繊維強化複合材料の熱硬化性樹脂射出成形技術
の開発」, （継続）
・ 「高精度にリアルタイムで加工現象（熱・振動・抵抗）をマルチ計測できる技術・回転式工具
の開発」，（継続）
2) JST 研究成果展開事業プログラム（A-STEP/科学技術振興機構）
・ 「新規マテリアルデザインに基づくジルコニア強靭化高硬度アルミナセラミックスの開発」，
（継続）
[H29 年度]
1) 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業/経済産業省）
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・ 「軽量・高強度で高機能化を実現する長繊維強化複合材料の熱硬化性樹脂射出成形技術の
開発」， （継続）
・ 「大型で積層構成自由度の高い CFRTP 一方向連続繊維積層板の量産技術開発」，（新規）

【若手研究者の育成】
博士後期課程の学生 3 人が，センター活動を通じて，事業期間内に学位取得を達成した．また，社会
人博士コース在籍者については，センター活動期間中に 2 人の博士学位取得が実現された．
【受 賞】
(1) 本プロジェクトの成果を発表した研究者，大学院生が以下の賞を受賞した．
[論文賞受賞]:
・ 2014 年度プラスチック成形加工学会論文賞受賞： 井上玲, 田中達也, 荒尾与史彦, 野元将義,
下楠薗壮, 射出成形におけるスクリュ形状の違いが FRTP の繊維長・分散性へ及ぼす影響, 成
形加工, Vol.26, No.6, pp.279-285 (2014). (*83)
・ 2014 年度日本機械学会賞（論文）受賞：松原真己, 辻内伸好, 小泉孝之, 平野裕也, 接地・転
動時におけるタイヤ半径方向振動解析, 日本機械学会論文集, Vol.80, No.811, DR0050
(2014). (*22)
・ 59thFRP CON-EX2014 論文賞受賞： 尾崎功一, 大窪和也, 藤井透, 大森繁樹, 梅田真一, 林
悠志, 杉山哲也, 回転偏角を有する軸継手中に締結された CFRP 板製軸カップリングディ
スクの多湿環境下における繰り返し疲労特性 (2014). (*405)
・ 2016 年度日本材料学会複合材料部門委員会部門賞（論文賞）受賞： 田中和人，奥村祐規，片
山傅生，森田有亮，炭素繊維ポリアミド樹脂界面強度に及ぼす炭素繊維への CNT 析出状態の
影響, 材料, Vol.65, No.8，pp.586-591 (2016). (*134)
[ポスター発表賞受賞]:
・ プラスチック成形加工学会第 25 回年次大優秀学生ポスター賞受賞： 下楠薗壮，井上玲，田中
達也，荒尾与史彦, 射出成形におけるスクリュ形状の違いが FRTP の繊維長・分散性へ及ぼす
影響, 成形加工’14, (2014). (*464)
・ プラスチック成形加工学会第 25 回年次大優秀学生ポスター賞受賞： 柏森夏輝，松本紘宜，田
中達也，荒尾与史彦, ブリスタディスクの機械因子がナノコンポジットの分散性に及ぼす影響,
成形加工’14 (2014). (*466)
・ 3rd International Conference on Powder Metallurgy in Asia (APMA 2015) Poster Award of
Outstanding Presentation 受 賞 ： 西 峰 有佑 , 藤 原弘 , 川 森 重 弘 , 宮本 博 之, Nanoparticle
Formation in Magnesium Based Composite by Mg/Al2O3Interfacial Reaction, (2015).(*517)
・ 第 61 回 FRP CON-EX 2016 最優秀賞ポスター賞受賞： 西田裕紀, 永井奎祐, 大窪和也, 藤井
透, 高分子量化した熱可塑性エポキシを母材とする CFRTP の機械的特性, (2016). (*692)
(2) プロジェクト参加研究者の受賞
・ 2013 年度 日本自動車技術会技術部門貢献賞（CVT・ハイブリッド部門）受賞： 藤井透, (2014).
・ 2014 年度 強化プラスチック協会功労賞受賞： 藤井透, (2014).
・ 2014 年度日本機械学会機械力学・計測制御部門部門功績賞受賞：辻内伸好 (2014).
・ 2014 年度日本機械学会関西支部賞（研究賞）受賞：辻内伸好 (2015).
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１５ 「選定時」及び「中間評価時」に付された留意事項及び対応
＜「選定時」に付された留意事項＞
該当事項なし．
＜「選定時」に付された留意事項への対応＞
該当事項なし．

＜「中間評価時」に付された留意事項＞
該当事項なし．

＜「中間評価時」に付された留意事項への対応＞
該当事項なし．
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法人番号
プロジェクト番号
１６ 施設・装置・設備・研究費の支出状況（実績概要）
内
年度・区分 支出額 法 人
負 担

平 施 設
成
2 装 置
5 設 備
年
度 研究費

私 学
助 成

25,700

8,567

17,133

26,866

14,937

11,929

10,800

3,600

7,200

36,800

20,288

16,512

14,994

5,000

9,994

34,000

20,251

13,749

平 施 設
成
2 装 置
8 設 備
年
度 研究費

44,000

30,013

13,987

平 施 設
成
2 装 置
9 設 備
年
度 研究費

43,780

24,671

19,109

設 備

51,494

17,167

34,327

研究費

185,446

110,160

75,286

236,940

127,327

109,613

平 施 設
成
2 装 置
6 設 備
年
度 研究費
平 施 設
成
2 装 置
7 設 備
年
度 研究費

261010
S1311036
（千円）
訳

共同研
受託
究機関
寄付金 その他（
研究等
負担

）

備 考

施 設
総

装 置

額
総

計

１７ 施設・装置・設備の整備状況 （私学助成を受けたものはすべて記載してください。）
《施 設》 （私学助成を受けていないものも含め、使用している施設をすべて記載してください。）
施 設 の 名 称

有徳館東棟
至心館
医心館
訪知館*

整備年度

研究施設面積

641 ㎡
304 ㎡
220 ㎡
50 ㎡

研 究 室 等 数 使用者数

6
1
1
3

事業経費

補助金額

（千円）
補助主体

22
4
3
18

*; 訪知館については，本プロジェクトにおいてナノ物質を取り扱うため，実験室として新たに使用契約した．
※ 私学助成による補助事業として行った新増築により、整備前と比較して増加した面積
- 76 0
㎡

法人番号
プロジェクト番号

261010
S1311036

《装置・設備》 （私学助成を受けていないものは、主なもののみを記載してください。）
装置・設備の名称

整備年度

型

番

台

数

稼働時間数

事業経費

（千円）
補助金額

補助主体

（研究装置）
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

（研究設備）
熱物性・微細構造評価装置
深度測定機能付きデジタルマイクロスコープ

回転機構付きＣＶＤ装置
3D繊維配向解析システム

フェイズドアレイ探傷装置
エレクトロスピニング装置

小型射出成形機

25
25
25
26
26
27
27

1
1
1
1
1
1
1

450
180
1440
180
135
270

9,600
8,000
8,100
5,400
5,400
5,994
9,000

h/y
h/y
h/y
h/y
h/y
h/y

6,400
5,330
5,400
3,600
3,600
3,996
6,000

私学助成
私学助成
私学助成
私学助成
私学助成
私学助成
私学助成

（情報処理関係設備）
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

１８ 研究費の支出状況
年
度
平成
小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

（千円）
25

年度 GR1

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
2,197 薬品材料

金

積 算 内 訳
主 な 内
額
経
費
支
出
2,197 薬品、器具、消耗品 等

郵便料
21 印刷製本
476 研究旅費

21 論文別刷
476 研究成果発表旅費、実験打合旅費

1,006 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
3,700
ア
ル
バ
イ

1,006 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
3,700
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
0

計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

容

0

0
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係

支

出

法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

年度 GR2

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
3,825 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
3,825 薬品、器具、消耗品 等

8 郵便料

人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

容

8 宅配便、切手代

1,712 研究旅費

1,712 研究成果学会発表旅費 等

1,163 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
6,708
ア
ル
バ
イ

1,163 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
6,708
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
892 教育研究用機器備品
892 小型加振機

教育研究用機器備品

図

25

平成

261010
S1311036

書
892
研

計

究

ス

タ

ッ

フ

892
関

係

支

出

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計
年

0

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計
教育研究用機器備品

図

書
計

25

平成

0

年度 GR3

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
324 薬品材料

金

526 印刷製本
520 研究旅費

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
324 薬品、器具、消耗品 等

526 論文別刷
520 研究成果学会発表旅費 等

1,650 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
3,020
ア
ル
バ
イ

ト

1,650 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
3,020
関
係
支
出

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
1,580 教育研究用機器備品
1,580 手動式スライド切断機、手動整合器、
インフラスタイン加熱装置
1,580
1,580
研
究
ス
タ
ッ
フ
関
係
支
出

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

容

0

0
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法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

年度 GR4

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
5,364 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計

4
178
1,015
916
2,781
10,258
ア
262

人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出

金

郵便料
印刷製本
研究旅費
委託費、謝礼

4
178
1,015
916
2,781
10,258
関
262

ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他

ル

バ

イ

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
5,364 薬品、器具、消耗品 等

ト

容

宅配便、切手代
論文別刷
成果発表用学会旅費 等
ＨＰ作成、講演会講師謝礼 等
ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、HPﾒﾝﾃﾅﾝｽ料 等
係
支
出
研究補助 時給880円 239時間 実人数8人

863
262
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
446 教育研究用機器備品
446 ノートパソコン ２台

計
教育研究用機器備品

図

25

平成

261010
S1311036

書
446
研

計

究

ス

タ

ッ

フ

446
関

係

支

出

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計
年

0

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

0

26

平成

年度 GR1

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
1,523 薬品材料

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
1,523 薬品、器具、消耗品 等

6 郵便料

6 宅配便

1,105 研究旅費

1,105 学会参加旅費等

3,166 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
5,800
ア
ル
バ
イ

3,166 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
5,800
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
0

計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

容

0

0
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係

支

出

法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

26

平成

年度 GR2

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
4,955 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
4,955 薬品、器具、消耗品 等

1 郵便料

人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

261010
S1311036

容

1 切手代

2,149 研究旅費

2,149 学会参加旅費

1,255 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
8,360
ア
ル
バ
イ
40

1,255 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
8,360
関
係
支
出
40 研究補助 時給890円 50時間 実人数2人

ト

40
40
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
0

計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

係

支

出

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計
年

0

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計
教育研究用機器備品

図

26

平成

0

年度 GR3

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
3,286 薬品材料

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
3,286 薬品、器具、消耗品 等

1,678 研究旅費

1,678 学会参加旅費 等

1,078 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
6,042
ア
ル
バ
イ

1,078 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
6,042
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
1,458
428 角型真空乾燥機
707 ノートパソコン
323 試験片打抜機

書
計

1,458

1,458

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

容

0

0
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法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

年度 GR4

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
3,814 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計

13
350
1,504
347
3,070
9,098
ア
3,070

人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
3,814 薬品、器具、消耗品 等

郵便料
印刷製本

13
350
1,504
347
3,070
9,098
関
3,070

謝礼
ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他

ル

バ

イ

ト

教育研究用機器備品

計
リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

1,920

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

宅配便 切手代
講演会資料作成
学会参加旅費、学外実験交通費 等
講演会等講師謝礼
ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、HPﾒﾝﾃﾅﾝｽ料 等
係
支
出
研究補助 時給1500円 135時間 実人数5人

1,920

27

平成

年度 GR1

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
2,649 薬品材料

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
2,649 薬品、器具、消耗品 等

1 郵便料

1 切手代、宅配便

684 研究旅費

384 学会参加旅費 等

2,466 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
5,800
ア
ル
バ
イ

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

書
0

計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

0

0

- 81 -

容

2,466 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
5,800
関
係
支
出

教育研究用機器備品

図

容

3,070
3,070
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
1,012 教育研究機器備品
338 カスタマイズノートＰＣ
674 型内圧力センサ、アドバンストアンプ
1,012
1,012
研
究
ス
タ
ッ
フ
関
係
支
出
1,920
1,920 学内4人 [別紙4]

計

年

26

平成

261010
S1311036

係

支

出

法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

27

平成

年度 GR2

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
4,000 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

261010
S1311036

金

積 算 内 訳
主 な 内
額
経
費
支
出
4,000 薬品、器具、消耗品 等

容

9 郵便料
3 印刷製本
2,017 研究旅費

9 宅配便、切手代
3 印刷代
2,017 学会参加旅費、研究打合旅費 等

1,418 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
7,447
ア
ル
バ
イ
933

1,418 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
7,447
関
係
支
出
933 研究補助 時給900円 856時間 実人数1人

ト

933
933
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
0

計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

係

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

2,520

2,520 外国１人

計

2,520

2,520

年

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

27

平成

支

出

年度 GR3

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
3,643 薬品材料

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
3,643 薬品、器具、消耗品 等

100 電信電話料

100 ﾙｰﾀｰ

34 研究旅費

34 研究調査旅費 等

1,723 ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他
5,500
ア
ル
バ
イ

1,723 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
5,500
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
0

計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

容

0

0

- 82 -

係

支

出

法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

27

平成

年度 GR4

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
1,916 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計

118
203
582
435
3,961
7,215
ア
2,185

人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

261010
S1311036

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
1,916 薬品、器具、消耗品 等

郵便料、電信電話料
印刷製本
研究旅費
委託費、謝礼

118
203
582
435
3,961
7,215
関
2,185

ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他

ル

バ

イ

ト

容

切手代、宅配便、通信費
シンポジウム資料作成、成果報告書作成 等
学会参加旅費、学外実験交通費 等
測定料、講演会講師謝礼
ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、HPﾒﾝﾃﾅﾝｽ料 等
係
支
出
研究補助 時給1500円 246時間 実人数5人

2,185
2,185
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
0
研
究
2,400

計
リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計
年

ス

タ

ッ

フ

2,400

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

2,400

28

平成

0
関
係
支
出
2,400 学内５人 [別紙4]

年度 GR1

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
2,092 薬品材料

金

積 算 内 訳
額
主 な 内 容
経
費
支
出
2,092 高純度試薬、実験材料費、工具 等

3 郵便料

3 切手代、宅配便

316 研究旅費

316 学会参加旅費、研究打合旅費 等

3,389 ｿﾌﾄｳｪｱ、保守、修繕 他
5,800
ア
ル
バ
イ

3,389 ｿﾌﾄｳｪｱ、保守、修繕、施設使用料、加工費、参加費等
5,800
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

0

0
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係

支

出

法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

年度 GR2

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
6,198 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計

15
2
1,670
1,139
1,026
10,050
ア

人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

金

郵便料
印刷製本
研究旅費
報酬

15
2
1,670
1,139
1,026
10,050
関

会費、加工費、機器 他

ル

バ

イ

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
6,198 薬品、器具、消耗品 等

ト

容

宅配便、切手代
印刷代
学会参加旅費、研究打合旅費 等
事務謝礼
学会参加費、加工費、機器備品 等
係

支

出

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
857 教育研究用機器備品
857 ﾊﾟｿｺﾝ 2台、ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ

教育研究用機器備品

図

28

平成

261010
S1311036

書
857
研

計

究

ス

タ

ッ

フ

857
関

係

支

出

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計
年

0

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計
教育研究用機器備品

計

0

28

平成

年度 GR3

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
2,011 薬品材料

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
2,011 薬品、器具、消耗品 等

143 印刷製本
539 研究旅費

容

143 印刷代
539 学会参加旅費、研究打合旅費 等

926 点検、加工、機器 他
3,619
ア
ル
バ
イ

926 点検、加工費、機器 等
3,619
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
3,881 教育研究用機器備品
3,881 ﾊﾟｿｺﾝ1台、冷却ﾄﾗｯﾌﾟ、ﾊﾟﾜｰｱﾅﾗｲｻﾞ、万能衝撃試験機
3,881
研

究

ス

タ

ッ

フ

3,881
関

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

0

- 84 -

係

支

出

法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

28

平成

年度 GR4

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
3,202 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計

162
239
490
4,300
3,358
11,751
ア

人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

261010
S1311036

金

電信電話料
印刷製本
研究旅費
委託費、謝礼

162
239
490
4,300
3,358
11,751
関

ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他

ル

バ

イ

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
3,202 薬品、器具、消耗品 等

ト

容

通信費
シンポジウム資料作成、成果報告書作成 等
学会参加旅費、成果発表会交通費 等
講演謝礼、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・事務謝礼等
ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、HPﾒﾝﾃﾅﾝｽ料 等
係

支

出

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
6,580 教育研究用機器備品
6,580 ｼｰﾄｲﾝｻｰﾄ金型上型製作、赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ、

教育研究用機器備品

低抵抗率計、ｼｰﾄ巻取り装置、電動ｻｰﾎﾞ射出成型機

6,580
研
究
1,469

計
リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計
年

ス

タ

6,580
フ
関
係
支
出
1,469 学内３人 [別紙4]

ッ

1,469

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

1,469

29

平成

年度 GR1

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
3,959 薬品材料

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
3,959 薬品、器具、消耗品 等

11 印刷製本
495 研究旅費

11 別刷印刷 等
495 学会参加旅費、研究打合旅費 等

1,115 修繕、会費、加工 他
5,580
ア
ル
バ
イ

1,115 修繕、学会参加費、加工費、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 等
5,580
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
0

計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

容

0

0
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係

支

出

法人番号
プロジェクト番号

年

度

小 科 目

年度 GR2

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
5,452 薬品材料

消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
5,452 薬品、器具、消耗品 等

3 郵便料

容

3 切手代

1,400 研究旅費
1,174 謝礼
2,571 ｿﾌﾄｳｪｱ、機器、修繕 他
10,600
ア
ル
バ
イ

人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

1,400
1,174
2,571
10,600
関

ト

学会参加旅費、研究打合旅費 等
事務謝礼等
ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、加工費 等
係

支

出

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
300 教育研究用機器備品
300 ﾉｰﾄPC 1台

教育研究用機器備品

図

29

平成

261010
S1311036

書
300
研

計

究

ス

タ

ッ

フ

300
関

係

支

出

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計
年

0

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計

0

29

平成

年度 GR3

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
7,020 薬品材料

480 保守、備品、加工
7,500
ア
ル
バ
イ

金

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
7,020 薬品、器具、消耗品 等

480 保守、機器備品、、加工費、用品図書 等
7,500
関
係
支
出

ト

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）

教育研究用機器備品

図

書
0

計
研

究

ス

タ

ッ

フ

0
関

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

0

0
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容

係

支

出

法人番号
プロジェクト番号
年

度

小 科 目
消 耗 品 費
光 熱 水 費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
報酬・委託料
（ その他
）
計
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
計
教育研究用機器備品

図

29

平成

年度 GR4

支 出 額

主 な 使 途
教
育
研
究
10,674 薬品材料
12
328
629
3,964
2,714
18,321
ア

261010
S1311036

金

郵便料
印刷製本
研究旅費
委託費、謝礼
ｿﾌﾄｳｪｱ、備品、修繕 他

ル

バ

イ

ト

積 算 内 訳
額
主 な 内
経
費
支
出
10,674 薬品、器具、消耗品 等
12
328
629
3,964
2,714
18,321
関

切手代、宅配便
シンポジウム資料作成、成果報告書作成 等
学会参加旅費、研究成果発表会交通費 等
講演謝礼、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・事務謝礼等
ｿﾌﾄｳｪｱ、機器備品、修繕、HPﾒﾝﾃﾅﾝｽ料、用品図書 等

係

支

出

0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
500 教育研究用機器備品
500 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

書
計

リサーチ・アシスタント
ポスト・ドクター
研究支援推進経費

計

500
研
究
979

ス

タ

ッ

979

フ

500
関
係
支
出
979 学内２人 [別紙4]

979
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容
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研究活動総括表
活動内容

(H25-29年度)

活動回数･件数

1．コロキウム

備

20 回

2．統計的評価に関する勉強会

６回

―実験計画法―
3．年度末成果発表会

4．シンポジウム

9回

(公開)
5．ナノリスクに関する安全講習会

2回

6．設備導⼊

出願中(出願数）

学会等⼝頭発表

研究報告

81 編

基調講演

7編

研究報告

228 編 (うちポスター発表︓188 編)

基調講演

18 編

研究報告

285 編 (うちポスター発表︓233 編)

3 台／2013年度, 2 台／2014年度

37 (42) 件

学会誌等掲載論⽂

11 編

H26.7, H29.4

7 機器
特許出願

基調講演

考

12 コマ︓90 分/コマ，計18 時間

5回

(公開)

7．成果発表

[表 1]

174 件
687 件

図書

３件

報道

0件

2 台／2015年度
6 (8) 件／2013年度, 8 (11) 件／2014年度
11 件／2015年度, 6 件／2016年度, 6件／2017年度
42 件／2013年度, 52 件／2014年度
29 件／2015年度, 31 件／2016年度, 20件／2017年度
85 件／2013年度, 120 件／2014年度
155 件／2015年度, 142 件／2016年度, 185件／2017年度
1 件／2013年度, 0 件／2014年度
2 件／2015年度, 0 件／2016年度, 0件／2017年度

2018.3_事後評価報告書資料

同志社大学先端複合材料研究センター
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年月日

活動（会議など）

内容

開催場所

招待講演AC1-4
「植物繊維の内部構造に由来する多機能性の発現について」
徳島大学・大学院・ソシオテクノサイエンス研究部（工学部・機械工学科） 高木 均
先生
招待講演AC1-5
「CNTを用いた高分子基階層型複合材料の研究課題」
早稲田大学理工学術院 教授基幹理工学部 機械科学・航空学科 川田 宏之 先生
2013.9.12

第1回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC1-1
「平織CFRPのモードⅠ布間破壊じん性に及ぼす合成ナノ繊維の添加の効果」
同志社大学 理工学研究科 博士前期課程2年 豊田 万希子 氏

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC1-2
「縫合複合糸を用いた織物強化複合材料の成形及びその機械的特性について」
同志社大学 理工学研究科 博士前期課程１年 木村 裕章 氏
研究報告AC1-3
「タイヤ構造とレセプタンス法を用いた振動挙動解析」
同志社大学 理工学研究科 博士課程後期3年 松原 真己 氏
基調講演AC2-4
「カーボンナノチューブ析出炭素繊維とその複合材料の力学および機能特性」
(独）物質・材料研究機構 ・主任研究員 内藤 公喜氏

2013.10.4

第2回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC2-1
「炭素繊維/ナイロン6の繊維樹脂界面特性に及ぼす温度効果」
同志社大学 生命医科学部 ○小嶋啓介，田中和人，片山傳生
研究報告AC2-2
「直接通電抵抗加熱によるCFRTPの溶着」
同志社大学 生命医科学部 ○仲野由将，田中和人，片山傳生
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同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC2-3
「CNT含有PLAナノファイバーの機械的特性評価」
同志社大学 生命医科学部 ○橋本美穂，田中和人，片山傳生
2013.10.4

第2回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC2-5
「二軸押出機によるPP/CNTナノコンポジットの分散混合に関する研究」
同志社大学 理工学部 ○松本紘宜，栢森夏輝，荒尾与史彦，田中達也

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC2-6
「炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料によるCVTベルト成形技術の確立」
同志社大学 理工学部 ○皆川貴彬，荒尾与史彦，田中達也
基調講演-1
「超薄肉軽量バンパの開発」
マツダ株式会社 技術研究所 先端材料研究部門

藤 和久 氏

基調講演-2
「直接射出成形法による炭素繊維高強度製品製造技術」
東芝機械（株） 射出成形機技術部 淺沼 伸行 氏
GS-1
自動車部品用高強度強靱性セラミックス
○廣田 健(同志社大)，加藤将樹，山本健太
GS-2
ジュート繊維/ポリ乳酸複合材料における強度向上のための成形手法の提案
○荒尾与史彦（同志社大），田中達也，井谷 智，藤浦貴保（神戸製鋼）

2013.10.26

第5回自動車用途コンポジットシンポジウム

GS-3
プリプレグにセルロースナノファイバー (CNF) を添加して成形した直交異方性CFRPの強
度改善
同志社大学（今出川校地）寒梅
○大窪和也(同志社大)，藤井 透，梅木 亮，川邊和正，
館
近藤慶一，山崎 剛, 濱田健一，原田哲哉

- 93 -

GS-4
熱可塑性コンポジットの開発の歴史とＮＣＣの役割
○山根正睦（名古屋大）, 石川 隆司
GS-5
銅クラッド構造によるCFRTP用高速均等加熱冷却金型の開発と成形性評価
○松葉 朗（広島県総研），大川正巳，西田裕紀，藤井敏男，山下弘之，山
崎拓哉（積層金型）
GS-6
渦電流を用いた熱可塑性CFRPの非破壊検査
○水谷義弘 (東工大），水上孝一，轟章，鈴木良郎
GS-7
IAA (65th フランクフルト・モーターショー) における複合材料技術の紹介
○田中和人(同志社大)
その他 25件ポスター発表
招待講演AC3-6
「窒化ケイ素セラミックスの高温特性－窒化ケイ素粒子と粒界相の複合構造制御－」
（独）物質・材料研究機構・主席研究員 西村 聡之氏
研究報告AC3-1
「Al2O3/TiN/CNF系コンポジットの作製と物性評価」
同志社大学 理工学研究科 ○笠原孝太，加藤将樹，廣田健
研究報告AC3-2
「高強度・強靭性を有する”高密度炭化ホウ化物”の開発」
同志社大学 理工学研究科 ○嶋 允大，加藤将樹，廣田健
2013.11.7

第3回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC3-3
「MM/SPSプロセスによるMg/Al2O3複合材料の微細組織と機械的特性」
同志社大学 理工学研究科 ○浜中傑，藤原弘，宮本博之

- 94 -

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC3-4
「MM/SPSプロセスによるハイス鋼/炭素鋼複合調和組織材料の変形メカニズム」
同志社大学 理工学研究科 ○續木雄基，藤原弘，宮本博之
研究報告AC3-5
「燃焼反応プロセスによるTi-Al/Al2O33複合材料の微細組織と機械的特性」
同志社大学 理工学研究科 ○吉田怜央，藤原弘，宮本博之
2014.1.8

機器導入

2014.2.3

機器導入

2014.3.19

機器導入

<深度測定機能付きデジタルマイクロスコープ>
キーエンス社製 VHX-2000
<熱物性・微細構造評価装置>
キャノンマシナリー社製卓上型単結晶育成装置（Dタイプ）
スギノマシン社製スターバーストシステム（HIP-25001）
<回転機構付きCVD装置>
マイクロフェーズ社製 MPCVD-Composite-DSD
特別講演
「企業のグローバル化と人材育成―欧州における日本企業の活動を通じて」
日独産業協会 顧問 柚岡一明氏
招待講演
「世界初の単層カーボンナノチューブの量産技術と応用展開」
日本ゼオン株式会社 特別経営技監 会長特別プロジェクト担当 荒川公平氏
GS-1
「微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開」
同志社大学理工学部 教授 加藤将樹
GS-2
「ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安定化
に関するグループ研究」
同志社大学理工学部 教授 大窪和也
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2014.3.20

GS-3
先端複合材料研究センター2013年度末研究 「高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合技術の開発とナノ繊維複合材料の応用」
成果発表会
同志社大学生命医科学部 教授 田中和人

同志社大学 京田辺キャンパス

GS-4
「二軸押出機によるナノ分散技術とナノコンポジットの特異的性質」
同志社大学理工学部 助教 荒尾与史彦
GS-5
「CNTマルチスケール複合材料の成形と力学特性評価」
早稲田大学 基幹理工学部機械科学・航空学科 教授 川田宏之
GS-6
「ハロイサイトナノコンポジットの創製と特性評価」
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授 高木均
GS-7
「扁平状セルロース微粒子を用いた機能性ゴム材料の開発」
兵庫県立工業技術センター 上席研究員 長谷朝博
その他 34件ポスター発表
2014.6.21

統計的評価に関する勉強会1

実験計画法の応用例-1
統計的手法を具体的に複合材料研究に適用した事例の紹介とHow toの実際、課
題。（複合材料研究の場合の特徴）
（高木均先生，徳島大学）

2014.6.28

統計的評価に関する勉強会2

実験計画法：基礎理論-1
実験計画法と関連する確率と統計の概念について（整理と復習）
（大島裕子先生）

同志社大学京田辺キャンパス

統計的評価に関する勉強会3

実験計画法：基礎理論-2
実験計画法とは，分散分析，重回帰分析，実験計画法の考え方について
（大島裕子先生）

同志社大学京田辺キャンパス

統計的評価に関する勉強会4

実験計画法：実習と実験
「計算機による直行配列割り付け実習」と「簡単な実験と解析」
（大島裕子先生）

同志社大学京田辺キャンパス

2014.7.5

2014.7.12
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同志社大学京田辺キャンパス

2014.7.26

安全講習会

「ナノマテリアルの安全な取り扱いについて」
産業医科大学 産業生態科学研究所教授 明星敏彦先生

同志社大学京田辺キャンパス

2014.9.20

統計的評価に関する勉強会5

実験計画法の応用例-2
品質工学と適用事例
（原 宜宏氏，神戸製鋼）

同志社大学京田辺キャンパス

基調講演AC4-5
「とことんやさしい「化学」の本 スペシャルバージョン」
アイシン精機株式会社 生技開発部 主査 井沢省吾氏
研究報告AC4-1
炭素繊維強化熱可塑性樹脂複合材料によるCVTベルト成形技術の研究
同志社大学 理工学研究科 ○皆川貴彬，荒尾与史彦，田中達也

2014.10.11

第4回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC4-2
加工木粉を用いた木粉・プラスチック複合材料の難燃化
同志社大学 理工学研究科 ○富田雄太，荒尾与史彦，田中達也

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC4-3
CNT析出炭素繊維の機械的特性評価
同志社大学 生命医学研究科 ○前田玄太，田中和人，片山傳生，内藤公喜
研究報告AC4-4
文献レビュー：ナノフィラー添加あるいはポリマーブレンドによるコンポジットの高機能化
同志社大学 理工学研究科 荒木 邦紘
2014.10.18

統計的評価に関する勉強会6

実験計画法の応用例-3
応用曲面法について
（大島裕子先生）

同志社大学京田辺キャンパス

招待講演AC5-5
放電プラズマ焼結法(SPS)による機能材料の創成
大阪市立工業研究所 加工技術研究部 材料プロセシング研究室長
水内 潔 氏
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2014.10.25

第5回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC5-1
中和共沈粉体を用いた高強度(≥1GPa)•強靱性(≥15MPa·m1/2) Z rO2-Al2O3系
セラミックスの作製
同志社大学 理工学研究科 ○後藤直希，加藤将樹，廣田健
研究報告AC5-2
高硬度(Hv≥40 GPa) B4C-Ti系コンポジットのパルス通電加圧法による合成同時焼 同志社大学京田辺キャンパス
結
同志社大学 理工学研究科 ○笹井厚希，加藤将樹，廣田健
研究報告AC5-3
Mo/Cu複合調和組織材料の微細組織と熱的特性
同志社大学 理工学研究科 ○上口史紀，藤原弘，宮本博之
研究報告AC5-4
アルミナ粒子分散Ti–Al合金/純Ti複合調和組織材料の微細組織と機械的性質
同志社大学 理工学研究科 ○吉田怜央，藤原弘，宮本博之
基調講演-1
“Light weight technologies – new approaches
Thermoplastic-RTM / Surface RTM and FiberForm Technology”
Mr. Erich Fries (KraussMaffei)
基調講演-2
“Forged composite technology and its impact on the automotive
industry”
Dr. Paolo Feraboli (Lamborghini)
GS-1
超音波加振ニードルパンチ処理を施したCF/PA6複合材料の曲げ特性
○小武内清貴，福田忠生，尾崎公一（岡山県立大学）
GS-2
グリーンコンポジット製のサンドイッチ材の特性評価
○高木均（徳島大学），Romi Sukmawan，中垣内アントニオ
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GS-3
炭素長繊維束/連続繊維束を用いたチェーンスプロケットの試作・実走試験
〇木村 南(東京高専), 越智啓文(東京高専・専)
2014.11.21

第6回自動車用途コンポジットシンポジウム

GS-4
熱可塑性複合材料部材のハイブリッド成形システムの開発(仮)
○冨岡正雄 (三菱レイヨン(㈱)), 井上（東洋機械金属(㈱)）,田中達也（同志社
大学）
GS-5
CT撮像を用いたFRP複合材の損傷評価の試み
○鈴木浩治(千葉工大)，柿並郁馬，川島尭将，高橋芳弘
GS-6
高応答IRヒーターを用いたCFRTPシートの加熱
宇佐美秀樹（㈱浅野研究所）
GS-7
X線顕微鏡による複合材料の内部構造観察と3次元解析
武田佳彦 ((株)リガク)
GS-8
丸八CFRTP材”8exe（エイテックス）”のご紹介
菅原寿秀（丸八㈱）
GS-9
海外の熱可塑性コンポジットの最新開発動向
山根正睦（福井大学 産学官連携本部）
その他 41件ポスター発表
基調講演
「層状ケイ酸塩を利用したポリマーナノコンポジットの分散制御技術への取り組み」
（独立行政法人 物質・材料研究機構 田村 堅志氏）
特別講演
「ナショナルコンポジットセンター (NCC) の研究開発の概要と今後の展望」
（名古屋大学大学院 石川 隆司先生）
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同志社大学（今出川校地）寒梅
館

成果報告(1)
セラミックスおよび金属材料コンポジットの合成と微細組織
（第1グループリーダー 加藤将樹）

2014.11.22

2014年度先端複合材料研究センターシンポ
ジウム

成果報告(2)
同志社大学（今出川校地）寒梅
ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安定化に 館
関する研究の進捗状況ー平織CFRPの縦繊維束に沿う疲労き裂進展に及ぼすサブミク
ロン繊維の添加の効果のモデル試験片を用いた検証ー
（第2グループリーダー 大窪和也）
成果報告(3)
炭素繊維/ポリアミド樹脂界面の破壊特性に及ぼす諸因子の影響
（第3グループリーダー 田中和人）
成果報告(4)
ナノ粒子・繊維複合材料の成形技術
（第4グループリーダー 田中達也）
フォーラム(1)
石川県，金沢工業大学・革新複合材料研究開発センター(ICC）の取り組みと革新
的イノベーション創出プログラム
（金沢工業大学 金原 勲，鵜沢 潔）
フォーラム(2)
福井県工業技術センターの複合材料関連技術の紹介と今後の技術開発動向
（福井県工業技術センター 近藤 慶一）

2014.11.22

2014年度先端複合材料研究センターシンポ
ジウム

フォーラム(3)
岐阜大学・複合材料研究センターの取り組み
（岐阜大学 仲井 朝美）
フォーラム(4)
広島県立総合技術研究所の取り組みと「炭素繊維複合材料利用研究会」～炭素繊
維加工産業創出プロジェクトのご紹介～
（広島県立総合技術研究所・西部工業技術センター 山下 弘之）
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同志社大学（今出川校地）寒梅
館

フォーラム(5)
先端複合材料研究センターの紹介～同志社大学・私大戦略研究プロジェクトの目指す
ところ～
（同志社大学 田中 達也）
その他 41件ポスター発表
2014.11.29

第6回先端複合材料研究センターコロキウム

2014.11.29

第6回先端複合材料研究センターコロキウム

基調講演AC6-6
「破壊力学の考え方とナノ・マイクロ材料への展開」
同志社大学京田辺キャンパス
大阪大学大学院 工学研究 機械工学専攻 マイクロ機械科学部門 准 教授 平方
寛之先生
研究報告AC6-1
文献レビュー：マイクロ/ナノマテリアルの添加がポリママトリックス複合材料（PMC）の機
械特性に及ぼす影響
同志社大学 理工学研究科 邵永正
研究報告AC6-2
微細ガラス繊維添加によるPP樹脂の改質が炭素繊維束／PP樹脂間の接着強度に及
ぼす影響
同志社大学 理工学研究科 ○大谷龍平, 藤井透，大窪和也
研究報告AC6-3
縫合複合糸を用いた織物強化複合材料の機械的特性と曲面成形性について
同志社大学 理工学研究科 ○木村裕章, 松岡敬，平山朋子
兵庫県立工業技術センター 藤田浩行
研究報告AC6-4
CNT分散状態がCNT/PPS複合材料のトライボロジー特性に与える影響
同志社大学 理工学研究科 ○佐藤俊介, 松岡敬，平山朋子
研究報告AC6-5
バイオコンポジット制振鋼板関係の進捗報告
豊橋技術科学大学 機械工学系 ○松原真己, 河村庄造,同志社大学 理工学研
究科 辻内伸好, 同志社大学 理工学部 伊藤彰人,兵庫県立工業技術センター
長谷朝博
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同志社大学京田辺キャンパス

招待講演AC7-5
「粉体プロセスによる金属材料の高次機能化」
大阪大学教授 近藤勝義先生

2014.12.13

第7回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC7-1
パルス通電加圧法によるB4C/SiC系コンポジットの合成同時焼結
同志社大学 理工学研究科 ○嶋 允大，加藤将樹，廣田 健

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC7-2
高温高強度強靭性B4C/CNF系コンポジットの合成同時焼結
同志社大学 理工学研究科 ○陳暁雷,加藤将樹，廣田 健

2014.12.13

第7回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC7-3
マグネシウム/アルミナ界面反応を利用したナノ粒子分散マグネシウム材料
同志社大学 理工学研究科 ○西峰有佑，藤原弘，宮本博之
研究報告AC7-4
「電着法によるナノ結晶Ni-WO3の作製とその機械的性質および熱的安定性～電解液
の平衡反応によるナノサイズWO3粒子分散の試み～」
同志社大学 理工学研究科 ○御船智暉、宮本博之、藤原弘、後藤琢也

2014.12.22

機器導入

<3D繊維配向解析システム>
ラトックシステムエンジニアリング社製 TRI/3D-VIEMSK64-FCSD

2014.12.22

機器導入

<フェイズドアレイ探傷装置>
オリンパス社製 OMNISX-PA1664PR
基調講演AC8-5
「身近な”モノ”で学ぶレオロジー概論」
株式会社東レリサーチセンター 材料物性研究部
材料物性第１研究室 室長 高橋 秀明氏
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同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC8-1
減衰特性を考慮した接地拘束時の複合構造タイヤの振動解析
○同志社大学大学院 理工学研究科 機械力学研究室M1 増田 篤志同志社大学
大学院 理工学研究科 辻内伸好，同志社大学 理工学部 伊藤彰人，豊橋技
術科学大学 機械工学系 松原 真己

2015.1.24

第8回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC8-2
SiC粒子強化Mg複合材料の機械的特性に及ぼすSiC粒子含有率の影響
○同志社大学 理工学研究科 トライボロジー研究室M1 亀井 修平，同志社大学
大学院 理工学研究科 松岡敬，平山朋子，独立行政法人物質・材料研究機構
染川 英俊
研究報告AC8-3
軸継手に用いるCFRP製重ね合せディスクの耐久性に及ぼす湿度および回転偏角の影
響
○同志社大学大学院 理工学研究科 構造工学研究室M1 尾崎 功一，同志社
大学大学院 理工学研究科 藤井透，大窪和也，(株)ツバキE&M 梅田 真一，新
日鉄住金マテリアルズ(株)コンポジットカンパニー 杉山 哲也
研究報告AC8-4
廃棄されたCFRPから抽出した炭素繊維の射出成形品への応用およびその最適工程
○同志社大学大学院 理工学研究科 構造工学研究室M2 永田 章太，同志社大
学大学院 理工学研究科 藤井透，大窪和也
招待講演AC9-5
「カーボンナノチューブ紡績糸を用いた高強度ＣＮＴ強化エポキシ複合材料の開発」
静岡大学大学院工学研究科 機械工学専攻 准教授 島村佳伸先生
研究報告AC9-1
炭素繊維表面へのCNT析出形態に及ぼす無電解ニッケルめっきの影響
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○黒岡裕貴，片山傳生，田中和人
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同志社大学京田辺キャンパス

2015.1.30

第9回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC9-2
CNT析出炭素繊維/PA6の界面せん断強度評価
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○前田玄太，片山傳生，田中和人
研究報告AC9-3
3Dプリンタ成形パラメータと成形品に関する研究
同志社大学大学院 理工学研究科 ○荒木邦紘，浜辺剛至，田中達也，荒尾与
史彦
研究報告AC9-4
文献レビュー：炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の高精度・高能率除去加工に関
する研究
同志社大学大学院 理工学研究科 ○古木辰也
基調講演
「ナノフィラー･繊維の混練･分散技術の動向と今後の展望」
静岡大学 イノベーション社会連携推進機構 客員教授 酒井忠基先生
GS-1
先端複合材料研究センター研究活動報告
先端複合材料研究センター長 田中達也
GS-2
Gr-1「微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開」成果報告
Gr-1グループリーダー 同志社大学理工学部 教授 加藤将樹
GS-3
Gr-2「ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安
定化」成果報告
Gr-2グループリーダー 同志社大学理工学部 教授 大窪和也
GS-4
Gr-3「高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維・粒子による接合支援
材料の開発」成果報告
Gr-3グループリーダー 同志社大学生命医科学部 教授 田中和人
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同志社大学京田辺キャンパス

2015.2.28

GS-5
Gr-4「ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究」
同志社大学京田辺キャンパス
先端複合材料研究センター2014年度末研究
成果報告
成果発表会
Gr-4グループリーダー 同志社大学理工学部 教授 田中達也
GS-6
「セラミックスの高温での強度測定」
物質･材料研究機構 主席研究員 西村聡之
GS-7
「RP法によるハロイサイトナノコンポジットの創製」
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授 高木均
GS-8
「液中プラズマによるCNT分散複合材料の創製およびその機械的特性」
早稲田大学 理工学術院機械科学･航空学科 教授 川田宏之
GS-9
「ナノ組織混入炭素繊維強化高分子系複合材料の作製とその複合材料の力学的特
性評価」
物質･材料研究機構 主幹研究員 内藤公喜
GS-10
「天然ゴム／セルロース微粒子複合材料の機能性に関する研究」
兵庫県立工業技術センター 上席研究員 長谷朝博
その他 42件ポスター発表
基調講演-1
“Manufacturing concepts for the production of thermoplastic composite
automotive parts”
Mr. Coert Kok (AFPT)
基調講演-2
「BASFが考える自動車軽量化のトレンドと方向性について」
小野智之氏 (BASFジャパン株式会社)
GS-1
FRP用熱硬化・熱可塑性エポキシ樹脂と現場重合型ナイロン
○若松洋輔(ナガセケムテックス), 西田裕文, 野村和宏
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2015.11.13

第7回自動車用途コンポジットシンポジウム

GS-2
エンジン用セラミックスの高温特性
○廣田健（同志社大），山川拓真，陳暁雷，後藤直希，加藤将樹，西村聡之
(NIMS)
同志社大学（今出川校地）寒梅
GS-3
館
固体潤滑シートを用いたCFRPとチタンのドリル孔あけ加工技術
梅原徳次(名古屋大)，川﨑貴之，野老山貴行(秋田大)，○堀江茂(三菱ガス化
学)，松山洋介
GS-4
FRTPプリプレグシートを用いたハイブリッド射出成形システムの開発
○下楠薗壮(東洋機械金属)，井上玲, 田中達也(同志社大), 石川健(三菱レイヨ
ン)
GS-5
未来型Personal Green Mobility: PGMの試行
宇田和史(神奈川工科大)
GS-6
IAA(66thフランクフルト･モーターショー）における複合材料技術とComposite
Europe
田中和人(同志社大)
その他 38件ポスター発表
キーノート
“FATIGUE BEHAVIOUR OF MICRO AND NANO PARTICLES ENHANCED
EPOXY RESIN REINFORCED CARBON TEXTILE COMPOSITES”
Politecnico di Milano, Prof.Valter Carvelli
成果報告(1)
微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開
第1グループサブリーダー 宮本博之

2015.11.14

2015年度先端複合材料研究センターシンポ
ジウム

成果報告 (2)
ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安定化
第2グループリーダー 大窪和也
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同志社大学（今出川校地）寒梅
館

成果報告(3)
高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維・粒子による接合支援材料の
開発
第3グループリーダー 田中和人
成果報告(4)
「ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究」成果
報告：ナノ繊維・粒子複合材料の成形技術
第4グループリーダー 田中達也
その他 38件ポスター発表
研究報告AC10-1
MM/SPS法による調和組織制御を用いた金属基複合材料の開発
同志社大学 理工学部 藤原弘
2016.2.26

研究報告AC10-2
第10回先端複合材料研究センターコロキウム パルス通電加圧焼結等を用いた新規セラミックス系コンポジットの作製
同志社大学 理工学部 廣田健
研究報告AC10-3
金属粉末射出成形法に関する研究
同志社大学 理工学研究科 栢森夏輝
基調講演1
「炭素繊維について」
三菱レイヨン株式会社 豊橋研究所 主幹研究員 杉浦直樹
基調講演2
「溶射技術によるCFRP部材の高機能化」
トーカロ株式会社溶射技術開発研究所 所長 水津竜夫
GS-1
Gr-1微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開
Gr-1グループサブリーダー 同志社大学理工学部 教授 宮本博之
GS-2
Gr-2ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安
定化
Gr-2グループリーダー 同志社大学理工学部 教授 大窪和也
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同志社大学京田辺キャンパス

2016.2.27

GS-3
Gr-3高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維・粒子による接合支援材
料の開発
Gr-3グループリーダー 同志社大学生命医科学部 教授 田中和人
GS-4
Gr-4ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究：
ナノ繊維・粒子複合材料の成形技術
先端複合材料研究センター2015年度末研究
同志社大学京田辺キャンパス
Gr-4グループリーダー 同志社大学理工学部 教授 田中達也
成果発表会
GS-5
「微視的構造制御により作製した複合化材料の高温での機械特性評価」
物質･材料研究機構 主席研究員 西村聡之 (代理報告：同志社大学 廣田健)
GS-6
「チタン酸カリウム強化ナノコンポジットの創製と評価」
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授 高木均
GS-7
「液中プラズマ処理による白金ナノ粒子担持グラフェンの創製および電気化学特性」
早稲田大学 理工学術院機械科学･航空学科 教授 川田宏之
GS-8
「カーボンナノチューブ析出炭素繊維エポキシハイブリッド材料の引およびせん断特性」
物質･材料研究機構 主幹研究員 内藤公喜
GS-9
「セルロースナノファイバーを用いた高性能ゴム系複合材料の開発」
兵庫県立工業技術センター 上席研究員 長谷朝博
その他 42件ポスター発表
研究報告AC11-1
CF/PA6繊維樹脂界面強度に及ぼす炭素繊維へのCNT析出の影響
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○奥村祐規，樋上佳孝，田中和人，片
山傳生，森田有亮
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研究報告AC11-2
CNT析出炭素繊維束を抵抗加熱媒体に用いたCFRTP直接通電抵抗加熱溶着法の
開発
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○田中裕大，青砥一央，田中和人，片
山傳生
2016.3.14

第11回先端複合材料研究センターコロキウム 研究報告AC11-3
CNT析出炭素繊維への高周波直接通電抵抗加熱によるCFRTPの成形
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○須江竜字，田中和人，片山傳生

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC11-4
CNT析出炭素繊維を利用した研究テーマの提案
同志社大学 理工学研究科 大窪和也
研究報告AC11-5
CNT析出炭素繊維を利用したハイブリッド成形
同志社大学 理工学研究科 田中達也
研究報告AC12-1
セルロースナノファイバ (CNF) を添加した CFRPの静的および疲労特性 -強化繊維付
近に位置する添加微細繊維のアスペクト比の違いによる影響同志社大学大学院 理工学研究科 ○田中亜弥，大窪和也，藤井透

2016.10.7

第12回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC12-2
二軸押出機を用いたグラフェン/ポリプロピレンナノコンポジットの創生 -比表面積の違いが
分散性・熱特性・レオロジー特性に与える影響同志社大学大学院 理工学研究科 ○松本紘宜，田中達也
研究報告AC12-3
CFRTP直接通電抵抗加熱溶着による引張せん断接着強さに及ぼすCNT析出時間の
影響
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○青砥一央，田中和人，片山傳生
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同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC12-4
CNT析出炭素繊維強化熱可塑樹脂積層板の導電性評価
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○樋上佳孝，山田翔太，田中和人，片
山傳生
研究報告AC13-1
長繊維CNFを用いた新規B4C/CNF系コンポジットの合成同時焼結
同志社大学大学院 理工学研究科 ○平原 大伸，加藤 将樹，廣田 健
研究報告AC13-2
ZrO2(3mol%Y2O3) / 23mol%Al2O3系微粒子混合粉体のマイクロ波焼結
同志社大学大学院 理工学研究科 ○葛 小騰，加藤 将樹，廣田 健
研究報告AC13-3
2016.10.13 第13回先端複合材料研究センターコロキウム Preparation of c-BN/(partially-stabilized-ZrO2/25mol%Al2O3)
composite powders by sol-gel method
○Dao Hoang Anh, Masaki Kato, Ken Hirota
Graduate School of Science and Engineering, Doshishia University
研究報告AC13-4
Nanocrystalline Ni-WO3 fabricated by electrodeposition for higher
strength and thermal stability
○Merita, Daisuke Umemoto, Motohiro Yuasa, Hiroyuki Miyamoto
Graduate School of Science and Engineering, Doshishia University
基調講演-1
「複合材料を用いた自動車軽量化技術の課題と実用例の紹介」
安原 重人 (本田技術研究所)
基調講演-2
“ Special Rubber Compound, Expanding Applications in CFRP
Composite for Automotive”
Florian Plenk (Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG)
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同志社大学京田辺キャンパス

GS-1
連続繊維熱可塑性複合材料と自動車量産事例
馬場俊一 (サンワトレーディング)
GS-2
急速加熱・冷却システムを用いたCFRTPの成形
〇神谷 毅 (ロックツール株式会社), Jose Feigenblum(ROCTOOL S.A)
2016.11.11

第8回自動車用途コンポジットシンポジウム

GS-3
同志社大学（今出川校地）寒梅
アクリルおよびエポキシ系接着剤より接着されたCFRP/アルミニウム接着継手の疲労き裂 館
進展速度
〇原圭介 (米子高専) 今中誠 (大教大), 河野 洋輔 (広県総技研), 池田徹 (鹿
児島大)
GS-4
HyperSizerの最適化によるAL・CFRP構造のトレードスタディ
高岡秀年(株式会社CAEソリューションズ)
GS-5
SolidWorkｓ組み込み解析機能を用いたCFRP構造物の最適形状設計・強度評価
計手法の検討
〇坂本英俊 (同志社大学), 大渕慶史 (熊本大), 森友樹, 飯田晴彦 (崇城大)
GS-6
K2016における自動車用途コンポジット
田中和人(同志社大)
その他 31件ポスター発表
特別講演
「車椅子アスリートとして生きる」
北九州市スポーツ大使 山本浩之
基調講演
「イノベーションを誘発する単層カーボンナノチューブ」
ゼオンナノテクロノジー代表取締役社長 荒川公平
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成果報告(1)
微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開
第1グループリーダー 加藤将樹
2016.11.12

同志社ハリスフォーラム2016
先端複合材料研究センターシンポジウム2016 成果報告 (2)
「先端複合材料の昨日・今日・明日」
ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安定化
第2グループリーダー 大窪和也

同志社大学（今出川校地）寒梅
館

成果報告(3)
高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維・粒子による接合支援材料の
開発
第3グループリーダー 田中和人
成果報告(4)
「ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究」成果
報告：ナノ繊維・粒子複合材料の成形技術
第4グループリーダー 田中達也
その他 28件ポスター発表
2017.1.13

講演
第14回先端複合材料研究センターコロキウム 「直接通電による高効率焼結プロセスの開発と熱電変換材料合成への応用」
大阪大学大学院 工学研究科 アトミックデザイン研究センター 井藤 幹夫

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC15-1
直接通電抵抗加熱法を用いたCNT析出炭素繊維の温度分布
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○田中応佳，田中和人，片山傳生

2017.1.30

第15回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC15-2
カーボンナノチューブ添加ポリアミド6ナノファイバーの結晶化度
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○常徳慧，田中和人，片山傳生
研究報告AC15-3
ハイブリッド射出成形材の界面におけるナノ粒子が接着性に与える影響
同志社大学大学院 理工学研究科 ○塩出純也，松本紘宜，田中達也
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同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC15-4
析出したCNTを表面に有する炭素繊維（CF）の機械的基本特性
同志社大学大学院 理工学研究科 ○田中亜弥，大窪和也，藤井透
基調講演
「ナノ粒子・複合粒子のスマートな製造プロセス開発とその応用」
大阪大学 接合科学研究所 教授 内藤 牧男
GS-1
「微視的構造制御により作製した複合化材料の高温での機械特性評価」
物質･材料研究機構 主席研究員 西村聡之
GS-2
「CNF強化グリーンコンポジットの延伸による特性改善」
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授 高木均
GS-3
「白金担持グラフェンの創成に与える液中プラズマ法の影響調査および電気化学特性評
価」
早稲田大学 理工学術院機械科学･航空学科 教授 川田宏之
GS-4
「カーボンナノチューブシート挿入炭素繊維エポキシハイブリッド材料の作製と力学的特性
評価」
物質･材料研究機構 主幹研究員 内藤公喜
2017.2.25

先端複合材料研究センター2016年度末研究 GS-5
成果発表会
「セルロースナノファイバー／天然ゴム複合材料の物性向上に関する研究」
兵庫県立工業技術センター 上席研究員 長谷朝博
GS-6
Gr-1「微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開」
Gr-1グループリーダー 同志社大学理工学部 教授 加藤将樹
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同志社大学京田辺キャンパス

GS-7
Gr-2「ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安
定化」
Gr-2グループリーダー 同志社大学理工学部 教授 大窪和也
GS-8
Gr-3「高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維・粒子による接合支援
材料の開発」
Gr-3グループリーダー 同志社大学生命医科学部 教授 田中和人
GS-9
Gr-4「ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研
究」：ナノ繊維・粒子複合材料の成形技術
Gr-4グループリーダー 同志社大学理工学部 教授 田中達也
その他 32件ポスター発表
2017.4.6

安全講習会

「微粒子を吸い込むとどうなる？－ナノマテリアル粉じんの健康影響と対策―」
産業医科大学 産業生態科学研究所教授 明星敏彦先生

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC16-1
マイクロ波焼結して作製したZrO2(Y2O3)-Al2O3系コンポジットセラミックスの機械的
特性
同志社大学大学院 理工学研究科 ○葛 小騰，加藤 将樹，廣田 健

2017.6.14

第16回先端複合材料研究センターコロキウム

研究報告AC16-2
Fabrication of c-BN/[ZrO2(Y2O3) - Al2O3] Composite Ceramics Using
Pulsed Electric‐Current Pressure Sintering
○Dao Hoang Anh, Masaki Kato, Ken Hirota
Graduate School of Science and Engineering, Doshishia University
研究報告AC16-3
電析法によるナノ結晶材料の作成と特性評価
同志社大学大学院 理工学研究科 ○多田敬介、湯浅元仁、宮本博之
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同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC16-4
Nanocrystalline Ni-WO3 fabricated by electrodeposition for higher
strength and thermal stability
○Merita, Daisuke Umemoto, Motohiro Yuasa, Hiroyuki Miyamoto
Graduate School of Science and Engineering, Doshishia University
研究報告AC17-1
CFRTPプリプレグの機械的特性に及ぼすCNT析出炭素繊維の影響
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○太秦健，田中和人，片山傳生
2017.7.22

研究報告AC17-2
第17回先端複合材料研究センターコロキウム CNT析出炭素繊維を用いたプレス射出ハイブリッド成形品のリブ根元強度
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○川辺崇貴，田中和人，片山傳生

同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC17-3
表面にCNTを担持した炭素繊維のエポキシ樹脂との界面強度-試行実験の状況同志社大学大学院 理工学研究科 ○林研太，大窪和也，藤井透
研究報告AC18-1
表面にCNTを担持した炭素繊維のPA6との界面強度
同志社大学大学院 理工学研究科 ○林研太，大窪和也，藤井透

2017.9.28

研究報告AC18-2
第18回先端複合材料研究センターコロキウム ポリマー中のCNTが層間せん断強度(ILSS)に与える影響Ⅰ
同志社大学大学院 理工学研究科 ○塩出純也，田中達也，松本紘宜
研究報告AC18-3
ポリマー中のCNTが層間せん断強度(ILSS)に与える影響Ⅱ
同志社大学大学院 理工学研究科 ○松本紘宜，田中達也，塩出純也
研究報告AC19-1
電析法によるナノ結晶材料の作成とその特性評価
同志社大学大学院 理工学研究科 ○多田敬介，湯浅元仁，宮本博之
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同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC19-2
電解共析法によるNi-WO3ナノコンポジットの創製
同志社大学 理工学研究科 ○梅本大輔，メリタ，湯浅元仁，宮本博之

2017.10.26

研究報告AC19-3
Study on synthesis of high manganese steel by mechanical alloying
and pressureless sintering
第19回先端複合材料研究センターコロキウム
○Nguen Ngoc Linh, Graduate School of Science and Engineering,
Doshishia University
研究報告AC19-4
B4C/CNTおよびCNF系コンポジットの高温特性
同志社大学大学院 理工学研究科 ○平原大伸，加藤将樹，廣田健
物質材料研究機構 西村聡之
研究報告AC19-5
パルス通電加圧焼結法を用いた高硬度･強靭性 TiB2/[ZrO2(Y2O3)-Al2O3]系コンポ
ジットの作製
同志社大学大学院 理工学研究科 ○吉田雅志，加藤将樹，廣田健
基調講演-1
"Reliability of metal- and polymer-based material systems by means
of coupled destructive and non-destructive testing technologies"
Prof. Dr.-Ing. Frank Walther (TU Dortmund University)
基調講演-2
"Efficient testing solutions for automotive application materials:
performance capability assessment of fiber-reinforced polymers and
hybrid structures"
Mr. Daniel Hülsbusch and Prof. Dr.-Ing. Frank Waltherr (TU Dortmund
University)
基調講演-3
「複合材料は自動車に何をもたらすのか？」
齋藤 拓也氏 (SGLカーボンジャパン株式会社)
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同志社大学京田辺キャンパス

2017.11.17

第9回自動車用途コンポジットシンポジウム

同志社大学（今出川校地）寒梅
GS-1
館
「PET微粒子複合ゴム材料の力学モデル化の検討」
〇松原真己(豊橋技科大)，長谷朝博(兵庫工技セ)，寺本真ノ将(豊橋技科大)，
山田莉香子，伊勢智彦，河村庄造，辻内伸好(同志社大)，伊藤彰人
GS-2
「Composite Europeにおける自動車用途コンポジット」
田中和人(同志社大)
GS-3
「Protec Polymer Processing GmbH 長繊維強化熱可塑性樹脂製造装置」
中井義勝(アルテック)
GS-4
「長繊維樹脂用スクリュを用いた物理発泡成形システムの開発」
○井上玲(東洋機械金属), 澤田靖丈, 下楠薗壮
その他 32件ポスター発表
特別講演-1
"FATIGUE LIMIT OF TEXTILE COMPOSITES: A LINK TO QUASI-STATIC
DAMAGE"
Prof. Valter Carvelli (Politecnico di Milano, 当センター海外研究員)
特別講演-2
「界面化学を基礎とした材料プロセスー中空粒子と無焼成セラミックスへの展開ー」
名古屋工業大学先進セラミックス研究センター 教授 藤 正督
成果報告(1)
微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開
同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科 加藤 将樹，廣田 健
同志社大学 理工学部 機械システム工学科 宮本 博之
物質・材料開発機構 サイアロンユニット サイアロングループ 西村 聡之
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2017.11.18

同志社大学（今出川校地）寒梅
成果報告 (2)
先端複合材料研究センターシンポジウム2017 ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の信頼性とその安定化― 館
グループ間連携研究に関連した要素技術開発とその成果：表面にCNTを担持した炭
素繊維のエポキシおよびPA6との界面強度の変化とそのデータを見た研究展望―
第2グループリーダー 大窪和也
成果報告(3)
高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維・粒子による接合支援材料の
開発
第3グループリーダー 田中和人
成果報告(4)
ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究 －ナノ
粒子・繊維複合材料の成形技術－
第4グループリーダー 田中達也
その他 37件ポスター発表
研究報告AC20(A)-1
界面にCNTを添加した3次元ハイブリッド射出成形品における曲げ特性評価
同志社大学大学院 理工学研究科 ○塩出純也，田中達也，松本紘宜

2018.1.25

研究報告AC20(A)-2
第20回先端複合材料研究センターコロキウム CFRTP積層板の衝撃特性に及ぼすCNT析出炭素繊維の影響
(A)
同志社大学大学院 生命医科学研究科 ○太秦健，田中和人，片山傳生
研究報告AC20(A)-3
二軸混錬押し出し機によりCNTが混錬された改質PPと炭素繊維との界面せん断強度
―CNT析出炭素繊維のそれとの違いー
同志社大学大学院 理工学研究科 ○林 研太，大窪和也，藤井透
研究報告AC20(B)-1
3Dプリンターを用いた熱溶融堆積法によるZrO2 (Y2O3) / Al2O3セラミックスの作製
同志社大学大学院 理工学研究科 ○谷口智紀，加藤将樹，廣田健
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同志社大学京田辺キャンパス

研究報告AC20(B)-2
B4Cを添加したDiamond/SiC compositesの作製と特製評価
同志社大学 理工学研究科 ○青木志賢，加藤将樹，廣田健

2018.1.25

研究報告AC20(B)-3
電析法により作製されたナノ結晶ニッケルの組織が引張り特性に及ぼす影響
第20回先端複合材料研究センターコロキウム 同志社大学大学院 理工学研究科 ○多田敬介，林隆徳，湯浅元仁，宮本博之
同志社大学京田辺キャンパス
(B)
研究報告AC20(B)-4
加水分解と複合めっきの組み合わせによるNi-WO3ナノコンポジットの創製
同志社大学大学院 理工学研究科 〇梅本大輔、齋藤浩孝、湯浅元仁，宮本博
之
研究報告AC20(B)-5
Using spark plasma sintering (SPS) method in fabrication high

hardness (Hv ≥ 25 GPa)･high toughness (KIC ≥ 12 MPa·m1/2) WB /
[ZrO2-Al2O3] composite
◯Nguyen Ngoc Linh, Yuasa Motohiro, Hiroyuki Miyamoto, Masaki Kato,
Ken Hirota

- 119 -

先端複合材料研究センター
平成 25 年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「ナノ繊維・粒子の最適制御技術を基盤とする新規複合材料機能の開発」に係る
内部中間評価委員会スケジュール

1．日時と場所
日

時：2016 年 2 月 27 日(土), 9:50 ~17:15,

会

場：同志社大学 京田辺キャンパス, （〒610-0394

京田辺市多々羅都谷 1-3）

恵道館 KD201 室 (講演会場),
2．評価委員会
評価委員長： 同志社大学 ハリス理化学研究所 所長
同志社大学 理工学部教授（化学系）
評価委員：

塚越一彦 氏

同志社大学 生命医科学部教授（再生医療材料） 森田有亮 氏
物質･材料研究機構 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ 主幹研究員（機械系）

内藤公喜 氏

3．スケジュール：
10:00~10:05

開会の挨拶

先端複合材料研究センター長 田中達也

10:05~11:45

私大戦略プロジェクト研究成果報告 (1)：グループ別成果
‥‥‥‥‥‥ 19

GS-1：微視的構造制御による複合化材料の高機能発現とその展開
Gr-1 サブグループリーダー

同志社大学理工学部

教授

宮本博之

GS-2：ナノ繊維・粒子の構造制御技術を応用した新規ナノ複合材料の
信頼性とその安定化

‥‥‥‥‥‥ 25
Gr-2 グループリーダー

同志社大学理工学部

教授

大窪和也

GS-3：高周波直接通電抵抗加熱を用いた接合手法とナノ繊維・粒子
による接合支援材料の開発

‥‥‥‥‥‥ 29
Gr-3 グループリーダー

同志社大学生命医科学部 教授

田中和人

GS-4：ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形
技術の研究：ナノ繊維・粒子複合材料の成形技術
Gr-4 グループリーダー

11:45~12:45

12:45~14:15

‥‥‥‥‥‥ 35
同志社大学理工学部

教授

田中達也

(昼食)

私大戦略プロジェクト概要説明と評価委員会ミーティング

 先端複合材料研究センターと私大戦略プロジェクトの構想，
研究体制および研究活動の経過の説明（約45分）
 委員会ミーティング（約 45 分）

14:15~14:25

(休憩)

- 120 -

田中達也センター長

14:25~16:05

私大戦略プロジェクト研究成果報告 (2)：学外研究機関の成果

GS-5：「微視的構造制御により作製した複合化材料の高温での機械特性評価」
物質･材料研究機構

‥‥‥‥ 39

主席研究員 西村聡之 (代理報告：同志社大学 廣田健)

GS-6：「チタン酸カリウム強化ナノコンポジットの創製と評価」

‥‥‥‥ 43

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部

教授 高木均

GS-7：「液中プラズマ処理による白金ナノ粒子担持グラフェンの創製および
電気化学特性」

‥‥‥‥ 47
早稲田大学

理工学術院機械科学･航空学科 教授 川田宏之

GS-8：「カーボンナノチューブ析出炭素繊維エポキシハイブリッド材料の引張
およびせん断特性」

‥‥‥‥ 53
物質･材料研究機構 主幹研究員 内藤公喜

GS-9：「セルロースナノファイバーを用いた高性能ゴム系複合材料の開発」
兵庫県立工業技術センター

16:05~16:15

16:15~17:15

‥‥‥‥ 59
上席研究員 長谷朝博

(休憩)
評価委員ミーティング

(ポスターセッション： 42 件，プログラム別紙)
17:15~17:20

閉会の挨拶

先端複合材料研究センター副センター長 大窪和也

17:30~19:00

評価報告（於 Hamac de Paradis Latte (学内)）
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先端複合材料研究センター
平成 25 年度私⽴⼤学戦略的研究基盤形成⽀援事業
「ナノ繊維・粒⼦の最適制御技術を基盤とする新規複合材料機能の開発」に係る

内部評価委員会スケジュール

1．日時と場所
日

時：2017 年 11 月 18 日(土), 10:00 ~16:45,

会

場：同志社大学 今出川校地, （〒602-0023 京都市上京区烏丸上立売下ル）
寒梅館ハーディー・ホール (講演会場),
クローバー・ホール（ポスター会場）

当日、9:50 ごろにハーディー・ホール前受付にご参集ください。
2．評価委員会；
評価委員長： 同志社大学 ハリス理化学研究所 所長
同志社大学 理工学部教授（情報系）
評価委員：

橋本雅文 氏

同志社大学 生命医科学部教授（再生医療材料） 森田有亮 氏
物質･材料研究機構 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ 主幹研究員（機械系）

3．スケジュール：
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内藤公喜 氏
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「ナノ繊維･粒子の最適制御技術を基盤とする新規複合材料機能の開発」に係る
外部評価委員会スケジュール

1． ご集合日時と場所

日時： 平成27年6月27日（土）13:00 場所： 同志社大学京田辺校地 有徳館東館 YM324室（共同セミナー室） (3F)
2． 昼食

13:00-13:45, 教職員ラウンジにて
3． 評価委員会の日時と場所

日時： 平成27年6月27日（土）14:00 場所： 同志社大学京田辺校地 至心館 SC622室 (6F)
4． 評価委員会；

評価委員長：
金沢工業大学 産学連携室 教授
研究支援機構顧問 金原 勲 先生
評価委員：
国立大学法人 名古屋大学 特任教授 総長補佐
ナショナルコンポジットセンター担当 石川 隆司 先生
国立大学法人 北海道大学大学院 工学研究院応用化学部門
無機材料化学分野 教授 吉川 信一 先生
大陽日酸株式会社 執行役員 開発・エンジニアリング本部 副本部長
深川 敏弘 様
5． スケジュール：

14:00-14:40
挨

拶

（同志社大学副学長・研究開発推進機構長 辻 幹男）

先端複合材料研究センターと私大戦略プロジェクトの構想
および研究体制の説明
（田中達也センター長）
14:40～15:00 研究活動の経過と設備導入の説明 （大窪和也副センター長）
15:00～15:50 研究成果の説明 (1)
（各グループリーダーより）
15:50～16:00 休憩
16:00～16:50 研究成果の説明 (2)
（各グループリーダーより）
16:50～17:20 各種資料の開示および全体にわたる質疑応答
17:20～17:30 休憩
17:30～18:00 評価委員ミーティング
18:00～20:30 評価報告
以上
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「ナノ繊維･粒子の最適制御技術を基盤とする新規複合材料機能の開発」に係る
外部事後評価委員会スケジュール

1． ご集合日時と場所

日時： 平成30年3月3日（土）12:00
場所： 同志社大学京田辺校地 恵道館 KD202室
2． 昼食とスケジュール説明

恵道館 KD202室

12:00～13:00
3． 評価委員会の日時と場所

日時： 平成30年3月3日（土）13:00～17:30
場所： 同志社大学京田辺校地 恵道館 KD201室
4． 評価委員会；

評価委員長：
金沢工業大学 研究支援機構 顧問 教授

金原 勲 先生

評価委員：
国立大学法人 名古屋大学 総長補佐 NCC担当 特任教授

石川 隆司 先生

国立大学法人 北海道大学 名誉教授

吉川 信一 先生

大陽日酸株式会社 技監 開発本部

深川 敏弘 様

5． スケジュール：

9:55～10:00 開会のあいさつ

(センター長 田中達也)

10:00～11:00 基調講演
「ナノ繊維の正しい使い方（山椒は小粒でピリリと辛い）」 (同志社大学・教授 藤井 透)
11:00～12:00 ポスター発表
(38 篇, KD204 室)
（昼

12:00～13:00
13:00～13:05 挨 拶

食）

(KD201室)

(同志社大学・学長 松岡 敬)

13:05～13:50 私大戦略プロジェクト研究総括報告
～研究活動の経過，設備導入および研究成果について～
(センター長 田中達也)
13:50～15:00 要素技術開発報告と質疑応答(1)

(グループリーダー：)
(加藤将樹, 大窪和也)

（15:00～15:10

休憩）

15:10～16:20 要素技術開発報告と質疑応答(2)

(各グループリーダー)
(田中和人, 田中達也)

16:20～16:35 各種資料の開示
（16:35～16:45

休憩）

16:45～17:15 評価委員ミーティング(KD202)
17:15～17:30 評価報告

(評価委員会)

17:30～17:35 閉会のあいさつ

(副センター長 大窪和也)

17:35～19:00 懇親会 （紫苑館 2F, 教職員ラウンジ）
以上
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[別紙3]

同志社大学ホーム > 2015年度のニュース一覧 > 炭素繊維複合材料に関する包括的研究協力協定の締結について

ニュース

プレスリリース

前のページに戻る

2015年度
2014年度
2013年度

炭素繊維複合材料に関する包括的研究協力協定の締結について

2012年度

'15年4月1日 更新

講演会・セミナー・イベント

学校法人同志社 同志社大学
三菱レイヨン株式会社

トピックス

学校法人同志社 同志社大学（本部：京都市、学長：村田晃嗣、以下「同志社大学」）と三菱レイヨン株式会社（本社：東京都千代田区、社

ピックアップ情報

長：越智仁、以下「三菱レイヨン」）は、同志社大学先端複合材料研究センター（京都府京田辺市）と三菱レイヨン豊橋研究所（愛知県豊橋
市）における産学の連携を通して、炭素繊維複合材料を中心とした共同研究及び相互の人材交流や学生のインターンシップ等の研究協力

同志社の人と研究

活動を行うことに合意し、得られた成果を広く普及させ社会に貢献することを目的として、2015年4月1日に研究協力協定を締結いたしまし
た。

同志社大学と三菱レイヨンは、これまで炭素繊維複合材料とその加工技術に関する共同研究を通じて良好な関係を築いてきました。今般
の研究協力協定は、個別テーマの共同研究から、より包括的な協力関係へと一層の連携強化を目的とするものです。今後、新たに材料分
野や炭素繊維複合材料援用技術としての環境分野でも共同研究を開始する計画です。また、早期に研究員の相互派遣と学生のインターン
シップを実施し、研究スピードの加速と人材育成の両立を図ります。

同志社大学先端複合材料研究センターは、2012年4月に設立され、炭素繊維やカーボンナノチューブ（CNT）に代表される先端複合材料
の高機能化を実現するため、材料開発やその評価、および、成形・加工技術に関する研究開発に取り組んでいます。

三菱レイヨン豊橋研究所は、炭素繊維を中心とした各種複合材料の研究開発を行っており、近年の成果にはCFRP複合材料の成形加工
時間を大幅に短縮する加工技術であるPCM(Prepreg Compression Molding)法や、複雑形状部材の成形加工を可能にする中間材料である
SMC（Sheet Molding Compound）等があります。

同志社大学と三菱レイヨンは、今般の包括的研究協力協定を通じ、それぞれ蓄積してきた材料・加工・設計分野の知見を組み合わせ、産
業分野における炭素繊維・複合材料の一層の普及促進に貢献していきます。

お問い合わせ先

同志社大学 リエゾンオフィス （担当：吉川）
TEL：0774-65-6223

法人内諸学校

リンク集
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発表論文（別刷）
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研究成果発表会の概要

- 1457 -

研究成果発表会の概要
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同志社大学
先端複合材料研究センター

2015 年度末研究成果発表会資料集

日時：2016 年 2 月 27 日(土)
会場：同志社大学 京田辺キャンパス
恵道館 KD－201, 204 室

主催：同志社大学
同志社大学先端複合材料研究センター
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㸫ᚤ⣽⧄⥔ࡢ㛗ࡉࢆኚ࠼ࡓሙྜࡢෆ㒊ࡢࡁࡢྜయ㐍ᒎࡢ᫂☜㸫

͏͏͏͏ PS-3

⏣ۑ୰ளᘺ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪❑ஓ㸪⸨㏱

,, 崲崶崛嵛嵅崠崫崰طৗ౫મ峘৫ 
PS-04 ࣃࣝࢫ㏻㟁ຍᅽἲࡼࡿ B4C-TiB2 ⣔ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࡢྜᡂྠ↝⤖

͏͏͏͏ PS-4

ۑᚋ⸨ ┤ᕼ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪ຍ⸨ᑗᶞ㸪ᘅ⏣
PS-05 ࣃࣝࢫ㏻㟁ຍᅽ↝⤖ࡼࡿ㧗◳ᗘ ZrO2 ⣔ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢస〇≀ᛶホ౯ ͏͏͏͏ PS-5
➲ۑ ཌᕼ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪ຍ⸨ᑗᶞ㸪ᘅ⏣
PS-06 Simultaneous synthesis and sintering of the B4C/CNF and B4C/AlN system composites
and evaluation of their physical properties

    ͏͏͏͏ PS-6
ۑ㝞 ᬡ㞾㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪ຍ⸨ᑗᶞ㸪ᘅ⏣

PS-07 ࢚ࣞࢡࢺࣟࢫࣆࢽࣥࢢἲࡼࡿ CNT/PA6 ࢼࣀࣇࣂ࣮ࡢ〇
CNT ศᩓホ౯

͏͏͏͏ PS-7
ྥۑዟ⿱ᇶ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪ᖖᚨ្㸪⏣୰ே㸪∦ᒣബ⏕

PS-08 ΰ⦎ࣉࣟࢭࢫࢆ⏝࠸ࡓࢢࣛࣇ࢙ࣥ㞳ศᩓᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲

͏͏͏͏ PS-8

ۑᮡᮏၨኴ(ྠᚿ♫Ꮫ)㸪ᯇᮏ⣫ᐅ㸪୰ฟὒ㸪⏣୰㐩ஓ
PS-09 3D ࣉࣜࣥࢱᡂᙧ⏝ᶞ⬡ࣇ࣓ࣛࣥࢺࡋ࡚⏝࠸ࡿ PLA 」ྜᮦᩱ
͏͏͏͏ PS-9

㛵ࡍࡿ◊✲

ࠐℊ㑔๛⮳㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪Ⲩᮌ㑥⣫㸪ఀ㐩ວᚿ㸪⏣୰㐩ஓ
PS-10 ኳ↛ࢦ࣒୰ࡢࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ศᩓ≀ᛶ㛵ࡍࡿ◊✲

͏͏͏͏ PS-10

ۑ㔠Ꮚ⩧அ(ྠᚿ♫Ꮫ), ᯽ཎྐ㝧, 㛗㇂ᮅ༤(රᕤᢏࢭ),⏣୰㐩ஓ(ྠᚿ♫Ꮫ)

(iii)
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,,, ਃચ৫طਃચ௬ 
PS-11 ࣔࣜࣈࢹࣥ㸭㖡」ྜㄪ⤌⧊ᮦᩱࡢ⇕ⓗ≉ᛶ࠾ࡼࡧᶵᲔⓗ≉ᛶ

͏͏͏͏ PS-11

⸨ཎᘯ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
ࠊྐཱྀୖۑ⣖ࠊᐑᮏ༤அ

PS-12 ࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘ྜ㔠ࡢࢼࣀࢫࢡࣛࢵࢳ≉ᛶཬࡰࡍῧຍඖ⣲ࡢᙳ㡪

͏͏͏͏ PS-12

ۑඵᮌᜤᘯ(ྠᚿ♫Ꮫ), ᯇᒸᩗ, ᖹᒣ᭸Ꮚ, ᰁᕝⱥಇ(≀ᮦᶵᵓ)
PS-13 ࣮࣎ࣝ࢜ࣥࢹࢫࢡヨ㦂ࡼࡿ⣧࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘ࡢ⤖ᬗ⢏ᚄ࠾ࡅࡿᦶ⪖≉ᛶ
͏͏͏͏ PS-13

ཬࡰࡍᙳ㡪

ۑடಟᖹ(ྠᚿ♫Ꮫ), ᯇᒸᩗ, ᖹᒣ᭸Ꮚ, ᰁᕝⱥಇ(≀ᮦᶵᵓ)
PS-14 SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࡢῧຍࡼࡿ୍᪉ྥⅣ⣲⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿ᦶ⪖≉ᛶࡢ
͏͏͏͏ PS-14

ྥୖࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒

ۑబ⸨ᣅᾏ(ྠᚿ♫Ꮫ),⸨அ, ᯇᒸᩗ, ᖹᒣ᭸Ꮚ, ෆ⸨බ႐(≀ᮦᶵᵓ)
PS-15 ⾪ᧁ᭤ࡆᦆയࢆཷࡅࡓ CFRTP ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆඖ⿵ൾࡍࡿ⿵ಟᢏ⾡
͏͏͏͏ PS-15

㛵ࡍࡿ◊✲

ۑ㇂㱟ᖹ㸦ྠᚿ♫㸧
㸪❑ஓ㸪⸨㏱
PS-16* C/C 」ྜᮦᩱ㛫ࡢᦶ⪖㔞ࡢపῶ㛵ࡍࡿ◊✲ ̿ Ⅳ⣲๓㥑యᶞ⬡ࡢ
͏͏͏͏ PS-16

࣑ࣝࢼ⢊ᮎῧຍࡢຠᯝ ̿

ⱝۑᮏ ᪼㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧,ᖹ▼♸㸪ᑠṊෆΎ㈗ (ᒸᒣ┴❧Ꮫ),
❑ஓ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪⸨㏱
PS-17 ⧄⥔㓄ྥࢆ⪃៖ࡋࡓᚤ⢏Ꮚ࡚ࢇ」ྜࢦ࣒ࡢῶ⾶≉ᛶホ౯

͏͏͏͏ PS-17

ۑᯇཎ┿ᕫ㸦㇏ᶫᢏ⾡⛉ᏛᏛ㸧㸪㛗㇂ᮅ༤㸦රᕤᢏࢭࣥࢱ̿㸧
㸪
㎷ෆఙዲ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪ఀ⸨ᙲே㸪ఀໃᬛᙪ㸦㇏ᶫᢏ⾡⛉ᏛᏛ㸧
㸪Ἑᮧᗉ㐀
PS-18 ࣏ࣜࢭࢱ࣮ࣝ/ᮌ⢊」ྜᮦᩱࡢ㞴⇞ᛶ㛵ࡍࡿ◊✲

͏͏͏͏ PS-18

ۑబ㔝அ⣖ (ྠᚿ♫Ꮫ), 㓇ᑗኴ, ⏣୰㐩ஓ,
㧗᱓ᜤᖹ (⳻ගᏛ), ᱵᮧಇ (ࣉࣞࢪ࣮ࣝ)

,9 ಽସطಽਘ২峘ఒ 
PS-19 Study on surface treatment for bamboo fiber reinforced composites modified
with nano-fiber coating method.

       

͏͏͏͏ PS-19

ۑ༡ ᇶἲ (ྠᚿ♫Ꮫ), ❑ஓ, ⸨㏱
PS-20 ᚤ⣽ࢼࣀ⧄⥔ࢆ⏝࠸࡚ᨵ㉁ࡋࡓ࣮࢝࣎ࣥ⧄⥔ᙉ CFRP ࡢ⏺㠃ࡣࡃ㞳
͏͏͏͏ PS-20

㛵ࡍࡿ◊✲

⇃ۑᮏ᐀୍㑻㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧㸪❑ஓ㸪⸨㏱
9 ம়طੀએ 
PS-21 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔᮰ࢆᢠຍ⇕፹య⏝࠸ࡓ CFRTP ┤᥋㏻㟁ᢠ
͏͏͏͏ PS-21

ຍ⇕⁐╔ἲࡢ㛤Ⓨ

⏣ۑ୰⿱㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪㟷◒୍ኸ㸪⏣୰ே㸪∦ᒣബ⏕

(iv)
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PS-22 CF/PA6 ⧄⥔ᶞ⬡⏺㠃ᙉᗘཬࡰࡍⅣ⣲⧄⥔ࡢ CNT ᯒฟ≧ែࡢᙳ㡪

͏͏͏͏ PS-22

ۑዟᮧ♸つ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪ᵽୖెᏕ㸪⏣୰ே㸪∦ᒣബ⏕㸪᳃⏣᭷ு

PS-23 ࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧ࠾ࡅࡿᑕฟ᮲௳ࡀᡂᙧရཬࡰࡍᙳ㡪ཬࡧ
͏͏͏͏ PS-23

ࡑࡢ⏺㠃᥋╔ᛶࡢホ౯

ۑᕝᔱṇဢ (ྠᚿ♫Ꮫ), ⶶ㔝❶ኴ㑻㸪⏣୰㐩ஓ㸪ᒸṇ㞝㸦୕⳻ࣞࣚࣥओ㸧
㸪▼ᕝ

 9, ਛ嵣ਸੵ 
PS-24 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࡢ㧗࿘Ἴ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕ࡼࡿ CFRTP ࡢᡂᙧ

͏͏͏ PS-24

ۑ㡲Ụ❳Ꮠ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪⏣୰ே㸪∦ᒣബ⏕
PS-25

ࢪ࣮ࣗࢺ⧄⥔ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡」ྜᮦᩱࡢศᩓᛶྥୖ㛵ࡍࡿ◊✲

͏͏͏͏ PS-25

ۑ୰ᮧ㑈 (ྠᚿ♫Ꮫ), 㯮⏣࿃,
⏣୰㐩ஓ, ⸨ᾆ㈗ಖ (ओ⚄ᡞ〇㗰ᡤ)
PS-26 ㍈ᢲฟᶵࢆ⏝࠸ࡓࢦ࣒㐃⥆㛵ࡍࡿ◊✲

͏͏͏͏ PS-26

ۑ᳃⏣㈗அ (ྠᚿ♫Ꮫ), ⏣୰㐩ஓ, 㛗㇂ᮅ༤ (රᕤᢏࢭ)
PS-27 ⧄⥔ᙉ⇕◳ᛶᶞ⬡」ྜᮦᩱࡼࡿᡂᙧᛶࡢྥୖ㛵ࡍࡿ◊✲

͏͏͏͏ PS-27

ۑᮡᾆኴ୍ (ྠᚿ♫Ꮫ)㸪๓ᕝᗣ୍㑻㸪⏣୰㐩ஓ
PS-28* CF/PA6 ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶཬࡰࡍᶞ⬡౪⤥ᙧែࡢᙳ㡪

͏͏͏͏ PS-28

ۑ๓⏿ಇ㍜(ྠᚿ♫Ꮫ), బ⸨ࡦࢁࡳ, ⏣୰ே, ∦ᒣബ⏕
PS-29 ㉸ᑠᆺᑕฟᡂᙧᶵ࠾ࡅࡿࣇࣛࢵࢺࢫࢡࣜࣗࡢ᭱㐺

͏͏͏͏ PS-29

ۑᆤ⏣ᗮᏕ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧,⏣୰㐩ஓ
PS-30

GFRTP ᑕฟᡂᙧ࠾ࡅࡿࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢ㐪࠸ࡀ⧄⥔㛗ཬࡧศᩓᛶ
͏͏͏͏ PS-30

ཬࡰࡍᙳ㡪

ۑᒾᓮ㢧ග(ྠᚿ♫Ꮫ), ሷฟ⣧ஓ, ⏣୰㐩ஓ,
ୖ ⋹ (ᮾὒᶵᲔ㔠ᒓ), ୗᴋⷵኊ
PS-31 㟁╔࢚ࣥࢻ࣑ࣝࡼࡿⅣ⣲⧄⥔ᙉࣉࣛࢫࢳࢵࢡ(CFRP)ࡢ㧗⢭ᗘ࣭
͏͏͏͏ PS-31

㧗⬟⋡ຍᕤ

ྂۑᮌ㎮ஓ (ྠᚿ♫Ꮫ), ⵦ㇂భ࿃, 㟷ᒣᰤ୍, ᘅᇉಇᶞ, ᑠᕝᆂ (㱟㇂Ꮫ)
PS-32* GFRP 〇ࣉࣜࣥࢺᇶᯈࡢ✰࠶ࡅຍᕤ 㸫ษ๐㊥㞳ᕤලᦶ⪖㸫

͏͏͏͏ PS-32

❶➃⏣ۑ࿃ (ྠᚿ♫Ꮫ), 㕥ᮌ⩏ᑗ, 㟷ᒣᰤ୍, ᘅᇉಇᶞ,
ᑠᕝᆂ (㱟㇂Ꮫ), ඣ⋢⣫ᖾ (රᗜ┴❧Ꮫ)
PS-33* FRP 〇ከᒙࣉࣜࣥࢺᇶᯈࡢ Cu ࢲࣞࢡࢺ࣮ࣞࢨຍᕤ㸫㧗㏿ᗘ࣓࢝ࣛࢆ
⏝࠸ࡓ」ᩘࣃࣝࢫຍᕤ࡛ࡢࣈࣛࣥࢻࣂ࣮࣍ࣝᡂྰุู㸫

͏͏͏͏ PS-33

⪔ྜྷ⚄ۑᚿ (ྠᚿ♫Ꮫ), ⓒఫ᐀㧗, ᘅᇉಇᶞ, 㟷ᒣᰤ୍, ᑠᕝె (㱟㇂Ꮫ)
PS-34* ➉⧄⥔ࡢࡳࢆ⏝࠸ࡓ㈨※ᚠ⎔ᆺࡢ⮬ᕫ᥋╔ᡂᙧయࡢ㛤Ⓨ 㸫ཌᯈᡂᙧయࡢ
㛤Ⓨ㝖ཤຍᕤࡼࡿ➉⧄⥔ṑ㌴ࡢ〇㸫

͏͏͏͏ PS-34

ۑୖ⯆ኴ (ྠᚿ♫Ꮫ), ᑠᕝᆂ (㱟㇂Ꮫ),
ᘅᇉಇᶞ (ྠᚿ♫Ꮫ), 㟷ᒣᰤ୍, 㔝㎶ᘯ㐨 (୕⸨ᶵᲔ〇సᡤ)

(v)
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 9,, ્ਙ௬ം௬   
PS-35* ⏕Ⅳ⣲⧄⥔/PP ᡂᙧᮦࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࡢᨵၿ ̿ᚤ⣽⧄⥔ࢆῧຍࡋࡓ
͏͏͏͏ PS-35

ẕᮦࡢᛂ⏝㸫

ۑ⣒ᕝᖾ㍤㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪❑ஓ㸪⸨㏱
PS-36 CFRTP ẕᮦࡢ㧗ศᏊ㔞ࡋࡓ⇕ྍረᛶ࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࡢᛂ⏝ ̿ẕᮦᶞ⬡ࡢ
㧗ศᏊ㔞ࡼࡿ CFRTP ࡢ㟼ⓗ࠾ࡼࡧ᭤ࡆ⑂ປ≉ᛶࡢᨵၿ̿

͏͏͏͏ PS-36

ۑỌዋ♸㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧
㸪す⏣⿱⣖, ❑ஓ, ⸨㏱
PS-37 ୍᪉ྥⅣ⣲⧄⥔ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡ࢸ࣮ࣉ㛵ࡍࡿ◊✲

͏͏͏͏ PS-37

ࠐᕝ㷂Ọኈ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧, ⏣୰㐩ஓ, ⸨ᾆ㈗ಖ㸦ᰴᘧ♫⚄ᡞ〇㗰ᡤ㸧
PS-38* ࢝ࣂ࣮ࣜࣥࢢ」ྜ⣒ࢆ⏝࠸ࡓⅣ⣲⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡢ㛤Ⓨ

͏͏͏͏ PS-38

ۑΏ㑓ᩯ(ྠᚿ♫Ꮫ), ᒣୗ㞝Ẏ, Ᏻ⸨ಇ⏕(ᒸᮏᰴᘧ♫),
ᯇᒸᩗ(ྠᚿ♫Ꮫ), ᖹᒣ᭸Ꮚ, ㉺ᬛኵ
PS-39*

CF/PA6 ⦭ྜ」ྜ⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⧊≀ᙉ」ྜᮦᩱࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࡢㄪᰝ

͏͏͏͏ PS-39

❑⏣ۑຬḟ(ྠᚿ♫Ꮫ), ⸨⏣ᾈஅ(රᕤᢏࢭࣥࢱ࣮),
ᐑ⏣Ὀḟ(ᐑ⏣ᕸᖆ), ᯇᒸᩗ(ྠᚿ♫Ꮫ), ᖹᒣ᭸Ꮚ
PS-40*

ࢼࣀࣥࢹࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥἲࡼࡿ WPC ࡢᮦᩱ≉ᛶホ౯

͏͏͏͏ PS-40

⏣ۑ୰༤அ(ྠᚿ♫Ꮫ), ᯇᒸᩗ, ᖹᒣ᭸Ꮚ, ఀ⸨ᘯ(ࢺࢡࣛࢫᰴᘧ♫)
PS-41 ⎔ቃㄪ」ྜᮦᩱࡢᦾື㒊ᮦ㐺⏝㛵ࡍࡿ◊✲

͏͏͏͏ PS-41

ஂۑ⡿⍛ཝ (ྠᚿ♫Ꮫ)㸪Ⲷᶞ㸪⏣୰㐩ஓ
PS-42* ࣐ࢩࢽࣥࢢࢭࣥࢱ࡛ᢳฟࡋࡓ➉⧄⥔ࡢࡳࢆ⏝࠸࡚ᡂᙧࡋࡓᖹṑ㌴ࡢᛶ⬟ホ౯

͏ PS-42

ۑᶫᮏ῟ᚿ (ྠᚿ♫Ꮫ), ᑠᕝᆂ (㱟㇂Ꮫ),
ᘅᇉಇᶞ (ྠᚿ♫Ꮫ), 㟷ᒣᰤ୍, 㔝㎶ᘯ㐨 (୕⸨ᶵᲔ〇సᡤ)

(vi)
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ྠᚿ♫Ꮫඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
2015 ᖺᗘ◊✲ᡂᯝⓎ⾲㈨ᩱ (2016.2.27)

ᚤどⓗᵓ㐀ไᚚ䛻䜘䜛」ྜᮦᩱ䛾㧗ᶵ⬟Ⓨ⌧䛸䛭䛾ᒎ㛤㻌 㻌
ྠᚿ♫Ꮫ㻌 ⌮ᕤᏛ㒊㻌 ᶵ⬟ศᏊ䞉⏕Ꮫ⛉㻌 ຍ⸨㻌 ᑗᶞ䠈ᘅ⏣㻌 㻌
ྠᚿ♫Ꮫ㻌 ⌮ᕤᏛ㒊㻌 ᶵᲔ䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ⛉㻌 ⸨ཎ㻌 ᘯ䠈ᐑᮏ㻌 ༤அ㻌
≀㉁䞉ᮦᩱ㛤Ⓨᶵᵓ㻌 䝃䜲䜰䝻䞁䝴䝙䝑䝖㻌 䝃䜲䜰䝻䞁䜾䝹䞊䝥㻌 すᮧ㻌 ⫄அ㻌
1.㻌 ⥴㻌 㻌 ゝ
ඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲䝉䞁䝍䞊➨䠍䜾䝹䞊䝥䛷䛿䠈」ྜᮦᩱ䛾㧗ᶵ⬟Ⓨ⌧䠄㧗ᙉᗘ䠈㧗㟁☢Ẽ≉ᛶ䛺䛹䠅
䜢ᚤどⓗ䛺ᵓ㐀ไᚚ䛻䜘䛳䛶ᐇ⌧䛧䠈䛥䜙䛻」ྜᮦᩱ䛾ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛯✀䚻䛾ᒎ㛤䜢䛿䛛䜛䠊≉䛻䠈ᮦᩱྜ
ᡂ䛚䜘䜃䛭䛾」ྜ䠈ᚤどⓗᵓ㐀䛾ไᚚ䠄ᮦᩱᙧែ䠈ศᩓᛶ䠈㓄ྥ䛺䛹䛾䝘䝜䝺䝧䝹ไᚚ䠅䛸䛭䛾ホ౯䠈ᶵ⬟
ᛶⓎ⌧䛾᳨ウ䛸≀ᛶゎᯒ䠈䛚䜘䜃ᐇ⏝䜢ぢᤣ䛘䛯ᛂ⏝䠈䛸䛔䛖䜘䛖䛻䠈⥲ྜⓗ䛺」ྜᮦᩱ◊✲䜢䜑䛦䛩䠊ᮏ
ᖺᗘ䛿䠈䛻䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛚䜘䜃㔠ᒓᮦᩱ䛾䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛾ྜᡂ䛸ᚤ⣽⤌⧊䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛩䜛䠊㻌 㻌
㻌
2.㻌 䝉䝷䝭䝑䜽䝇䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛾ྜᡂ䛸ᚤ⣽⤌⧊
2䠊1㻌 ZrO2(Y2O3)-Al2O3 ⣔䝁䞁䝫䝆䝑䝖䠖㧗ᙉᗘ䈄ᙉ㠎ᛶ䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾䝬䜲䜽䝻Ἴ↝⤖㻌
ᖺᗘ䠈ప౯᱁䠈㧗㔞⏘
ᛶ䛾୰ඹỿἲ䛷ㄪ〇䛧䛯
ᅛ⁐య⢊య䛾↝⤖యస〇
䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛧䛯⤖ᯝ䠈ᚑ
᮶䛾୍㍈ຍᅽ䜢⏝䛔䛯䝟䝹
䝇㏻㟁ຍᅽ↝⤖(PECPS)䛷
䛿↝⤖య䛾ᙧ≧䛻ไ㝈䛜䛒
䜛䛯䜑䛻䠈ᛂ⏝ศ㔝䛜⊃䛟䛺
䜛䠊䛭䛣䛷䠈ᛂ⏝⠊ᅖ䜢ᗈ䛢
䜛䛯䜑䛻䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾ᆺ
䠈ᙧ≧㝃ᛶྥୖ䜢᳨ウ
䛧䛯䠊୍㍈ຍᅽ↝⤖䛛䜙↓
ຍᅽ䛷⦓ᐦ䛺↝⤖య䜢స〇
䛩䜛䛯䜑䛻䠈㧗㏿᪼ 䠈ᚑ
᮶䛾㞺ᅖẼ↝⤖➼䛻ẚ㍑䛧
䛶⣙ 100 䛛䜙 150°C ప ᗘ
䛷↝⤖䛷䛝䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛
䝬䜲䜽䝻Ἴ↝⤖䜔ᚑ᮶䛾㞺
ᅖẼ⅔䛷↝⤖䛧䛯ヨᩱ䛾≉
Fig. 1 Bending strength σ㻟㼎 of ZrO2(3Y)-20maA ceramics as a function ᛶ䜢ホ౯䛧䛯䠊ཎᩱ䛸䛧䛶䠈
sintering temperature with various sintering methods.
୍ḟ⢏Ꮚᚄ䛜⣙ 100 nm 䛾
ZrO2(3mol%Y2O3)ᅛ⁐య⢊య䛻ᕷ㈍䛾D-Al2O3 䜢ῧຍ䈄ΰྜ䛧䛯(3mol%Y2O3)-20mass%Al2O3 ⣔௬↝⢊య
䠄௨ᚋ ZrO2(3Y)-20maA 䛸グ䛩䠅䜢䠈㞺ᅖẼ⅔䠈䝟䝹䝇㏻㟁ຍᅽ↝⤖(PECPS)䠈䛚䜘䜃䝬䜲䜽䝻Ἴ↝⤖ἲ
(Microwave oven: 2.45 GHz)䜢⏝䛔䛶䝉䝷䝭䝑䜽䝇䜢స〇䛧䠈ㅖ≉ᛶ䜢ホ౯䛧䛯䠊Fig. 1 䛿ྛ✀↝⤖ἲ䛷స
〇䛧䛯䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛾୕Ⅼ᭤䛢ᙉᗘVb䠈䝡䝑䜹䞊䝇◳ᗘ Hv ཬ䜃◚ቯ㠌ᛶ್ KIC 䛾↝⤖ ᗘ౫Ꮡᛶ䜢♧䛩䠊
䛺䛚䠈↝⤖㛫䛿䠈䛭䜜䛮䜜 2 h, 10 min䠈1 h 䛷䛒䜛䠊
䝬䜲䜽䝻Ἴ↝⤖య䛻㛵䛧䛶䛿䠈ᚑ᮶䛾↝⤖ἲ䜘䜚⣙ 150䉝ప䛔 ᗘ䛷䜒⦓ᐦ䛺↝⤖య(┦ᑐᐦᗘ
99.0%)䛜ᚓ䜙䜜䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䠊䜎䛯䠈䝬䜲䜽䝻Ἴ↝⤖䛷䛿Vb 䛾ྥୖ䛜㢧ⴭ䛷䛒䜚䠈Fig. 1 䜘䜚 1300°C
䛜 ZrO2(3Y)-20maA 䛾᭱㐺䛺↝⤖ ᗘ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊䛺䛚䠈ZrO2(3Y)-20maA ⢊య䜢 1300䉝
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~1350䉝䛷 PECPS 䛧䛶స〇䛧䛯䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾Vb 䛿 973: KIC=5.88 (1300°C)䠈831 : KIC=5.98 (1325°C)䠈768
MPa: KIC=7.25 MPa·m1/2 (1350°C)䛷䛒䜚䠈㠌ᛶ್ KIC 䛸䝖䝺䞊䝗䜸䝣䛾㛵ಀ䛻䛒䛳䛯䠊䛭䜜䛻ᑐ䛧䛶䠈
1300䉝䠈1350䉝䛷䝬䜲䜽䝻Ἴ↝⤖䛧䛶స〇䛧䛯䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾Vb 䛿 1410: KIC=6.90 (1300°C)䠈 1540 MPa :
KIC=6.41 MPa·m1/2(1350°C) 䛸㠀ᖖ䛻䛝䛔䛺್䛜ᚓ䜙䜜䠈ୟ䛴 KIC 䛾್䛿␎୍ᐃ䛷䛒䛳䛯䠊Fig. 2 (a) 䛻
1350°C 䛷 PECPS 䛧䛶స〇䛧䛯䝉䝷䝭䜽䝑䝇䠈(b)䛻䝬䜲䜽䝻Ἴ↝⤖䛧䛯䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾ᚤ⣽ᵓ㐀䛾 TEM ┿
䜢♧䛩䠊ⓑⰍ⢏Ꮚ䛜 Al2O3䠈⅊Ⰽ⢏Ꮚ䛜 ZrO2 䛷䛒䜚䠈(a)䛾᪉䛜ᚤ⣽䛺⤌⧊䛜ほᐹ䛥䜜䜛䛜䠈ᶵᲔⓗ≉ᛶ
䛿(b)䛾᪉䛜ඃ䜜䛶䛔䜛䠊⌮⏤䛿ᚋ᳨ウ䛩䜛䠊䛺䛚䠈䛣䜜䜙䛾ෆᐜ䛿᪥ᮏᮦᩱᏛ䠈JCCM-7(2016. 3.
16䌦18)䛻䛶Ⓨ⾲ணᐃ䠊
㻌㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
100nm
100nm
㻌
Fig. 2 TEM photographs for the microstructures of ZrO2(3Y)-20maA composites sintered at 1350°C
㻌
using (a) PECPS and (b) a microwave oven.㻌
㻌
㻌
2䠊
䠊2㻌 㻌 䝟䝹䝇㏻㟁ຍᅽ↝⤖䛻䜘䜛 㻮㻠㻯㻛㼀㼕㻮㻞 ⣔䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛾ྜᡂྠ↝⤖㻌
ඖ⣲ΰྜ⢊య(B, C)䛻 TiB2 (⢏Ꮚᚄ Ps:1.86 μmI)ཪ䛿䠈TiC 㻔Ps: 25 nmI) 䜢ῧຍ䛧䠈䝟䝹䝇㏻㟁ຍᅽ↝⤖
(PECPS)䛻䜘䜛ྜᡂྠ↝⤖䛻䜘䜚⦓ᐦ䛺 B4C/TiB2 ⣔䝁䞁䝫䝆䝑䝖䜢స〇䛧䛯䠊䛭䛾⤖ᯝ䜢 Fig. 3~4 䛻♧䛩㻚㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
Fig.
㻌 3 SEM (SEI) photographs for the fracture surfaces of B4C/TiB2 composites with the compositions of (a) 99/1, (b)
97/3, (c) 95/5, and (d) 93/7vol%, those were fabricated using the mixtures of B, C, and TiB2 (left), and of B, C, and TiC
㻌
(right) sintered at 2173 K/3.6×103 s (1900°C/10 min/50MPa).
㻌
Fig. 3 䛿 1900°C/10min/50MPa/vac䠊䛾᮲௳䛷స〇䛧䛯 B4C/TiB2 䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛾 SEM ┿䛷䛒䜚䠈ᕥ䛿 TiB2
⢏Ꮚ䜢⏝䛔䛯ヨᩱ䠈ྑ䛿䠈䝘䝜ᚤ⢏Ꮚ TiC 䜢⏝䛔䛶స〇䛧䛯ヨᩱ䛷䛒䜛䠊䛺䛚䠈TiC 䜢⏝䛔䛶స〇䛧䛯䝁䞁䝫
䝆䝑䝖స〇䛷䛿䠈 TiB2 䜢⏕ᡂ䛩䜛㝿䛻ᾘ㈝䛩䜛 B 䜢⪃៖䛧䛶㓄ྜ䛧䛶䛔䜛䠊SEM ほᐹ䛛䜙䠈ᚤ⣽䛺 TiB2 ⢏Ꮚ
䛜⦓ᐦ䛺䝬䝖䝸䝑䜽䝇୰䛻ᆒ୍䛻ศᩓ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜛䠊Fig. 4 䛻ᶵᲔⓗ≉ᛶ䜢♧䛩䠊TiB2 䜢ῧຍ䛧䛶స〇
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(I)

(II)

Fig. 4 (a) Bending strength Vb, (b) Vickers hardness Hv and (c) fracture toughness KIC of B4C/TiB2 composites fabricated
by the addition of TiB2 (I) and TiC (II) powders.
(I)( ) Hi h
h d (b)
h
f B C CNF
i
ih i
CNF

䛧䛯䝁䞁䝫䝆䝑䝖䠄┦ᑐᐦᗘ⣙ 97~98%䠅䛻ᑐ䛧䛶(Fig. 4 (I))䠈TiC 䜢ῧຍ䛧䛶స〇䛧䛯䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛿㧗ᐦᗘ(⣙
99.5䠂)䛷䛒䜚䠈7 vol% TiB2 ῧຍ┦ᙜ䛷䠈᭤䛢ᙉᗘVb=642 MPa䠈Hv=31.7 GPa䠈KIC=5.62 MPa·m1/2 䜢♧䛧䛯䠊䛣
䜜䜙䛾≉ᛶ䛿ᚑ᮶ B4C/CNF=90/10vol%䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛷ᚓ䜙䜜䛯್䛸␎ྠ䛨䛷䛒䜚䠈⢏Ꮚศᩓᙉ䛻䜘䜛≉ᛶᨵ
ၿ䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊䛣䛾⤖ᯝ䛿⢊య⢊ᮎ෬㔠༠ᖹᡂ 28 ᖺᏘ (2016. 5. 24-26, ி㒔)䛻䛶Ⓨ⾲ணᐃ䠊
㻌
2䠊
䠊3㻌 㻌 㻭㼘㻺㻛㻮㻠㻯 ⣔䝁䞁䝫䝆䝑䝖㻦㧗ᐦᗘ䞉㧗㟁Ẽᢠ䞉㧗⇕ఏᑟᛶ䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䝉䝷䝭䝑䜽䝇
❅  䜰䝹䝭䝙䜴䝮䠄AlN䠅䛿㧗 ⼥ Ⅼ 䠄Tm=2200°C䠅䠈㧗 ⇕ ఏ ᑟ ⋡ (λ ⣙~285 W·m -1 ·K -1 )䠈㧗 ◳ ᗘ 䠄HV ~14 GPa䠅
䛾≀ ㉁ 䛷䛒䜚䠈䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾୰ 䛷䛿⇕ ఏ ᑟ ⋡ 䛜㧗 䛟㟁 Ẽ ⓗ ⤯ ⦕ ᛶ 䛜Ⰻ ዲ 䛾䛯䜑䠈ᨺ ⇕ ᛶ 䛜ồ 䜑䜙䜜䜛
㟁 Ꮚ 㒊 ရ ⏝ ᇶ ᯈ 䛸䛧䛶 䜟䜜䜛䠊䛣䛾 AlN 䛾ඃ 䜜䛯㟁 Ẽ ⤯ ⦕ ᛶ 䛸㧗 ⇕ ఏ ᑟ ᛶ 䜢ά 䛛䛧䠈 䛾䝉䝷䝭䝑䜽䝇
䛻ῧ ຍ 䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䠈ᚓ 䜙䜜䛯䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛾⇕ ఏ ᑟ ⋡ 䛾ྥ ୖ 䛜ᮇ ᚅ 䛥䜜䜛䠊䛧䛛䛧䠈㞴 ↝ ⤖ ᛶ 䛾 AlN 䜢
⦓ ᐦ 䛻↝ ⤖ 䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ 㞴 䛷䛒䜚䠈ᚑ ᮶ 䛾䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾స 〇 ἲ 䛷䛿䠈㧗

㧗 ᅽ ୗ 䛷䛾㛗  㛫 ⇕ ฎ ⌮ 䛜

ᚲ せ 䛷䛒䜛䠊䛭䛾䛯䜑䠈ከ  䛾䜶䝛䝹䜼䞊䛸 㛫 䜢せ 䛧䠈〇 㐀 䝁䝇䝖䛜㧗 䛟䛺䜛䠊

 ᪉㸪Al – BN ⣔ࡣ 1000°C ௨ୖ࡛᥋ゐゅࡀ 0°ࡲ࡛పୗࡋ㸪㠀ᖖⰋዲ࡞ࢀᛶࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡢ⌧㇟ࢆ
⏝ࡋ㸪ࡇࡢ⣔᭦ C ࢆῧຍࡋ㸪4 BN +4 Al + C Ѝ 4 AlN + B4C ࡢᛂࢆࣃࣝࢫ㏻㟁ຍᅽ↝⤖(PECPS)
࡛ㄏ㉳ࡉࡏ࡚ AlN ࢆྜᡂࡋ㸪ୟࡘ㸪⦓ᐦ࡞ AlN/B4C ⣔ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࡢྜᡂྠ↝⤖ࢆ┠ᶆࡋࡓ㸬࡞
࠾㸪B4C ࡀᗈ⠊ᅖᅛ⁐య(ss)ࢆᙧᡂࡍࡿࡇࢆ⪃៖ࡋ㸪᭱⤊ⓗࡣ௨ୗࡢձᛂࢆ⏝࠸࡚ BN : C : Al
=4.4 : 1 : 4.4䊻㻌 D= 81.5䠈E= 18.5 䛸䛧䛶ヨᩱ䜢స〇䛧䛯䠊ΰྜ⢊య䜢ᡂᙧᚋ䠈950°C/2 h ῶᅽ⇕ฎ⌮䛧䠈᭦䛻
1300~1900°C/10min/30MPa/vac 䛾᮲௳䛷 PECPS 䛧䛯䠊䛭䛾⤖ᯝ 1900°C 䛷␎ AlN/B4C 䛾䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛜ᚓ䜙
䜜䛯䠊ḟ䛔䛷䛣䛾↝⤖ ᗘ䛷↝⤖㛫䜢䠈10䠈30䠈60㻌 min 䛸ኚ䛥䛫䛶స〇䛧䛯䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛾ᚤ⣽ᵓ㐀䛸ㅖ
≉ᛶ䜢ホ౯䛧䛯䠊
D·BN + E·C+ D·Al Ѝ D·AlN + BDCE  ----- ձ

㻌
Fig.5 䛻ᚤ⣽ᵓ㐀䛾 SEM ┿䜢䠈Table 1 䛻ㅖ≉ᛶ䜢♧䛩䠊1900°C 䛷 60 min PECPS ฎ⌮䛩䜛䛣䛸䛷䠈⇕ఏ
ᑟ⋡O⣙ 30 W·m-1·K-1䠈ẚ⇕ Cp = 0.876 x103 J·m-1·K-1 䛾್䛜ᚓ䜙䜜䛯䠊䛣䛾O䛾್䛿ண್䜘䜚䜒㐶䛛䛻ప䛔
䛜䠈㻌 䛭䛾ཎᅉ䛿䠈䛣䛾䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛜⣙ 2.0 mass %䛾 O2 䜢ྵ䜐䛣䛸䛸䠈B4C 䛸 AlN 䛾⤖ᬗ⢏ᚄ䛜ᩘ μm 䛸ᑠ䛥
䛔䛣䛸䛜⌮⏤䛸䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛䠊䛣䛾⤖ᯝ䛿⢊య⢊ᮎ෬㔠༠ᖹᡂ 28 ᖺᏘ(2016. 5. 24-26, ி㒔)䛻䛶
Ⓨ⾲ணᐃ䠊
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

(a)

(b)

10 min

30 min

10 μm

10 μm

(c)

10 μm

60 min
Fig. 5 SEM photographs for the fracture surfaces of B4C/AlN composites fabricated at 1900°C and 30 MPa for
(1) 10 min, (2) 30 min, and (3) 60 min in a vacuum.

Table 1 Microstructural and physical properties of B4C(ss)/AlN composites simultaneously synthesized and
sintered from the mixtures of BN, Al, and C powders

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
3.㻌㻌 㔠ᒓᮦᩱ䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛾ྜᡂ䛸ᚤ⣽⤌⧊
3䠊1㻌 ᅛ┦ᛂ䜢⏝䛧䛯䝘䝜⢏Ꮚศᩓ䝬䜾䝛䝅䜴䝮ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ᶵᲔⓗᛶ㉁
㻌 䝯䜹䝙䜹䝹䝭䝸䞁䜾䠄MM䠅ἲ䛻䜘䜚స〇䛧䛯 10vol%௨ୖ䛾
Al2O3 䜢ྵ䜐䝬䜾䝛䝅䜴䝮ᮦᩱ䛿䠈㠀ᖖ䛻ඃ䜜䛯ᶵᲔⓗ≉ᛶ
䜢♧䛩䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛶䛔䜛䠊 Mg/ Al2O3 ⢊ᮎ䜢↝⤖䛩䜛
䛣䛸䛻䜘䜚 Mg/Al2O3 㛫䛾⏺㠃ᛂ䛻䜘䛳䛶 MgO 䛚䜘䜃
Mg17Al12 䛾䝘䝜⢏Ꮚ䛜⏕ᡂ䛧䠈ᶵᲔⓗ≉ᛶ䛿ྥୖ䛩䜛䠊䛧䛛
䛧䛺䛜䜙䠈䝘䝜⢏Ꮚ䛾⏕ᡂ䝯䜹䝙䝈䝮䛚䜘䜃䠈䝘䝜⢏Ꮚ䛾⏕ᡂ㔞
䛸ᶵᲔⓗ≉ᛶ䛾ྥୖ䛸䛾㛵㐃ᛶ䛻䛿᫂䛺Ⅼ䛜ከ䛔䠊ᮏ◊✲
䛷䛿䠈䝘䝜⢏Ꮚ䛾⏕ᡂ㔞䛚䜘䜃ᶵᲔⓗ≉ᛶ䛻䛘䜛ᙳ㡪䜢᫂䜙
䛛䛻䛧䠈䝘䝜⢏Ꮚ⏕ᡂ䛾䝯䜹䝙䝈䝮䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸
䛧䛯䠊
䝘䝜⢏Ꮚ䜢ヲ⣽䛻ほᐹ䛩䜛䛯䜑䛻 Mg / Al2O3 ⏺㠃㏆䛾ヲ
⣽䜢 TEM ほᐹ䛧䠈䛣䛾䝘䝜⢏Ꮚ䜢ᵓᡂ䛧䛶䛔䜛ྵ᭷ඖ⣲䜢ほᐹ
䛩䜛䛯䜑 TEM ⏬ീ䜢⏝䛔䛶 Al2O3 ⢏Ꮚ㏆䛾 EDS 䝬䝑䝢䞁
Fig.6 TEM micrograph and EDS results in
the vicinity of interface between Mg and
䜾䜢⾜䛳䛯䠊䛭䛾⤖ᯝ䜢 Fig.6 䛻♧䛩䠊ྛ䝬䝑䝢䞁䜾ෆ䛷(a)䛷䛿
Al2O3.
Mg 㡿ᇦ䛸 Al2O3 㡿ᇦ䛸䛾ቃ⏺䛛䜙ቃ⏺䛾㛗䛥䜢 ᐃ䛧(b)䛾
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Mg 䛸(c)䛾 Al 䛸(d)䛾 O 䛷䛿ྛඖ⣲䛾㡿ᇦ䛾ቃ⏺䛛䜙ቃ⏺䛾㛗
䛥䜢䛩䜉䛶ྠ䛨⨨䛷 ᐃ䛧䛯䠊Al2O3 㡿ᇦෆ䛻ᙜ↛ Mg 䛿Ꮡ
ᅾ䛫䛪䛭䛾࿘ᅖ䛻ศᕸ䛧䛶䛚䜚䠊O 䛿ඖ䛾 Al2O3 㡿ᇦእ䛻䜒
ศᕸ䛧䛶䛔䜛䠊䜘䛳䛶䠈䛣䛾䛣䛸䛛䜙䜒 Mg 㡿ᇦ䛸 O 㡿ᇦ䛜㔜䛺䛳
䛶䛔䜛㒊ศ䛷 MgO 䛜⏕ᡂ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊Mg / Al2O3
⏺㠃㏆䜢ほᐹ䛧䛯䛸䛣䜝䠈Al2O3 ⢏Ꮚ䛛䜙ᩘⓒ nm 㞳䜜䛯
⨨䛻䛚䛔䛶 Fig.7 䛻♧䛩⢏Ꮚ䛜ほᐹ䛥䜜䛯䠊EDS ⥺ศᯒ䜢⾜䛳
䛯⤖ᯝ䠈䛣䛾䝘䝜⢏Ꮚ䛻䛿 Mg 䛚䜘䜃 Al 䛜ྵ䜎䜜䛶䛚䜚䠈⏺㠃
ᛂ䛻䜘䛳䛶⏕ᡂ䛧䛯 Mg17Al12 䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊
Fig.8 䛻 MM ⢊ᮎ䛚䜘䜃 713K 䛷䛾ྛಖᣢ㛫䠄0.6, 1.8,
3.6,7.2ks䠅↝⤖య䛻䛚䛡䜛↝⤖య䛾䝡䝑䜹䞊䝇◳䛥䜢♧䛧䛯䠊
713K 䛷䛾ಖᣢ㛫䛜 0.6, 1.8, 3.6, 7.2ks 䛸ቑຍ䛩䜛䛻䛴䜜䛶䠈
10vol%䛷䛿䝡䝑䜹䞊䝇◳䛥䛿 138, 138, 143, 147HV 䛸ቑຍ䛧䛯䠊
䜎䛯䠈20vol%䛻䛚䛔䛶䜒 165, 187, 192, 197HV 䛸ቑຍ䛧䛯䠊X ⥺
ᅇᢡ⤖ᯝ䛸ే䛫䛶⪃䛘䜛䛸䠈713K 䛷䛾ಖᣢ㛫䛜ቑຍ䛩䜛䛸
MgO 䛸 Mg17Al12 䛾䝘䝜⢏Ꮚ⏕ᡂ㔞䛜ቑຍ䛧䠈䛣䛾䝘䝜⢏Ꮚ䛾
⏕ᡂ䛜せᅉ䛸䛺䜚䠈䝡䝑䜹䞊䝇◳䛥䛜ྥୖ䛩䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊䛣
䛾⤖ᯝ䛿 3rd International Conference on Powder Metallurgy in
Asia(APMA2015)䛻Ⓨ⾲䛧䛯䠊
3䠊
䠊2㻌 ㄪ⤌⧊ไᚚ䛻䜘䜛㔠ᒓ」ྜᮦᩱ䛾ᶵᲔⓗ≉ᛶ䛚
䜘䜃⇕ⓗ≉ᛶ䛾ᨵၿ
㏆ᖺ䠈㟁Ꮚᶵჾ䛾ᑠᆺ䛻క䛔㞟✚ᅇ㊰䜒ᑠᆺ䛥䜜䠈
㧗ᐦᗘ䞉㧗ฟຊ䛻䜘䜛䛭䛾Ⓨ⇕㔞䛿䛛䛴䛶䛺䛔䜋䛹ቑຍ䛧
䛶䛔䜛䠊䛭䛾䛯䜑䠈䛣䛾䜘䛖䛺Ⓨ⇕ᑐ⟇䛾୍䛴䛸䛧䛶⇕ఏᑟ⋡
䛾㧗䛔䝠䞊䝖䝅䞁䜽䠄⇕ᨺᑕᯈ䠅䛾⏝䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䠊䛧䛛䛧
䛺䛜䜙䠈⇕⭾ᙇ⋡䛾ప䛔༙ᑟయ䛻⏝䛥䜜䜛ሙྜ䠈㧗䛔⇕ఏ
ᑟ⋡䛰䛡䛷䛺䛟ప䛔⇕⭾ᙇ⋡䜢ే䛫ᣢ䛴ᮦᩱ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䠊
䛭䛣䛷䚸䝯䜹䝙䜹䝹䝭䝸䞁䜾ἲ䛚䜘䜃ᨺ㟁䝥䝷䝈䝬↝⤖ἲ䛻䜘䜚䠈
Mo 䜢䝛䝑䝖䝽䞊䜽ୖ䛻㓄⨨䛧䠈Cu 䜢䛭䛾㛫䛻ศᩓ䛥䛫䛯 Mo
䠋Cu 」ྜㄪ⤌⧊ᮦᩱ䜢స〇䛧䠈䛭䛾ᶵᲔⓗ≉ᛶ䛚䜘䜃⇕
ⓗ≉ᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯䠊ᮏ◊✲䛷䛿䠈ᖹᆒ⢏Ꮚᚄ 80䃛m
䛾⣧㖡⢊ᮎ䛚䜘䜃ᖹᆒ⢏Ꮚᚄ 3䃛m 䛾⣧䝰䝸䝤䝕䞁⢊ᮎ䜢౪
ヨ⢊ᮎ䛸䛧䛶⏝䛧䛯䠊㐟ᫍᆺ䝪䞊䝹䝭䝹⨨䜢⏝䛔䛶䠈MM
ฎ⌮䜢⾜䛔䠈Cu ྵ᭷⋡ 53.5䡚82.1vol%䛾 Mo/Cu 」ྜ⢊
ᮎ䜢స〇䛧䛯䚹ḟ䛻䠈䛣䛾」ྜ⢊ᮎ䜢 SPS ἲ䛻䜘䜚↝⤖䜢⾜
䛳䛯䠊䛭䛾↝⤖య䛾⤌⧊ᵓ㐀䜢ほᐹ䛩䜛䛯䜑䛻 SEM/EDS ゎ
ᯒ䜢⏝䛔䛯䠊ᶵᲔⓗ≉ᛶ䛿䝡䝑䜹䞊䝇◳䛥ヨ㦂䜢⏝䛔䠈⇕ⓗ
≉ᛶ䛿⇕ఏᑟ⋡䜢䝺䞊䝄䞊䝣䝷䝑䝅䝳ἲ䛷 ᐃ䛧䠈⥺⭾ᙇಀ
ᩘ䜢 TMA 䛻䜘䜚 ᐃ䛩䜛䛣䛸䛷ホ౯䛧䛯䠊
Cu/Mo 」ྜㄪ⤌⧊ᮦᩱ䛾⇕ⓗ≉ᛶ䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䛻䠈
⥺⭾ᙇಀᩘ䛚䜘䜃⇕ఏᑟ⋡䛾 ᐃ䜢⾜䛳䛯䠊⥺⭾ᙇಀᩘ䛾
ᐃ⤖ᯝ䜢 Fig.9 䛻♧䛩䠊䜎䛯䠈ẚ㍑ᮦᩱ䛸䛧䛶⢏Ꮚศᩓ」ྜ
ᮦᩱ䛾⥺⭾ᙇಀᩘ䠄Arikawa, et al., 1997䠅䜢ే䛫䛶♧䛩䠊ᮏ◊
✲䛷స〇䛧䛯」ྜㄪ⤌⧊ᮦᩱ䛿䠈Cu య✚ྵ᭷⋡ 82.1 %䛷
䛿⢏Ꮚศᩓ」ྜᮦᩱ䛸ྠ⛬ᗘ䛾⥺⭾ᙇ⋡䜢♧䛧䛯䠊୍᪉䛷
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Fig.7 TEM micrograph and EDS results in
the Mg matrix.

Fig.8 Vickers hardness results for Mg /
Al2O3composites.

Cu ྵ᭷㔞䛜ᑡ䛺䛟䛺䜛䛻䛴䜜䛶⥺⭾ᙇಀᩘ䛜䛝䛟ῶᑡ䛧䠈
Cu య✚ྵ᭷⋡ 53.5 %䛷䛿⢏Ꮚศᩓ」ྜᮦᩱ䛻ᑐ䛧䛶 11 %
ప䛔್䛸䛺䛳䛯䠊ḟ䛻䠈⇕ఏᑟ⋡䛾 ᐃ⤖ᯝ䜢 Fig.10 䛻♧䛩䠊
䜎䛯䠈⢏Ꮚศᩓ」ྜᮦᩱ䛾⇕ఏᑟ⋡䠄Arikawa, et al., 1997䠅䜢
ే䛫䛶♧䛩䠊ᮏ◊✲䛷స〇䛧䛯」ྜㄪ⤌⧊ᮦᩱ䛿䠈Cu య
✚ྵ᭷⋡ 72.8 %䠈82.1 %䛷䛿⢏Ꮚศᩓ」ྜᮦᩱ䛸ྠ⛬ᗘ䛾
⇕ఏᑟ⋡䜢♧䛧䛯䠊୍᪉䛷䠈Cu ྵ᭷㔞䛜ᑡ䛺䛟䛺䜛䛻䛴䜜䛶
⢏Ꮚศᩓ」ྜᮦᩱ䛻ẚ䜉⇕ఏᑟ⋡䛜ప䛟䛺䜚䠈Cu య✚ྵ᭷
⋡ 63.3 %䛻䛚䛔䛶᭱ 5 %ప䛔್䛸䛺䛳䛯䠊」ྜㄪ⤌⧊ᮦ
ᩱ䛿⇕ఏᑟᛶ䛻ඃ䜜䛯 Cu 䜢ศᩓ㡿ᇦ䛻㓄⨨䛧䛶䛔䜛䛯䜑䠈
Cu ྵ᭷⋡䛜ᑠ䛥䛟䛺䜛䛻క䛔⇕ఏᑟᛶ䛻ຎ䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽㡿
ᇦ䛾 Mo ┦䛜䛝䛟䛺䜚䠈⇕ఏᑟ⋡䛾పୗ䛜㉳䛣䛳䛯䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䠊స〇䛧䛯↝⤖య䛾ᶵᲔⓗᛶ㉁䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䛻䠈䝡䝑
䜹䞊䝇◳䛥ヨ㦂䜢⾜䛳䛯䠊䛭䛾⤖ᯝ䜢 Fig.11 䛻♧䛩䠊Cu య✚
ྵ᭷⋡ 53.5䡚82.1 %䛻䛚䛡䜛」ྜㄪ⤌⧊ᮦᩱ䛾ᖹᆒ◳䛥
䛿䛭䜜䛮䜜 173 HV䠈152 HV䠈119 HV䠈93.6 HV 䛷䛒䜚䠈Voigt
Model 䜘䜚⟬ฟ䛧䛯್ 159 HV䠈135 HV䠈110 HV䠈88 HV 䛸ẚ
䜉ඃ䜜䛯◳䛥䜢♧䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䠊䛣䛾⤖ᯝ䛿➨ 9 ᅇ
ྠᚿ♫䞉༡Ꮫ䝆䝵䜲䞁䝖䡸䢙䢊䢛䡸䢚䡯䢍䛷Ⓨ⾲䛧䛯䠊

Fig.9 Results of Linear expansion coefficient
of the Cu/Mo harmonic-structured composite.

Fig.11 Results of Vickers hardness test of
the Cu/Mo composite.

Fig.10 Results of Thermal conductivity of
the Cu/Mo harmonic-structured composite.

4.㻌㻌 ⤖㻌 㻌 ゝ
௨ୖ㏙䜉䛯䜘䛖䛻䠈䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛚䜘䜃㔠ᒓᮦᩱ䛸✀䚻䛾ᮦᩱ䛸䛾䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛻䛴䛔䛶䠈䝭䜽䝻䛛䜙䝘䝜䝇䜿䞊
䝹䛻䛚䛡䜛ᚤ⣽⤌⧊䜢⢭ᐦ䛻ไᚚ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䠈㧗ᙉᗘ䛛䛴㧗ᶵ⬟ᛶ䜢䜒䛳䛯䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛜ᚓ䜙䜜䠈ᚑ᮶䛸
䛿␗䛺䛳䛯ศ㔝䜈䛾ᛂ⏝䜔Ⓨᒎ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䠊䜎䛯䠈ୖ㏙䛾◊✲䝔䞊䝬䛾䠈㟁ᯒἲ䛻䜘䜛䝘䝜⢏Ꮚᯒฟ」
ྜᮦᩱ䛾〇䜔䠈እ㒊◊✲ဨ䛸䜒ඹྠ䛧䛶䠈䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾㧗 䛻䛚䛡䜛ᙉᗘ ᐃ䛻䜘䜛ᶵ⬟ᛶホ౯䛺䛹䠈᪂䛯
䛺䝔䞊䝬䜈䛾ᒎ㛤䜢䛿䛛䜛䠊
䛯䛰䛧䠈⌧ẁ㝵䛷䛿䠈䛣䜜䜙䛾ᡭἲ䛿ᮦᩱ䛤䛸䛻ヨ⾜㘒ㄗ䛷⾜䜟䛽䜀䛺䜙䛪䠈ᵝ䚻䛺ᮦᩱ䜈䛾ᒎ㛤䛜ྍ⬟
䛸䛺䜛䜘䛖䠈ᚤ⣽ᵓ㐀䛸㧗ᶵ⬟Ⓨ⌧䛾㛵㐃ᛶ䜢῝䛟㏣ồ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䠊ᮏ䜾䝹䞊䝥䛷䛿䠈䛥䜙䛻䠈⇕㟁ᮦᩱ䜔
㉸ఏᑟᮦᩱ䛺䛹䛾㟁Ẽⓗ䞉☢Ẽⓗ䛻㧗ᶵ⬟≉ᛶ䜢䜒䛳䛯ᮦᩱ䛻䜒䠈ᚤ⣽⤌⧊ไᚚ䛻䜘䜛」ྜᮦᩱ䜢㐺⏝䛧䠈
ྜᡂᏛⓗ䛚䜘䜃ᮦᩱ⛉Ꮫⓗ䛺どⅬ䛛䜙᪂ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䜢䛩䛩䜑䜛䠊䜎䛯䠈᪂䛯䛻ᑟධ䛧䛯༢⤖ᬗ⫱ᡂ䞉ホ౯
䝅䝇䝔䝮䜔‵ᘧᚤ⢏䝅䝇䝔䝮䜢ά⏝䛧䠈䜘䜚ศᩓᛶ䛾㧗䛔ᚤ⢏䛧䛯ᮦᩱ䛾」ྜ䛸␗᪉ⓗ㟁☢Ẽ≉ᛶホ
౯䠈ᵓ㐀ホ౯䜢⾜䛔䠈᪂つ」ྜᮦᩱ䛾ᡂ䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟ᡤᏑ䛷䛒䜛䠊
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ྠᚿ♫Ꮫඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
2015 ᖺᗘᮎ◊✲ᡂᯝⓎ⾲㈨ᩱ (2016.2.27)



ࢼࣀ⧄⥔࣭⢏Ꮚࡢᵓ㐀ไᚚᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ᪂つࢼࣀ」ྜᮦᩱࡢ
ಙ㢗ᛶࡑࡢᏳᐃ


ᩥ㈐㸸ྠᚿ♫Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵᲔᕤᏛ⛉ ❑ஓ
   
1. ⥴ゝ
➨ 2 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪
ࠕࢼࣀ⧄⥔࣭⢏Ꮚࡢᵓ㐀ไᚚᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ᪂つࢼࣀ」ྜᮦᩱࡢಙ㢗ᛶࡑࡢᏳ
ᐃ㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ࠖࢆ㢟┠㸪◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ᭩࡛ࡣࡑࡢ 2015 ᖺᗘࡢάືሗ࿌ࢆ⾜࠺㸬

2. ᵓᡂဨ
๓ᖺᗘࡽࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ⥅ᢎࡋ㸪௨ୗࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡚㸪◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
  ❑ ஓ ᮏᏛᩍᤵ㸧
㸪 ᕝ⏣ ᏹஅ ᪩✄⏣Ꮫᩍᤵ 㸪 㧗ᮌ ᆒ ᚨᓥᏛᩍᤵ㸧
  ㎷ෆ ఙዲ ᮏᏛᩍᤵ 㸪 ⸨ ㏱ ᮏᏛᩍᤵ㸧
㸪 ᯇᒸ ᩗ ᮏᏛᩍᤵ㸧  
㸦࠶࠸࠺࠼࠾㡰㸧
3. ᙜࢢ࣮ࣝࣉయࡢάື┠ᶆ
ᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࢆ⾜࠺◊✲ࢸ࣮࣐ࢆᶵ㍈㸪ࡑࢀࢆᒎ㛤ࡋࡓ◊✲ࢸ࣮
࣐ࡶྵࡵ࡚㸪ඛ➃」ྜᮦᩱࡢᐇ⏝ホ౯ࢆ⾜࠺ࢆ┠ⓗእ㒊◊✲ᶵ㛵ࡶ㐃ᦠࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪௨ୗࡢලయⓗ࡞
◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㸦㸯㸧ࢼࣀ⧄⥔ῧຍ CFRP 」ྜᮦᩱ࠾ࡅࡿ⧄⥔㸭ẕᮦ⏺㠃࠾ࡅࡿࢼࣀ⧄⥔ຠᯝࡢゎ᫂ᛂ⏝
ձᚤ⣽ࢼࣀ⧄⥔ࢆ⏝࠸࡚ᨵ㉁ࡋࡓ࣮࢝࣎ࣥ⧄⥔ᙉ FRP ࡢ⏺㠃ࡣࡃ㞳㛵ࡍࡿ◊✲
ղẕᮦᶞ⬡ࡢ㧗ศᏊ㔞ࡼࡿ CFRTP ࡢ㟼ⓗ࠾ࡼࡧ᭤ࡆ⑂ປ≉ᛶࡢᨵၿ
ճ⏕Ⅳ⣲⧄⥔/PP ᡂᙧᮦࡢᚤ⣽⧄⥔ࢆῧຍࡋࡓẕᮦࡢᛂ⏝ ʊᶵᲔⓗ≉ᛶࡢᨵၿ ʊ
մ⾪ᧁ᭤ࡆᦆയࢆཷࡅࡓ CFRTP ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆඖ⿵ൾࡍࡿ⿵ಟᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲
㸦㸰㸧ࢦ࣒࢚ࣛࢫࢺ࣐࣮」ྜᮦᩱࡢື≉ᛶホ౯ῶ⾶≉ᛶࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
㸦㸱㸧ࢼࣀ⢏Ꮚࢆῧຍࡋࡓᙉ」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿㺃ᦶ⪖≉ᛶࡢᨵၿ
ձC/C 」ྜᮦᩱࡢᦶ⪖㔞పῶ -Ⅳ⣲๓㥑యᶞ⬡ࡢ࣑ࣝࢼ⢊ᮎῧຍࡢຠᯝࡢゎ᫂ղSiC ࢼࣀ⢏Ꮚࡢῧຍࡼࡿ୍᪉ྥⅣ⣲⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿ᦶ⪖≉ᛶࡢྥୖ
ճⅣࢣ⣲⢏Ꮚᙉ࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘」ྜᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡑࡢࢺࣛ࣎ࣟࢪ࣮≉ᛶࡢᨵၿ
մ࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘ྜ㔠ࡢࢼࣀࢫࢡࣛࢵࢳ≉ᛶཬࡰࡍῧຍඖ⣲ࡢᙳ㡪ࡢゎ᫂
㸦㸲㸧ୖグࢆᒎ㛤ࡍࡿࡑࡢࡢᛂ⏝◊✲ࢸ࣮࣐
ձࢳࢱࣥ㓟࣒࢝ࣜ࢘ᙉࢼࣀࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࡢ〇ホ౯
ղᾮ୰ࣉࣛࢬ࣐ฎ⌮ࡼࡿⓑ㔠ࢼࣀ⢏Ꮚᢸᣢࢢࣛࣇ࢙ࣥࡢᡂ࠾ࡼࡧ㟁ẼᏛ≉ᛶホ౯
ճCF/PA6 ⦭ྜ」ྜ⣒ࢆ⏝࠸ࡓ⧊≀ᙉ」ྜᮦᩱࡢᡂᙧཬࡧࡑࡢᶵᲔⓗ≉ᛶ㛵ࡍࡿ◊✲
մ㔠ᒓ」ྜᮦᩱ⾲㠃࠾ࡅࡿࢪࣝ࢟ࣝࢪࢳ࢜ࣜࣥ㓟ள㖄ࢺࣛ࣎ࣇ࣒ࣝࡢᙧែᏛ
ᛂศᯒ
յࢼࣀࣥࢹࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥἲࡼࡿ WPC ࡢᮦᩱ≉ᛶホ౯
ն࢝ࣂ࣮ࣜࣥࢢ」ྜ⣒ࢆ⏝࠸ࡓⅣ⣲⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡢ㛤Ⓨ
շࢼࣀࢥ࣮ࢸࣥࢢἲࢆ⏝࠸ࡓ➉⧄⥔࠾ࡼࡧࡑࡢ」ྜᮦᩱࡢ≉ᛶᨵၿ
ոࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀ⧄⥔ࢆῧຍࡋࡓ CFRP ࡢᚤ⣽⧄⥔㛗⑂ປᑑࡢ㛵ಀᢕᥱ
4㸬 ◊✲ෆᐜࡢ⣔⤫
ᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗ䜢⾜䛖ྛ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ㐙⾜
ࡍࡿࡼࡾ㸪ᅗ 1 ♧ࡍࡼ࠺࡞◊✲άືࡢࡘ࡞ࡀࡾయീࢆᵓࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢼࣀ⧄⥔ࡸ
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ῧຍඖ⣲ࡸศᏊ㔞࡞ࡢᵓ㐀ⓗせᅉࢆᇶ♏ⓗㄪࡓ࠺࠼࡛㸪ᮦᩱࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࡸῶ⾶≉ᛶ㸪ࢺࣛ࣎ࣟࢪ࣮≉
ᛶ࡞ࡢᐇ㝿ᛂ⏝ࡢࡓࡵࡢᶵ⬟ྥୖࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺࡞ࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡼࡾ㸪᪂ࡓ࡞ࢼࣀ⧄⥔࠾ࡼࡧࢼࣀ」ྜᮦᩱࡢ〇㸪」ྜᮦᩱ㛫ࡢಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸᥋ྜᢏ⾡ࡸ᪂ࡋ
࠸ᡂᙧຍᕤᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡆ㸪ᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾ࡅࡿᮦᩱᙉᗘⓗ࠾ࡼࡧᮦᩱ⛉Ꮫⓗ࡞どⅬࡽ
ᣐⅬᙧᡂࡢ୍⩼ࢆᢸ࠺㸬















ᅗ㸯 ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢ⚾❧Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭᴗࢆ⾜࠺◊✲άືࡢࡘ࡞ࡀࡾయീ


5㸬
㸬 ◊✲ᡂᯝࡢᴫせ 㸦ヲ⣽㸪ྛ࣓ࣥࣂ࣮ࡽࡢሗ࿌᭩ཧ↷㸧
㸦㸯ʊձ㸧ᚤ⣽ࢼࣀ⧄⥔ࢆ⏝࠸࡚ᨵ㉁ࡋࡓ࣮࢝࣎ࣥ⧄⥔ᙉ FRP ࡢ⏺㠃ࡣࡃ㞳㛵ࡍࡿ◊✲
ᚤ⣽⧄⥔ῧຍࡢຠᯝࢆ⪃࠼ࡿࡣᙉ⧄⥔ᒙ㛫㏆࡛ࡢᵓ㐀ⓗ≉ᚩࢆ⪃៖ࡋࡓ◚ቯ⌧㇟ࡢᢕᥱ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪࠼ࡤᚤ⣽⧄⥔ࡢᏑᅾ⨨ࡀᙉ⧄⥔ᒙ㛫ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶཬࡰࡍᙳ
㡪ࡘ࠸࡚ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏᖺᗘࡢᮏࢸ࣮࣐࡛ࡣ㸪CFRP ࡢẕᮦ୰ῧຍࡋࡓࢧࣈ࣑ࢡ
ࣟࣥ⧄⥔ࡢᏑᅾ⨨ࡀᖹ⧊ CFRP ୰ࡢⅣ⣲⧄⥔ᒙ㛫࡛ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪࡿࡇࢆ
┠ⓗࡋࡓ㸬ᐇ㦂࡛ࡣࢧࣈ࣑ࢡࣟࣥ⧄⥔ࡀⅣ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ⏺㠃㏆⨨ࡍࡿሙྜ㸪ẕᮦ୰
ẚ㍑ⓗᆒ୍⨨ࡍࡿሙྜࡢ 2 ㏻ࡾࡢ᮲௳ࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸬๓⪅ࡢࡓࡵࡣ㸪ࢧࣈ࣑ࢡࣟࣥ⧄⥔ࢆ࢚ࢱ
ࣀ࣮ࣝ୰ศᩓࡉࡏࡓࡶࡢࢆ㸪ࢫࣉ࣮ࣞࢆ⏝࠸࡚ᖹ⧊Ⅳ⣲⧄⥔ᕸ྿ࡁࡅࡓ㸬ᚋ⪅ࡢࡓࡵࡣ㸪
㏻ᖖࡢᾮ୰ศᩓࡉࡏࡿ᪉ἲࢆ᥇ࡗࡓ㸬ᐇ㦂࡛ࡣ㸪ࢧࣈ࣑ࢡࣟࣥ⧄⥔ῧຍᖹ⧊ CFRP ࡢᘬᙇࡏࢇ᩿᥋
╔ᙉࡉヨ㦂∦ࢆ⏝࠸ࡓ⑂ປヨ㦂㸪Ⅳ⣲⧄⥔᮰ᇙἐࣔࢹࣝヨ㦂∦ࢆ⏝࠸ࡓ Mode-I ᒙ㛫⑂ປࡁ㐍ᒎ
ヨ㦂࡞ࡢྛ✀ࡢᐇ㦂ⓗࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪ᖹ⧊ CFRP ࡢẕᮦ␗࡞ࡿᏑᅾ⨨ῧຍࡋࡓ
ࢧࣈ࣑ࢡࣟࣥ⧄⥔ࡢῧຍຠᯝࢆホ౯ࡋࡓ㸬ᐇ㦂⤖ᯝࡼࡾ㸪㠀ᨵ㉁ᮦẚ㍑ࡋ࡚㸪ࢧࣈ࣑ࢡࣟࣥ⧄⥔
ࡀᶞ⬡Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ⏺㠃ࡽᖹᆒⓗ㞳ࢀ࡚Ꮡᅾࡍࡿሙྜ CFRP ࡢᒙ㛫ࡢ⑂ປᑑࡣ⣙ 10 ಸྥୖ
ࡋࡍࡿࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓࣃࣜࢫ๎ࢆ⏝࠸࡚㸪⑂ປࡁ㐍ᒎ㏿ᗘ࢚ࢿࣝࢠゎᨺ⋡⠊ᅖࡢ㛵ಀᘧࢆ⟬
ฟࡋ㸪ࢧࣈ࣑ࢡࣟࣥ⧄⥔ࡀᶞ⬡Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ⏺㠃ࡽ㞳ࢀ࡚Ꮡᅾࡉࡏࡓሙྜࡣ㸪⮫⏺࢚ࢿࣝࢠゎ
ᨺ⋡ ǻ*IC ࡣ⣙ 2.1 ಸྥୖࡋ㸪m ್ࡣ⣙ 1.16 ಸῶᑡࡍࡿࢆ♧ࡋࡓ㸬௨ୖࡢࡇࡽ㸪ࢧࣈ࣑ࢡࣟ
ࣥ⧄⥔ࡀ⏺㠃ࡽศᩓⓗ㞳ࢀ࡚Ꮡᅾࡉࡏࡓሙྜ㸪Ⅳ⣲⧄⥔ἢࡗࡓࡁ㐍ᒎࢆᢚไࡍࡿࡇ♧
ࡋࡓ㸬
㸦㸯ʊղ㸧ẕᮦᶞ⬡ࡢ㧗ศᏊ㔞ࡼࡿ CFRTP ࡢ㟼ⓗ࠾ࡼࡧ᭤ࡆ⑂ປ≉ᛶࡢᨵၿ
ୖグࢸ࣮࣐㸦㸯ʊձ㸧ࢆⓎᒎࡉࡏ㸪Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ࿘ᅖ࠶ࡿẕᮦࡢ≉ᛶࡀ࣮࢝࣎ࣥ⧄⥔ᙉ FRP ࡢ
⏺㠃ᣲືࢆࡢࡼ࠺ᨭ㓄ࡍࡿࡢᮏ㉁ⓗ㆟ㄽࡍࡿᮏࢸ࣮࣐ࢆᮏᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡋࡓ㸬ᮏᖺᗘࡣᚤ
⣽ࢼࣀ⧄⥔ࡢᏑᅾࡢຠᯝࢆ㆟ㄽࡍࡿ๓ẁ㝵ࡋ࡚㸪
⇕ྍረᛶ࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࡢศᏊ㔞ࡀ㸪
ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓ CFRTP
ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶ࠾ࡼࡧ⑂ປᑑཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪⇕ྍረᛶ࢚࣏࢟ࢩẕ
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ᮦࡢ㧗ศᏊ㔞ࡣ CFRTP ࡢ㟼ⓗ 3 Ⅼ᭤ࡆᙉᗘ࠾ࡼࡧ⑂ປᑑࡢྥୖᑐࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲ
ࡓẕᮦᶞ⬡ࡢศᏊ㔞ࡀప࠸ሙྜ㸪ᒙ㛫ࢆ㐍ᒎࡍࡿࡁࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡀ㸪ẕᮦᶞ⬡ࢆ㧗ศᏊ㔞ࡍࡿ㸪ᒙ
㛫ࢆ㐍ᒎࡍࡿࡁࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓẕᮦᶞ⬡ࡢ㧗ศᏊ㔞ẕᮦ㒊ࡢ WDQį ࡀྥୖࡋ㸪ࡇ
ࢀక࠸⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ࠾ࡼࡧ Mode-ϩ◚ቯࡌࢇᛶ್࡞ࡢ᥋╔ᛶࡀྥୖࡍࡿࢆ♧ࡋࡓ㸬
㸦㸯ʊճ㸧⏕Ⅳ⣲⧄⥔/PP ᡂᙧᮦࡢᚤ⣽⧄⥔ࢆῧຍࡋࡓẕᮦࡢᛂ⏝ ʊᶵᲔⓗ≉ᛶࡢᨵၿ ʊ
ࡇࢀࡲ࡛⾜ࡗ࡚᮶ࡓᚤ⣽⧄⥔ࢆ⏝࠸ࡿ FRP ࡢᨵ㉁ᢏ⾡㛵ࡍࡿ▱ぢࢆⓎᒎࡉࡏ㸪ࡇࢀࢆ⏕
Ⅳ⣲⧄⥔ᙉ FRP ࡢᨵ㉁ᢏ⾡ᛂ⏝ࡍࡿࢆ┠ⓗࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪Ⅳ⣲⧄⥔ࡢࣜࢧࢡࣝᕤ⛬
ࡢຍ⇕ฎ⌮ࡼࡾ⏕ࡌࡓ⏕Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ⾲㠃ࡢᑠᏍ㒊࡛ࡢᛂຊ㞟୰ࡼࡾ㸪༢⧄⥔ࡢᙉᗘࡀపୗ
ࡍࡿࢆ♧ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ᑕฟᡂᙧࢆ⾜࠺๓ࡢẕᮦᚤ⣽࣏࣐࣮ࣜࢆῧຍࡍࡿࡇ࡛㸪᭤ࡆᙉᗘࡢᨵ
ၿຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿࢆ♧ࡋࡓ㸬≉⏕Ⅳ⣲⧄⥔ࢆᙉᮦࡍࡿᑕฟᡂᙧရࡢࡇࡢῧຍᡭἲࢆᛂ
⏝ࡍࡿ㸪࢜ࣜࢪࢼࣝⅣ⣲⧄⥔ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢࡑࢀẚ㍑ࡋ࡚┦ᑐⓗࡁ࡞ᙉᗘᨵၿ⋡ࢆᚓࡽࢀ
ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓ㸬 ⏕Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ⾲㠃ᩓᅾࡍࡿᑠᏍᶞ⬡ࡀᔐධࡍࡿࡇ࡛Ⓨ⌧ࡍࡿຊᏛⓗ
࣮ࣥ࢝ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶ♧ࡋࡓ㸬
㸦㸯㸫մ㸧⾪ᧁ᭤ࡆᦆയࢆཷࡅࡓ CFRTP ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆඖ⿵ൾࡍࡿ⿵ಟᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲
Ⅳ⣲⧄⥔ᙉ⇕◳ᛶᶞ⬡㸦CFRTP㸧ࢆᵓ㐀㒊ᮦ㐺⏝ࡍࡿ㝿㸪ᨾ➼ࡼࡗ࡚ᦆയࢆ⏕ࡌ
ࡓᚋ㸪ಟ⌮ࢆࡢࡼ࠺⾜࠺ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬」ྜᮦᵓ㐀ࡢಟ⌮ἲࡣ㔠ᒓᵓ㐀ࡢሙྜẚ࡚」㞧
࡛࠶ࡾ㸪ᦆയࡢⓎぢࡸࡑࡢᚋࡢಟ⌮ࡣ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࡀせồࡉࢀࡿ㸬㢮ఝ◊✲ࡼࡾప⛬ᗘࡢᦆയ
ᑐࡋ࡚ࡣ⇕⁐⼥ࡼࡿ⿵ಟ᪉ἲ࡞ࡀ࠶ࡾ㸪⧄⥔ᦆയࢆ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡞୰つᶍࣞ࣋ࣝࡢᦆയᑐࡋ
࡚ࡣᦆയ㒊ࣃࢵࢳࢆ⇕⁐╔ࡉࡏࡿ᪉ἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ణࡋࡑࢀࡽࡼࡿ≉
ᛶᅇ⋡ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ⴭࡋ࠸ᦆയᑐࡋ࡚ࡶ㐺⏝࡛ࡁࡿ⿵ಟᢏ⾡ࡢ☜❧ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡇ࡛ᮏࢸ࣮࣐࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎᒎࡉࡏ㸪⿵ಟᮦᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ࢆῧຍࡍࡿࡇ࡛㸪⿵
ಟຠᯝࢆྥୖࡍࡿᡭἲࢆ⪃ࡋࡓ㸬⾪ᧁ᭤ࡆࡼࡿ CFRTP ࡢᅽ⦰㒊◚ቯὀ┠ࡍࡿࡓࡵ㸪Ⅳ⣲
⧄⥔᮰ᇙἐࣔࢹࣝヨ㦂∦ࢆ⏝࠸ࡓᅽ⦰ᗙᒅヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬⿵ಟᮦࡢᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ࡢῧຍ⋡ࡢ㐪
࠸ࡀ㸪ࣔࢹࣝヨ㦂∦ࡢᅽ⦰ᗙᒅᙉᗘࡢᅇ⋡ࡢኚཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡼࡾ㸪⿵ಟᮦ
ᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ࢆῧຍࡋ࡞࠸ሙྜࡢ⿵ಟᚋࡢ CFRTP ヨ㦂∦ࡢ⾪ᧁ᭤ࡆᙉᗘࡣ㸪ᮍᦆയ CFRTP
ヨ㦂∦ࡢࡑࢀࡢ⣙ 62 %ࡲࡗࡓࡀ㸪ᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ῧຍ⋡ࢆ 2.0 wt%ࡍࡿ㸪⿵ಟᚋࡢࡑࢀ
ࡣ⣙ 100 %ࡲ࡛ᅇࡉࡏࡿࡀ࡛ࡁࡓ㸬⿵ಟᮦᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ࢆῧຍࡋ࡞࠸ሙྜࡢ⿵ಟᚋࡢࣔࢹ
ࣝヨ㦂∦ࡢᅽ⦰ᗙᒅᙉᗘࡣ㸪࢜ࣜࢪࢼࣝᮦᩱࡢࡑࢀࡢ⣙ 49 %ࡲࡗࡓࡀ㸪ᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ῧ
ຍ⋡ࢆ 2.0 wt%ࡍࡿ㸪⿵ಟᚋࡢࡑࢀࡣ⣙ 73 %ࡲ࡛ᅇ࡛ࡁࡓ㸬ᦆയ㒊㏆ࡢẕᮦᶞ⬡ࡢᨵ㉁
ࡼࡿᅽ⦰ᗙᒅᙉᗘࡢᅇࡀ㸪ᖹ⧊ CFRTP ࡢ⾪ᧁ᭤ࡆᙉᗘࡢᅇ⋡ࢆኚࡉࡏࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡶ
♧ࡋࡓ㸬
㸦㸰㸧ࢦ࣒࢚ࣛࢫࢺ࣐࣮」ྜᮦᩱࡢື≉ᛶホ౯ῶ⾶≉ᛶࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ᮏᴗ୰ࡢᮏࢸ࣮࣐࡛ࡣ㸪ᚤ⢏Ꮚࢆ⏝࠸ࡓࢦ࣒࢚ࣛࢫࢺ࣐࣮ᮦᩱࡢ」ྜࡼࡿῶ⾶≉ᛶࡢⓎ
⌧࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂ࢆ┠ᶆࡋ㸪ᚤ⢏Ꮚࡢᙧ≧╔┠ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ῶ⾶≉ᛶࡢᙳ㡪ゎ᫂ࡘ࠸࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㸬≉ᮏᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣ㸪ືపῶ᳨ウࢆ⾜࠺㝿㸪ࢥࢫࢺ࣭ព࡞ࡢほⅬࡽᨵၿ
ᑐ⟇ࢆࡍࡇࡢ࡛ࡁࡿ✵㛫ࡀ㝈ࡽࢀࡿࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㸪≉ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࿘Ἴᩘᖏᇦࡢࡳ
ῶ⾶⬟ࢆࡍࡿᢏ⾡ࢆ♧ࡍࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪≉ᐃࡢ࿘Ἴᩘᖏᇦῶ⾶ᛶ⬟ࢆࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿῶ⾶ᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡑࡢไᚚࢆ┠ᶆࡋ㸪ኳ↛ࢦ࣒ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢆ」ྜࡋ㸪⢏Ꮚᙧ≧
⢏Ꮚ᪉ྥࡼࡿῶ⾶ᛶ⬟ࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ῶ⾶≉ᛶࡀྥୖࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂
ࡋ㸪ࡑࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᡭἲࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡓ㸬ᐇ㦂࡛ࡣ㸪ࢭ࣮ࣝࣟࢫᚤ⢏Ꮚࢆࣇ࣮ࣛ㸪ኳ↛ࢦ࣒
ࢆẕᮦࡋࡓࣂ࣐࢜ࢫẚ⋡ࡢ㧗࠸」ྜࢦ࣒ࢆ⏝࠸࡚㸪ࢦ࣒ཌࡉ 0.4 mm ࡢᣊ᮰ᆺไ㗰ᯈࢆ〇స
ࡋ㸪ࡑࡢῶ⾶≉ᛶࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᡥᖹᙧ≧㸪⧄⥔ᙧ≧ࡢࣇ࣮ࣛࢆ⏝࠸ࡓ」ྜࢦ࣒ࢆ〇సࡋ㸪⢏
Ꮚ㓄ྥࡼࡿῶ⾶≉ᛶኚࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ࢫ࣌ࢡࢺẚࡀࡁࡃ࡞ࡿ㓄ྥࡢᙳ
㡪ࡼࡾῶ⾶≉ᛶࡀኚࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬ࡲࡓᶓἼࡢఏ᪉ྥᑐࡋ࡚⢏Ꮚࡀ㛗ᡭ᪉ྥ
㓄ྥࡍࡿῶ⾶ẚࡣࡁࡃ࡞ࡾ㸪⢏Ꮚ㓄ྥࢆ⪃៖ࡋࡓືῶ⾶ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆ㸪ᅇ㸪᪂ࡓ࡞▱ぢ
ࡋ࡚♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ⢏Ꮚᙧ≧ࡢࢹࣥࣉࣝࡢࡣࡃ㞳ࡀῶ⾶≉ᛶྥୖᐤࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡶ♧ࡋࡓ㸬

- 27 - 1475 -

㸦㸱ʊձ㸧C/C 」ྜᮦᩱࡢᦶ⪖㔞పῶ -Ⅳ⣲๓㥑యᶞ⬡ࡢ࣑ࣝࢼ⢊ᮎῧຍࡢຠᯝࡢゎ᫂C/C 」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿ಀᩘ࠾ࡼࡧᦶ⪖㔞ࡀࡁࡃኚືࡍࡿ㑄⛣ ᗘࡀᏑᅾࡋ㸪ᦾື≉ᛶࡀᏳᐃ
࡞ࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪⏝㌴➼ࡢࣈ࣮ࣞ࢟ᦶ᧿ᮦᛂ⏝ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏᖺᗘࡢᮏࢸ
࣮࣐࡛ࡣ㸪ࡇࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵῧຍᮦ㧗⼥Ⅼ࠾ࡼࡧ㧗◳ᗘࢆ᭷ࡍࡿ࣑ࣝࢼ╔┠ࡋ㸪Ⅳ⣲๓
㥑యᶞ⬡࣑ࣝࢼ⢊ᮎࢆῧຍࡋࡓ C/C 」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿㸪ᦶ⪖≉ᛶ࠼ࡿᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬ᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝ㸪Ⅳ⣲๓㥑యᶞ⬡ Al2O3 ⢊ᮎࢆῧຍࡋࡓሙྜ㸪ᦶ᧿ಀᩘࡢ ᗘ౫Ꮡᛶࡢపῶᐤࡍࡿ
ࢆ♧ࡋࡓ㸬Ⅳ⣲๓㥑యᶞ⬡ࡢ Al2O3 ⢊ᮎࡢῧຍ⋡ࡀ 5 wt%ࡢሙྜ㸪ῧຍᮦࡢ Al2O3 ⢊ᮎࡼࡿ
ࢫࢡࣛࢵࢳຠᯝࡀస⏝ࡋ㸪ẚᦶ⪖㔞ࡣ┠ᶆ್฿㐩ࡋ࡞ࡗࡓࡀ㸪Ⅳ⣲๓㥑యᶞ⬡ࡢ Al2O3 ⢊ᮎ
ࡢῧຍ⋡ࡀ 10 wt%ࡢሙྜ㸪⾲㠃ࡢ㒊ศࡀ Al2O3 ࡢ㓟⓶⭷࡛そࢃࢀ㸪 Al2O3 ⢊ᮎࢆ 5 wt%ῧຍࡋ
ࡓ C/C 」ྜᮦᩱẚ㍑ࡋ࡚ẚᦶ⪖㔞ࢆపῶ࡛ࡁࡿࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪Al2O3 ࢆ 10 wt%ῧຍࡋ㸪ࡘ
C/C 」ྜᮦᩱྵᾐᕤ⛬ࢆ⤒ࡿ㸪ῧຍᮦࡢ⬺ⴠࡀᢚไࡉࢀ㸪Al2O3 ࡢ㓟⓶⭷ࡀᙧᡂࡉࢀẚᦶ⪖
㔞ࡀࡉࡽపῶ࡛ࡁࡿࡶ♧ࡋࡓ㸬
㸦㸱㸫ղ㸧SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࡢῧຍࡼࡿ୍᪉ྥⅣ⣲⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿ᦶ⪖≉ᛶࡢྥୖ
㧗๛ᛶࣆࢵࢳ⣔Ⅳ⣲⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱῧຍࡍࡿ SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࡢᦶ᧿ᦶ⪖≉ᛶࡢᨵၿࢆ┠ⓗ㸪㧗๛ᛶ
ࣆࢵࢳ⣔Ⅳ⣲⧄⥔」ྜᮦᩱῧຍࡍࡿ SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࡢయ✚ྵ᭷⋡ᦶ᧿ᦶ⪖≉ᛶࡢ㛵ಀࢆㄪࡓ㸬
⢏Ꮚྵ᭷⋡ 2 vol%ࡢ㝿⪏ᦶ⪖ᛶࢆ᭷ຠⓎ⌧࡛ࡁࡿࡇࢆ♧ࡋࡓ㸬ᨵ㉁ࡼࡾຍ⇕ᡂᙧࡢᶞ
⬡ࡢ⢓ᛶࢆኚࡉࡏࡓࡇࡀ᭱⾲㠃ࡢ≉ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡶࢃࡗࡓ㸬
㸦㸱㸫ճ㸧Ⅳࢣ⣲⢏Ꮚᙉ࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘」ྜᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡑࡢࢺࣛ࣎ࣟࢪ࣮≉ᛶࡢᨵၿ
㐣㓞࡞ᦶ᧿ᦶ⪖⎔ቃୗ࡛ࡢ⏝࡛ࡁࡿ Mg ྜ㔠ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ㸪
ᮏᖺᗘࡢᮏࢸ࣮࣐࠾࠸࡚ࡣ㸪
స〇ྍ⬟࡞ࢧࢬࡀᑠࡉࡃ㧗౯࡞ࢥࢫࢺࢆせࡍࡿࣂࣝࢡ࣓࢝ࢽ࣑࢝ࣝࣜࣥࢢἲ௦ࢃࡿస〇᪉ἲ
ࡢ㛤Ⓨࡢᣦ㔪ࢆᚓࡿࡇࢆ┠ᶆࡋࡓ㸬ᐇ㦂࡛ࡣ㛗ᑻ≀ࡢ Mg 」ྜᮦᩱࡢస〇᪉ἲࢆ᳨ドࡍࡿ
ࡶ㸪⢒⢏ࡽ࡞ࡿ⣧ Mg ࠾ࡼࡧᚤ⣽⢏ࡽᡂࡿ⣧ Mg ࢆ⏝࠸࡚⤖ᬗ⢏ᚄࡀᦶ⪖≉ᛶཬࡰࡍᙳ
㡪ࡢㄪᰝ㸪SiC ⢏Ꮚᙉ Mg 」ྜᮦᩱࢆ⏝࠸࡚㸪SiC ⢏Ꮚࡢయ✚ྵ᭷⋡࠾ࡼࡧ⢏Ꮚᚄࡀᦶ᧿ᦶ⪖≉
ᛶཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪࢝ࣉࢭࣝᆺࣅࣞࢵࢺࡼࡿ 㛫ᢲฟἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛య
✚ྵ᭷⋡ࡸ⢏Ꮚᚄࡼࡽࡎ⤖ᬗ⢏ᚄࡀ⣙ 15 μm ࡢ࣎ࢻ⋡⣙ 1 %ᮍ‶ࡢ㛗ᑻ≀ࡢ Mg 」ྜᮦᩱࡢస
〇ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬ᮏᐇ㦂࡛⾜ࡗࡓⲴ㔜ᇦ࠾࠸࡚㸪⤖ᬗ⢏ᚄࡢᕪ␗క࠺⣧ Mg ᇶᯈࡢẚᦶ⪖㔞
ࡢᕪ␗㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࡞ኚᙧᶵᵓࡀࡍࡾኚᙧࡼࡾ㸪⢏ᚄࡀ⢒࡞㸪⪏ᦶ⪖ᛶࡀྥୖࡋࡓ㸬
」ྜᮦᩱ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ẚᦶ⪖㔞ࡀⲴ㔜ẚࡋࡓࢣ࣮ࢫ(SiC ⢏Ꮚᚄ౫ࡽࡎῧຍ㔞 2.5㹼5 vol%ࡢ
ሙྜ࠾ࡼࡧ 20-30 nm ࡢ SiC ⢏ࢆ 10 vol%ῧຍࡋࡓሙྜ)࡛ࡣ㸪ẕᮦᙉᮦࡢ⏺㠃ࡀస⏝ࡍࡿࢆ
♧ࡋࡓ㸬୍᪉㸪ẚᦶ⪖㔞ࡀ୍ᐃ್ࢆ♧ࡋࡓࢣ࣮ࢫ(2-3 μm ࡢ SiC ⢏Ꮚࢆ 10㹼20 vol%ῧຍࡋࡓሙྜ)
ࡣ㸪ヨ㦂ึᮇࣈࣞࢩࣈᦶ⪖ࡼࡾᦶ⪖⢊ࢆ⏘ฟࡋ㸪ᦾື㒊 SiC ⿕⭷ࢆ⮬ᕫᙧᡂࡍࡿࡇ࡛⪏
ᦶ⪖ᛶࡀྥୖࡍࡿࡶ♧ࡋࡓ㸬
㸦㸱ʊմ㸧࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘ྜ㔠ࡢࢼࣀࢫࢡࣛࢵࢳ≉ᛶཬࡰࡍῧຍඖ⣲ࡢᙳ㡪ࡢゎ᫂
࢚ࣥࢪࣥ㒊ᮦ࡞㸪ຎᝏ࡞⎔ቃୗࢆ⪏࠼࠺ࡿᦶ᧿࣭ᦶ⪖≉ᛶࢆᣢࡘ Mg ྜ㔠ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ㸪
ᮏᖺᗘࡢᮏࢸ࣮࣐࠾࠸࡚ࡣ㸪ᖹᆒ⤖ᬗ⢏ᚄ 2㹼3 μm ⛬ᗘࡢᚤ⣽࡞⤖ᬗ⢏ᚄࢆᣢࡗࡓ 2 ඖ⣔ࡢ Mg
ྜ㔠ᑐࡋ࡚ࢼࣀࢫࢡࣛࢵࢳヨ㦂ࢆ⾜࠸㸪Mg ྜ㔠࠾ࡅࡿῧຍඖ⣲ࡢ㐪࠸ࡀ㸪ᚤどⓗ࡞ᦶ⪖≉ᛶ
࠼ࡿᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋ㸪⪏ᦶ⪖ᛶඃࢀࡓ Mg ྜ㔠㛤Ⓨࡢᣦ㔪ࢆᚓࡿࡇࢆ┠ᶆࡋࡓ㸬Mg ࡢ
ῧຍඖ⣲╔┠ࡋ㸪2 ඖ⣔ Mg ྜ㔠ࢆ⏝࠸࡚ࢼࣀࢫࢡࣛࢵࢳヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡛㸪Mg ྜ㔠ࡢᚤどⓗ
࡞ᦶ⪖≉ᛶཬࡰࡍῧຍඖ⣲ࡢᙳ㡪ࢆᢕᥱࡋࡓ㸬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ࢵࢺ࣒ࣜ࢘(Y)ࡸ࢝ࣝࢩ࣒࢘(Ca)
ࢆῧຍࡉࡏࡓሙྜ㸪ࢼࣀࢫࢡࣛࢵࢳᑐࡍࡿᦶ⪖≉ᛶࡀᨵၿࡍࡿࡇࢆ♧ࡋࡓ㸬㐣ཤࡢ◊✲࠾࠸
࡚㸪Pin-on-disk ヨ㦂ᶵࢆ⏝࠸ࡓᕧどⓗ࡞ᦶ⪖ヨ㦂࡚ Y ࡢῧຍࡀᦶ⪖≉ᛶྥୖ᭷ຠ࡛࠶ࡿሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᮏࢸ࣮࣐࡛⾜ࡗࡓᚤどⓗ࡞ᦶ⪖ヨ㦂ࡀඛ⾜◊✲ྠᵝࡢഴྥࢆ♧ࡍࡇࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㐣ཤࡢ◊✲࠾࠸࡚㸪᱁Ꮚᐃᩘኚ⋡ FD & ࡢࡁ࠸ Y ࡸ Ca ࡢῧຍඖ⣲ࡣ㸪⤖㞟⢏⏺ᙉ
ࡃ೫ᯒࡍࡿࡇࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⤖ᬗ⢏⏺㏆ഐᏑᅾࡍࡿῧຍඖ⣲ࡀ㸪⤖ᬗ⢏⏺㉳ᅉࡍࡿ⢏⏺
ࡍࡾ࡞ࡢኚᙧࢆᢚ࠼ࡿࡀ㸪ࡇࡢᦶ⪖≉ᛶࡢᨵၿᐤࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡶ♧ࡋࡓ㸬
௨ୖ
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ྠᚿ♫Ꮫඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
2015 ᖺᗘᮎ◊✲ᡂᯝⓎ⾲㈨ᩱ (2016.2.27)

㧗࿘Ἴ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕䜢⏝䛔䛯᥋ྜᡭἲ䛸㻌
䝘䝜⧄⥔䞉⢏Ꮚ䛻䜘䜛᥋ྜᨭᮦᩱ䛾㛤Ⓨ㻌
ྠᚿ♫Ꮫ㻌 ⏕་⛉Ꮫ㒊㻌 ་ᕤᏛ⛉㻌
➨ 㻟 䜾䝹䞊䝥䞉䝸䞊䝎䞊㻌 ⏣୰ே㻌
ゝ
1.㻌 ⥴
ᮏ◊✲䜾䝹䞊䝥䠄䜾䝹䞊䝥 3䠅䛷䛿䠈䛂㧗࿘Ἴ┤᥋
㏻㟁ᢠຍ⇕䜢⏝䛔䛯᥋ྜᡭἲ䛸䝘䝜⧄⥔䛻䜘䜛᥋
ྜᨭᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛃䛸䛔䛖◊✲䝔䞊䝬䛾䜒䛸䠈㔞⏘⮬
ື㌴䛺䛹䜈䛾⏝ᣑ䛜ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛Ⅳ⣲⧄⥔
ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡ᇶ」ྜᮦᩱ䛾᥋ྜᡭἲ䛾☜❧
䛻㛵䛩䜛◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䠊
」ྜᮦᩱ䛿䠈୍యᡂᙧ䛜䛷䛝䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛜䛒䜛䜒䛾
䛾䠈⌧ᐇ䛻䛿᥋ྜ㒊䛜ከᩘᏑᅾ䛧䠈ప䝁䝇䝖䛷ຠ⋡

ᅗ 1 ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔ࡢᶍᘧᅗ

䛾䜘䛔〇㐀䝷䜲䞁䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯
䜑䛻䛿䠈᥋ྜᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛜ᚲ
せྍḞ䛸䛺䜛䠊⇕ྍረᛶᶞ⬡
䜢䝬䝖䝸䝑䜽䝇䛸䛩䜛」ྜᮦᩱ䛾
ሙྜ䠈᥋ྜ䛻⁐╔䛸䛔䛖ᡭẁ䜢
ྲྀ䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䛯䜑䠈㟁☢ㄏ

ᑟຍ⇕䜔䝺䞊䝄䞊ຍ⇕䜢⏝䛔
(a) ⌧≧ࡢ᥋ྜ㒊      (b) ᮃࡲࢀࡿ᥋ྜ㒊ࡢ࣓࣮ࢪ
䛯ຍ⇕᪉ἲ䛜㛤Ⓨ䛥䜜䛴䛴䛒
ᅗ 2 ᥋ྜ㒊ᶍᘧᅗ
䜛䠊䜎䛯䠈㔠ᒓ䝯䝑䝅䝳䜢᥋ྜ⏺
㠃䛻タ⨨䛧䠈䛭䛾㔠ᒓ䛾┤᥋㏻㟁ຍ⇕䛻䜘䜛Ⓨ⇕䜢⏝䛧䛶⿕᥋ྜ㒊ᮦ䜢⁐䛛䛧䛶᥋ྜ䛩䜛᪉ἲ䛜㛤Ⓨ䛥䜜
䛶䛔䜛䠊䛧䛛䛧䠈䛣䛾᪉ἲ䛷䛿䠈㔠ᒓ䝯䝑䝅䝳䛾㔜㔞ቑຍ䠈⿕᥋ྜᮦ䛸䛾⥺⭾ᙇಀᩘ䛾┦㐪䠈㔠ᒓ/ᶞ⬡⏺㠃䛾
䛿䛟㞳䛺䛹䛜ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䠊䛣䜜䜎䛷䠈Ⅳ⣲⧄⥔ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡ᇶ」ྜᮦᩱ䠄CFRTP䠅䜢⿕᥋ྜ㒊ᮦ䛸
䛧䛶䠈ᙉ⧄⥔䛸䛧䛶⏝䛔䛶䛔䜛Ⅳ⣲⧄⥔䛸ྠ䛨䜒䛾䜢┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕䛾፹య䛸䛧䛯᪂䛧䛔᥋ྜᨭᮦᩱ䜢
㛤Ⓨ䛧䠈䛭䛾᥋ྜᙉᗘ䛾ホ౯䜢⾜䛳䛶䛝䛯䠄ᅗ 1䠅䠊䛧䛛䛧䛺䛜䜙䠈⌧ᐇ䛻䛿ᅗ 2(a)䛻♧䛩䜘䛖䛻⏺㠃ᒙ䛻ᶞ⬡
䛜䛒䜛䛰䛡䛷䠈⿕᥋ྜ㒊ᮦ㛫䜢ᙉᮦ䛜ᶫΏ䛧䛩䜛䜘䛖䛺᥋ྜ䠄ᅗ 2(b)䠅䛿䛣䜜䜎䛷ᐇ⌧䛷䛝䛶䛔䛺䛔䠊୍᪉䠈
㏆ᖺ䠈Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䛻䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤䠄CNT䠅䜢ᯒฟ䛥䛫䜛ᢏ⾡䛜㛤Ⓨ䛥䜜䛶䛚䛚䜚䠈⧄⥔ᶞ⬡⏺㠃ᙉ
ᗘ䛾ไᚚ䛺䛹䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛䠊䛭䛣䛷䠈ᮏ◊✲䛷䛿䠈䛣䛾 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䜢⏝䛔䛯᥋ྜᨭ㒊ᮦ䜔䝘䝜
⧄⥔䛾㓄ิ䜢ไᚚ䛧䛯᥋ྜᨭ㒊ᮦ䜢㛤Ⓨ䛧䠈ᙉᅛ䛺᥋ྜ䛜ᐇ⌧䛷䛝䜛⇕ྍረ」ྜᮦᩱ䛾᥋ྜᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
䜢┠ᣦ䛩䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䠊
2.㻌 䜾䝹䞊䝥 3 䛾䝯䞁䝞䞊
ྠᚿ♫Ꮫ ⏕་⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ࣭⏣୰ே
ྠᚿ♫Ꮫ ⏕་⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ࣭∦ᒣബ⏕
≀㉁࣭ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ࣭௵◊✲ဨ࣭ෆ⸨බ႐

3.㻌 䜾䝹䞊䝥 3 䛾◊✲タᩚഛ≧ἣ
Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䛻䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤䠄CNT䠅䜢ᯒฟ䛥䛫䛯 CNT ಟ㣭Ⅳ⣲⧄⥔䜢⏝䛔䛯᥋ྜᨭ㒊ᮦ䜔
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䝘䝜⧄⥔䛾㓄ิ䜢ไᚚ䛧䛯᥋ྜᨭ㒊ᮦ䜢㛤Ⓨ䛧䠈ᙉᅛ
䛺᥋ྜ䛜ᐇ⌧䛷䛝䜛⇕ྍረ」ྜᮦᩱ䛾᥋ྜᢏ⾡䛾㛤Ⓨ
䜢┠ᣦ䛩䛯䜑䠈Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䜈䛾䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤
䠄CNT䠅䛾ᯒฟ䛜ྍ⬟䛺ᅇ㌿ᶵᵓ䛝 CVD䠄Chemical
Vapor Deposition䠅⨨䜢ᑟධ䛧䛯䠄ᅗ 3䠅䠊ᮏ⨨䛿䠈䜹
䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤䠄CNT䠅䜢┤᥋ศᩓᡂ㛗䛥䛫䜛䛯䜑䛾
⟶≧⅔䝍䜲䝥䛾ᏛẼ┦ᡂ㛗䠄CVD䠅ྜᡂ⨨䛷䛒䜚䠈
ヨᩱ䝪䞊䝖䛾ᅇ㌿ᶵᵓ䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛯䜑䠈ᡂ⭷䝮䝷䛾ᑡ
䛺䛔 CNT 䛾ᯒฟ䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛶䛚䜚䠈ཱྀᚄ䠄120mm䠅
▼ⱥ⟶≧⅔䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛯䜑ẚ㍑ⓗከ䛟䛾ヨᩱ䛻ᑐ䛧䛶
CNT 䜢ᯒฟ䛥䛫䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䠊
䛥䜙䛻䠈䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊䜢⣳⣒䛩䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䜶䝺䜽䝖
䝻䝇䝢䝙䞁䜾⨨䠄ᅗ 4䠅䜢ᑟධ䛧䛯䠊
䛭䛾䠈◊✲䛻ᚲせ䛺タഛ䛿䠈᪤タ䛾⨨䜢⏝䛧䛶
䛔䜛䠊

ᅗ 3 ᅇ㌿ᶵᵓࡁ CVD ⨨

4.㻌㻌 ᮏᖺᗘ䛾◊✲ᡂᯝ
ᅗ 4 ࢚ࣞࢡࢺࣟࢫࣆࢽࣥࢢ⨨
ᮏᖺᗘ䛿䠈䝃䝤䝔䞊䝬䛸䛧䛶䠈
䞉 CF/PA6 ⧄⥔ᶞ⬡⏺㠃ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩Ⅳ⣲⧄⥔䜈䛾 CNT ᯒฟ䛾ᙳ㡪
䞉 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔᮰䜢ᢠຍ⇕፹య䛻⏝䛔䛯 CFRTP ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔ἲ䛾㛤Ⓨ
䞉 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䜈䛾㧗࿘Ἴ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕䛻䜘䜛 CFRTP 䛾ᡂᙧ
䞉 䜶䝺䜽䝖䝻䝇䝢䝙䞁䜾ἲ䛻䜘䜛 CNT/PA6 䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊䛾〇䛸 CNT ศᩓホ౯
䞉 䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䜶䝫䜻䝅䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᮦᩱ䛾స〇䛸ຊᏛⓗ≉ᛶホ౯
䛾 5 䛴䛾䝔䞊䝬䛻㛵䛧䛶◊✲䜢㐍䜑䛶䛝䛯䠊
4.1.㻌 CF/PA6 ⧄⥔ᶞ⬡⏺㠃ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩Ⅳ⣲⧄⥔䜈䛾 CNT ᯒฟ䛾ᙳ㡪
Ni 䜑䛳䛝䛻䜘䜚Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃ୖ䛻ᢸᣢ䛧䛯 Ni 䜢㔠ᒓゐ፹䛸䛧䛶⏝䛔䛶䠈Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䜈䛾 CNT ᯒฟ≧ែ
䛻ཬ䜌䛩䜑䛳䛝㛫䛸ྜᡂ㛫䛾ᙳ㡪䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈༢⧄⥔ᘬᢤ䛝ヨ㦂䠄ᅗ 5䠅䛻䜘䜚Ⅳ⣲⧄⥔䛸ᶞ
⬡䛾⏺㠃䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩 CNT ᯒฟ≧ែ䛾ᙳ㡪䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯(1)䠊
䞉 ᅗ 6 䛻♧䛩䜘䛖䛻 CNT ᯒฟ䛻ᚲせ䛺 Ni ゐ፹䛾䜑䛳䛝㛫䛜㛗䛔䛸䠈Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䛻ᢸᣢ䛥䜜䜛 Ni
⢏Ꮚ䛾⢏Ꮚᩘ䛿ከ䛟䛺䜛䛸䛸䜒䛻䠈⢏Ꮚᚄ䜒䛝䛟䛺䜛䠊
䞉 ྜᡂ㛫䛜ྠ䛨ሙྜ䠈ᅗ 7 䛻♧䛩䜘䛖䛻 Ni 䜑䛳䛝㛫䛻ᐤ䜙䛪 CNT ᯒฟ㛗䛥䛿୍ᐃ䛸䛺䜛䠊
䞉 Ni 䜑䛳䛝㛫䛜㛗䛔 Ni-CF 䜢⏝䛔䛶 CNT 䜢ᯒฟ䛥䛫䛯᪉䛜䠈CNT 䛾ᐦᗘ䛜㧗䛟䛺䜛䛯䜑䠈ᅗ 8 䛻♧
䛩䜘䛖䛻Ⅳ⣲⧄⥔䛸ᶞ⬡䛾⏺㠃䛫䜣᩿ᙉᗘ䛜㧗䛟䛺䜛䠊
䞉 CNT 䛾ྜᡂ㛫䜢㛗䛟䛩䜛䛣䛸䛷 CNT 䛿㛗ᑻ䛻ᡂ㛗䛩䜛䛜䠈CNT 䛾ᡂ㛗⋡䛿ྜᡂ㛫䛜㛗䛟䛺䜛䜋䛹

 

   

(a)ヨ㦂∦సᡂᶍᘧᅗ       (b) ᇙࡵ㎸ࡳ㒊ࡢᶍᘧᅗ     (c)ᘬᢤࡁヨ㦂ᚋࡢ⧄⥔⾲㠃
ᅗ 5 ༢⧄⥔ᘬᢤࡁヨ㦂∦
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ప䛟䛺䜛䛣䛸䠈ᮏᐇ㦂䛷ᡂ㛗䛥䛫䛯 3.5 䝬䜲䜽䝻䝯䞊䝖䝹䜎䛷䛷䛿䠈ᅗ 9 䛻♧䛩䜘䛖䛻Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䛾 CNT
䛜㛗ᑻ䛻ᡂ㛗䛩䜛䛣䛸䛷䠈CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䛸ᶞ⬡䛾⏺㠃䛫䜣᩿ᙉᗘ䛜㧗䛟䛺䜛䠊

(a) 5s.

(b) 15s.

(c) 30s.

(d) 60s.

ᅗ 6 Ni ࣓ࢵ࢟ࢆࡋࡓⅣ⣲⧄⥔

(a) 5s.

(b) 15s.

(c) 30s.

(d) 60s.
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ᅗ 7 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔
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ᅗ 8 ⧄⥔ᶞ⬡⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ㸦Ni ࣓ࢵ࢟㛫㸧

4.2.㻌㻌 㻌 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔᮰䜢ᢠຍ⇕፹య䛻⏝
䛔䛯 CFRTP ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔ἲ䛾㛤Ⓨ
Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䜈䛾 CNT ᯒฟ≧ែ䛻ཬ䜌䛩
ᏛẼ┦ᡂ㛗ἲ䛻䛚䛡䜛ྜᡂ ᗘ䛾ᙳ㡪䜢᫂䜙䛛
䛻䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕䛾ᢠຍ⇕፹
య䛸䛧䛶 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䜢⏝䛔䛯᥋ྜᡭἲ
䠄ᅗ 10䠅䜢㛤Ⓨ䛩䜛䛯䜑䛻䠈Ⅳ⣲⧄⥔䜈䛾┤᥋㏻
㟁ᢠຍ⇕䛻䛚䛡䜛 ᗘศᕸ䛸 CFRTP ┤᥋㏻㟁
ᢠຍ⇕⁐╔䛾᥋ྜᙉᗘ䛻䛚䜘䜌䛩Ⅳ⣲⧄⥔䜈

ᅗ 9 ⧄⥔ᶞ⬡⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ㸦CNT ྜᡂ㛫㸧

ᅗ 10 ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕ᶍᘧᅗ
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䛾 CNT ᯒฟ䛾ᙳ㡪䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯(2)䠊
䞉 ྜᡂ ᗘ䛜 550㼻C 䛛䜙 700㼻C 䛾⠊ᅖ䛻䛚
䛔䛶䠈CNT 䛾ᯒฟ㔞䛿ྜᡂ ᗘ䛜㧗䛔䜋䛹
ከ䛟䛺䜛䛜䠈ᯒฟ㛗䛥䛿 650 㼻C 䛸 700 㼻C
䛷䛿᭷ពᕪ䛿䛺䛟䠈㝈⏺್䛜䛒䜛䠄ᅗ 11䠅䠊
䞉 Ⅳ⣲⧄⥔䛻 CNT 䜢ᯒฟ䛥䛫䜛䛣䛸䛷䠈Ⅳ⣲⧄
⥔䜈䛾┤᥋㏻㟁ຍ⇕䛾ຍ⇕㏿ᗘ䛜㏿䛟䛺
䜛䠄ᅗ 12䠅䠊
䞉 ྜᡂ ᗘ 600 㼻C 䛷 CNT 䜢ᯒฟ䛥䛫䛯Ⅳ⣲
⧄⥔䜢ᢠຍ⇕፹య䛸䛧䛶┤᥋㏻㟁ᢠຍ
⇕⁐╔䜢⾜䛖䛣䛸䛷䠈᥋ྜᙉᗘ䛜 22.8MPa 䛸
ᮍฎ⌮䛾䛾 20.0Ma 䛸ẚ㍑䛧䛶㧗䛔䠊୍᪉
650 㼻C ௨ୖ䛾㧗 ୗ䛷㐣䛻 CNT 䛜ᯒฟ
䛧䛯Ⅳ⣲⧄⥔䜢ᢠຍ⇕፹య䛸䛧䛶⏝䛔䛯ሙ
ྜ䠈ᶞ⬡䛾ྵᾐᛶ䛜ᝏ䛟䛺䜚ప䛔ᘬᙇ䛫䜣᩿
᥋╔ᙉᗘ䜢♧䛩䠄ᅗ 13䠅䠊
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ᅗ 13 ᘬᙇࡏࢇ᩿᥋╔ᙉᗘ

4.3.㻌㻌 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䜈䛾㧗࿘Ἴ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕䛻䜘䜛 CFRTP 䛾ᡂᙧ
CNT 䜢ᯒฟ䛥䛫䛯Ⅳ⣲⧄⥔᮰䛻ᑐ䛩䜛┤᥋㏻㟁
ᢠຍ⇕䜢⏝䛔䛯 CFRTP 䛾ᡂᙧ᪉ἲ䠄ᅗ 14䠅䛾㛤Ⓨ䜢
┠ⓗ䛸䛧䛶䠈CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䛾┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕
≉ᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈䝬䝖䝸䝑䜽䝇䛻䝫䝸䜰䝭䝗 6
䠄PA6䠅ᶞ⬡⧊ᕸ䜢⏝䛔䛶 CFRTP 䜢ᡂᙧ䛧䠈䛭䛾ྵ
ᾐᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯(3)䠊
䞉 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔᮰䛿䠈Ⅳ⣲⧄⥔᮰䜘䜚䜒䠈┤
᥋㏻㟁ຍ⇕䛾ຍ⇕㏿ᗘ䛜㏿䛟䛺䜛䠊
䞉 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔᮰䜢⏝䛔䛶ᡂᙧ䛧䛯 CFRTP
䛾ྵᾐᛶ䛿䠈Ⅳ⣲⧄⥔᮰䜢⏝䛔䛶ᡂᙧ䛧䛯
ᅗ 14 ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕ᡂᙧ
CFRTP 䜘䜚䜒Ⰻ䛔䠊

- 32 -

- 1480 -

4.4.㻌㻌 䜶䝺䜽䝖䝻䝇䝢䝙䞁䜾ἲ䛻䜘䜛 CNT/PA6 䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊䛾〇䛸 CNT ศᩓホ౯
PA6 ୰䛷 CNT 䜢ศᩓ䛥䛫䜛ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛚䜘䜃 CNT
䛾ศᩓホ౯䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䜶䝺䜽䝖䝻䝇䝢䝙䞁䜾ἲ䠄ᅗ 15䠅
䛻䜘䜛 CNT/PA6 䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊䛾〇䛚䜘䜃〇䛧䛯
䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊䜢⏝䛔䛶స〇䛧䛯 CNT ᙉ PA6 ෆ䛾
CNT 䛾ศᩓホ౯䛸䛭䛾ᘬᙇᙉᗘホ౯䜢⾜䛔䠈CNT ᙉ
 PA6 ෆ䛾 CNT 䛾ศᩓ≧ែ䛜䠈ᘬᙇᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩ᙳ
㡪䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯(4)䠊
䞉 ᅗ 16 䛻♧䛩䜘䛖䛻䠈CNT 䛻㓟ฎ⌮䜢䛩䛣䛸䛻
䜘䜚䠈䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊ෆ䛾 CNT 䛜ศᩓ䛧䜔䛩䛟䛺
䜛䠊
䞉 ᅗ 17 䛻♧䛩䜘䛖䛻䠈㓟ฎ⌮ CNT ᙉ PA6 䛿
ᅗ 15 ࢚ࣞࢡࢺࣟࢫࣆࢽࣥࢢἲ
CNT 䛜 PA6 䛾㉁㔞䛻ᑐ䛧䛶 5 wt%䛾ῧຍ㔞䛷
᭱䜒ᘬᙇᙉᗘ䛜㧗䛟䛺䜚䠈CNT 䛾ῧຍ䛻䜘䜚◚᩿䜂䛪䜏䛜ᑠ䛥䛟䛺䜛䠊
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ᅗ 17 CNT ᙉ PA6 㓟ฎ⌮ CNT ᙉ PA6

ᅗ 16 ࢼࣀࣇࣂ࣮୰࠾ࡅࡿ CNT ࡢ㛗ࡉ

ࡢᘬᙇᙉᗘ

4.5.㻌 㻌 䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䜶䝫䜻䝅䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᮦᩱ䛾ᘬᙇ䛚䜘䜃䛫䜣᩿≉ᛶ
CNT 䜢ศᩓ䛥䛫䛯䝬䝖䝸䝑䜽䝇ᶞ⬡䜢⏝䛔䜛䛸䛔䛖ᚑ᮶䛾ศᩓ᪉ἲ䛸䛿␗䛺䜚䠈CNT 䜢ᯒฟ䛥䛫䛯 CF 䜢⏝䛔
䛶䠈ศᩓᛶ䜔㓄ྥᛶ䛻ඃ䜜䛯㧗ᛶ⬟䞉㧗ᶵ⬟䛺 CFRP 䛾㛤Ⓨ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䠊䛣䛣䛷䛿䠈CNT ᯒฟ CF 㧗ศ
Ꮚ⣔䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䜢┠ᣦ䛧䠈CNT ᯒฟ CF 䜶䝫䜻䝅䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᮦᩱ䛾ᘬᙇ䛚䜘䜃䛫䜣᩿≉ᛶ䜢⧄
⥔᮰」ྜᮦᩱ䝺䝧䝹䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯(5) (䠒)䠊
䞉 CNT ᯒฟ䛻䜘䜚䠈PAN ⣔䛚䜘䜃䝢䝑䝏⣔䜶䝫䜻䝅䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᮦᩱ䛾ᘬᙇᙎᛶ⋡䛜ቑຍ䛩䜛ഴྥ䜢♧䛧
䛯䠊
䞉 CNT ᯒฟ䛻䜘䜛᫂☜䛺ᘬᙇᙉᗘ䛾㐪䛔䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䠊
䞉 CNT ᯒฟ䛻䜘䜚䠈PAN ⣔䛚䜘䜃䝢䝑䝏⣔䜶䝫䜻䝅䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᮦᩱ䛾䝽䜲䝤䝹ಀᩘ䛜ᑠ䛥䛟䛺䛳䛯䠊
䞉 PAN ⣔䛚䜘䜃䝢䝑䝏⣔䜶䝫䜻䝅䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᮦᩱ䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛿㔜䛽ྜ䜟䛫㛗䛥䛜㛗䛟䛺䜛䛻䛴䜜䛶ῶ
ᑡ䛩䜛ഴྥ䜢♧䛧䛯䠊
䞉 CNT ᯒฟ䛻䜘䜚䠈PAN ⣔䛚䜘䜃䝢䝑䝏⣔䜶䝫䜻䝅䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᮦᩱ䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛿ቑຍ䛧䛯䠊
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5. ◊✲䛾㐩ᡂᗘ
ᮏ◊✲䛷䛿䠈Ni 䜑䛳䛝䛻䜘䜚Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃ୖ䛻ᢸᣢ䛧䛯 Ni 䜢㔠ᒓゐ፹䛸䛧䛶⏝䛔䛶䠈Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䜈䛾
CNT ᯒฟ䛻ᡂຌ䛧䛶䛚䜚䠈䛭䛾ᯒฟ≧ែ䛻ཬ䜌䛩䜑䛳䛝㛫䛸ྜᡂ㛫䛾ᙳ㡪䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈༢⧄
⥔ᘬᢤ䛝ヨ㦂䛻䜘䜚Ⅳ⣲⧄⥔䛸ᶞ⬡䛾⏺㠃䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩 CNT ᯒฟ≧ែ䛾ᙳ㡪䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䠊䛥䜙䛻䠈
ᮏᮦᩱ䜢᥋ྜᨭᮦᩱ䛸䛧䛶⏝䛔䜛䛣䛸䛷䠈㧗䛔᥋ྜᙉᗘ䜢᭷䛩䜛᥋ྜᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛜ᐇ⌧䛷䛝䛶䛚䜚䠈◊✲
┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛿༑ศ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊ᚋ䛿䠈䜘䜚ᙉᅛ䛺᥋ྜ䛜ྍ⬟䛺᥋ྜᨭᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䜢㐍䜑䜛䠊
ཧ⪃ᩥ⊩
(1) ዟᮧ♸つ䠈∦ᒣബ⏕䠈᳃⏣᭷ு䠈⏣୰ே䠈䠟䠪䠰ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䛸䠬䠝6 ᶞ⬡䛸䛾⏺㠃ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩
䠟䠪䠰ᯒฟ㛗䛥䛾ᙳ㡪䠈➨ 7 ᅇ⮬ື㌴䝁䞁䝫䝆䝑䝖䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠈pp.81-82 (2015.11)
(2) ⏣୰⿱䠈⏣୰ே䠈∦ᒣബ⏕, CFRTP ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔䛾ᘬᙇ䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩Ⅳ⣲⧄
⥔⾲㠃䜈䛾 CNT ᯒฟ䛾ᙳ㡪, ➨ 7 ᅇ⮬ື㌴⏝㏵䝁䞁䝫䝆䝑䝖䝅䞁䝫䝆䜴䝮ㅮ₇ㄽᩥ㞟 , pp.69-70,
(2015.11).
(3) 㡲Ụ❳Ꮠ䠈⏣୰ே䠈∦ᒣബ⏕䠈┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕䜢⏝䛔䛯 CNT ᯒฟⅣ⣲⧄⥔䛾ຍ⇕≉ᛶホ౯䠈
➨ 7 ᅇ⮬ື㌴䝁䞁䝫䝆䝑䝖䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠈pp.111-112 (2015.11)
(4) ྥዟ⿱ᇶ, ⏣୰ே, 䜶䝺䜽䝖䝻䝇䝢䝙䞁䜾ἲ䛻䜘䜚స〇䛧䛯 CNT/PA6 䝘䝜䝣䜯䜲䝞䞊䛻䛚䛡䜛 CNT
䛾ศᩓホ౯, ᪥ᮏᮦᩱᏛ ➨ 64 ᮇᏛ⾡ㅮ₇, pp. 157-158 (2015).
(5) ෆ⸨බ႐, Ⅳ⣲⧄⥔䛾ᵓ㐀䚸⾲㠃≧ែ䛸ᙉᗘ䚸ᐦ╔ᛶホ౯, CFRP 䛾⧄⥔䠋ᶞ⬡⏺㠃ไᚚ䛸ᡂᙧຍ
ᕤᢏ⾡, ᢏ⾡ሗ༠, pp.9-19, 2015
(6) ෆ⸨බ႐, 䝫䝸䝬䞊䝁䞊䝔䜱䞁䜾䛚䜘䜃䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤ᯒฟ䛻䜘䜛Ⅳ⣲⧄⥔䛾⾲㠃ᨵ㉁ᢏ⾡,
CFRP 䛾ᡂᙧ䞉ຍᕤ䞉䝸䝃䜲䜽䝹ᢏ⾡᭱๓⥺-⏕ά⏝ල䛛䜙⏘ᴗ⏝㏵䜎䛷㐺⏝ᣑ䜢⫼ᬒ䛸䛧䛶-, ᰴᘧ
♫䜶䝚䡡䝔䜱䞊䡡䜶䝇, pp.191-211, 2015
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ྠᚿ♫Ꮫඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
2015 ᖺᗘᮎ◊✲ᡂᯝⓎ⾲㈨ᩱ (2016.2.27)

䛂䝘䝜⧄⥔䞉⢏Ꮚ䜢ศᩓไᚚ䛧䛯⇕ྍረᛶᶞ⬡」ྜᮦᩱᑕฟᡂᙧ㻌
ᢏ⾡䛾◊✲䛃䠖䝘䝜⧄⥔䞉⢏Ꮚ」ྜᮦᩱ䛾ᡂᙧᢏ⾡㻌
ྠᚿ♫Ꮫ㻌 ⌮ᕤᏛ㒊㻌 䜶䝛䝹䜼䞊ᶵᲔᕤᏛ⛉㻌 㻌
➨ 4 ࢢ࣮ࣝࣉ㺃࣮ࣜࢲ࣮ ⏣୰㐩ஓ
1.㻌 ➨ 4Gr 䛸䛧䛶䛾᭱⤊┠ᶆ
䝘䝜⧄⥔䞉⢏Ꮚ䛾ᶵ⬟ᛶⓎ⌧䛻䛝䛟ᙳ㡪䛩䜛ᚤどⓗᵓ㐀ไᚚ䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䠈䐟Ⓨ⌧䝯䜹䝙䝈䝮䛾ゎ᫂䠈
䐠᪂ᶵ⬟䛾㛤Ⓨ䠈䛻䜘䜛᪂つ䝘䝜」ྜᮦᩱ䛾〇䜢┠ᣦ䛩䛣䛸䛜◊✲䝉䞁䝍䞊య䛾◊✲䝔䞊䝬䛷䛒䜛䠊䛣
䜜䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䠈➨ 4Gr 䛜ྲྀ䜚⤌䜐ලయⓗ䛺䝔䞊䝬䛿䠈䛂䝘䝜⧄⥔䞉⢏Ꮚ䜢ศᩓไᚚ䛧䛯⇕ྍረᛶᶞ⬡」ྜ
ᮦᩱᑕฟᡂᙧᢏ⾡䛾◊✲䛃䛷䛒䜛䠊ᇶᮏⓗ䛻䛿䠈䝘䝜䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛸⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱ䛻䜘䜚 3 ḟඖⓗ䛺ᙧ≧䜢
ᑕฟᡂᙧᢏ⾡䛻䜘䛳䛶స䜚ฟ䛩䛸ྠ䛻䠈ᵓ㐀㒊ᮦ䛻⏝䛔䜙䜜䜛㐃⥆⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱ䛸䛾䝝䜲䝤䝸䝑䝗䜢
ᐇ⌧䛧䠈䜘䜚㧗ᶵ⬟䛷㧗ᙉᗘ䛺㒊ရ䜢ᡂᙧ䛩䜛ᢏ⾡䜢☜❧䛩䜛䠊
ୖグ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䠈௨ୗ 3 䛴䛾䝃䝤䝔䞊䝬䜢᥎㐍䛩䜛䠊
࠙┠ᶆᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢࢧࣈࢸ࣮࣐◊✲యไࠚ

¾ ࢼࣀ⧄⥔ศᩓࡢࡓࡵࡢΰ㘐ᢏ⾡ࡢ☜❧
 ΰ㘐ᢏ⾡࠾ࡅࡿఙ㛗ὶືࡢᇶ♏◊✲㸦➨ 4Gr㸧
 ㍈ΰ㘐ᢲฟᶵ⏝ఙ㛗ὶືࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢ᭱㐺㸦➨ 4Gr㸧
¾ ࣜࢧࢡࣝᮦᩱࢆά⏝ࡋࡓ᥋ྜ㒊㸦ࣜࣈ㒊㸧ᮦᩱࡢᢏ⾡☜❧
 ᥋ྜ㒊㸦ࣜࣈ㒊㸧⏝ࡍࡿ▷⧄⥔ศᩓࣜࢧࢡࣝᮦᩱࡢ〇㸦➨ 4Gr ࠾ࡼࡧ⏘Ꮫ㐃ᦠ㸧
 ᥋ྜ㒊㸦ࣜࣈ㒊㸧ࡢᙉᗘホ౯᪉ἲᢏ⾡ࡢ☜❧㸦➨ 4Gr ࠾ࡼࡧ⏘Ꮫ㐃ᦠ㸧
¾ ࢼࣀ⧄⥔ศᩓࡢࡓࡵࡢᑕฟᡂᙧᢏ⾡ࡢ☜❧
 㛗⧄⥔㧗ศᩓࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢᇶ♏◊✲㸦➨ 4Gr ࠾ࡼࡧ⏘Ꮫ㐃ᦠ㸧
 ᑕฟᡂᙧᶵ⏝ࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢ᭱㐺㸦➨ 4Gr ࠾ࡼࡧ⏘Ꮫ㐃ᦠ㸧
2.㻌 ࢼࣀ⧄⥔ศᩓࡢࡓࡵࡢΰ㘐ᢏ⾡ࡢ☜❧
2䠊1㻌 ᖺᗘ䜎䛷䛾ᡂᯝ
」ྜᮦᩱ䛾ᙉ⧄⥔ᙧែ䛿䠈㐃⥆䛒䜛䛔䛿ศᩓᙉ䛾䛔䛪
䜜䛛䛻ู䛥䜜䜛䠊䝘䝜⧄⥔䞉⢏Ꮚ䜢⏝䛧䛶㐃⥆⧄⥔䞉䝬䝑䝖
➼䛸ྠᵝ䛾ᶵ⬟䜢Ⓨ⌧䛥䛫䜛䛻䛿䠈จ㞟ሢ䜢స䜚᫆䛔䝘䝜⧄⥔䞉
⢏Ꮚ䜢◚ᦆ䞉◚ቯ䛾ᑡ䛺䛟䛧䠈䛛䛴⇕ྍረᛶᶞ⬡୰䛻ᆒ୍ศᩓ
䛷䛝䜛ΰ⦎ᢏ⾡䛸ᡂᙧᢏ⾡䜢☜❧䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䠊䝘䝜⧄⥔䞉⢏
Ꮚ䛾ศᩓ䛾䛯䜑䛾ΰ⦎ᢏ⾡☜❧䛾䛯䜑䠈ඛ䛪䠈䜻䝱䝢䝷䝸䝺䜸䝯
䞊䝍䜢⏝䛧䛯ఙ㛗ὶື䝯䜹䝙䝈䝮䜢ゎ᫂䛩䜛䛣䛸䛛䜙ᐇ䛧䛯䠊
༶䛱䠈ᅗ 1 䛻♧䛩ᚑ᮶䛾䛫䜣᩿ὶື䛻䜘䜛⧄⥔䞉⢏Ꮚศᩓ䛻᭰
䜟䜛ఙ㛗ὶື䛷䛾ຠ⋡ⓗ䛺⧄⥔䞉⢏Ꮚศᩓ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䜢᳨
ウ䛧䛯䠊䛭䛾䛯䜑䛾ලయⓗ䛺䜰䝥䝻䞊䝏䛸䛧䛶䠈ᑗ᮶䛾㍈ᢲ
ฟᶵ䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䜢⪃៖䛧䛶䠈ᅗ 2 䛻♧䛩㈏㏻Ꮝ䝉䜾䝯䞁䝖
䠄䝤䝸䝇䝍䞊䝕䜱䝇䜽䠈௨ୗBD䠅⏝䛔䛶᳨ウ䛧䛯䠊䛭䛧䛶䠈BD 䜢⏝
䛔䛯ᇶ♏ᢲฟᐇ㦂䛛䜙ᚲせᅽຊᦆኻ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䠈
㈏㏻Ꮝ䛾᭱㐺ᙧ≧䜢Ỵᐃ䛧䛯䠊ఙ㛗ὶື䛻䜘䛳䛶⣙ 100kPa ௨
ୖ䛾ධཱྀᅽຊᦆኻ䜢䛘䜜䜀䠄MW䠅CNT 䛜ศᩓ䛩䜛䛣䛸䛜☜
ㄆ䛥䜜䛯 1)䠊
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ड़জইॕ५ॲॖ
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2䠊
䠊2㻌 ᮏᖺᗘᐇ㡯䛸ᡂᯝ
ᮏᖺᗘ䛿䠈⧄⥔ᙧ≧䛾 CNT 䛻᭰䜟䜚㟁Ẽఏᑟᗘ䛺䛹䛾ᖜ䛺≉ᛶ
ྥୖ䛜ぢ㎸䜎䜜䠈ᩘከ䛟䛾◊✲⪅䛜ὀ┠䛧䛶䛔䜛ᒙ≧⢏Ꮚ䛾䜾䝷䝣䜵
䞁䛻╔┠䛧䠈⁐⼥ΰ⦎䛻䜘䜛䜾䝷䝣䜯䜲䝖䛛䜙䜾䝷䝣䜵䞁ᙧែ䜈䛾䝘䝜ศ
ᩓ䛾ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯䠊ඛ䛪䛿䠈䜻䝱䝢䝷䝸䝺䜸䝯䞊䝍䛸ᅇ㌿⢓
ᗘィ䜢⏝䛔䠈ఙ㛗䞉䛫䜣᩿ὶື䛜䜾䝷䝣䜵䞁ศᩓ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔
ᅗ 2 BD ࢭࢢ࣓ࣥࢺᙧ≧
䛶᳨ウ䛧䛯䠊ᐇ㦂䛷䛿䠈⢏ᚄ 150ȝm 䛾䜾䝷䝣䜯䜲䝖䜢⏝䛔䠈TEM ほᐹཬ
䜃䝺䜸䝻䝆䞊 ᐃ䛻䜘䜚㞳ホ౯䜢⾜䛳䛯䠊䛫䜣᩿ὶື䛷䛿䠈ᛂຊ䜢
䛘䜛䛻䛴䜜䛶䜾䝷䝣䜵䞁䛾㞳䛸ྠ䛻◚ቯ䛜㐍䜏䠈㫣∦≧䛾⢏Ꮚᚄ䠄┦ᙜ┤ᚄ䠅䛜 500nm ௨ୗ䛾ᑠ䛥
䛺䝘䝜⢏Ꮚ䛜ከ䛟⏕䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䠊䛭䛾୍᪉䛷䠈ఙ㛗ὶື䛻䛚䛔䛶䠈㧗䛔ᛂຊ䜢䛘䛶䜒◚ቯ䜢
ᢚ䛘䛺䛜䜙䜾䝷䝣䜵䞁䛻㞳䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䛜♧၀䛥䜜䛯䠊BD 䜢⏝䛔䛯ᇶ♏ᐇ㦂䛷䛿䠈㧗䛫䜣᩿ᛂ
ຊ䛻䜘䜚䠈⢏Ꮚ䛾◚ቯ䛜㐍䜣䛷䛔䜛䜒䛾䛾䠈㧗䛔ఙ㛗ᛂຊ䠄ᅽຊ⣙ 4MPa䠅䜢䛘䜛䛣䛸䛷᭱⢏ᚄ 4ȝm ⛬ᗘ䛾
䜾䝷䝣䜵䞁䜒☜ㄆฟ᮶䛶䛔䜛 2)䠊
௨ୖ䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䠈BD 䛜䛫䜣᩿ᛂຊ䜢ᢚ䛘䛺䛜䜙ఙ㛗ὶື䜢Ⓨ⏕䛥䛫䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛺䝉䜾䝯䞁䝖䛷䛒䜛䛸
♧၀䛥䜜䛯䠊ᚋ䠈CNT ཬ䜃䜾䝷䝣䜵䞁䛻㐺ᛂྍ⬟䛺䝉䜾䝯䞁䝖ᙧ≧䛸㓄⨨䛾᭱㐺䜢᳨ウ䛩䜛䠊

500 nm

ʍ=850kPa
䠄ȴWE=2MPa)
500 nm

AS (㍈ΰ⦎ᚋ)

^ŚĞĂƌΘǆƚĞŶƐŝŽŶĂů^ƚƌĞƐƐŬWĂ

500 nm

ʍ=850kPa 䠇 ʏсϭϰϬŬWĂ
;ȴWсϭϭDWĂͿ

ᅗ 3 ఙ㛗࣭ࡏࢇ᩿ὶືࡼࡿᛂຊࢢࣛࣇ࢙ࣥࡢ≧ែ㸦㞳࣭◚ቯ㸧ࡢ㛵ಀ

3䠊ࣜࢧࢡࣝᮦᩱࢆά⏝ࡋࡓ᥋ྜ㒊㸦ࣜࣈ㒊㸧ᮦᩱࡢᢏ⾡☜❧
3.1㻌 ᖺᗘ䜎䛷䛾ᡂᯝ
㧗ᙉᗘ」㞧ᙧ≧ရࡢᡂᙧᢏ⾡ࡢ☜❧ࡢࡓࡵࡣ㸪᥋ྜ㒊ࡢ᪂ࡓ࡞ᮦᩱ࠾ࡼࡧᡭἲࡢ☜❧ࡀྍ㑊࡛࠶ࡿ㸬
௨ୗ㸪㐃⥆⧄⥔ࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺࡢ➃ᮦ㸦せ㒊ศ㸧ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚㸬ᑕฟᡂᙧ⏝࣌ࣞࢵࢺࡋ࡚⏝
ࡍࡿᢏ⾡㛵ࡋ㸪ᖺᗘࡲ࡛ࡢᡂᯝࡘ࠸࡚㏙ࡿ㸬ඛࡎ㸪➃ᮦࡢ࣌ࣞࢵࢺࢆ᳨ウࡋ㸪➃ᮦࡢ᩿ᢏ⾡
ᢲฟ㐀⢏ᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡢ㛗⧄⥔࣌ࣞࢵࢺᙉᗘ࠾ࡼࡧὶືᛶࢆẚ㍑ࡋ㸪➃ᮦࢆ⏝ࡋࡓࣜ
ࢧࢡࣝ࣌ࣞࢵࢺ㸦௨ୗ㸪RP㸧ࡢ᭱㐺 CF ྵ᭷⋡ࢆ 18Vf%ࡋࡓ㸬

3.2㻌 ᮏᖺᗘ䛾ᐇ㡯䛸ᡂᯝ
᥋ྜ㒊ࡣ᥋╔ᮦࢆ⏝ࡏࡎ㸪ࣄ࣮ࢱ࣮ࡢຍ⇕ᑕฟᡂᙧࡉࢀࡿ⁐⼥ᶞ⬡ࡼࡾ⼥╔ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪
RP ࢆᑕฟᡂᙧ⏝ᮦᩱࡋ࡚⏝ࡋࡓࡢᡂᙧ᮲௳ࡀ᥋ྜ㒊࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋ㸪ేࡏ࡚ FEM ࡼ
ࡿᩘ್ゎᯒࡼࡾ⏺㠃᥋╔ᙉᗘࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ 3)㸬୕Ⅼ᭤ࡆヨ㦂⤖ᯝࡼࡾᚓࡽࢀࡓⲴ㔜-ኚ᭤⥺ྛኚ
࡛ࡢヨ㦂∦ࡢ◚ᦆ≧ែࢆᅗ 4 ♧ࡍ㸬ࡇࡢほᐹ⤖ᯝࡽ㸪᭱ึᑕฟᡂᙧᮦ UD ࣉࣜࣉࣞࢢࡢ⏺㠃㞳ࡀ
㐍ᒎࡋ㸪᭱⤊ⓗ UD ࣉࣜࣉࣞࢢࡢ⧄⥔ᢡᦆࡀ㉳ࡁࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬ḟ㸪ࡇࡢⲴ㔜-ኚ᭤⥺ࢆࡗ࡚㸪
ᅗ 5 ♧ࡍࡼ࠺࡞ᩘ್ゎᯒࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝ㸪◚᩿ࡢ⏺㠃᥋╔㒊ࡣ㸪⣙ 14MPa ࡢࡏࢇ᩿ᛂຊࡀస⏝ࡋ࡚࠸
ࡓࡇࡀ᥎ ࡛ࡁࡓ㸬
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㻌

㻌
ᅗ 4㻌 Ⲵ㔜ኚ᭤⥺䛸ྛኚ䛾◚ᦆ≧ែ㻌
㻌

㻌
㻌
ᅗ 5㻌 ᭤䛢ヨ㦂⤖ᯝ䛸ᩘ್ゎᯒ⤖ᯝ㻌
ḟ㸪ᑕฟࡢࢩࣜࣥࢲタᐃ ᗘࢆ 220Υ 260Υ㸪ಖ
ᣢᅽຊ㸦ಖᅽ㸧ࢆ 40MPa  80MPa ࡋࡓ 4 ᮲௳࡛ࡢᑕ
ฟᡂᙧ᮲௳ࡘ࠸࡚ࡑࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ
6 ♧ࡍ㸬ẚ㍑ࡢࡓࡵᑕฟᡂᙧᮦᩱ▷⧄⥔࣌ࣞࢵࢺ
ࡢ⤖ᯝࡶ♧ࡍ㸬RP ࡣ▷⧄⥔࣌ࣞࢵࢺẚ࡚⏺㠃᥋╔ᛶ
ࡀⰋࡃ㸪㞳ࡢ㐍ᒎࡀᢚไࡉࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ᭱Ⲵ㔜ࡀྥ
ୖࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ḟ㸪ᡂᙧ᮲௳ࡣ㸪ಖᅽ㸪ࢩࣜࣥ
ࢲタᐃ ᗘࢆୖࡆࡿࡇ࡛ᡂᙧရࡢ⏺㠃᥋╔ᙉᗘࡀྥୖ
ࡋ㸪ᡂᙧ᮲௳ࡣ⏺㠃᥋╔ᛶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓ㸬

ᅗ 6 ྛᡂᙧ᮲௳ࡼࡿ᭱Ⲵ㔜

4䠊
䠊ࢼࣀ⧄⥔ศᩓࡢࡓࡵࡢᑕฟᡂᙧᢏ⾡ࡢ☜❧
4.1㻌 ᖺᗘ䜎䛷䛾ᡂᯝ
㧗ᙉᗘ㧗ᶵ⬟㸪ࡉࡽࡣ᥋ྜ➼ࡢ᪂つᢏ⾡ࡢฟࡑࡢᐇ⏝ࡣ㸪ࢫ࣌ࢡࢺẚ㸦L/d㸧ࡢྥୖࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ᶞ⬡ࡢྍረ⧄⥔ࡢศᩓᶵ⬟ࢆศ㞳ࡋ㸪㍈᪉ྥ᭱㐺㓄⨨ࡋࡓࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢ㛤Ⓨࡼࡾ㸪
┤ᚄࡀᩘ㹼༑ᩘȣm ࡢ GF ࡸ CF ᑐࡋ࡚㸪ṧᏑ⧄⥔㛗㸸㹼6mm ࡛ L/D㸸㹼500 ࢆ㐩ᡂࡋࡓ 4)㸬

4.2㻌 ᮏᖺᗘ䛾ᐇ㡯䛸ᡂᯝ
ᮏᖺᗘ䛿䠈⧄⥔䛜ᢡᦆ䛩䜛せᅉ䜢≉ᐃ䛩䜛䛯䜑䛻䠈ඛ䛪䛿䠈3 ✀㢮䠄ձStandard䠈ղDulmadge䠈ճVariable
pitch䠅䛾䝇䜽䝸䝳ᙧ≧䛻䛴䛔䛶䠈㠀➼ ᩘ್ゎᯒ䛷⟬ฟ䛧䛯ᖹᆒ䛫䜣᩿ᛂຊ䛸㛗⧄⥔ GFRTP ᮦᩱ䜢䛳䛶ᐇ
䛧䛯䝇䜽䝸䝳ᘬ䛝ᢤ䛝ヨ㦂䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯ṧᏑ⧄⥔㛗䛾㔜㔞ᖹᆒ⧄⥔㛗䜢 ᐃ䛧୧⪅䜢ẚ㍑䛧䛯䠊ᘬ䛝ᢤ䛝
ヨ㦂䛷䛾 ᐃ䛷䛿䠈ᅗ 㻣 䛻♧䛩䜘䛖䛻䠈ྛᙧ≧䛾ጞⅬ䠄䠴䠅䛸⤊Ⅼ䠄䠵䠅䛾㔜㔞ᖹᆒ⧄⥔㛗䛛䜙ᙧ≧㒊䛤䛸䛾⧄
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⥔ᢡᦆ⋡䜢⟬ฟ䛧䛯䠊୍᪉䠈ᩘ್ゎᯒ䛷䜒䝇䜽䝸䝳ᙧ≧䛤䛸䛻ຍ䜟䜛ᖹᆒ䛫䜣᩿ᛂຊ䜢ィ⟬䛧䠈䛭䛾ኚ⋡䜢
⟬ฟ䛧䛯䠊䛣䛾䜘䛖䛻ᐇ㦂䞉ゎᯒ䛸䜒䛻䝇䜽䝸䝳䛾㒊ศⓗ䛺ホ౯䜢⾜䛔䠈䛭䛾┦㛵⤖ᯝ䜢ᅗ 㻤 䛻♧䛩䠊㧗䛔䛫䜣
᩿ᛂຊ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩 㻰㼡㼘㼙㼍㼐㼓㼑 䝇䜽䝸䝳䛿⧄⥔ᢡᦆ䛜䛝䛟䠈ప䛫䜣᩿ᛂຊ䛾 㼂㼍㼞㼕㼍㼎㼘㼑㻌 㼜㼕㼠㼏㼔 䝇䜽䝸䝳䛿⧄⥔ᢡ
ᦆ䛜ᑠ䛥䛔䠊䛣䜜䜙 㻟 䛴䛾䝇䜽䝸䝳䛻䛚䛔䛶ᖹᆒ䛫䜣᩿ᛂຊ䛾ኚ⋡䛸⧄⥔ᢡᦆ⋡䛾┦㛵䜢䜏䜛䛸⥺ᙧ㛵ಀ䛻
䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊䛭䛾⤖ᯝ䛛䜙䠈ᐇ㦂䞉ゎᯒ䛸䜒䛻䝇䜽䝸䝳ᙧ≧䛾㒊ศⓗ䛺ホ౯䜢⾜䛖䛣䛸䛷䝇䜽䝸䝳ᙧ≧䛾㐪
䛔䛜ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢䜘䜚⢭ᗘ䜘䛟ᤊ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠊⤖ᯝ䛸䛧䛶䠈⧄⥔ᢡᦆ䛿䛫䜣᩿ᛂຊ䛻䜘䜛ᙳ㡪䛜䛝䛔䛣
䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊

Y

X
ᖹᆒࡏࢇ᩿ᛂຊ㸸W

mean

³W

t dt
tp

㔜㔞ᖹᆒ⧄⥔㛗㸸

㻌

㻌

ᅗ 7 ᩘ್ゎᯒཬࡧᘬࡁᢤࡁヨ㦂᪉ἲ
ᅗ 8 ᖹᆒࡏࢇ᩿ᛂຊ⧄⥔ᢡᦆྜ

5䠊
䠊ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧᶵࡢヨస
ᮏᖺᗘ䛿䠈䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᑕฟᡂᙧᶵ䠄ᆺ⥾䜑㒊䛿䝻䞊䝍䝸䞊ᘧ䠅䜢ඹྠ◊✲ᴗඛ䛻䛶ヨస䛧䛯䠊ᆺ⥾䜑ຊ
40ton 䛾ᇶ♏◊✲⏝⨨䛷䛒䜛䠊ඛ䛾᥋ྜ㒊䛾◊✲䛿䠈ᐇ⏝䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛻ඹྠ◊✲ඛᴗ䛻タ⨨䛧䛯
䝝䜲䝤䝸䝑䝗ᑕฟᡂᙧᶵ䜢⏝䛧䛯⤖ᯝ䛷䛒䜛䛜䠈ᚋ䛿䠈ᇶ♏ᐇ㦂⏝⨨䛜ᡂ䛧䛯䛾䛷ྛᐇ㦂䛾㐍ᤖ䛾
䝇䝢䞊䝗䜰䝑䝥䛻ᚲ䛪䛴䛺䛜䜛䜒䛾䛸☜ಙ䛧䛶䛔䜛䠊
6䠊ࡑࡢ
➨ 4Gr ࡣ㸪」ྜᮦᩱࡢᶵᲔ㸦㝖ཤ㸧ຍᕤ㸦㟷ᒣ㸪ᘅᇉ㸪ᑠᕝ㸧࠾ࡼࡧࢦ࣒࣭࢚ࣛࢫࢺ࣐࣮ࡢࢼࣀ⢏Ꮚ
」ྜᮦᩱࡢ◊✲ 5)㸦እ㒊◊✲ဨ㸸㛗㇂㸧ࢆᢸᙜࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡶྵࡲࢀࡿ㸬ḟᖺᗘ௨㝆㸪ヨసࡋࡓࣁࣈࣜࢵ
ࢻᑕฟᡂᙧᶵࢆ⏝ࡋ࡚ᡂᙧࡋࡓヨసရࡢ✰࠶ࡅ➼ࡢḟຍᕤࡸ⾪ᧁ≉ᛶᨵၿ࡞ࢆ┠ⓗ࢚ࣛࢫࢺ࣐࣮ࢆ
ῧຍࡋࡓ」ྜᮦᩱࡶࢧࣥࣉࣝヨసࡢ㐍ᒎྠ㐍⾜࡛㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
(1) K. Matsumoto, N. Kayamori, Y. Arao㸪T. Tanaka, The Optimization of blister disk geometry for mixing
performance in corotating twin screw extruder, 30th International Conference of the Polymer Processing
Society, pp.91-95 (2014).
(2) ୰ฟὒ, ᯇᮏ⣫ᐅ, ᮡᮏၨኴ, ⏣୰㐩ஓ, ࣏࣐࣮ࣜ୰࠾ࡅࡿࢢࣛࣇ࢙ࣥ㞳ศᩓᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ,
➨ 7 ᅇ⮬ື㌴⏝㏵ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘, pp.55-56 (2015).
(3) ᕝᔱṇဢ, ⏣୰㐩ஓ, ᒸṇ㞝, ▼ᕝ, ࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧᢏ⾡࡚స〇ࡋࡓ࣌ࣞࢵࢺᡂᙧရ
ࡢ⏺㠃᥋╔ᛶࡢホ౯, ➨ 7 ᅇ⮬ື㌴⏝㏵ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘, pp79-80 (2015).
(4) ୖ⋹, ⏣୰㐩ஓ, Ⲩᑿྐᙪ, 㔝ඖᑗ⩏, ୗᴋⷵኊ, ᑕฟᡂᙧ࠾ࡅࡿࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢ㐪࠸ࡼ
ࡿ FRTP ࡢ⧄⥔㛗ศᩓᛶ, ᡂᙧຍᕤ, Vol. 26, pp.279-285 (2014), “2014 ᖺᗘᏛㄽᩥ㈹ཷ㈹”.
(5) K. Araki, S. Kaneko, K. Matsumoto, A. Nagatani, T. Tanaka, Y. Arao, Comparison of Cellulose, Talc, and
Mica as Filler in Natural Rubber Composites on Vibration-Damping and Gas Barrier Properties, Advanced
Materials Research Journal, Vol. 844, pp.318-321 (2014).
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ඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲䝉䞁䝍䞊2017 ᖺᗘᮎ◊✲ᡂᯝⓎ⾲
㈨ᩱ㞟┠ḟ

1. ᇶㄪㅮ₇㸸
ࠕࢼࣀ⧄⥔ࡢṇࡋ࠸࠸᪉㸦ᒣ᳡ࡣᑠ⢏࡛ࣆࣜࣜ㎞࠸㸧
ࠖ
(ྠᚿ♫Ꮫ࣭ᩍᤵ ⸨ ㏱)

5

2. ⚾ᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲⥲ᣓሗ࿌
㹼◊✲άືࡢ⤒㐣㸪タഛᑟධ࠾ࡼࡧ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚㹼
(ࢭࣥࢱ࣮㛗 ⏣୰㐩ஓ)
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(ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸸ຍ⸨ᑗᶞ, ❑ஓ)

17
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  149

(1) 2017 ᖺᗘ◊✲άືᴫせ
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(ࢭࣥࢱ࣮㛗 ⏣୰㐩ஓ)
10:00㹼11:00 ᇶㄪㅮ₇㸸
ࠕࢼࣀ⧄⥔ࡢṇࡋ࠸࠸᪉㸦ᒣ᳡ࡣᑠ⢏࡛ࣆࣜࣜ㎞࠸㸧
ࠖ
(ྠᚿ♫Ꮫ࣭ᩍᤵ ⸨ ㏱)

5

11:00㹼12:00 ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 
(ู⣬, 38 ⠍,
12:00㹼13:00 

KD204 ᐊ)

㸦 㣗㸧

      >ਗ௬৩ভ@
13:00㹼13:05 ᣵ ᣜ 

(KD201ᐊ)
(ྠᚿ♫Ꮫ࣭Ꮫ㛗 ᯇᒸ ᩗ)

13:05㹼13:50 ⚾ᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲⥲ᣓሗ࿌
㹼◊✲άືࡢ⤒㐣㸪タഛᑟධ࠾ࡼࡧ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚㹼
(ࢭࣥࢱ࣮㛗 ⏣୰㐩ஓ)

9

(ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸸ຍ⸨ᑗᶞ, ❑ஓ)

17

13:50㹼15:00 せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨሗ࿌㉁ᛂ⟅(1)
㸦15:00㹼15:10    ఇ ᠁㸧
15:10㹼16:20 せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨሗ࿌㉁ᛂ⟅(2)
(ྛࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸸⏣୰ே, ⏣୰㐩ஓ)
16:20㹼16:35 ྛ✀㈨ᩱࡢ㛤♧
㸦16:35㹼16:45    ఇ ᠁㸧
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ጤဨ㛗࣭㔠ἑᕤᴗᏛ ◊✲ᨭᶵᵓ 㢳ၥ ᩍᤵ 㔠ཎ ඛ⏕
ྡྂᒇᏛ ⥲㛗⿵బ NCC ᢸᙜ ≉௵ᩍᤵ ▼ᕝ 㝯ྖඛ⏕
ᾏ㐨Ꮫ ྡᩍᤵ ྜྷᕝ ಙ୍ඛ⏕
㝧᪥㓟ᰴᘧ♫ ᢏ┘ 㛤Ⓨᮏ㒊 ῝ᕝ ᩄᘯᵝ
17:15㹼17:30 ホ౯ሗ࿌
 
(ホ౯ጤဨ)
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(ࢭࣥࢱ࣮㛗 ❑ஓ)
௨ୖ
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  1R;;  
7DWVX\D7DQDND5HSRUWVRIWKH5
'&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\1R;;
 
ྠᚿ♫Ꮫඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲䝉䞁䝍䞊◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㻌

5HSRUWVRIWKH5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\

ࢼࣀ⧄⥔࣭⢏Ꮚࡢ᭱㐺ไᚚᢏ⾡ࢆᇶ┙ࡍࡿ᪂つ」ྜᮦᩱᶵ⬟ࡢ㛤Ⓨ
⏣୰ 㐩ஓ
'HYHORSPHQWRIQHZFRPSRVLWHPDWHULDOEDVHGRQRSWLPL]HGFRQWUROIRUQDQRILEHUSDUWLFOH
7DWVX\D7$1$.$
'HSDUWPHQWRI0HFKDQLFDO(QJLQHHULQJ'RVKLVKD8QLYHUVLW\
7DWDUDPL\DNRGDQL.\RWDQDEH&LW\.\RWR-DSDQ

Keywords &)573RSWLPL]HGFRQWUROLQWHUIDFLDODGKHVLRQFDUERQQDQRWXEHQHZPDWHULDO

యࡢྲྀࡾ⤌ࡳᡂᯝ
ᅗ㸯♧ࡍࡼ࠺㸪ᵓ㐀㒊ᮦᡂᙧࡢ⏺㠃ᙉᗘྥୖࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࡓࡵࡣ㸪ḟࡢ  ࡘࡢࣉ࣮ࣟࢳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆᮏࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ᫂ࡽࡋࡓ㸬ձⅣ⣲⧄⥔ࡢ┤᥋ࢼࣀ⧄⥔ᯒฟ
ᢏ⾡ࡣ㸪ᙉ⧄⥔⮬యࢆࢼࣀ⧄⥔࡛ಟ㣭ࡍࡿࡇ࡛⏺㠃ᙉᗘ࣭
ᶵ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ղᶞ⬡ࣇ࣒ࣝ୰ࡢ

Ⅳ⣲⧄⥔
䜈䛾┤᥋
䝘䝜⧄⥔ᯒ
ฟᢏ⾡

ࢼࣀ⧄⥔ࡢศᩓᢏ⾡ࡣ㸪࣐ࢺࣜࢵࢡࢫᶞ⬡୰ࢼࣀ⧄⥔ࢆศᩓ
ࡉࡏࡿࡇ࡛ྠᵝࡢຠᯝࢆྍ⬟ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪ࡲࡉࢼࣀ
⧄⥔ࡢ᭱㐺ไᚚ࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ጞࡵࡓᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᰿
ᖿࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢࣉ࣮ࣟࢳࡼࡗ࡚㸪ࢼࣀ⧄
⥔ࡢ᭱㐺ᙧ≧ࡸ᭱㐺㓄⨨➼ࡀᑡࡋ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ᫂ࡽࡉࢀ㸪ඛ
㥑ⓗ࡞◊✲ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓ☜ಙࡍࡿ㸬

ᶞ⬡䝣䜱䝹
䝮୰䜈䛾
䝘䝜⧄⥔䛾
ศᩓᢏ⾡

ᵓ㐀㒊ᮦ
ᡂᙧ䛾
⏺㠃ᙉᗘ
ྥୖ

ᅗ  ࢼࣀ⧄⥔࣭⢏Ꮚࡢ᭱㐺ไᚚᢏ⾡

➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡢྲྀࡾ⤌ࡳᡂᯝ
ᚤどⓗ࡞ᵓ㐀ไᚚࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚㐩ᡂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㧗ᶵ
⬟Ⓨ⌧ࡢせ⣲ᢏ⾡ࡋ࡚㸪ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࠾ࡼࡧ㔠ᒓᮦᩱࡢࢥࣥ
࣏ࢪࢵࢺࡢྜᡂᚤ⣽⤌⧊ࡘ࠸࡚ࡢᮦᩱ⛉Ꮫⓗ◊✲ࢆᐇ
ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᅗ  ♧ࡍࢼࣀ :2 ⢏Ꮚศᩓ 1L ⤖ᬗࡢྜᡂࡢࡼ࠺
ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࠾ࡼࡧ㔠ᒓᮦᩱ㛵ࡋ࡚㸪༑ศ࡞ᶵ⬟ᛶࢆⓎ
ࡍࡿᮦᩱ㛤Ⓨࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ㸬ࡉࡽ㸪%&㸦㧗◳ᗘ࣍࢘Ⅳ⣲
ᮦᩱ㸧 &1) ࡢࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢆ㏻㟁↝⤖ἲ࡚సᡂࡋࡓ㸬&1)
ࢆ◪㓟࡛ฎ⌮ࡋ㸪&1) ࢼࣀࢫࢣ࣮ࣝࡢᛂᛶ⏺㠃ࢆసᡂࡋ
ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪%& ࡢࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢆ⾜࠺ୖ࡛㸪ᐦ╔ᛶ㸪
⦓ᐦᛶࡀྥୖࡋ㸪㧗 ᭤ࡆᙉᗘࡢ≉ᛶࡶࡁࡃኚࡋࡓ㸬ᅗ 
ࡣ㸪&1) ⾲㠃ࡢฎ⌮๓ᚋࡢ 7(0 ┿࡛㸪⾲㠃ୖࡢ࣮࢝࣎ࣥࡢ
ᒙ≧ᵓ㐀ࡀ㠀ᬗ㉁ࡋࡓࡇࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ  ♧ࡍࡼ࠺
㸪%& ࡢ⏺㠃ࡀࢫ࣒࣮ࢬ᥋ྜ㸪⦓ᐦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀศ

ᅗ  ࢼࣀ :2 ⢏Ꮚศᩓࢼࣀ 1L ⤖ᬗ

ࡿ㸬୍᪉㸪ୖグࡢࡼ࠺」ྜ⏺㠃ࡢᏛⓗಟ㣭࠸࠺┠ⓗࡣ㐩ᡂࡉࢀࡓࡀ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ༠ᴗ࡛ࡁࡿࡢ
ᶵ⬟ᮦᩱࡢ〇ࡣ⮳ࡽ࡞ࡗࡓࡇࡀᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬
1R,
ྠᚿ♫Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊 ඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ྠᚿ♫Ꮫ ᶵᲔᕤᏛ◊✲⛉㸦ࠛ ி⏣㎶ᕷከࠎ⨶㒔㇂ 㸧
(PDLORIFRUUHVSRQGLQJDXWKRUWDWDQDND#PDLOGRVKLVKDDFMS
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ᅗ   %& ࡢ⏺㠃ࡀ⦓ᐦ᥋ྜࡉࢀࡓ 7(0 ┿

ᅗ   &1) ⾲㠃ࡢฎ⌮๓ᚋࡢ 7(0 ┿

➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡢྲྀࡾ⤌ࡳᡂᯝ
Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ㸦&17㸧ࢆᯒฟࡉࡏࡓ &17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࢆ⏝࠸ࡓ᥋ྜᨭ㒊ᮦࡸࢼࣀ
⧄⥔ࡢ㓄ิࢆไᚚࡋࡓ᥋ྜᨭ㒊ᮦࡢ◊✲ࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓ㸬୰࡛ࡶⅣ⣲⧄⥔┤᥋ &17 ࢆᯒฟࡉࡏࡓ◊✲ࡋ
࡚㸪Ⅳ⣲⧄⥔࣏࣑ࣜࢻᶞ⬡ࡢ⏺㠃ᙉᗘཬࡰࡍⅣ⣲⧄⥔ࡢ &17 ᯒฟ≧ែࡢᙳ㡪ࢆㄪࡓ㸬ゐ፹ 1L㸪Ⅳ
⣲※ࣝࢥ࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓ &9' ἲ࡛㸪Ⅳ⣲⧄⥔ࡢຎࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ప ୗ࡛ࡢⅣ⣲⧄⥔⾲㠃 &17 ࢆᯒฟ
ࡉࡏࡿ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ᅗ  ♧ࡍࡼ࠺㸪Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ &17 ᯒฟ≧ែཬࡰࡍࡵࡗࡁ㛫ྜᡂ㛫ࡢ
ᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪&17 ࡢྜᡂ㛫ࢆ㛗ࡃࡍࡿࡇ࡛ &17 ࡣ㛗ᑻᡂ㛗ࡍࡿࡶࡢࡢ㸪&17 ࡢᡂ㛗⋡ࡣ
ྜᡂ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿపࡃ࡞ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪᭱㐺ไᚚࡉࢀࡓ &17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࢆ➨ 㸪
➨  ࢢ࣮ࣝࣉᥦ౪ࡋ㸪ᙉ⧄⥔ࢆ┤᥋ಟ㣭ࡍࡿຠᯝࡘ࠸࡚༠ᴗࡋࡓ㸬

ᅗ  Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ &17 ᯒฟ≧ែཬࡰࡍࡵࡗࡁ㛫ྜᡂ㛫ࡢᙳ㡪
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➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡢྲྀࡾ⤌ࡳᡂᯝ
ࢼࣀ⧄⥔࣭⢏Ꮚࢆศ
ᩓไᚚࡋࡓ⇕ྍረᛶ
ᶞ⬡」ྜᮦᩱᑕฟᡂ
ᙧᢏ⾡ࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ࢼࣀ⧄⥔⧄⥔ᙉ
」ྜᮦᩱࡼࡾ 
ḟඖⓗ࡞ᙧ≧ࢆᑕฟ
ᡂᙧᢏ⾡ࡼࡗ࡚స
ࡾฟࡍྠ㸪ᵓ㐀
㒊ᮦ⏝࠸ࡽࢀࡿ㐃
⥆⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱ

ᅗ  ᚑ᮶ࡢ %' ࠾ࡼࡧ᪂つ %'㸦;%'㸧ࡢᙧ≧

ࡢࣁࣈࣜࢵࢻ
ࢆᐇ⌧ࡋ㸪ࡼࡾ㧗ᶵ⬟࡛㧗ᙉᗘ࡞㒊ရࢆᡂᙧࡍࡿᢏ⾡
ࢆ☜❧ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗᐇࡉࢀࡓ㸬ࢼࣀ⧄⥔ࢆᶞ⬡
୰ศᩓࡉࡏࡿࡓࡵࡢΰ⦎ᢏ⾡࡛ࡣ㸪✚ᴟⓗ࡞ఙ㛗ὶ
ືࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡞ᅗ  ♧ࡍ㍈ΰ⦎ᢲฟ
ᶵ⏝ࡢ᪂つࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆ⪃ࡋ㸪᪂つᑟධࡋࡓࣇ
࣒ࣝᕳࡁྲྀࡾ⨨ࢆࡗ࡚ࢼࣀศᩓ⇕ྍረᛶᶞ⬡ࣇ
࣒ࣝࢆ〇ࡋࡓ㸬ᅜෆ≉チฟ㢪ࡋࡓ᪂つࢭࢢ࣓ࣥࢺ
ࡣ㸪-67 ࡢ⿵ຓᴗ᥇ᢥࡉࢀᾏእ 3&7 ฟ㢪ࡋࡓ㸬
ࡑࡋ࡚㸪᪂つᑟධࡋࡓࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧᶵ㸦ᅗ
㸧ࢆ⏝࠸㸪ࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓᵓ㐀㒊ᮦᑕฟ
ᡂᙧࡉࢀࡓ  ḟඖᙧ≧ࡢࣜࣈ㒊ࡢ㛫ࡑࡢࣇ࣒ࣝࢆ
㓄⨨ࡋ࡚᥋ྜ㒊ࡢᙉᗘྥୖࢆヨࡳࡓ⤖ᯝ㸪&17 ࡢῧຍ
࡛⣙ ࡢ⏺㠃ᙉᗘࡀྥୖࡋ㸪ࢼࣀ⧄⥔ࡢศᩓࡢ㐪࠸
ࡼࡗ࡚᭱㐺࡞ &17 ῧຍ㔞ࡀ࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ

ᅗ  ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧရࡼࡿ᭤ࡆⲴ㔜ࡓࢃࡳ᭤⥺

ࡓ㸬
➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢢ࣮ࣝࣉ㐃ᦠࡼࡿᡂᯝ
ࢼࣀ⧄⥔࣭⢏Ꮚࡢᵓ㐀ไᚚᢏ
⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ᪂つ」ྜᮦᩱಙ
㢗ᛶࡑࡢᏳᐃ㛵ࡍࡿ◊
✲ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸬Ⅳ⣲⧄⥔ᙉ
」ྜᮦᩱࡢ◚ቯࡢᅉࡣ㸪ᙉ
⧄⥔࡛࠶ࡿⅣ⣲⧄⥔ẕᮦ

ᅗ  ㏻ᖖࡢⅣ⣲⧄⥔⾲㠃 &17 ࡀᯒฟࡉࢀࡓⅣ⣲⧄⥔⾲㠃

ࡢ㛫ࡢ⏺㠃◚ቯ࡞ࡿሙྜࡀከࡃ㸪ᶵᲔⓗ≉ᛶ࣭⑂ປᑑࢆᨵၿ
ࡉࡏࡿࡓࡵࡣ㸪⧄⥔ẕᮦᶞ⬡ࡢ㛫ࡢ⏺㠃ᙉᗘࢆྥୖࡉࡏ

D 1RUPDO

UHVLQ

ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡀ㛤Ⓨࡋࡓ &17 ࡢⅣ⣲⧄⥔
ࡢᢸᣢࡀⅣ⣲⧄⥔ᶞ⬡ᮦᩱࡢ㛫ࡢ⏺㠃ᙉᗘཬࡰࡍᙳ㡪
ࢆᢕᥱࡍࡿඹ㸪➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫᶞ⬡୰ &17

ILEHU
&17

E &17LQUHVLQ

ࢆศᩓࡉࡏࡓሙྜࢆẚ㍑ࡍࡿ㸬ᅗ  ㏻ᖖࡢⅣ⣲⧄⥔ᶞ⬡
ࡢ⏺㠃ࡢᵝᏊ࠾ࡼࡧ &17 ࢆᢸᣢࡋࡓ⏺㠃ࡢᵝᏊࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡇ࡛

F &17RQILEHU

ẚ㍑ࡢࡓࡵ㸪ᅗ  ࡢᶍᘧᅗ♧ࡍࡼ࠺࡞ᙧែࡢ࣐ࢡࣟࢻࣟ
ࢵࣉᘧヨ㦂∦ࢆసᡂࡋホ౯ࡋࡓ㸬ᅗ♧ࡍࡼ࠺㸪D Ⅳ⣲⧄⥔

ᅗ  ࣐ࢡࣟࢻࣟࢵࣉࣞࢵࢺヨ㦂
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ᶞ⬡ࡢ⏺㠃㸦1RUPDO㸧
㸪 E Ⅳ⣲⧄⥔ &17 ࡀᶞ
⬡୰ศᩓࡉࢀࡓ⏺㠃㸦&17LQUHVLQ㸧࠾ࡼࡧ F 
&17 ࡀᯒฟࡉࢀࡓⅣ⣲⧄⥔ᶞ⬡ࡢ⏺㠃㸦&17
RQILEHU㸧ࡢ  ✀㢮࡛࠶ࡿ㸬ᅗ  ࡣ㸪ᐇࡋࡓヨ
㦂⨨ࢆ♧ࡋࡓ㸬Ⅳ⣲⧄⥔  ᮏࡘࡅࡓᶞ⬡⋢ࢆ
ᘬࡁᢤࡃࡓࡵࡢⲴ㔜ࢆ ᐃࡋ㸪⏺㠃≉ᛶ࡛࠶ࡿ⏺
㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ㸦ȫ㸧ࢆホ౯ࡋࡓ㸬
ᅗ  ࡣ㸪⇕◳ᛶᶞ⬡࡛࠶ࡿ࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࢆ
࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡋࡓሙྜࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡢ ᐃ
⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬ᅗ♧ࡍࡼ࠺㸪ᶞ⬡୰ &17 ࢆศ
ᩓࡉࡏࡓ E ࡢሙྜࡣ⣙ ྥୖࡋࡓࡀ㸪Ⅳ⣲⧄⥔⾲

ᅗ  ࣐ࢡࣟࢻࣟࢵࣉࣞࢵࢺヨ㦂⨨

㠃 &17 ࢆᢸᣢࡋࡓ F ࡢሙྜ㸪⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡣ
⣙ పୗࡋࡓ㸬ᅗ  ♧ࡍ⏺㠃◚ቯ㠃ࡢ≧ែࡽ㸪
E ࡛ࡣᶞ⬡୰ከࡃࡢจ㞟ࡁࡢ㊧ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ
ࡀ㸪࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡛ࡶ⧄⥔ୖẕᮦࡀṧᏑࡋࡓ㸬࢚࣏࢟
ࢩᶞ⬡Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀ⣙ 03D ㏆࠸್
ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ẚ㍑ⓗᙉ࠸⏺㠃ᙉᗘࡢᏑᅾࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࡀ㸪ඛࡢ➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡢ &17 ᢸᣢⅣ⣲⧄⥔ࡢ᥋ྜ
ᙉᗘࡣ㸪㹼03D ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡽ
ሗ࿌㸧
㸪 F ࡢሙྜࡣ㸪ࡑࡢᙉᗘࡀᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬
ḟ㸪⇕ྍረᛶᶞ⬡࡛࠶ࡿ 3$ ࡸ 33 ᶞ⬡ࢆ࣐ࢺࣜ
ࢵࢡࢫࡋࡓሙྜࡢ⤖ᯝࢆᅗ    ♧ࡍ㸬 F ࡢሙ

ᅗ  ࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࢆ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡋࡓሙྜࡢ

ྜ㸪⏺㠃ᙉᗘࡣ⣙ ྥୖࡋࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᅗ 

⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ

♧ࡍࡼ࠺㸪ࡇࡢሙྜࡶᢸᣢࡉࢀࡓ &17 ࡢṧᏑࡣぢ
ࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶⅣ⣲⧄⥔ୖࡢṧᏑ≀ࡣ
ᑡ࡞ࡃ㸪ẚ㍑ⓗᖹ࡞⏺㠃◚㠃ࡀほᐹࡉࢀࡓࡇࡽ㸪
1RUPDO ࡞ሙྜ࡛ 03D ⛬ᗘ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀప࠸
ᶞ⬡ᮦᩱ࡛࠶ࡿሙྜࡣ㸪ᢸᣢࡋࡓ &17 ࡢⅣ⣲⧄⥔ࡢ
᥋ྜᙉᗘࡀᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡿࡇࡀ᥎ ࡉࢀࡓ㸬୍᪉㸪 E
ࡢሙྜ㸪࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࡢྠᵝ⣙ 㸣ࡀᨵၿࡉࢀ㸪
࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ୰ࡢ &17 ࡢᏑᅾࡣ㸪࣐ࢺࣜࢵࢡࢫᶞ⬡
Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡢᑠ㛵ࢃࡽࡎ㸪ศᩓࡍ
ࡿ &17 ࡀࡁࡢ㐍ᒎࢆᢚไࡋ࡚⏺㠃ᙉᗘࢆྥୖࡉࡏࡓ
ᛮࢃࢀࡿ㸬

ᅗ  3$ ᶞ⬡ࢆ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡋࡓሙྜࡢ
⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ

ࡲࡓ㸪ࡉࡽⅣ⣲⧄⥔⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀప࠸ 33 ᶞ
⬡ࢆᑐ㇟ࡋࡓሙྜࢆᅗ  ♧ࡍ㸬3$ ᶞ⬡ࡢሙྜྠᵝ
ࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪3$ ᶞ⬡ࡢ F ࡢ⤖ᯝẚ
ࡿ㸪⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡣపࡃ㸪◚ቯ㠃ࢆぢࡿᶞ⬡ࡢจ
㞟◚ቯࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇࡽ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀ
ྥୖࡍࡿࡇ࡛㸪⏺㠃ࡢ◚ቯᙧែࡀจ㞟◚ቯඛ⾜࡞ࡾ㸪
&17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡣ㸪⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀ
&17 ࡢ⬺㞳ᙉᗘࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᶞ⬡ᙉᗘࡶ౫Ꮡࡍࡿࡇ
ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬
ᅗ  33 ᶞ⬡ࢆ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡋࡓሙྜࡢ
⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ
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ྠᚿ♫Ꮫඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲䝉䞁䝍䞊◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㻌

Reports of the R&D CACM of Doshisha University㻌㻌

ඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
➨㸯ࢢ࣮ࣝࣉ㸸 Gr ◊✲ᡂᯝᴫせሗ࿌᭩
Gr-1 ࣮ࣜࢲ࣮㸸ྠᚿ♫Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊 ຍ⸨ ᑗᶞ

 ⥴ ゝ
ඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮➨㸯ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪」ྜᮦᩱࡢ㧗ᶵ⬟Ⓨ⌧㸦㧗ᙉᗘ㸪㧗㟁☢Ẽ≉ᛶ࡞㸧ࢆᚤ
どⓗ࡞ᵓ㐀ไᚚࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡋ㸪ࡉࡽ」ྜᮦᩱࡢᐇ⏝ྥࡅࡓ✀ࠎࡢᒎ㛤ࢆࡣࡿ㸬≉㸪ᮦᩱྜᡂ࠾ࡼࡧ
ࡑࡢ」ྜ㸪ᚤどⓗᵓ㐀ࡢไᚚ㸦ᮦᩱᙧែ㸪ศᩓᛶ㸪㓄ྥ࡞ࡢࢼࣀࣞ࣋ࣝไᚚ㸧ࡑࡢホ౯㸪ᶵ⬟ᛶⓎ⌧ࡢ᳨
ウ≀ᛶゎᯒ㸪࠾ࡼࡧᐇ⏝ࢆぢᤣ࠼ࡓᛂ⏝㸪࠸࠺ࡼ࠺㸪⥲ྜⓗ࡞」ྜᮦᩱ◊✲ࢆࡵࡊࡍ㸬

 ᵓᡂဨ
➨ 1 ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲᥎㐍࣓ࣥࣂ࣮ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
ຍ⸨ ᑗᶞ㸦ྠᚿ♫Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ㸧

ᘅ⏣ 㸦ྠᚿ♫Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ㸧
ᐑᮏ ༤அ㸦ྠᚿ♫Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ㸧
⸨ཎ ᘯ㸦ྠᚿ♫Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ㸪⌧㟼ᒸ⌮ᕤ⛉Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ㸧
すᮧ ⪽அ㸦≀㉁࣭ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ࣭௵◊✲ဨ㸧

 ➨㸯ࢢ࣮ࣝࣉࡢάື┠ᶆ
࣭ ➨㸯ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲┠ᶆ࠾ࡼࡧࡑࡢࢸ࣮࣐
➨ 1 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ᚤどⓗ࡞ᵓ㐀ไᚚࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚㐩ᡂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㧗ᶵ⬟Ⓨ⌧ࡢせ⣲ᢏ⾡ࡋ࡚㸪ࢭࣛ
࣑ࢵࢡࢫ࠾ࡼࡧ㔠ᒓᮦᩱࡢࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࡢྜᡂᚤ⣽⤌⧊ࡘ࠸࡚ࡢᮦᩱ⛉Ꮫⓗ◊✲ὀຊࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᐇ
ࡋࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
㸦1) ZrO2(Y2O3)-Al2O3 ⣔ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ㸸㧗ᙉᗘ•ᙉ㠎ᛶࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢ࣐ࢡࣟἼ↝⤖ 1)
㸦2㸧ࣃࣝࢫ㏻㟁ຍᅽ↝⤖ࢆ⏝࠸ࡓ B4C/CNF ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢస〇㧗 ᶵᲔ≉ᛶホ౯ 2)
㸦3㸧c-BN ⣔࠾ࡼࡧ SiC ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ㸸ࢰࣝࢤࣝἲࡸ HIP ࡼࡿᚤ⣽ᵓ㐀ไᚚࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺసᡂ
㸦4㸧㟁ᯒࡼࡗ࡚స〇ࡉࢀࡓࢼࣀ⤖ᬗ Ni-WO3 ྜ㔠ࡢ㧗ᙉᗘ⇕Ᏻᐃᛶ 3)
㸦5㸧ࢼࣀ⢏Ꮚศᩓ Mg/Al2O3 」ྜᮦᩱࡢᅛ┦ᛂࢆ⏝ࡋࡓᚤ⣽⤌⧊ไᚚ
㸦6㸧ㄪ⤌⧊ไᚚࡉࢀࡓ Cu-Mo 」ྜᮦᩱࡢᶵᲔⓗ≉ᛶ⇕ⓗ≉ᛶ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿୖグ㸦1㸧
㸪
㸦2㸧࠾ࡼࡧ(4)ࢆ 4 ❶࡚⤂ࡍࡿ㸬

࣭ ◊✲ෆᐜࡢ⨨࡙ࡅ
➨ 1 ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺㸪ࡁࡃࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ㛵ࡍࡿ◊✲㸦(1)ࠥ(3)㸧㔠ᒓᮦᩱ㛵ࡍ
ࡿ◊✲㸦(4)ࠥ(6)㸧ศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬ಶࠎࡢࢸ࣮࣐ࡣ⊂❧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᖺᩘᅇ⛬ᗘ㛤ദࡋࡓࢥࣟ࢟
࣒࢘ࡸㅮ₇㸪ࡲࡓᚲせᛂࡌ࡚㐃ᦠࢆࡣࡾ࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ㐙⾜ࡋࡓ㸬ಶࠎࡢࢸ࣮࣐ࡢෆᐜ㸪࡞ࡽࡧᮏ◊✲ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᑟධࡋࡓ⨨ࡸ᪤Ꮡ⨨➼ࡢ㛵ಀࢆྜࢃࡏ࡚ᶍᘧⓗᅗ♧ࡍࡿ Fig. 1 ࡢࡼ࠺࡞ࡿ㸬ᚤどⓗᵓ㐀
ไᚚࡢ୍ࡘࡢホ౯᪉ἲࡋ࡚㸪⇕≀ᛶ࣭ᚤ⣽ᵓ㐀ホ౯⨨ࢆᑟධࡋ㸪ࢼࣀࣞ࣋ࣝ㏕ࡿᚤ⢏Ꮚ␗᪉ⓗᵓ㐀≉
ᛶホ౯㸦᪤Ꮡࡢ⨨ే⏝ࡋࡓ≉ᛶホ౯㸧ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ㸪ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡉࡽ࡞ࡿᮦᩱྜᡂࣇ࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࡋ࡚◊✲ࢆ㐙⾜ࡋࡓ㸬
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ࢢ࣮ࣝࣉ┠ᶆ㸸ᚤどⓗᵓ㐀ไᚚࡼࡿ」ྜᮦᩱࡢ㧗ᶵ⬟Ⓨ⌧ࡑࡢᒎ㛤

࣓ࣥࣂ䤀㛫㐃ᦠ

ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ⣔」ྜᮦᩱ
ZrO2(Y2O3)-Al2O3 ⣔ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ
B4C/CNF ⣔ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ



c-BN ⣔ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ

㔠ᒓ⣔」ྜᮦᩱ
ࢼࣀ⤖ᬗ Ni-WO3 ྜ㔠
ࢼࣀ⢏Ꮚศᩓ Mg/Al
 2O3 」ྜᮦᩱ
Cu-Mo ㄪ⤌⧊ไᚚ
㟁ᯒἲࡼࡿᚤ⢏Ꮚᯒฟ

ࢼࣀࢫࢣ࣮ࣝᚤ⢏Ꮚ

ࣃࣝࢫ㏻㟁↝⤖

㧗 ᶵᲔ≉ᛶࡢゎ᫂

␗᪉ⓗᵓ㐀ホ౯࡞

ࢰࣝࢤࣝἲࡼࡿ⾲㠃ᨵ㉁࡞

⇕≀ᛶ࣭ᚤ⣽ᵓ㐀ホ౯⨨➼
ࡼࡿࢼࣀᵓ㐀ไᚚ≉ᛶホ౯
‵ᘧᚤ⢏⨨


༢⤖ᬗ⫱ᡂ⨨

Fig. 1 Schematic view of the research activity of Gr. 1.


 ➨㸯ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ᡂᯝࡢᴫせ

4࣭1 㼆㼞㻻㻞㻔㼅㻞㻻㻟㻕㻙㻭㼘㻞㻻㻟⣔䝁䞁䝫䝆䝑䝖䠖㧗ᙉᗘ䈄ᙉ㠎ᛶ䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾䝬䜲䜽䝻Ἴ↝⤖

⢊యࢆᵓᡂࡍࡿ⢏ᏊࡢᏛⓗ⤌ᡂࡀᆒ㉁࡛㸪⢏Ꮚᚄࡀ nm ࣮࢜ࢲ࣮ࡢ୰ඹỿ⢊యࡣࢡࣛࢵࢡࣇ࣮࡛ࣜ
⦓ᐦ↝⤖࡛ࡁࡿ㧗ᶵᲔⓗ≉ᛶࡸ㟁☢Ẽ≉ᛶࢆ♧ࡍᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪↝⤖ࣉࣟࢭࢫࢆไᚚࡍࡿࡇࡀ
㞴ࡋࡃ㸪࣐ࢡࣟἼ↝⤖ࡼࡿ㧗ᐦᗘ↝⤖యస〇ࡢሗ࿌ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸㸬ᮏ◊✲ࡣࡇࡢ୰ඹỿ⢊యࡢ࣐
ࢡࣟἼ↝⤖㛵ࡍࡿሗ࿌࡛࠶ࡿ㸬ZrO2(2.0mol%Y2O3)-25mol%Al2O3 ⣔ᚤ⢏Ꮚ୰ඹỿ⢊యࢆ⏝࠸࡚࣐
ࢡࣟἼ↝⤖ࢆ⾜࠸㸪᭱㐺ࡢ↝⤖ ᗘࢆ᳨ウࡋ㸪↝⤖యࡢᚤ⣽ᵓ㐀㸪࡞ࡽࡧᶵᲔⓗ≉ᛶࡘ࠸࡚ㄪࡓ㸬
ᆺⓗ࡞⤖ᯝࡋ࡚㸪↝⤖యࡢ┦ᑐᐦᗘ Drel ↝⤖ ᗘࡢ㛵ಀࢆ Fig. 2 ♧ࡍ㸬࣐ࢡࣟἼ↝⤖࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ
↝⤖ἲࡼࡾ⣙ 100~150Υప࠸ ᗘ࡛ࡶ⦓ᐦ࡞↝⤖య(99.0%)ࡀᚓࡽࢀࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪1200~1350Υ
࡛↝⤖ࡉࢀࡓヨᩱࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆ Fig. 3 ࡲࡵࡓ㸬ᮏࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࡢᴫ␎ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡿ㸬
(1) 2.5  3 mol% Y2O3 ῧຍࡋࡓ↝⤖యࡣ↝⤖ ᗘ 1300Υ㏆࡛㸪᭤ࡆᙉᗘ ıbӍ1.3 GPa ࡢ್ࡀᚓࡽࢀ㸪◚
ቯ㠌ᛶ್ KIC ࡣ 2Y ⤌ᡂ࡛ 7.5 MPam1/2㸬ࡢ್ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣ࣐ࢡࣟἼࡢෆ㒊ຍ⇕ࡼࡾ ᗘ໙㓄ࡀᑡ
࡞࠸ࡇ㸪
࣐ࢡࣟἼ↷ᑕࡼࡾᆒ୍ ZrO2  Al2O3 ࡢ⢏Ꮚᚄཬࡧ⤖ᬗᏊᚄࢆᥞ࠼ࡿࡇ࡛ ıb ࡀቑຍࡋ㸪
ࡲࡓ 2Y ⤌ᡂ࡛ࡣᛂຊㄏ㉳┦㌿⛣ࡼࡿᙉ㠌ᶵᵓࡢࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
(2) 2.0Y ୰ඹỿ⢊యࡣ 1300°C ࡛ 30 min ↝⤖ࡍࡿ㸪
⣙ 98%௨ୖࡢ㧗ᐦᗘࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡀస〇࡛ࡁࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㸪 ᚑ᮶ࡢ↓ຍᅽ㟁Ẽ⅔↝⤖ࡼࡾ↝⤖ ᗘࢆ⣙ 150~200°C పୗ࡛ࡁࡿ㸬࣐ࢡࣟἼ↝⤖ࡣෆ㒊Ⓨ⇕
࡛࠶ࡿࡓࡵᮦᩱෆ㒊ࡢẼᏍࡀῶᑡࡍࡿࡇ㸪ᛴ㏿࣭▷㛫↝⤖㸪㟁☢ሙࡼࡾཎᏊ࣭࢜ࣥࡀάᛶࡉ
ࢀ㸪ᣑᩓࡀಁ㐍ࡉࢀ⦓ᐦࡀ㐍ᒎࡍࡿࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᚑ᮶ࡢእ㒊ຍ⇕᪉ᘧ࡛ࡢᑐὶ࠾ࡼࡧ⇕ఏᑟ
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Fig. 2 Relative density Drel of ZrO2(2.5, 3Y)-23A
composites fabricated by microwave sintering.
Fig. 3 Mechanical properties of ZrO2(Y2O3)23mol%Al2O3 composites fabricated by
microwave sintering.

⇕ᦆኻࢆῶᑡࡉࡏ㸪≀㉁ࡢ㟁☢࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ┤᥋྾࣐ࢡࣟἼࡼࡿㄏ㟁ຍ⇕ᶵᵓࡼࡾ㸪⇕ฎ⌮㛫
࠾ࡼࡧᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢపῶࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
(3) ẁ㝵↝⤖ࡼࡗ࡚ t-ZrO2 ┦ࡀᏳᐃ࡞ࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⤖ᬗ⢏Ꮚࡢᚤ⣽ࡶ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ
ࡓࡵ㸪㧗ᐦᗘࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࢀࡤ㧗ᙉᗘࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᚑ᮶ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢ〇㐀㐣⛬࡛⇱ᕤ⛬⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣐ࢡࣟἼຍ⇕ࡀ㸪ᙉ㠎ᛶࢪࣝࢥࢽࡢ↝⤖య
స〇ᛂ⏝࡛ࡁࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬ᚋࡣ⢏ᡂ㛗ࢆᆒ୍ᢚไࡋࡓ〇㐀࣭↝⤖ࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡋ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ
ᙉᗘࡢቑຍ┦ᑐᐦᗘ 99%௨ୖࡢヨᩱࡢస〇ࡀㄢ㢟ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
4࣭
࣭2 䝟䝹䝇㏻㟁ຍᅽ↝⤖䜢⏝䛔䛯B4C/CNF䝁䞁䝫䝆䝑䝖䝉䝷䝭䝑䜽䝇䛾స〇䛸㧗 ᶵᲔ≉ᛶホ౯

ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࢆ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡋࡓ㧗 ᵓ㐀ᮦᩱ࡛ࡣ, ᭱㧗⏝ ᗘࡀ㔠ᒓ⣔ࡢᮦᩱẚ, ᖜྥୖ
ࡍࡿ࠸࠺㛗ᡤࡀ࠶ࡿ㸬୰࡛ࡶⅣ࣍࢘⣲(B4C)ࡣ㧗◳ᗘ(ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘ HV : 29~33 GPa), 㧗⼥Ⅼ(Tm:
2450°C)㸪㍍㔞 (⌮ㄽᐦᗘ Dx : 2515 kg/m3)࠸࠺≀ᛶࢆ♧ࡋ, ḟୡ௦ࡢᵓ㐀ᮦᩱࡋ࡚᭷ᮃどࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
୍᪉, ᮏࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࡛ࡣ⬤ࡉࢆඞ᭹ࡍࡿࡇࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࣃࣝࢫ㏻㟁ຍᅽἲ(PECPS)࡛↝⤖ࡋࡓ B4C/CNF(࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࣇࣂ࣮)」ྜᮦᩱࡣ༢┦ࡢ B4C ẚ
◚ቯ㠌ᛶ್ࡀྥୖࡋ, 1600°C ࡛ 800 MPa ࡢ᭤ࡆᙉᗘࢆ♧ࡍࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᚑ᮶␗࡞ࡿ✀㢮ࡢ
CNF ࡛࠶ࡿ࢝ࢵࣉ✚ᒙᆺ CNF(CsCNF)ࢆ⏝࠸࡚ B4C/ CsCNF 」ྜᮦᩱࢆྜᡂࡋ, ࡑࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆホ౯ࡋࡓ
ࡀ, ᚑ᮶ࡢ B4C/CNF 」ྜᮦᩱࢆ㉸࠼ࡿᶵᲔⓗ≉ᛶࡣᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࡀ㸪CNF ࡼࡾࡶᶵᲔⓗ≉ᛶඃࢀࡓ
࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ(CNT)㸪◪㓟ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ CNF ࢆᙉ⧄⥔ࡋ࡚⏝࠸ࡓ㸬CNT(ᘬࡗᙇࡾᙉᗘ~150
GPa, ࣖࣥࢢ⋡ 1200 GPa) ࡣ㸪CNF(ᘬࡗᙇࡾᙉᗘ~2.2 GPa, ࣖࣥࢢ⋡ 300 GPa)ࡼࡾࡶඃࢀࡓᶵᲔⓗ≉ᛶࢆ♧
ࡍ㸬ࡇࡢ CNT ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛」ྜᮦᩱࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࡀྥୖࡍࡿᮇᚅࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ CNF ࡣࡑࡢస〇ࡢ㐣⛬
࡛ Fe ゐ፹ࢆ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ, ࡇࡢ Fe ゐ፹ࡀ㧗 ࡛ࡢ B4C/CNF 」ྜᮦᩱࡢ᭤ࡆᙉᗘࡢపୗࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡉࡽ CNF ࢆ◪㓟࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇࡼࡾ, CNF ࡢ⾲㠃ᨵ㉁ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛
CNF ࢆ◪㓟࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡛ CNF ୰ࡢ Fe ࢆ㝖ཤ࠾ࡼࡧ, ⾲㠃ᨵ㉁ࢆヨࡳ㸪ࡉࡽ B4C/CNT ࠾ࡼࡧ
B4C/◪㓟ฎ⌮ CNF 」ྜᮦᩱࢆྜᡂࡋ, 㧗 ୗ࡛ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬
ᮏࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࡢᴫ␎ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡿ㸬
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Fig. 4 Mechanical properties of B4C/(acid
treated CNF) composites.

Fig. 5 High-temperature bending strength of
B4C/CNT composites from 25°C to 1700°C
in Ar.

Fig. 6 Stress-strain curves of B4C/(acid treated CNF) composites and untreated CNF composite (1700°C).
(1) B4C/CNT 」ྜᮦᩱ࠾ࡼࡧ㓟ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ CNF ࢆ⏝࠸ࡓ B4C/CNF 」ྜᮦᩱࢆྜᡂྠ↝⤖ࡋ, 㧗
࡛ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬B4C/CNT 」ྜᮦᩱ࡛ࡣ CNT ࡀ CNF ࡼࡾඃࢀࡓᶵᲔⓗ≉ᛶࢆ♧ࡍࡶ㛵
ࢃࡽࡎ㸪B4C/CNF 」ྜᮦᩱྠ➼ࡢ≉ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬ᶵᲔⓗ≉ᛶ㸪㧗 ࡛ࡢ᭤ࡆᙉᗘࢆ Fig. 4 ࠾ࡼࡧ Fig. 5
♧ࡍ㸬
(2) CNF 㓟ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ Fe ࡢྵ᭷㔞ࡀࢃࡎῶᑡࡋ, ⾲㠃≧ែࡀኚࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ CNF ࢆ
⏝࠸ࡓ B4C/CNF 」ྜᮦᩱ ࡣᚑ᮶ࡢ B4C/CNF 」ྜᮦᩱẚ, 100°C 㧗࠸ 1700°C ࡲ࡛ᙉᗘࡢపୗࡀ㉳ࡇ
ࡽࡎ, 㧗 ୗ࡛ࡣࡁ࡞ࡦࡎࡳ(25%)ࢆ♧ࡋࡓ㸬Fig. 6 㓟ฎ⌮ CNF 」ྜᮦᩱࡢᛂຊ-ࡦࡎࡳ᭤⥺ࢆ♧ࡍ㸬ࡇ
ࡢ⤖ᯝ, CNF10vol%ῧຍヨᩱࡢ 1700°C ࡛ࡢࡦࡎࡳ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘࡣ㸪༢┦ࡢ B4C ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢ 25°C ࡛
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ࡢࡦࡎࡳ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦᗘẚ⣙ 45 ಸࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ㸬 ࡲࡓ, 㧗 ࡛᭤ࡆヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓヨᩱࡢ◚㠃ࡢ SEM
ほᐹࡽ㸪ᐊ ࡛ࡢ◚ቯẚ, CNF ࡢᘬࡁᢤࡁࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
䠊3㻌 㟁ゎᯒฟἲ䛻䜘䜛䝘䝜 㼃㻻㻟 ⢏Ꮚศᩓ䝘䝜 㻺㼕 ⤖ᬗ䛾ྜᡂ
4䠊
㏆ᖺ䠈䜶䝛䝹䜼䞊ຠ⋡䛾ྥୖ䛾䛯䜑㔠ᒓ⣔㒊ᮦ䛾ⷧ⫗䠈ᑠᆺ䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䠊䛭䛾䛯䜑䠈㔠ᒓᮦᩱ䛾ᙉ
ᗘ䠈㠌ᛶ䠈⑂ປ≉ᛶ䛺䛹䛾ྥୖ䛜ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠊䛭䛾᪉ἲ䛸䛧䛶ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛜䠈⤖ᬗ⢏䛾ᚤ⣽䛷䛒䜛䠊
㉸ᚤ⣽⤖ᬗ⢏ᮦᩱ䛿ᙉᗘ䛸ఙ䜃䜢୧❧䛷䛝䜛ᮦᩱ䛸䛧䛶▱䜙䜜䛶䛚䜚䠈䛭䛾୰䛷䜒䝘䝜⤖ᬗᮦᩱ䛿䠈ᴟ䜑䛶㧗䛔ᙉ
ᗘ䜔◳ᗘ䜢᭷䛩䜛ᮦᩱ䛸䛧䛶◊✲䛜┒䜣䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䠊䝘䝜⤖ᬗ㔠ᒓ䛿ᵝ䚻䛺᪉ἲ䛷స〇ྍ⬟䛷䛒䜛䛜䚸୰䛷
䜒㟁ᯒἲ䛿䠈nm 䜸䞊䝎䞊䛾ᮦᩱ䛜ẚ㍑ⓗᐜ᫆䛻స〇䛷䛝䜛ᡭἲ䛷䛒䜛䠊䛭䛾୍᪉䛷䠈㟁ᯒἲ䛻䜘䜚స〇䛧䛯䝘䝜
⤖ᬗᮦᩱ䛿⢏ᡂ㛗䛧䜔䛩䛟䚸⇕ⓗᏳᐃᛶ䛜ప䛔ᙅⅬ䛜䛒䜛䚹⇕ⓗᏳᐃᛶྥୖ䛾䛯䜑䛻䚸䛣䜜䜎䛷㓟≀➼䛾ศᩓ
⢏Ꮚ䜢ධ䜜䛶䚸⤖ᬗ⢏⏺䜢䝢䞁Ṇ䜑䛥䛫䜛䛣䛸䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䚹㟁╔ἲ䛻䜘䜚㓟≀䜢ศᩓ䛥䛫䛯ᮦᩱ䛾ྜᡂ䛿㟁ゎ
ᾮ䛻㓟≀⢏Ꮚ䜢ᠱ⃮䛥䛫䛯ඹᯒฟ䛜ὶ䛷䛒䜛䛜䚸ᮏ◊✲䛷䛿㟁ᯒ୰䛻Ꮫྜᡂ䛻䜘䜚䝘䝜䝇䜿䞊䝹䛾䠳䠫䡔
䜢ᆒ୍䛛䛴ᚤ⣽ᯒฟ䛥䛫䛯䝘䝜⤖ᬗ䠪䡅䛾స〇᪉ἲ䜢☜❧䛩䜛䠊
ᮏࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࡢᴫ␎ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡿ㸬
(1) ᚑ᮶䛿㟁ゎᾮ୰䛻᭱ึ䛛䜙 SiO2䠈Al2O3 ⢏Ꮚ䛺䛹䜢ྵ᭷䛥䛫䛶㟁ゎᯒฟ䛥䛫䜛᪉ἲ䛜୍⯡ⓗ䛷䛒䜛䛜䠈䛣䛾
᪉ἲ䛷䛿ศᩓ⢏Ꮚ䛜䝘䝜䜸䞊䝎䞊䛻䛺䜛䛸จ㞟䛜ၥ㢟䛸䛺䜛䠊䜎䛯䠈䝇䝍䞁䝗䝞䜲㛫䛾ㄪᩚ䛻䜘䜚䠈䝘䝜⤖ᬗ Ni 䛻
ྲྀ䜚㎸䜎䛫䜛䛸䛝䛾 WO䠏⢏Ꮚ䛾䛝䛥䜢ไᚚ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䠊䝇䝍䞁䝗䝞䜲㛫䛸㟁ゎᾮ୰䛻ᙧᡂ䛧䛯 WO䠏
⢏Ꮚ䛾䛝䛥䛾㛵ಀ䜢ㄪ䜉䛯⤖ᯝ䠈⢏Ꮚ䝃䜲䝈䛿㛫䛻䜋䜌ẚ䛧䛶ቑ䛧䠈⣙䠎䠌䠌㛫ᚋ䛷䛿 500nm ⛬ᗘ䜎䛷
ᡂ㛗䛩䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠄Fig.7䠅䠊䛣䛾㛵ಀ䛛䜙䝇䝍䞁䝗䝞䜲㛫䜢䠍䠈䠎㛫䛻ㄪᩚ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䠈WO䠏⢏Ꮚ
䝃䜲䝈䜢 Ni ⤖ᬗ⢏ᚄ䠄⣙ 40nm䠅௨ୗ䛾䛝䛥䛻ไᚚ䛧䛶䠈Ni ᮦᩱෆ㒊䛻ྲྀ䜚㎸䜐䛣䛸䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䠊
(2) 㟁ゎ䝘䝜 Ni ⤖ᬗ୰䛾 W ඖ⣲䛾Ꮡᅾ䜢 EDS 䛻䜘䜚☜ㄆ䛷䛝䛯䠊䜎䛯䠈㟁ゎᾮ䛻 KM䡊WO4 ῧຍ㔞䜢ቑຍ䛥
䛫䛶䜒 W ඖ⣲䛾⃰ᗘ䛿䠎䠂⛬ᗘ䛜㝈⏺䛸䛺䛳䛯䠊ᮏᖺᗘ䛿㟁ゎᾮ୰䛾 Na2WO4 䛚䜘䜃㟁ὶᐦᗘ䜢ኚ䛥䛫䜛䛣䛸
䛻䜘䜚䠈ㄢ㢟䛷䛒䛳䛯 Ni ୰䛻ศᩓ䛥䛫䜛 WO䠐⢏Ꮚ䛾ྵ᭷㔞䜢䛥䜙䛻ቑຍ䛥䛫䛶䠈䝡䝑䜹䞊䝇◳䛥䛷 700 䜎䛷ୖ᪼䛥
䛫䜛䛣䛸䛻ᡂຌ䛧䛯䠄Fig.8䠅䠊䜎䛯䠈ᚑ᮶⤖ᯝ䜘䜚䜒ྠ୍⤖ᬗ⢏ᚄ䛻䛚䛔䛶䛥䜙䛻◳ᗘ䜢ୖ᪼䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯
䠄Fig.9䠅䠊䜎䛯⇕ⓗᏳᐃᛶ䛻䛴䛔䛶䜒㌾ ᗘ䛜ୖ᪼䛧䠈Ᏻᐃᛶ䛜ྥୖ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛷䛝䛯(Fig.10)䠊WO3 ⢏
Ꮚ䛾Ꮡᅾ䜢 TEM ➼䛻䜘䜚☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛜䠈Ni ⤖ᬗ⢏ᚄ䜘䜚ᚤ⣽䛻ᯒฟ䛧䠈ᯒฟ◳䛸⢏⏺䛾䝙䞁䝙䞁䜾䛜⏕
䛨䛯ྍ⬟ᛶ䛜♧၀䛥䜜䜛䠊

Fig. 8. The hardness of Ni-WO3 electrodeposits as a
function of Na2WO4.2H2O content in the electrolyte

Fig. 7: (a) TEM micrographs of hydrolyzed WO3
particles for 336 hours without electrodeposition, EDS
line analysis of (b) W and O element, (c) Ni and S
element, (d) EDS spectrum of WO3 particles
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Fig. 10. Relationship between the hardness
and annealing temperature for 40 minutes of
the plates synthesized in electrolytes of
various KMnWO3 contents

Fig. 9. Vickers hardness as a function of the volume
fraction of WO3 particles in the electrodeposits

 ⤖   ゝ

ᮏ◊✲䛷䛿䠈TiB2/[ZrO2-Al2O3]⣔䝁䞁䝫䝆䝑䝖䠈B4C-CNF ⣔䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛚䜘䜃䝘䝜 WO3 ⢏Ꮚศᩓ䝘䝜 Ni ⤖ᬗᮦ
ᩱ䛺䛹䛻䛚䛔䛶䠈䝭䜽䝻䛛䜙䝘䝜䝇䜿䞊䝹䛻䛚䛡䜛ᚤ⣽⤌⧊䜢⢭ᐦ䛻ไᚚ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䠈㧗ᙉᗘ䛛䛴㧗ᶵ⬟ᛶ䜢䜒
䛳䛯䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛜ᚓ䜙䜜䠈ᚑ᮶䛸䛿␗䛺䛳䛯ศ㔝䜈䛾ᛂ⏝䜔Ⓨᒎ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䠊≉䛻 B4C-CNF ⣔䝁䞁䝫䝆䝑䝖䛻
䛚䛡䜛㧗 㧗ᙉᗘ䈄ᙉ㠎ᛶ䜔䝘䝜 WO3 ⢏Ꮚศᩓ䝘䝜 Ni ⤖ᬗᮦᩱ䛻䛚䛔䛶䠈ᚤ⣽⤌⧊ไᚚ䛸㧗ᶵ⬟ᛶ䛾㧗䛔┦㛵
䜢ぢฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯䠊䛧䛯䛜䛳䛶䠈ᙜ䜾䝹䞊䝥䛾┠ᶆ䛾䛝䛺ᰕ䛷䛒䜛䠈ᚤどⓗᵓ㐀ไᚚ」ྜᮦᩱ䛾㧗ᶵ⬟
Ⓨ⌧䛻䛴䛔䛶䛿䠈ୖ㏙䛾ᮦᩱ䛻㛵䛧䛶䛿䠈◊✲┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛧䛶䛔䜛䠊
୍᪉䠈䛣䛾䜘䛖䛺ᚤ⣽⤌⧊ไᚚ䛻䜘䜛㧗ᶵ⬟Ⓨ⌧䛾ᒎ㛤䛻㛵䛧䛶䛿䠈䛥䜙䛺䜛᥈ồ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䠊䛘䜀䠈㓟
≀⇕㟁ᮦᩱ䜈䛾Ꮫⓗ䛺ไᚚ䛻䜘䜛ᛶ⬟ྥୖ䛿䠈⌧Ⅼ䛷ẕయᮦᩱ䜢䛝䛟㉸䛘䜛䜒䛾䛿ᚓ䜙䜜䛶䛔䛺䛔䠊䛣䛾
䜘䛖䛺Ꮫⓗไᚚ䛻䜘䜛㝈⏺䜢ඞ᭹䛧䠈䛥䜙䛺䜛ᮦᩱᒎ㛤䜢⾜䛖䛯䜑䛻䛿䠈ᚤどⓗᵓ㐀ไᚚ䛻䜘䜛㧗ᶵ⬟䛾䛯䜑
䛾ᇶ♏ⓗ䛺▱ぢ䛜༑ศ䛷䛒䜚䠈ᒎ㛤◊✲㐙⾜䛾㝼㊰䛸䛺䛳䛶䛔䜛䠊ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ䜢䜘䜚ᖜᗈ䛔ᮦᩱ䜈ᒎ㛤䛷䛝䜛
䜘䛖䠈ᚤ⣽ᵓ㐀䛸㧗ᶵ⬟Ⓨ⌧䛾㛵㐃ᛶ䜢䜘䜚῝䛟㏣ồ䛩䜛䛸䛔䛖ほⅬ䛻䛯䛳䛶䠈᪂ᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䜢⥅⥆䛧䛶䛔䛟ᡤᏑ䛷
䛒䜛䠊
ཧ ⪃ ᩥ ⊩
[1] ᘅ⏣㸪ᒣᮏኴ㸪➲ཌᕼ㸪ຍ⸨ᑗᶞ㸪⏣ཱྀ⚽ᶞ㸪ᮌᮧⱥኵ㸪㧗ඃ⾜㸪ᑎ⏣ᫀ⏕㸪ZrO2(Y2O3)-Al2O3 ⣔
ᅛ⁐య⢊యࢆ⏝࠸࡚స〇ࡋࡓࢩࣝࢥࢽ⣔ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࠾ࡅࡿᶵᲔⓗ≉ᛶࡢ Al2O3 ⤌ᡂ౫Ꮡᛶ㸪J. Jpn.
Soc. Powder Powder Metallurgy, 62, 134-143 (2015).>@
[2] Ken Hirota, Mitsuhiro Shima, Xiaolei Chen, Naoki Goto, Masaki Kato, Toshiyuki Nishimura, Fabrication of dense
B4C/CNF composites having extraordinary high strength and toughness at elevated temperatures, 0DWHULDOV 6FLHQFH
DQG (QJLQHHULQJ $ Vol.628, pp. 41-49 (2014).>@
[3] Merita, Motohiro Yuasa, Hiroyuki Miyamoto ࠊ͇ Nanocrystalline Nickel Dispersed with Nano-scale WO3 by
electrodeposition͇
ࠊIUMRS-ICAM 2017 The 15th International Conference on Advanced MaterialsࠊKyotoࠊJapan,
2017.9 >@
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ྠᚿ♫Ꮫඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲䝉䞁䝍䞊◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㻌

Reports of the R&D CACM of Doshisha University㻌㻌

ඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲䝉䞁䝍䞊㻌 㻌
➨䠎䜾䝹䞊䝥䠖㻌 Gr ◊✲ᡂᯝᴫせሗ࿌᭩㻌
Gr-2 ࣮ࣜࢲ࣮㸸ྠᚿ♫Ꮫ ⌮ᕤᏛ㒊 ❑ஓ
   
 ⥴   ゝ
➨ 2 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪
ࠕࢼࣀ⧄⥔࣭⢏Ꮚࡢᵓ㐀ไᚚᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ᪂つࢼࣀ」ྜᮦᩱࡢಙ㢗ᛶࡑࡢᏳᐃ㛵ࡍ
ࡿࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ࠖࢆ㢟┠㸪◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ᭩࡛ࡣࡑࡢ 5 ᖺ㛫ࡢάືࡢᴫせሗ࿌ࢆ⾜࠺㸬
 ᵓᡂဨ
๓ᖺᗘࡽࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ⥅ᢎࡋ㸪௨ୗࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡚㸪◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
  ❑ ஓ 㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧
  ᕝ⏣ ᏹஅ ᪩✄⏣Ꮫᩍᤵ 
  㧗ᮌ ᆒ  㸦ᚨᓥᏛᩍᤵ㸧
  ㎷ෆ ఙዲ 㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧
  ⸨ ㏱  㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧
  ᯇᒸ ᩗ  㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧  㸦࠶࠸࠺࠼࠾㡰㸧

 ᙜࢢ࣮ࣝࣉయࡢάື┠ᶆ
࣭ ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲┠ᶆ࠾ࡼࡧࡑࡢࢸ࣮࣐⩌
ᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪ඛ➃」ྜᮦᩱࡢᐇ⏝ホ౯ࢆ⾜࠺ࢆ┠ⓗ㸪௨ୗࡢලయⓗ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㸦㸯㸧ࢼࣀ⧄⥔ῧຍ CFRP 」ྜᮦᩱ࠾ࡅࡿ⧄⥔㸭ẕᮦ⏺㠃࠾ࡅࡿࢼࣀ⧄⥔ຠᯝࡢゎ᫂ᛂ⏝
ձ㧗ศᏊẕᮦࡢᚤ⣽⧄⥔ῧຍࡼࡿⅣ⣲⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡢ⑂ປᑑྥୖࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂
ղࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ᙉࢼࣀࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࡢ≉ᛶᨵၿ㛵ࡍࡿ◊✲
㸦㸰㸧ࢦ࣒࢚ࣛࢫࢺ࣐࣮」ྜᮦᩱࡢື≉ᛶホ౯ῶ⾶≉ᛶࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
㸦㸱㸧ࢼࣀ⢏Ꮚࢆῧຍࡋࡓᙉ」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿㺃ᦶ⪖≉ᛶࡢᨵၿ
ձ⢏Ꮚᙉ࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘」ྜᮦᩱ࠾ࡅࡿࢺࣛ࣎ࣟࢪ࣮≉ᛶࡢᢕᥱղ⢏Ꮚᙉ࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘」ྜᮦᩱ࠾ࡅࡿࢺࣛ࣎ࣟࢪ࣮≉ᛶࡢᢕᥱ
ճࣇࣈࣜࣝᮌ⢊ࢆ⏝࠸ࡓ WPC ࡢࢼࣀࢫࢡࣛࢵࢳἲࡼࡿᮦᩱ≉ᛶࡢホ౯
մᅽຊᘧ࣍ࣔࢪࢼࢨ࠾ࡼࡧᾮ୰ࣉࣛࢬ࣐ἲࢆ⏝࠸ࡓ㖟ࢼࣀ⢏Ꮚᢸᣢࢢࣛࣇ࢙ࣥࡼࡿ㏱᫂ᑟ㟁⭷ࡢస
〇࠾ࡼࡧ≉ᛶホ౯
㸦㸲㸧ࡲࡓᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣᙜࢢ࣮ࣝࣉෆࡔࡅࡢάືࡲࡽࡎ㸪ᙜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ෆࡢูࢢ࣮ࣝࣉ㐃ᦠࡋ㸪᪂ࡓ࡞ඛ➃
」ྜᮦᩱࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪⾲㠃 CNT ࢆᢸᣢࡋࡓⅣ⣲⧄⥔ࡢᶞ⬡ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲ࢆ
2017 ᖺᗘࡼࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
㸨௨ୗ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲┠ⓗ࠾ࡼࡧᡂᯝᴫせࡘ࠸࡚㸪௨ୗグࡍ㸬


࣭ ◊✲ෆᐜࡢ⣔⤫
ᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪௨ୖࡢࡼ࠺࡞ྛ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡼࡾ㸪ᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣᅗ㸯♧ࡍࡼ࠺࡞◊✲άື
ࡢࡘ࡞ࡀࡾయീࢆᵓࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪᪂ࡓ࡞ࢼࣀ⧄⥔࠾ࡼࡧࢼࣀ」ྜᮦᩱࡢ〇㸪」ྜᮦᩱ㛫ࡢಙ
㢗ᛶࡢ㧗࠸᥋ྜᢏ⾡ࡸ᪂ࡋ࠸ᡂᙧຍᕤᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡆ㸪ᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾ࡅࡿᮦᩱᙉᗘⓗ࠾ࡼࡧᮦᩱ
⛉Ꮫⓗ࡞どⅬࡽᣐⅬᙧᡂࡢ୍⩼ࢆᢸ࠺㸬
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ᅗ㸯 ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲άືࡢࡘ࡞ࡀࡾయീ

㸲㸬 ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࡢᴫせ
㸦㸯ʊձ㸧㧗ศᏊẕᮦࡢᚤ⣽⧄⥔ῧຍࡼࡿⅣ⣲⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡢ⑂ປᑑྥୖࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂
ᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᚤ⣽⧄⥔ࢆẕᮦῧຍࡋࡓ CFRP ࡢ⑂ປᑑྥୖࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡇࡋࡓ㸬CFRP ࡣ᭦࡞ࡿᶵᲔⓗ≉ᛶཬࡧ⑂ປ≉ᛶྥୖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᚤ⣽⢏Ꮚࡸ⧄
⥔ࢆ CFRP ࡢẕᮦῧຍࡍࡿࡇ࡛ᶵᲔⓗ≉ᛶࡸ⑂ປ≉ᛶࡀྥୖࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࡣ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᚤ⣽⧄⥔ࢆῧຍࡍࡿࡇࡼࡿᙳ㡪ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽࡍࡿ
ࡓࡵῧຍࡍࡿࡓࡵᚤ⣽⧄⥔ࡢࢫ࣌ࢡࢺẚࡢ㐪࠸╔┠ࡋࡓ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ┤ᚄࡀྠᵝ࡛㛗ࡉࡢࡳࡀ␗࡞ࡿᚤ⣽⧄⥔ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ࢫ࣌ࢡࢺẚࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ
ࡋࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺㛗ࡉࡢ␗࡞ࡿᚤ⣽⧄⥔ࢆẕᮦῧຍࡋ㸪ࡑࡢ≉ᛶࡢኚཬࡧ CFRP ୰࡛ࡢᚤ⣽⧄⥔ࡢᏑ
ᅾ≧ែࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡛᪂ࡓ࡞▱ぢࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡉࡽࡣ㸪ᒙ㛫◚ቯࡢᢚไ᭷ຠ࡞ L-CNF ῧຍ
ᶞ⬡ࢆ CFRP ࡢᯈཌ᪉ྥࡢ୰ኸ㓄ࡋ㸪ᘬᙇ◚ቯࡢᢚไ᭷ຠ࡞ S-CNF ῧຍᶞ⬡ࢆ CFRP ࡢ⾲㠃㓄ࡍࡿᡭ
ἲࡣ㸪ᖹ⧊ࡾᕸ CFRP ࡢ᭤ࡆ≉ᛶࡢᨵၿ㸪≉᭤ࡆ⑂ປᑑࡢᨵၿ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬⥲ࡌ࡚ẕ
ᮦᒙࡢ✚ᒙᵓᡂࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡛㸪ᶵᲔⓗ≉ᛶ࠾ࡼࡧ⑂ປᑑࢆࡉࡽྥୖࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ
ࢃࡗࡓ㸬
ᙜึ┠ᶆࡽࡢ㐩ᡂᗘࡋ࡚ࡣ 90%࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡞ࡿཎ⌮ゎ᫂㸪」ྜᮦᩱࡢᚤ⣽⧄⥔ࡢῧຍ᮲௳ࡢ
ຠᯝࡢ᭱㐺ࢆ┠ᣦࡍ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㸦㸯ʊղ㸧ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ᙉࢼࣀࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࡢ≉ᛶᨵၿ㛵ࡍࡿ◊✲
ᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ᙉ」ྜᮦᩱᑐࡋ࡚ࢼࣀ⧄⥔ᵓ㐀ไᚚᢏ⾡
ࢆᛂ⏝ࡋ࡚ࡉࡽ࡞ࡿ㧗ᙉᗘࢆ⾜࠺ඹᙉᗘⓎ⌧࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᮍฎ⌮ᮦࡢᙉᗘᑐࡋ࡚
㸱ಸ௨ୖࡢᙉᗘࢆ᭷ࡍࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ᙉࢼࣀࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇࡋࡓ㸬ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼ
ࣀࣇࣂ࣮ᙉ」ྜᮦᩱࡢᙉᗘ≉ࢆᨭ㓄ࡍࡿせ࡞せᅉࡋ࡚ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ࡢ㓄ྥ≧ែ
㸪ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ẕᮦᶞ⬡ࡢ⏺㠃ᙉᗘࡢ㸰ࡘὀ┠ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬๓⪅㛵ࡋ࡚ࡣࢭ
࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆ࣏ࣜࣅࢽࣝࣝࢥ࣮ࣝᶞ⬡୰ࣛࣥࢲ࣒㓄ྥࡉࡏࡓࢼࣀࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺᑐࡋ࡚
ᘧ࠾ࡼࡧ‵ᘧࡢᘏఙฎ⌮ࢆ⾜࠸ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ࡢ㓄ྥไᚚࢆ⾜࠼ࡓ㸬ᚋ⪅㛵ࡋ࡚ࡣྠࡌࡃ
ᑐࡋ࡚࣍ࢵࢺࣉࣞࢫฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚⧄⥔㛫࠾ࡼࡧ⧄⥔㸭ᶞ⬡㛫⏕ࡌࡿỈ⣲⤖ྜࡢ≧ែࢆኚࡉࡏࡓࢼࣀࢥ
࣏ࣥࢪࢵࢺࢆヨసࡋࡑࡢᙉᗘ≉ᛶホ౯ࢆ㏻ࡋ࡚㧗ᙉᗘࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᚑ᮶㢌ᡴࡕ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮」ྜᮦᩱࡢᙉᗘ≉ᛶࢆࡉࡽྥୖࡉࡏࡿࣈࣞࢡࢫ࣮ࣝᢏ⾡࡞ࡾ
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ᚓࡿࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡉࡽࢤࣝฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ PVA ࢆ⏝࠸ࡓࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮」ྜᮦᩱࡣ㸪ᮍฎ⌮ᮦẚ㍑ࡋ࡚ 8
ಸ௨ୖࡢᘏఙࡦࡎࡳࢆ࠼ࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪40%ࡢᘏఙࡦࡎࡳࢆ࠼ࡿ㸪ᘏఙ᪉ྥࡢᶵᲔⓗ≉ᛶ㸦ᘬ
ᙇᙉࡉ㸪ࣖࣥࢢ⋡㸧ࢆྥୖ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓゎ⧄ࡋࡓࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆ⏝࠸ࡿ㧗࠸ᶵᲔⓗ≉ᛶࡢྥ
ୖ⋡ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆゎ⧄ࡍࡿࡇ࡛ྠࡌᘏఙࡦࡎࡳ㔞࡛ࡶ CNF ࡢ㓄ྥኚࡀቑ
ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡏࡓ㸬
ᙜึ┠ᶆࡽࡢ㐩ᡂᗘࡋ࡚ࡣ 80%࡛࠶ࡾ㸪ᮍฎ⌮ᮦẚ㍑ࡋ࡚ 8 ಸ௨ୖࡢᘏఙࡦࡎࡳࢆ࠼ࡿࡣྍ
⬟ࡋࡓࡀ㸪ᙜึ┠ᶆࡢᮍฎ⌮ᮦࡢᙉᗘᑐࡋ࡚㸱ಸ௨ୖࡢᙉᗘࢆ᭷ࡍࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮ᙉࢼࣀ
ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡣࡲࡔ฿㐩࡛࠶ࡾ㸪ୖグࡢᘏఙᡭἲ࡞ࢆᛂ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ┠ᶆ್ࡢ㐩ᡂࢆ┠
ᣦࡍ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬


㸦㸯ʊճ㸧CFRTP ᯈࡢ࣎ࣝࢺ⥅ᡭࡢ⥅ᡭຠ⋡ࢆᨵၿࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ┠ⓗࡣ㸪CFRTP ᯈࢆ࣎ࣝࢺ⥾⤖ࡋࡓ࣎ࣝࢺ⥅ᡭࡢ⥅ᡭຠ⋡ࢆᨵၿࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤
Ⓨࡍࡿࡇࡋࡓ㸬ᮏᴗ࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲ࡼࡾ㸪ᚤ⣽⧄⥔ࢆῧຍࡍࡿࡇࡼࡾ」ྜᮦᩱࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࡀ
ྥୖࡍࡿࡇࡀ㐣ཤࡢ◊✲ࡼࡾ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ▱ぢࢆᛂ⏝ࡋ㸪CFRTP ᯈࡢ࣎ࣝࢺ᥋ྜࡢၥ㢟Ⅼᡂ
ࡾᚓࡿ࣎ࣝࢺ✰ഃ㠃ࢆそ࠺ᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ࢆῧຍࡋࡓ࣮࢝ࣛࢆ࣎ࣝࢺ⥾⤖ే⏝ࡍࡿᡭἲࢆᥦࡋ㸪ࡑࡢ
ᨵ㉁࣮࢝ࣛࡢే⏝ࡀ⥅ᡭຠ⋡ཬࡰࡍᨵၿຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓ㸬◊✲ࡢ⤖ᯝ㸪ᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ࢆῧຍࡋࡓᶞ⬡〇
࣮࢝ࣛే⏝࣎ࣝࢺ⥾⤖ᡭἲࡣ⥅ᡭຠ⋡ࡢᨵၿ᭷ຠ࡛࠶ࡾ㸪⥅ᡭຠ⋡ࡢᨵၿࡢࡓࡵ᭷ຠ࡞ᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔
ࡢῧຍ㔞ࡣ 1 wt%࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬ᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ῧຍᶞ⬡࣮࢝ࣛࡢే⏝ࡼࡿ⥅ᡭຠ⋡ࡢᨵၿࡣᨵ
㉁࣮࢝ࣛῧຍࡋࡓᚤ⣽࢞ࣛࢫ⧄⥔ࡀ࣎ࣝࢺ✰ࡢഃ㠃㟢ฟࡋࡓⅣ⣲⧄⥔⤡ࡳྜ࠺ࡇࡼࡾ㸪ᦆയࡢ㉳
Ⅼ࡞ࡿ࣎ࣝࢺ✰ഃ㠃࡛ࡢⅣ⣲⧄⥔ẕᮦࡢ㛫ࡢ᥋╔ᛶࡀྥୖࡋ㸪⏺㠃◚ቯࡀᢚไࡉࢀࡓࡇࡼࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬ࡉࡽ⿕⥾⤖ᮦ࡞ࡿ CFRTP ᯈࡢ✚ᒙᵓᡂࡼࡿຠᯝࡢ㐪࠸ࡶ╔┠ࡋ㸪✚ᒙ
ᵓᡂࢆ[0/90]s ࡍࡿ⥾⤖⏝࠸ࡓ࣎ࣝࢺࡢᮏᩘ㛵ࢃࡽࡎ㸪
⥾⤖ࢺࣝࢡ࠶ࡿ⛬ᗘ㧗ࡃタᐃࡍࡿ⥅ᡭຠ⋡ࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿࡸ㸪⥅ᡭࡢ⥅ᡭຠ⋡࣎ࣝࢺ✰࿘㎶࡛ࡢᚤ⣽ࡁࢆ㉳Ⅼࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠゎᨺ⋡ࡢ㛫ࡣṇࡢ┦
㛵㛵ಀࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬
ᙜึ┠ᶆࡽࡢ㐩ᡂᗘࡋ࡚ࡣ 70%࡛࠶ࡾ㸪CFRTP ᯈࢆ࣎ࣝࢺ⥾⤖ࡋࡓ࣎ࣝࢺ⥅ᡭࡢ⥅ᡭຠ⋡ࢆ㸪᭱ࡶ
࡞[0/90]s ᮦ࡛ぢࡿ㸪ᙜึ 20%⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡑࡢ್ࢆ㸪30㹼40%⛬ᗘࡲ࡛ᨵၿࡍࡿࡣྍ⬟࡞ࡗࡓ
ࡀ㸪ᬑ㐢ⓗ࡞┠ᶆ್࡛࠶ࡿ 100%ࡢ⥅ᡭຠ⋡ࡲ࡛ࡣࡲࡔ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶ 100%㏆࠸⥅ᡭຠ⋡ࢆ
┠ᣦࡍᢏ⾡ࢆ☜❧ࡍࡿ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㸦㸰㸧ࢦ࣒࢚ࣛࢫࢺ࣐࣮」ྜᮦᩱࡢື≉ᛶホ౯ῶ⾶≉ᛶࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ┠ⓗࡣ㸪≉ᐃࡢ࿘Ἴᩘᖏᇦῶ⾶ᛶ⬟ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿῶ⾶ᮦᩱࡢ㛤Ⓨ
ࡑࡢไᚚࡋࡓ㸬ኳ↛ࢦ࣒ᚤ⢏Ꮚࢆ」ྜࡋ㸪ࡑࡢῶ⾶≉ᛶࡀྥୖࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂ࡍࡿࡶ㸪ࡑ
ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᡭἲࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬๓ᖺᗘ࡛ࡣ㸪ᚤ⢏Ꮚᙧ≧╔┠ࡋ㸪ῶ⾶≉ᛶࡢᙳ㡪
ゎ᫂ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡀ㸪⢏Ꮚࢆ୍ᵝ㓄ྥ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏᖺᗘࡣ㸪⢏Ꮚࢆ୍
ᵝ㓄ྥ࡛ࡁࡿᡂᙧἲࡢᇶ♏᳨ウ࠾ࡼࡧ⢓ᙎᛶヨ㦂ᶵࢆ⏝࠸࡚ᦆኻಀᩘࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬X ⥺ CT ࡼࡿ
ෆ㒊ほᐹࢆ⾜࠸㸪⢏Ꮚ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡢ⏺㠃ࡢほᐹࡸ㸪⢏Ꮚ㓄ྥࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ㸪ᡂᙧἲࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ
⤖ᯝ㸪࣮࡛ࣟࣝࢩ࣮ࢺᡂᙧࡋࡓࡶࡢࢆࡑࡢࡲࡲຍ◲ࡍࢀࡤ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ㓄ྥࡀ୍ᵝ࡞ࡿࡇࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
ࡲࡓ⢏Ꮚ⏺㠃࠾࠸࡚✵ᏍࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪᥋╔≧ែ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬⢓ᙎᛶヨ㦂࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࡦࡎࡳᖜ౫Ꮡࡼࡗ࡚㈓ⶶᙎᛶ⋡ࡀపୗ㸪ᦆኻಀᩘࡀቑຍࡍࡿഴྥࢆ♧ࡍࡇࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪⢏Ꮚࡣ
ࢫ࣌ࢡࢺẚࡀࡁࡃ㸪㓄ྥࡀ 0°㸦⧄⥔㛗ᡭ᪉ྥᘬᙇࡾᖜ᪉ྥࡀ୍⮴ࡍࡿゅᗘ㸧࠾࠸࡚ᦆኻಀᩘࡀ
ࡁࡃ࡞ࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬ࡉࡽ〇సࡋࡓ」ྜࢦ࣒࠾࠸࡚ࡣᚤ⢏Ꮚࡢ㓄ྜ㔞࠾ࡼࡧ⢏Ꮚࡢࢫ࣌ࢡࢺẚࡀ
ࡁ࠸㸪ᦆኻಀᩘࡣቑຍࡍࡿࡇࡸ㸪ኳ↛ࢦ࣒༢య࡛ࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࡦࡎࡳᖜ౫ᏑᛶࢆⓎぢࡋࡓ㸬
≉ࡑࢀࡣࡦࡎࡳᖜ᪉ྥ⧄⥔㛗ᡭ㓄ྥࡀ୍⮴ࡍࡿሙྜ㢧ⴭ⾲ࢀࡿࡇࢆᢕᥱࡋࡓ㸬ࡲࡓ◊✲࡛ࡣ▷
⧄⥔」ྜࢦ࣒ࢆᑐ㇟ࡋ㸪ࡦࡎࡳᖜ౫Ꮡᛶࢆྵࡴᦆኻಀᩘࡢኚࢆ⌧࡛ࡁࡿຊᏛࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ㸪▷⧄
⥔」ྜࢦ࣒࠾ࡅࡿᦆኻಀᩘࡢኚࡣࣇ࣮ࣛ㸭࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡢ⏺㠃ຠᯝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡍࡾࡀ㛵ಀࡋ࡚
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࠸ࡿࡢᚓࡓ▱ぢࢆ⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ືᦶ᧿ຊࡣࡦࡎࡳᖜࡢ  ẚࡍࡿ௬ᐃࡍࡿࡇ࡛ᦆኻಀᩘࢆぢ
✚ࡶࡿࢆฟ᮶ࡿࡼ࠺ࡋࡓ㸬ࡲࡓࡇࢀ㝶ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾ࡼࡧ┠どࡼࡗ࡚ࡶ㸪࣎ࢻࡢⓎ⏕ᡂ
㛗ࡀほᐹࡉࢀẕᮦᚤ⢏Ꮚ㛫࡛ࡍࡾࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
ᙜึ┠ᶆࡽࡢ㐩ᡂᗘࡋ࡚ࡣ ࡛࠶ࡾ㸪ᙜヱᮦᩱࡢῶ⾶≉ᛶࡀྥୖࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࡰ᫂
ࡽࡍࡿ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓᦶ᧿ຊ㛵㐃ࡍࡿᦆኻಀᩘࢆぢ✚ࡶࡿࡣྍ⬟࡞ࡗࡓࡀ㸪ᦶ᧿ಀᩘࢆࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ᦶ᧿ಀᩘࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢࡓࡵࡢᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

㸦㸱㸧ࢼࣀ⢏Ꮚࢆῧຍࡋࡓᙉ」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿㺃ᦶ⪖≉ᛶࡢᨵၿ
㸦㸱ʊձ㸧⢏Ꮚᙉ࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘」ྜᮦᩱ࠾ࡅࡿࢺࣛ࣎ࣟࢪ࣮≉ᛶࡢᢕᥱ
ᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ┠ⓗࡣ㸪 㛫ᢲฟἲࢆ⏝࠸࡚స〇ࡋࡓ Mg 」ྜᮦᩱᑐࡋ࡚ Ball-on-disk ヨ㦂ࢆ
⾜࠸㸪 Mg 」ྜᮦᩱ࠾ࡅࡿᙉᮦࡢ㐪࠸ࡀᦶ᧿࣭ᦶ⪖≉ᛶཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋ㸪⪏ᦶ⪖ᛶඃࢀࡓ Mg
」ྜᮦᩱ㛤Ⓨࡢᣦ㔪ࢆᚓࡿࡇࡋࡓ㸬◊✲࡛ࡣ㸪Mg 」ྜᮦᩱࡢᙉᮦ╔┠ࡋ㸪Mg 」ྜᮦᩱ
Ball-on-disk ヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡛㸪Mg 」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿࣭ᦶ⪖≉ᛶཬࡰࡍᙉᮦࡢᙳ㡪ࢆᢕᥱࡋࡓ㸬⢏Ꮚᚄ⣙
ȝP ࡢ SiC㸪Al2O3㸪Si3N4㸪Y2O3㸪MnO2㸪CuO㸪SiO2 ࢆᙉᮦࡋ࡚㑅ᢥࡋ㸪య✚ྵ᭷⋡ 10%࡛⤫୍ࡋ
ࡓ Mg 」ྜᮦᩱࢆస〇ࡋࡓ㸬Mg 」ྜᮦᩱࢆస〇ࡋ㸪 స〇ࡋࡓ Mg 」ྜᮦᩱᑐࡋ࡚ Ball-on-disk ヨ㦂ࢆ⾜
࠺ࡇ࡛ᦶ᧿࣭ᦶ⪖≉ᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬Mg 」ྜᮦᩱࡢస〇ࡘ࠸࡚ࡣ㸪య✚ྵ᭷⋡ࡸ⢏Ꮚᚄࡼࡽࡎ㸪⤖ᬗ
⢏ᚄ⣙ ȝP ࠾ࡼࡧ࣎ࢻ⋡⣙ 1%ࡢ㛗ᑻ≀ࡢ Mg 」ྜᮦᩱࡢస〇ᡂຌࡋࡓ㸬స〇ࡋࡓ Mg 」ྜᮦᩱᑐࡍ
ࡿ Bal-on-disk ヨ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪Mg-CuO ௨እࡢ Mg 」ྜᮦᩱࡢᦶ᧿ಀᩘࡣ㸪ヨ㦂୰ᛴ⃭ῶᑡࡋࡓ㸬ࡋࡋᙉ
ᮦ⢏Ꮚࡢ⢏Ꮚᚄࢆ⣙ ȝP ௨ୖ㸪య✚ྵ᭷⋡ࢆ 10vol%௨ୖࡍࡿࡇ࡛㸪Mg ࡢᦶ᧿࣭ᦶ⪖≉ᛶࡀᨵၿ࡛
ࡁࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᦶ⪖ᦶ⪖⢊ࡀจ㞟ࡍࡿࡇ࡛ᦶ⪖⾲㠃ࡀࡽ࡞ࡾ㸪ᦶ᧿ಀᩘࡀῶᑡࡍ
◳ᗘࡀ㧗࠸㸪
ࡿࡇࡀࢃࡗࡓ㸬
ࡉࡽ Mg ᇶ」ྜᮦᩱࡢẚᦶ⪖㔞ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ࡉẚ㛵ಀࡀ࠶ࡾ㸪
ẚᦶ⪖㔞ࡀᨵၿ࡛ࡁࡿࡸ㸪ᦶ᧿ಀᩘࡀῶᑡࢆ㛤ጞࡍࡿࡢせࡍࡿ㊥㞳 Mg ᇶ」ྜᮦᩱࡢ◳ࡉࡣ┦㛵ᛶ
ࡀ࠶ࡾ㸪ప◳ᗘࡢ Mg ᇶ」ྜᮦᩱࡣ㸪㧗◳ᗘẚ࡚┦ᡭᮦࡢᨷᧁࡀ⦆ࡉࢀ㸪ࣈࣞࢩࣈᦶ⪖ࡢㄏⓎ
㛫ࢆせࡍࡿࡓࡵ㛗㊥㞳࡛ࡢᦶ᧿ಀᩘࡀῶᑡࡍࡿࡇࡶࢃࡗࡓ㸬⥲ࡌ࡚ Mg ᇶ」ྜᮦᩱࡢ◳ࡉࡣ㸪ᦶ᧿࣭
ᦶ⪖≉ᛶࡢゎ᫂᭷ຠ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡛࠶ࡾ㸪ヨ㦂୰㸪Mg ᇶ」ྜᮦᩱࡢᦶ⪖ᦶ⪖⢊ࡀจ㞟ࡋ࡚࣮࣎ࣝࡀ
ᦶ⪖ࡍࡿᖹ࡞⾲㠃≧ែ࡞ࡾ㸪ᦶ᧿ಀᩘࡀῶᑡࡍࡿࡀࢃࡗࡓ㸬
ᙜึ┠ᶆࡽࡢ㐩ᡂᗘࡋ࡚ࡣ 100%࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢどⅬࡽ㸪⪏ᦶ⪖ᛶඃࢀࡓ Mg 」ྜᮦᩱࢆ㛤Ⓨࡍ
ࡿࡓࡵࡢᣦ㔪ࢆᥦ౪࡛ࡁࡓ㸬

㸦㸱㸫ղ㸧SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࢆῧຍࡋࡓ CFRP ࡢᦶ᧿ᦶ⪖≉ᛶࡢᢕᥱ
ᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ┠ⓗࡣ㸪
SiCࢼࣀ⢏ᏊࢆῧຍࡋࡓCFRPࡢᦶ᧿ᦶ⪖≉ᛶ࠾ࡼࡧࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᢕᥱࡋ㸪
⪏ᦶ⪖ᛶඃࢀࡓ CFRP ࡢ㛤Ⓨࡢᣦ㔪ࢆᚓࡿࡇࡋࡓ㸬◊✲࡛ࡣヨᩱࡢࣉࣜࣉࣞࢢ⾲㠃 SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࢆῧຍࡋ
ࡓ CFRP ࢆ࣮࢜ࢺࢡ࣮ࣞࣈ࡚స〇ࡋࡓ㸬SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࡢయ✚ྵ᭷⋡ࡣ㸪ࣉࣜࣞࢢྵࡲࢀࡿᶞ⬡㔞ᑐࡋ࡚ࡑࢀ
ࡒࢀ2㸪
5vol%ࡋࡓ㸬
స〇ࡋࡓCFRP ᑐࡋ࡚Ⲵ㔜ࢆ2.5,5,10N ኚࡉࡏᦶ᧿ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁ㸪
పⲴ㔜
㸦F:2.5,5N㸧
ࡢሙྜࡣ⪏ᦶ⪖ᛶࡀྥୖࡋ㸪㧗Ⲵ㔜㸦F:10N㸧ࡢሙྜࡣ⪏ᦶ⪖ᛶࡀపୗࡋࡓ㸬Ⲵ㔜㛵ࢃࡽࡎ㸪⢏ᚄ 130nm ࡢヨᩱࡢ
࠺ࡀ⢏ᚄ 20-30nm ࡢヨᩱẚ࡚ᦶ⪖㔞ࡀᑡ࡞࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸬ᦶ⪖ࡢほᐹࡽ㸪పⲴ㔜ࡢሙྜ㸪ࢼࣀ⢏Ꮚࡢ
ῧຍࡼࡿⅣ⣲⧄⥔ࡢ㞳ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡗࡓ(1),(2)㸬CFRP ࡢᦶ⪖࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ㸪ᛂຊ㞟୰ࡼࡾ⧄⥔/
ᶞ⬡⏺㠃ࡁࡀⓎ⏕ࡋ㸪⧞ࡾ㏉ࡋⲴ㔜ࡼࡗ࡚⧄⥔/ᶞ⬡ࡢ㞳ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ヨᩱ⾲㠃࠾ࡅࡿ◳
ࡉ㸪ᙎᛶ⋡ࡢ ᐃࡢࡓࡵࢼࣀࣥࢹࣥࢺヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬⢏Ꮚῧຍࡼࡾ㸪⾲㠃◳ࡉ㸪ᙎᛶ⋡ࡶྥୖࡍࡿࡇࡀศ
ࡗࡓ㸬పⲴ㔜㸦F:2.5,5N㸧ࡢሙྜ㸪᭱⾲㠃ࡢࢼࣀ⢏Ꮚᒙࡀ◳ࡋⲴ㔜ࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡛⧄⥔/ᶞ⬡⏺㠃ࡢࡁࢆᢚไ
ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㧗Ⲵ㔜ࡢሙྜ㸪ࡼࡾ㧗࠸ᙎᛶ⋡ࢆᣢࡘ᭱⾲㠃ࡢࢼࣀ⢏Ꮚᒙࡀ⬤ᛶࡍࡿࡇ࡛⧄⥔/ᶞ⬡⏺㠃ࡢࡁ
ࢆಁ㐍ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪CFRP ࡢ⪏ᦶ⪖ᛶࡢྥୖᡂຌࡋపⲴ㔜ୗ࡛ࡢᦾື㒊ᮦ࡛ࡢ㐺⏝ࡢྍ⬟ᛶ
ࢆᗈࡆࡿࡀฟ᮶ࡓ㸬ࡉࡽ SiC ࢼࣀ⢏Ꮚᒙࡀヨᩱ⾲㠃ࡢᙎᛶ⋡ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡛Ⅳ⣲⧄⥔/ᶞ⬡⏺㠃ࡢࡁ
ࢆᢚไࡋ⪏ᦶ⪖ᛶࡀྥୖ࡛ࡁࡿࡸ㸪⢏Ꮚῧຍ㔞 1.0 vol%࡛⪏ᦶ⪖ᛶࡀ᭱࡞ࡿ㸪ࡢᮦᩱ࡛࠶ࡿ⢏ᚄ
130 nm ࡢ SiC ᮦᩱࡼࡾࡶ SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࢆῧຍࡋࡓヨᩱࡢ᪉ࡀ㸪ᙎᛶ⋡ࢆࡁࡃ࡛ࡁ㸪ࡘᦶ⪖㔞ࡀᑡ࡞ࡃฟ
᮶ࡿᣦ㔪ࢆ♧ࡏࡓ㸬
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ᙜึ┠ᶆࡽࡢ㐩ᡂᗘࡋ࡚ࡣ 100%࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢどⅬࡽ㸪SiC ࢼࣀ⢏Ꮚࢆῧຍࡍࡿࡼࡾ CFRP
ࡢᦶ᧿ᦶ⪖≉ᛶ࠾ࡼࡧࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࠾ࡼࡧ⪏ᦶ⪖ᛶඃࢀࡓ CFRP ࡢ㛤Ⓨྥࡅ࡚ࡢᣦ㔪ࢆᥦ౪࡛ࡁࡓ㸬
㸦㸱㸫ճ㸧ࣇࣈࣜࣝᮌ⢊ࢆ⏝࠸ࡓ WPC ࡢࢼࣀࢫࢡࣛࢵࢳἲࡼࡿᮦᩱ≉ᛶࡢホ౯
ᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࢼࣀࣥࢹࣥࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚ᚤどⓗ࡞ほⅬࡽ㸪WPC㸦ᮌ㉁⢏Ꮚ⣔」ྜ
ᮦᩱ㸧ࡢࣇ࣮ࣛ/࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ⏺㠃࠾ࡼࡧࡑࡢ㏆ࡢᮦᩱ≉ᛶཬࡰࡍࣇࣈࣜࣝࡢຠᯝࢆㄪᰝᢕᥱࡍࡿ
ࡋࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ WPC ࡢᚤどⓗ࡞ᮦᩱ≉ᛶࡢㄪᰝࡋ࡚᪂ࡓ࡞ホ౯᪉ἲࡢᥦࢆ⾜ࡗࡓ㸬WPC ΰ㘐
ࡍࡿᮌ⢊⢏Ꮚࡢࡁࡉࡀ⣙ 100μm ࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࡢ࡛ࣞ࣋ࣝᮦᩱ≉ᛶࢆㄪᰝ࡛ࡁࡿࢼࣀࣥࢹࣥࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ㸬
ᮌ⢊⢏Ꮚ㏆㎶࡛ࣇࣈࣜࣝࡢᏑᅾࡍࡿ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࢫࢡࣛࢵࢳヨ㦂ࢆ⾜࠸㸪ཎᏊ㛫ຊ㢧ᚤ㙾(AFM)ࢆ⏝࠸࡚
⾲㠃พฝᙧ≧ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡛㸪ᦶ⪖㔞ࡢ⟬ฟࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪ࢫࢡࣛࢵࢳᚋࡢヨᩱ⾲㠃ࢆ SEM ࡛ほᐹࡋᦶ
⪖ࡢ᪉ࢆほᐹࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣥࢹࣥࢺヨ㦂ࡼࡿ◳ࡉࡢ ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡛㸪ᚤどⓗ࡞どⅬࡽᮌ⢊࣐ࢺ
ࣜࢵࢡࢫ㸪ࡑࡋ࡚⏺㠃ࡢ≧ែࢆㄪᰝࡋࡓ㸬௨ୖࡢᐇ㦂ࢆࣇࣈࣜࣝࢆࡋࡓᮌ⢊ࢆ⏝࠸ࡓ WPC ヨᩱ㸪
ࡋ࡚࠸࡞࠸୍⯡ⓗ࡞ᮌ⢊ࢆ⏝࠸ࡓ WPC ヨᩱᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࣇࣈࣜࣝࡀᏑᅾࡍࡿ⟠ᡤ
࠾࠸࡚◳ࡉࡢྥୖࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓᦶ⪖≉ᛶ SEM ࡼࡿほᐹࡽ㸪ࣇࣈࣜࣝࡢᏑᅾࡀᮌ⢊⢏Ꮚ࣐ࢺ
ࣜࢵࢡࢫࡢ⤖ྜຊࡢྥୖ㸪࠾ࡼࡧࣇࣈ࣐ࣜࣝࢺࣜࢵࢡࢫࡢ⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡗࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪
ࣇࣈࣜࣝࡢᏑᅾࡀ⏺㠃ᙉᗘࡢྥୖ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ㸪ᚤどⓗ࡞ほⅬࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
ᙜึ┠ᶆࡽࡢ㐩ᡂᗘࡋ࡚ࡣ 100%࡛࠶ࡾ㸪WPC㸦ᮌ㉁⢏Ꮚ⣔」ྜᮦᩱ㸧ࡢࣇ࣮ࣛࡢࣈࣜࣝࡢຠ
ᯝࢆㄪᰝࡋ㸪ᥦ♧ࡍࡿࡀฟ᮶ࡓ㸬
㸦㸱㸫մ㸧ᅽຊᘧ࣍ࣔࢪࢼࢨ࠾ࡼࡧᾮ୰ࣉࣛࢬ࣐ἲࢆ⏝࠸ࡓ㖟ࢼࣀ⢏Ꮚᢸᣢࢢࣛࣇ࢙ࣥࡼࡿ㏱᫂ᑟ㟁⭷ࡢ
స〇࠾ࡼࡧ≉ᛶホ౯
ᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᅽຊᘧ࣍ࣔࢪࢼࢨ࠾ࡼࡧᾮ୰ࣉࣛࢬ࣐ἲࢆ⏝࠸࡚㖟ࢼࣀ⢏Ꮚᢸᣢࢢࣛ
ࣇ࢙ࣥࢆస〇ࡋ㸪ࡑࡢ㏱᫂ᑟ㟁⭷ࡢ≉ᛶホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓ㸬◊✲࡛ࡣࡲࡎ㸪ᅽຊᘧ࣍ࣔࢪࢼࢨ⁐፹
ࢢࣛࣇ࢙ࣥࢆධࢀ࡚ࢢࣛࣇ࢙ࣥศᩓ፹ࢆస〇ࡋࡓ㸬⁐፹ࡣ᭷ᶵ⁐፹ࡢ N,N-ࢪ࣓ࢳ࣒࣑ࣝ࣍ࣝࢻࡲࡓࡣ⏺
㠃άᛶࡢ Triton-X ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡇࡢศᩓ፹୰ࡢࢢࣛࣇ࢙ࣥࢆ࣐ࣛࣥศගศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࢢࣛࣇ࢙ࣥࡢ⤖ᬗᛶ
ࢆ♧ࡍ G/D ẚࡀ 8.0 㠀ᖖ㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࡢࡇࡽ㸪ᮏ◊✲࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࢢࣛࣇ࢙ࣥࡣ㠀ᖖḞ㝗
ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ᑟ㟁ᛶࡢ㧗࠸ࢢࣛࣇ࢙࡛ࣥ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ḟ㸪ࡇࡢࢢࣛࣇ࢙ࣥࢆཎᏊ㛫ຊ㢧ᚤ㙾(AFM)
ࡼࡗ࡚ほᐹࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᖹᆒࣇ࣮ࣞࢡࢧࢬࡀ 140.1nm ᚤ⣽ࡋࡓࡇࡀศࡗࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪
ࢢࣛࣇ࢙ࣥྠኈാࡃᘬຊ࡛࠶ࡿࣇࣥࢹ࣮ࣝ࣡ࣝࢫຊࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾ㸪ࢢࣛࣇ࢙ࣥࡀจ㞟ࡋࡃࡃ࡞ࡗࡓ㸬
ḟ㸪DMF ࠾ࡼࡧ⏺㠃άᛶ Triton-X ࡢ 2 ✀㢮ࢆ⏝࠸࡚ࢢࣛࣇ࢙ࣥ㏱᫂ᑟ㟁⭷ࢆస〇ࡋࡓ㸬ࡇࡢ⾲㠃≧ែ
ࢆ㢧ᚤ㙾࡛ほᐹࡋࡓ⤖ᯝ㸪Triton-X ࡢ᪉ࡀࢢࣛࣇ࢙ࣥࡢจ㞟ࡀᑡ࡞ࡃᆒ୍࡞ᡂ⭷ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉ
ࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪Triton-X ࡢ㏱᫂ᑟ㟁⭷⇕ฎ⌮ࢆࡍࢩ࣮ࢺᢠࡢ್ࡀపῶࡋࡓ㸬ࡇࡢࡇࡽ㸪ࢢࣛࣇ࢙
ࣥࡢ࿘ᅖ Triton-X ࡀࢥ࣮ࢸࣥࢢࡍࡿࡇ࡛ࢢࣛࣇ࢙ࣥࡢจ㞟ࢆᢚ࠼ࡿࡇ㸪ࡲࡓ⇕ฎ⌮ࡼࡗ࡚
Triton-X ࢆ㝖ཤࡋᑟ㟁ᛶࡀᅇࡍࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ 2 ✀㢮ࡢ⁐፹ࢆᾮ୰ࣉࣛࢬ࣐ฎ⌮ࡼࡗ࡚㖟ࢼ
ࣀ⢏Ꮚࢆᢸᣢࡉࡏ㸪㏱㐣ᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾(TEM)ࡼࡗ࡚ほᐹࡋࡓ⤖ᯝ㸪⣙ 3.5nm ࡢ㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࡀࢢࣛࣇ࢙ࣥୖ
ᢸᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ㖟ࢼࣀ⢏Ꮚᢸᣢࢢࣛࣇ࢙ࣥࢆ⏝࠸࡚㏱᫂ᑟ㟁⭷ࢆస〇ࡋ㸪ᅄ᥈㔪ἲ
࡛ࢩ࣮ࢺᢠࢆ ᐃࡋࡓ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢ⁐፹࠾࠸࡚ࡶᢸᣢ๓ࡼࡾࡶࢩ࣮ࢺᢠ್ࡀపῶࡋࡓ㸬ࡇࡢࡇ
ࡽ㸪㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࡀࢢࣛࣇ࢙ࣥ㛫ᣳࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡛㖟ࢼࣀ⢏Ꮚࡀ㟁Ꮚࡢᯫࡅᶫࡢᙺࢆᯝࡓࡋ㸪᥋ゐᢠ
ࢆ⦆ࡍࡿࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡉࡽ䜾䝷䝣䜵䞁䛾 G/D ẚ䛜ప䛟䛺䜛䜋䛹ⓑ㔠ᢸᣢ㔞䛿ቑຍ䛩䜛䛣䛸䜔䠈ⓑ㔠䝘䝜⢏Ꮚ
䛜䜾䝷䝣䜵䞁䛻ᢸᣢ䛥䜜䜛㝿䠈䜾䝷䝣䜵䞁䛻Ꮡᅾ䛩䜛ᵓ㐀Ḟ㝗䜢㊊䛛䜚䛸䛩䜛䛣䛸䠈ᐁ⬟ᇶ㔞ቑຍ䛻䜘䜚ᢸᣢ㔞䛜
ቑຍ䛩䜛䛣䛸䠈䜢♧䛧䛯䠊䜎䛯 G/D ẚ䛜ẚ㍑ⓗ㧗䛔䜾䝷䝣䜵䞁䜢⏝䛔䜛䛷䠈㟁ẼᏛ᭷ຠẚ⾲㠃✚䠄ECSA䠅䜢ᕷ
㈍䛾 Pt/CB 䛾 1.5 ಸ䛻䛩䜛䛜ฟ᮶䛯䠊⥲䛨䛶䠈ᢸᣢయ䛾⤖ᬗᛶ䛜ᢸᣢ≧ែ䛻䛝䛟ᙳ㡪䛧䠈㔠ᒓ䝘䝜⢏Ꮚ䛜ẚ
㍑ⓗᆒ୍䛻ᢸᣢ䛥䜜䜛䛣䛸䛷ඃ䜜䛯㟁ẼᏛ≉ᛶ䛻⧅䛜䜛䜔䠈⤖ᬗᛶ䛾㧗䛔䜾䝷䝣䜵䞁䛜ⓑ㔠䛾⤖ᬗᛶ䛻㛵䛧
䛶䜒ඃ䜜䛶䛚䜚䠈ᢸᣢ䛥䜜䛯ⓑ㔠䝘䝜⢏Ꮚ䛾⤖ᬗ㠃䛜ẚ㍑ⓗ䛻ຠ⋡ⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䛾▱ぢ䜢♧䛫䛯䠊
ᙜึ┠ᶆࡽࡢ㐩ᡂᗘࡋ࡚ࡣ ࡛࠶ࡾ㸪┠ᶆࡋࡓ㖟ࢼࣀ⢏Ꮚᢸᣢࢢࣛࣇ࢙ࣥࢆస〇ࡍࡿࡸ㸪ࡑ
ࡢ㏱᫂ᑟ㟁⭷ࡢ≉ᛶホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡞ࡾከࡃࡢどⅬࡽ▱ぢࢆᥦ♧ࡍࡿࡀฟ᮶ࡓ㸬㻌
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㸳㸬 ࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛┦㐃ᦠࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ⾜࠺◊✲ࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝࡢᴫせ
䠄䠍䠅⾲㠃䛻 CNT 䜢ᢸᣢ䛧䛯Ⅳ⣲⧄⥔䛾ᶞ⬡䛸䛾⏺㠃䛫䜣᩿ᙉᗘ㻌 -CNT ᨵ㉁ᶞ⬡䛾䛭䜜䛸䛾㐪䛔ᮏ㐃ᦠ◊✲䛷䛿䠈CNT 䛾Ⅳ⣲⧄⥔䜈䛾ᢸᣢ䛜Ⅳ⣲⧄⥔䛸ᶞ⬡ᮦᩱ䛸䛾㛫䛾⏺㠃ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢ᢕᥱ䛩
䜛䛣䛸䜢◊✲┠ⓗ䛸䛧䛯䠊CFRP 䛜㍍㔞䛛䛴㧗ᙉᗘ䛷䛒䜛ᡤ௨䛿䠈Ⅳ⣲⧄⥔䛾㧗ᙉᗘ䛻䛒䜛䠊୍᪉䛷䛭䛾ẕᮦ䛿୍
⯡䛻䛿㧗ศᏊᮦᩱ䛷䛒䜚䠈䛛䛴ẕᮦ䛾◚ቯ䜂䛪䜏䛜䛝䛔ሙྜ䛻䛿䠈CFRP 䛾◚ቯ䛾ᅉ䜎䛯䛿➨୍せᅉ䛿䠈ᙉ
⧄⥔䛷䛒䜛Ⅳ⣲⧄⥔䛸ẕᮦ䛸䛾㛫䛾⏺㠃◚ቯ䠄䛔䜟䜖䜛⏺㠃䛿䛟㞳䠅䛸䛺䜛ሙྜ䛜ከ䛔䠊ᚑ䛳䛶 CFRP 䛾ᶵᲔⓗ
≉ᛶ䞉⑂ປᑑ䜢ᨵၿ䛥䛫䜛䛯䜑䛻䛿䠈⧄⥔䛸ẕᮦᶞ⬡䛸䛾㛫䛾⏺㠃ᙉᗘ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䠊䛣䛾䜘䛖
䛺䛺䛛䠈ᙜඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲䝉䞁䝍䞊➨ 3 䜾䝹䞊䝥䛷䛿 CNT 䜢ᢸᣢ䛧䛯Ⅳ⣲⧄⥔䛜㛤Ⓨ䛥䜜䛶䛔䜛䠊䛣䛾䜘䛖䛺⫼
ᬒ䛛䜙ୖグ䛾◊✲┠ⓗ䜢タᐃ䛧䛯䠊
◊✲䛾⤖ᯝ䠈ඖ䚻⏺㠃ᙉᗘ䛜ᙉ䛟ᶞ⬡㒊䛾จ㞟◚ቯ䛜ඛ⾜䛩䜛䜘䛖䛺⏺㠃㏆ഐ䛾ຊᏛ⣔䛻䛿䠈Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃
䜈䛾 CNT 䛾ᢸᣢ䛾ຠᯝ䛿ᑠ䛥䛔䛜䠈⏺㠃ᙉᗘ䛜ప䛔ᮦᩱ䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻ᑐ䛧䛶䛿䠈Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃䜈䛾 CNT 䛾
ᢸᣢ䛻䜘䜛⏺㠃䛝䛾⮫⏺㐍ᒎ䛾ᢚไຠᯝ䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䜢♧䛫䛯䠊䛩䛺䜟䛱䠈┦ᡭᮦ䛷䛒䜛ᶞ⬡䛾✀ู䜔䛭䛾
✀ู䠈䛚䜘䜃Ⅳ⣲⧄⥔䛸䛾⏺㠃ᙉᗘ䛾㐪䛔䛻䜘䜚䠈䛭䛾 CNT 䛾Ⅳ⣲⧄⥔䜈䛾ᢸᣢ䛾ຠᯝ䛜ᐃ㔞ⓗ䛻䜒ᐃᛶⓗ䛻
␗䛺䜛䜢♧䛧䛯䠄ᅗ2 ཧ↷䠅䠊䜎䛯䛭䛾㝿䛻ᚓ䜙䜜䜛⏺㠃䛫䜣᩿ᙉᗘ䛾ᨵၿຠᯝ䛿 CNT 䛾⬺㞳ᙉᗘ䛸ᶞ⬡ᙉᗘ䛻
౫Ꮡ䛩䜛䜒ᇶ♏ⓗ䛺▱ぢ䛸䛧䛶♧䛩䛜䛷䛝䛯䠊
ᮏࢢ࣮ࣝࣉ㛫㐃ᦠࢸ࣮࣐ࡣୖ㏙ࡢ㏻ࡾᮏᖺᗘ㛤ጞࡋࡓࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㛤ጞⅬࡽぢࡓ┠ᶆࡢ㐩ᡂ
ᗘࡋ࡚ࡣ 100%࡛࠶ࡿ㸬┠ᶆࡋࡓ⏺㠃ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪ᢕᥱ䛻䛴䛔䛶䛿䛩䜛䛜ฟ᮶䛯㸬ణࡋ⏺㠃ࢆ
ᚤ⣽࡞Ꮫ⤖ྜ㠃ぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏺㠃ࢆ」ྜᮦᩱࡢ୰ࡢຊᏛࢆᨭ㓄ࡍࡿ┦ᑐⓗ࣐ࢡࣟ࡞㡿ᇦࡳ࡞ࡍ
㸪ẕᮦ୰ࢆྵࡵࡓࡑࡢ⏺㠃㏆ࡢຊᏛࡣ」㞧࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪┿ࡢ⏺㠃ᙉᗘ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⏺㠃ࡢࡌࢇᛶ࠾ࡼࡧ
⏺㠃ࡢ⪏ஂᛶࡢཎ⌮ゎ᫂ࡸࡑࡢᶵ⬟ᨵၿᡭἲࡘ࠸࡚◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢどⅬࡽ
◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

㻌

(a)ᑐ࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡        (b) ᑐ PA6 ᶞ⬡        (c) ᑐ PP ᶞ⬡
ᅗ 2 ⾲㠃 &17 ࢆᢸᣢࡋࡓⅣ⣲⧄⥔ࡢᶞ⬡ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿◚㠃ࡢ

㻌
௨ୖ㻌
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  1R , 
.D]XWR7$1$.$5HSRUWVRIWKH5
'&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\1R,
 
ྠᚿ♫Ꮫඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲䝉䞁䝍䞊◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㻌

5HSRUWVRIWKH5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\

ඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
➨㸱ࢢ࣮ࣝࣉ㸸 *U ◊✲ᡂᯝᴫせሗ࿌᭩
*U ࣮ࣜࢲ࣮㸸ྠᚿ♫Ꮫ ⏕་⛉Ꮫ㒊 ⏣୰ே
 ⥴   ゝ
➨  ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪
ࠕ㧗࿘Ἴ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕ࢆ⏝࠸ࡓ᥋ྜᡭἲࢼࣀ⧄⥔ࡼࡿ᥋ྜᨭᮦᩱࡢ㛤Ⓨࠖࢆ┠ⓗ
◊✲ࢆᐇࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢάືࡢᴫせࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬

 ᵓᡂဨ
➨  ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡚㸪◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓ㸬
⏣୰ே㸦ྠᚿ♫Ꮫ ⏕་⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ㸧

∦ᒣബ⏕㸦ྠᚿ♫Ꮫ ⏕་⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ㸧
ෆ⸨බ႐㸦≀㉁࣭ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ࣭௵◊✲ဨ㸧

 ➨  ࢢ࣮ࣝࣉయࡢάື┠ᶆ
࣭ ➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲┠ᶆ࠾ࡼࡧࡑࡢࢸ࣮࣐
➨  ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㸪㧗࿘Ἴ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕ࢆ⏝࠸ࡓ᥋ྜᡭἲࢼࣀ⧄⥔ࡼࡿ᥋ྜᨭᮦᩱࡢ㛤Ⓨ࠾ࡼࡧࡑ
ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᐇࡋࡓ㸬
㸦㸧Ⅳ⣲⧄⥔࣏࣑ࣜࢻᶞ⬡⏺㠃ᙉᗘཬࡰࡍⅣ⣲⧄⥔ࡢ㹁㹌㹒ᯒฟ≧ែࡢᙳ㡪  
㸦㸧&)573 ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔ࡢ᥋ྜᙉᗘཬࡰࡍⅣ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ &17 ᯒฟࡢᙳ㡪  
㸦㸧&17 ศᩓホ౯ &173$ ࢼࣀࣇࣂ࣮ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶホ౯  
㸦㸧&17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲  
㸦㸧&17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔࠾ࡼࡧⅣ⣲⧄⥔᮰ࡢᥦ౪ࡼࡿ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐃ᦠ◊✲᥎㐍
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪࡞ᡂᯝࡢୖグ㸦㸧㹼㸦㸧ࢆ  ❶࡚⤂ࡍ
ࡿ㸬
࣭ ࢢ࣮ࣝࣉ  ࡢ◊✲タᩚഛ
Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ㸦&17㸧ࢆᯒฟࡉࡏ
ࡓ &17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࢆ⏝࠸ࡓ᥋ྜᨭ㒊ᮦࡸࢼࣀ⧄⥔ࡢ㓄
ิࢆไᚚࡋࡓ᥋ྜᨭ㒊ᮦࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ᙉᅛ࡞᥋ྜࡀᐇ⌧࡛ࡁ

)LJ&9'DSSDUDWXV

ࡿ⇕ྍረ」ྜᮦᩱࡢ᥋ྜᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ㸪Ⅳ⣲⧄⥔
⾲㠃ࡢ࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ㸦&17㸧ࡢᯒฟࡀྍ⬟࡞ᅇ㌿
ᶵᵓࡁ &9'㸦&KHPLFDO9DSRU'HSRVLWLRQ㸧⨨ࢆᑟධࡋࡓ㸦ᅗ
㸧
㸬ᮏ⨨ࡣ㸪࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ㸦&17㸧ࢆⅣ⣲⧄⥔⾲
㠃┤᥋ᡂ㛗ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⟶≧⅔ࢱࣉࡢᏛẼ┦ᡂ㛗
㸦&9'㸧ྜᡂ⨨࡛࠶ࡾ㸪ヨᩱ࣮࣎ࢺࡢᅇ㌿ᶵᵓࢆഛ࠼࡚࠸
ࡿࡓࡵ㸪࣒ࣛࡢᑡ࡞࠸ &17 ࡢᯒฟࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ཱྀᚄ㸦PP㸧▼ⱥ⟶≧⅔ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵẚ㍑ⓗከࡃࡢヨ
ᩱᑐࡋ࡚ &17 ࢆᯒฟࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬

)LJ(OHFWURVSLQQLQJXQLW
   5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\
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.D]XWR7$1$.$5HSRUWVRIWKH5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\1R,  
ࡉࡽ㸪ࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆ⣳⣒ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞࢚ࣞࢡࢺࣟࢫࣆࢽࣥࢢ⨨㸦ᅗ 㸧ࢆᑟධࡋࡓ㸬
ࡑࡢ㸪◊✲ᚲせ࡞タഛࡣ㸪᪤タࡢ⨨ࢆ⏝ࡋࡓ㸬

 ➨  ࢢ࣮ࣝࣉࡢ◊✲ᡂᯝࡢᴫせ
࣭ ࡣࡌࡵ
」ྜᮦᩱࡣ㸪୍యᡂᙧࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀⅬ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪
ᐇᵓ㐀࠾࠸࡚ࡣ᥋ྜ㒊ࡀከᩘᏑᅾࡋ㸪పࢥࢫࢺ࡛ຠ⋡ࡢࡼ
࠸〇㐀ࣛࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣ᥋ྜᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀᚲせྍ
Ḟ࡛࠶ࡿ㸬⇕ྍረᛶᶞ⬡ࢆ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࡍࡿ」ྜᮦᩱࡢሙ



ྜ㸪᥋ྜ⁐╔࠸࠺ᡭẁࢆྲྀࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࡓࡵ㸪㟁☢ㄏ

)LJ  6FKHPDWLFGUDZLQJRIUHVLVWDQFHZHOGLQJ 

ᑟຍ⇕ࡸ࣮ࣞࢨ࣮ຍ⇕ࢆ⏝࠸ࡓຍ⇕᪉ἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸬



ࡲࡓ㸪㔠ᒓ࣓ࢵࢩࣗࢆ᥋ྜ⏺㠃タ⨨ࡋ㸪ࡑࡢ㔠ᒓࡢ┤᥋㏻
㟁ຍ⇕ࡼࡿⓎ⇕ࢆ⏝ࡋ࡚⿕᥋ྜ㒊ᮦࢆ⁐ࡋ࡚᥋ྜࡍࡿ
᪉ἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㔠ᒓ࣓ࢵࢩࣗࡢ㔜㔞ቑຍ㸪㔠ᒓ
ᶞ⬡⏺㠃ࡢࡣࡃ㞳࡞ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛㸪&)573 ࢆ⿕
᥋ྜ㒊ᮦࡋ࡚㸪ᙉ⧄⥔࡛࠶ࡿⅣ⣲⧄⥔ࡢ┤᥋㏻㟁ᢠ
ຍ⇕㸦ᅗ 㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪Ⅳ⣲⧄⥔᮰ᶞ⬡⧊ᕸࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡓ᪂ࡋ࠸᥋ྜᨭᮦᩱࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡑࡢ᥋ྜᙉᗘࡢホ౯ࢆ⾜



ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪✲ᴟⓗࡣᅗ  D ♧ࡍࡼ࠺⏺

D 5HDOZHOGLQJ

㠃ᒙᶞ⬡ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛㸪⿕᥋ྜ㒊ᮦ㛫ࢆᙉᮦࡀᶫΏࡋࡍ
ࡿࡼ࠺࡞᥋ྜ㸦ᅗ  E 㸧ࡣࡇࢀࡲ࡛ᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸬୍᪉㸪
㏆ᖺ㸪Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ㸦&17㸧ࢆᯒฟ
ࡉࡏࡿᢏ⾡ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧
㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
ࡇࡢ &17 ಟ㣭Ⅳ⣲⧄⥔ࢆ⏝࠸ࡓ᥋ྜᨭ㒊ᮦࡸࢼࣀ⧄⥔ࡢ
㓄ิࢆไᚚࡋࡓ᥋ྜᨭ㒊ᮦࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ᙉᅛ࡞᥋ྜࡀᐇ⌧࡛
ࡁࡿ⇕ྍረ」ྜᮦᩱࡢ᥋ྜᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓ㸬 




࣭ Ⅳ⣲⧄⥔࣏࣑ࣜࢻᶞ⬡⏺㠃ᙉᗘཬࡰࡍⅣ⣲⧄⥔

E ,GHDOZHOGLQJ
)LJ6FKHPDWLFGUDZLQJRIZHOGLQJ

ࡢ &17 ᯒฟ≧ែࡢᙳ㡪  



ゐ፹ 1L㸪Ⅳ⣲※ࣝࢥ࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓ &9' ἲ࡛㸪Ⅳ⣲
⧄⥔ࡢຎࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ప

ୗ࡛ࡢⅣ⣲⧄⥔⾲㠃

&17 ࢆᯒฟࡉࡏࡿ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ &17
ᯒฟ≧ែཬࡰࡍࡵࡗࡁ㛫ྜᡂ㛫ࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍ
ࡿࡶ㸪༢⧄⥔ᘬᢤࡁヨ㦂㸦ᅗ 㸪㸧ࡼࡾⅣ⣲⧄⥔
ᶞ⬡ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆホ౯ࡋࡓ⤖ᯝ㸪&17 ᯒฟᚲせ࡞
1L ゐ፹ࡢࡵࡗࡁ㛫ࡀ㛗࠸㸪Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃ᢸᣢࡉࢀࡿ


)LJ6FKHPDWLFGUDZLQJRI&17JUDIWHGFDUERQILEHU

1L ⢏Ꮚࡢ⢏Ꮚᩘࡣከࡃ࡞ࡿࡶ㸪⢏Ꮚᚄࡶࡁࡃ࡞ࡿࡇ
㸪ྜᡂ㛫ࡀྠࡌሙྜ㸪1L ࡵࡗࡁ㛫ᐤࡽࡎ &17 ᯒฟ
㛗ࡉࡣ୍ᐃ࡛࠶ࡿࡇ㸪1L ࡵࡗࡁ㛫ࡀ㛗࠸ 1L&) ࢆ⏝࠸࡚



&17 ࢆᯒฟࡉࡏࡓ᪉ࡀ㸪&17 ࡢᐦᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡓࡵⅣ⣲⧄
⥔ᶞ⬡ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀ㧗ࡃࡇ㸪&17 ࡢྜᡂ㛫ࢆ㛗
ࡃࡍࡿࡇ࡛ &17 ࡣ㛗ᑻᡂ㛗ࡍࡿ㸦ᅗ 㸧ࡶࡢࡢ㸪&17 ࡢᡂ㛗⋡ࡣྜᡂ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿపࡃ࡞ࡿࡇ㸪
ᮏ◊✲࡛ᡂ㛗ࡉࡏࡓ &17 㛗ࡉࡀ PLFURPHWHU ௨ୗࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡣ㸪Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ &17 ࡀ㛗ᑻ࡞ࡿ &17
ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ᶞ⬡ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ㸦ᅗ 㸧ࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬

                                     5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\



- 32 -

- 1513 -

.D]XWR7$1$.$5HSRUWVRIWKH5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\1R,  




      

       



 D   3UHSDULQJSURFHGXUHRISXOORXWWHVW E   6FKHPDWLFGUDZLQJRISXOORXWWHVW  )LJ  3XOOHGRXW&)1)
)LJ  3XOORXWWHVWVSHFLPHQ 





D   PLQ               E   PLQ           F   PLQ
)LJ  6(0REVHUYDWLRQVRI&17&)RYHUGHSRVLWLRQWLPH 


࣭ &)573 ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔ࡢ᥋ྜᙉᗘ



ཬࡰࡍⅣ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ &17 ᯒฟࡢᙳ


㡪 
Ⅳ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ &17 ᯒฟ≧ែཬࡰࡍᏛ
Ẽ┦ᡂ㛗ἲ࠾ࡅࡿྜᡂ ᗘࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍ
ࡿࡶ㸪┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕ࡢᢠຍ⇕፹య
ࡋ࡚ &17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࢆ⏝࠸ࡓ᥋ྜᡭἲࢆ㛤Ⓨ
ࡍࡿࡓࡵ㸪Ⅳ⣲⧄⥔ࡢ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕࠾
ࡅࡿ ᗘศᕸ &)573 ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔
㸦ᅗ
㸪㸧ࡢ᥋ྜᙉᗘ⁐╔ᙉᗘࢆホ౯ࡋࡓ㸬ྜᡂ
ᗘ  r& ࡛ &17 ࢆᯒฟࡉࡏࡓⅣ⣲⧄⥔ࢆᢠ
ຍ⇕፹యࡋ࡚┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔ࢆ⾜࠺ࡇ
࡛㸪ᮍฎ⌮ࡢⅣ⣲⧄⥔ࢆ⏝ࡋࡓẚ㍑ࡋ࡚㸪
㧗࠸ 03D ࡢ᥋ྜᙉᗘࡀᚓࡽࢀࡿࡇ㸦ᅗ 㸧
㸪
୍᪉  r& ௨ୖࡢ㧗 ୗ࡛㐣 &17 ࡀᯒฟ








LQ
P

LQ
P

LQ
P

G
YH
HL
HF
±U
$V

,QWHUIDFLDOVKHDUVWUHQJWK>03D@






)LJ  ,QWHUIDFLDOVKHDUVWUHQJWKRI&17&)RYHUGHSRVLWLRQ

ࡋࡓⅣ⣲⧄⥔ࢆᢠຍ⇕፹యࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜ㸪

WLPH

ᶞ⬡ࡢྵᾐᛶࡀᝏࡃ࡞ࡾ㸦ᅗ 㸧ప࠸ᘬᙇࡏࢇ᩿

1 PHDQ s 6'  

᥋╔ᙉᗘࢆ♧ࡍࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬 
                                     5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\
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.D]XWR7$1$.$5HSRUWVRIWKH5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\1R,  

)LJ  6FKHPDWLFGUDZLQJRIODPLQDWLRQIRUZHOGHGSDUW 

)LJ  6FKHPDWLFGUDZLQJRIVSHFLPHQ 



6KHDUVWUHQJWK>03D@








&1
DV
&
&
&
UHF
7 17 17 17
HLY




HG

)LJ  7HQVLOHVKHDUVWUHQJWKDWGLIIHUHQWGHSRVLWLRQ
WHPSHUDWXUH 1 PHDQ s 6'  
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࣭ &&17 ศᩓホ౯ &173$ ࢼࣀࣇࣂ࣮ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶホ౯  
㧗ศᏊᮦᩱࡢ &17 ῧຍࡼࡾ㸪ຊᏛⓗ࣭㟁Ẽⓗ≉ᛶࡀྥୖࡍࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ࡁ
㐍ᒎࢆᢚไࡍࡿ➨୕┦ࡋ࡚Ⅳ⣲⧄⥔ᙉᶞ⬡」ྜᮦᩱῧຍࡍࡿᮦᩱࡋ࡚ࡢ⏝ࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪&17 ࡢ㧗ศᏊ୰࡛ࡢศᩓᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ᪉ἲࡢ୍ࡘࡋ࡚㸪࢚ࣞࢡࢺࣟ
ࢫࣆࢽࣥࢢἲࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࢚ࣞࢡࢺࣟࢫࣆࢽࣥࢢἲ㸦ᅗ 㸧ࡣ㸪࣏࣐࣮ࣜ⁐ᾮࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ㛫
㧗㟁ᅽࢆ༳ຍࡍࡿࡇ࡛࣏࣐࣮ࣜࡀᘏఙ࣭⣽ศࡉࢀ㸪ࢼࣀࣇࣂ࣮ࡀ⣳⣒ࡉࢀࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡾ㸪㧗ศᏊෆ
 &17 ࢆῧຍࡋࡓࢼࣀࣇࣂ࣮ࡢ〇ࢆ⏝ࡋࡓศᩓ᪉ἲࡢ㛤Ⓨࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛
ࡣ㸪࣏࣐࣮ࣜ⁐ᾮ &17 ࢆศᩓࡉࡏ࡚ࡽ࢚ࣞࢡࢺࣟࢫࣆࢽࣥࢢἲࡼࡾࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆ〇ࡍࡿ࠸
࠺ᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛㸪&173$ ࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆ〇ࡍࡿࡶ㸪〇ࡋࡓࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆ⏝࠸࡚
స〇ࡋࡓ &17 ᙉ 3$ ࣇ࣒ࣝࡢᘬᙇᙉᗘࢆホ౯ࡋࡓ㸬࢚ࣞࢡࢺࣟࢫࣆࢽࣥࢢࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛㸪&17
ࡀศᩓࡋࡓ &173$ ࢼࣀࣇࣂ࣮ࡀ⣳⣒ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ㸦ᅗ 㸧
㸪&17 㓟ฎ⌮ࢆࡍࡇࡼࡾࢼࣀ
ࣇࣂ࣮ෆࡢ &17 ࡀศᩓࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ㸪&17 ࡀࣇࣂ࣮ෆศᩓࡉࢀࡓ &173$ ࢼࣀࣇࣂ
࣮ࢆ⏝࠸࡚〇ࡋࡓ &17 ᙉ 3$ ࣇ࣒ࣝ㸦ᅗ 㸧ࡢᘬᙇヨ㦂ࡼࡾ㸪㓟ฎ⌮ &17 ᙉ 3$ ࣇ࣒ࣝࡣ
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 ⤖   ゝ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ゐ፹ 1L㸪Ⅳ⣲※ࣝࢥ࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓ &9' ἲࢆ⏝࠸࡚㸪Ⅳ⣲⧄⥔ࡢຎࡀ⏕ࡌ࡞࠸ప ୗ࡛
ࡢ &17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࡢ〇ᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ࡉࡽ &17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔࣏࣑ࣜࢻᶞ⬡ࡼࡾస〇ࡋࡓࣔࢹࣝ
ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢ⧄⥔ᶞ⬡⏺㠃ᙉᗘࢆホ౯ࡋ㸪&17 ᯒฟࡼࡾ⧄⥔ᶞ⬡⏺㠃ᙉᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࢆ᫂ࡽ
ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ &17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࢆ᥋ྜᨭᮦᩱࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇ࡛㸪Ⅳ⣲⧄⥔ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡」
ྜᮦᩱࡢ᥋ྜᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ලయⓗࡣ㸪&17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࢆ᥋ྜࡢᢠຍ⇕፹యࡋ࡚⏝ࡋ㸪┤᥋㏻㟁
ᢠຍ⇕ࡼࡾⅣ⣲⧄⥔ࢆຍ⇕ࡍࡿࡇ࡛㸪࣐ࢺࣜࢵࢡࢫᶞ⬡ࢆ⼥ゎࡍࡿࡇ࡛᥋ྜࡍࡿᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋ㸪&17 ᯒ
ฟࡼࡾ᥋ྜᙉᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪࣏࣑ࣜࢻᶞ⬡ࣇ࣒ࣝ࠾࠸࡚ &17 ࢆศᩓࡉࡏ
ࡿ᪉ἲࡋ࡚㸪࢚ࣞࢡࢺࣟࢫࣆࢽࣥࢢἲࢆ⏝࠸ࡿࡇࢆᥦࡋ㸪&17 ศᩓ 3$ ࣇ࣒ࣝࢆ〇ࡋࡓ㸬
 ௨ୖࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚㸪㛤Ⓨࡋࡓ &17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ࡣࢢ࣮ࣝࣉ 㸪 ࡶᥦ౪ࡋ㸪&17 ࡢ⧄

⥔ᶞ⬡⏺㠃࡛ࡢᙺࡢゎ᫂ࡸ㸪ᐇᵓ㐀㒊ᮦࡋ࡚ࡢ⏝ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧရࡢ⏺㠃ᙉᗘࢆ
ྥୖࡉࡏࡿ⣲ᮦࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᙜึࡢ◊✲┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ㄽᩥ࣭ᴗ⦼ࣜࢫࢺ
>@ ⏣୰ே㸪ዟᮧ♸つ㸪∦ᒣബ⏕㸪᳃⏣᭷ு㸪Ⅳ⣲⧄⥔࣏࣑ࣜࢻᶞ⬡⏺㠃ᙉᗘཬࡰࡍⅣ⣲⧄⥔ࡢ &17
ᯒฟ≧ែࡢᙳ㡪 ᮦᩱ9RO1RSS  >@
>@ ⏣୰ே㸪⏣୰⿱㸪∦ᒣബ⏕㸪&)573 ┤᥋㏻㟁ᢠຍ⇕⁐╔ࡢ᥋ྜᙉᗘཬࡰࡍⅣ⣲⧄⥔⾲㠃ࡢ &17
ᯒฟࡢᙳ㡪 ᮦᩱ9RO1RSS  >@
>@ .D]XWR 7$1$.$ 6DWRVKL -272.8 +LURNL 08.$2.8 7VXWDR .$7$<$0$ 'LVSHUVLRQ HYDOXDWLRQ RI FDUERQ
QDQRWXEH DQG PHFKDQLFDO SURSHUWLHV IRU FDUERQ QDQRWXEHSRO\DPLGH  :,7 7UDQVDFWLRQV RQ (QJLQHHULQJ 6FLHQFHV
9ROSS  >@
>@ ᒣ⏣⩧ኴ㸪⏣୰ே㸪∦ᒣബ⏕㸪ෆ⸨බ႐㸪&17 ᯒฟⅣ⣲⧄⥔ᙉ⇕ྍረᶞ⬡✚ᒙᯈࡢᑟ㟁ᛶ㸪➨  ᅇ⮬ື
㌴⏝㏵ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪SS㸪ྠᚿ♫Ꮫ㸪ி㒔ᕷ  >@
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ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術の研究
Gr-2 リーダー：同志社大学 理工学部 田中 達也*1
Study on interfacial adhesion technique for hybrid injection molding
*1

Tatsuya TANAKA*1

Department of Mechanical Engineering, Doshisha University
1-3 Tatara-miyakodani, Kyotanabe City, Kyoto 610-0321, Japan
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1. 緒

言

ナノ繊維・粒子の機能性発現に大きく影響する微視的構造制御に焦点を当て，①発現メカニズムの解明，②新
機能の開発，による新規ナノ複合材料の創製を目指すことが研究センターの研究テーマである．これを実現する
ため，第 4Gr が取り組む具体的なテーマは，
「ナノ繊維・粒子を分散制御した熱可塑性樹脂複合材料射出成形技術
の研究」である．基本的には，ナノコンポジットと繊維強化複合材料により 3 次元的な形状を射出成形技術によ
って作り出すと同時に，構造部材に用いられる連続繊維強化複合材料とのハイブリッド化を実現し，より高機能
で高強度な部品を成形する技術を確立する．
上記を実現するため，以下のサブテーマを推進する．図 1 にその技術確立のための系統図を示す．目標実現の
ためのサブテーマと研究体制を以下の項目に示す．
2.

ナノ繊維分散のための混練技術の確立
2.1 混練技術における伸長流動の基礎研究（第 4Gr）1)
2.2 二軸混混練押出機用伸長流動セグメントの最適化（第 4Gr）2), 3)

3.

ナノ繊維分散のための射出成形技術の確立
3.1 長繊維化と高分散スクリュ形状の基礎研究（第 4Gr および産学連携）4-6)

4.

連続繊維強化プリプレグシートとリサイクル材料とによるハイブリッド成形技術の確立
4.1 接合部（リブ部）に使用する短繊維分散リサイクル材料の創製（第 4Gr および産学連携）7）
4.2 接合部（リブ部）の強度向上方法の技術確立（第 4Gr）8)

5.

ナノ繊維分散フィルムを用いたハイブリッド成形技術の確立（第 4Gr および第 2，3Gr と連携）
5.1 CNT 添加ハイブリッド射出成形品の界面接着性に関する基礎検討 9)
5.2 CNT 含有率及び分散性が界面せん断強度に与える影響

6.

5.3 剥離界面における CNT の状態
5.4 各プロセスで作製された材料の粘弾性が界面せん断強度に及ぼす影響
CNT の添加が 3 次元ハイブリッド射出成形品の曲げ特性に及ぼす影響
6.1 ハイブリッド射出成形品作製方法と評価

No.2017-I-5
*1
研究員, 先端複合材料研究センター 同志社大学 理工学部 （〒610-0321 京田辺市多々羅都谷 1-3）
E-mail of corresponding author: tatanaka@mail.doshisha.ac.jp
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㐣ࡢᅽຊᦆኻࢆ a03D ⛬ᗘ࠼ࢀࡤ㸪࣏ࣜࣉࣟࣆࣞࣥ㸦33㸧୰࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ㸦&17㸧ࡀศᩓ
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㸬 ㍈ΰΰ⦎ᢲฟᶵ⏝ఙ㛗ὶືࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢ᭱㐺
㍈ᢲฟᶵ࡛✚ᴟⓗఙ㛗ὶືࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ᅗ  ♧ࡍ᪂つ %' ᙧ≧ࢆᥦࡋ㸪ࢼࣀ⧄⥔࡛࠶ࡿ &17
ࡢศᩓᢏ⾡ࢆ☜❧ࡍࡿヨࡳࢆ⾜ࡗࡓ㸬ୖグࡋࡓࡼ࠺ᇶ♏◊✲ࡽຠᯝⓗ࡞ఙ㛗ὶືࢆⓎࡏࡉࡏࡿࡣ 㹼
03D ࡢᅽຊᦆኻࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬୍᪉㸪ᚑ᮶ᆺࡢ %' ࡛ࡣ㸪ࢹࢫࢡࢠࣕࢵࣉ㛫࠾࠸࡚ࡁ࡞ᅽຊ㝆ୗࡀ⏕ࡌ㸪
ᶞ⬡₃࠼࠸ࡀάⓎ㉳ࡇࡿࡓࡵ㸪㈏㏻Ꮝ㒊ศᶞ⬡ࡀὶධࡏࡎ㸪ᚲせ࡞ఙ㛗ὶືࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᅗ  ♧ࡍᵝࢹࢫࢡࢠࣕࢵࣉࢆྲྀࡾ㝖ࡁ㸪࣋ࣜࣥࢢࢆᑟධࡋࡓᅛᐃᘧ %'㸦௨ୗ ;%'㸧ࢆ᪂
つ⪃ࡋࡓ㸦≉チฟ㢪῭࡛ -67 ㈝⏝ࡼࡿᾏእฟ㢪ࡀỴᐃࡋᡭ⥆ࡁ୰㸧
㸬ᮏᙧ≧ࡍࡿࡇ࡛㸪ᶞ⬡ࡀ㈏㏻Ꮝ㒊
ศάⓎὶධࡍࡿࡓࡵఙ㛗ὶືࡀಁ㐍ࡉࢀࡿᮇᚅࡉࢀࡓ㸬࡞࠾㸪ศᩓᚲせ࡞ᅽຊᦆኻࡣ㸪;%' ࡢ✰ᚄཬ
ࡧ✰ಶᩘ㸪๓ᚋࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺᵓᡂ㸪㐠㌿᮲௳ࡼࡾᐜ᫆ㄪᩚࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬;%' ࡼࡿ &17 ศᩓຠᯝ
ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪ᚑ᮶ࡢ %' ཬࡧࡏࢇ᩿ὶືᆺࡢࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝࢱࣉࡢࢽ࣮ࢹࣥࢢࢹࢫࢡ㸦௨ୗ .'㸧
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ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᅗ  ♧ࡍࡼ࠺㸪 ✀㢮ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆ㍈ᢲฟᶵෆࡢ⁐⼥ᚋࡢΰ⦎ศᩓ㡿ᇦ㓄⨨ࡋ㸪ᅇ
㌿ᩘ USP㸪౪⤥㔞 NJK㸪タᐃ ᗘ Υ࡚ 33 ᶞ⬡ &17 ࡢΰ⦎ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ᅗ  ᚑ᮶ࡢ %' ࠾ࡼࡧ᪂つ %'㸦;%'㸧ࡢᙧ≧㓄⨨

ᅗ  ;%' ࡢẚ㍑ΰ⦎ᐇ㦂
ΰ⦎≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ㸪ẚ࢚ࢿࣝࢠୗὶഃᶞ⬡ ᗘࡢ㛵ಀࢆㄪࡓ⤖ᯝࢆᅗ  ♧ࡍ㸬ࡏࢇ᩿Ⓨ⇕ࡢ
↓࠸ %' ཬࡧ ;%' ࡣ㸪ྠࡌẚ࢚ࢿࣝࢠᑐࡍࡿᶞ⬡ ᗘࡀ .' ࡼࡾࡶ⣙ r& పࡃ㸪ࡘ ;%' ࡣ %' ẚ࡚
㧗࠸ẚ࢚ࢿࣝࢠࢆ࠼ࡿࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬⤖ᯝࡋ࡚㸪ᶞ⬡Ⓨ⇕ࢆᢚ࠼㸪㝈ࡽࢀࡓ␃
㛫࠾࠸࡚ຠ⋡ࡢⰋ࠸ΰ⦎ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬  ᅗ  ࡣΰ⦎ᐇ㦂࡛⏝ࡋࡓ  ✀㢮ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺ
ᙧ≧ࡢᩘ್ゎᯒࣔࢹࣝࢆ♧ࡍ㸬ᅗ  ♧ࡍᅽຊᦆኻࡢኚື⤖ᯝཬࡧ⾲  ࡢᐇ㦂⤖ᯝࡢẚ㍑ࡼࡾ㸪ᚑ᮶ࡢ %' 
ẚ㍑ࡋ࡚ ;%' ࡣ㈇ᅽࡀ⏕ࡌࡿࡇࡶ࡞ࡃ㸪ࡘ᭱ᅽࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽᅽຊᦆኻࡣ⣙
ྥୖࡋ㸪᭱⣙ 03D ࡢᅽຊᦆኻࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓ㸬
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆࡶ㸪ྛ✀ࢫࢡࣜࣗᵓᡂ࠾ࡅࡿΰ⦎ᚋࡢ &17 ศᩓ≧ែࢆホ౯ࡋࡓ㸬ศᩓ≧ែࡣගᏛ㢧ᚤ㙾
ほᐹࡸ⤖ᬗᗘ㸪ࣞ࢜ࣟࢪ࣮ⓗᛶ㉁㸪㟁Ẽఏᑟᛶ➼ࡢ ᐃࡽ⥲ྜⓗホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ホ౯⤖ᯝࡢ୍ࡋ࡚㟁
Ẽఏᑟᛶࡢ⤖ᯝࢆᅗ  ♧ࡍ㸬≉ 㹼ZWࡢప⃰ᗘ㡿ᇦ࠾࠸࡚㸪;%' ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ศᩓ≧ែࡀࡁࡃ
ᨵၿࡉࢀ㸪ྠࡌᑟ㟁ᛶࢆᚓࡿࡣ .' ẚ࡚⣙ ࡢ &17 ྵ᭷㔞ࢆῶᑡ࡛ࡁࡿࡇࢆ♧ࡋࡓ  㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪
㈏㏻Ꮝࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆᅛᐃᘧᙧ≧ኚ᭦ࡋࡓࡇ࡛㸪㈏㏻Ꮝᶞ⬡ࡀ☜ᐇὶධࡋ㸪ఙ㛗ὶື୰࡛ &17 ࡢศᩓࡀ
ಁ㐍ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬
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ࡇࡢ⤖ᯝࢆά⏝ࡋ㸪ࢼࣀ⧄⥔࡛࠶ࡿ &17 ࢆ᥋ྜ㠃㸦࠶ࡿ࠸ࡣᒙ㛫㠃㸧ศᩓࡉࡏࡿࡇ࡛ࡑࡢᙉᗘࢆྥୖࡉࡏ
ࡿ┠ⓗ࡛㸪ᅗ  ♧ࡍࣇ࣒ࣝᕳࡁྲྀࡾ⨨ࢆᑟධࡋ㸪ȣ㹼ȣPPP ࡢᖏ≧ࣇ࣒ࣝࢆᡂᙧࡋࡓ㸬
ࡇࡢࣇ࣒ࣝࢆ᥋ྜ㒊㓄⨨ࡍࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧᢏ⾡ࡢ◊✲ࡢ㒊ศ࡛ᚋ㏙ࡍࡿ㸬
ࢼࣀ⧄⥔ศᩓᢏ⾡ᑐࡍࡿᚋࡢᒎ㛤ࡋ࡚㸪;%' ࡢᙧ≧㸦ձ✰ᩘ㸪ղ✰ᚄ㸧ࡸ๓ᚋࡢࢫࢡࣜࣗᵓᡂ㸪࢜࣌ࣞ
࣮ࢩࣙࣥ᮲௳➼ࡽ &17 ࡢศᩓᚲせ࡞ᅽຊᦆኻ㸦a03D㸧ࡢⓎ⏕ࢆᐇ⌧ࡋ㸪᭦࡞ࡿࢼࣀ⧄⥔ࡢศᩓᛶྥ
















.'



;%'
%'

ǻ3>N3D@

5HVLQ7HPSHUDWXUH>Υ@

ୖࢆ┠ᣦࡍ㸬




.'
%'
;%'























7LPH>V@

60(>N:KNJ@

  ᩘ್ゎᯒࡼࡿࢫࢡ୍ࣜࣗ  ᅇ㌿࠾ࡅࡿᅽຊ
ᅗ

ᅗ   ;%' ࡢࣉࣟࢭࢫ≉ᛶ

ྛ✀ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡼࡿẚ࢚ࢿࣝࢠฟᶞ⬡ ᗘࡢ㛵ಀ
⾲  ᅽຊᦆኻࡢᩘ್ゎᯒᐇ㦂⤖ᯝࡢ್᭱ࡢẚ㍑

ȴW;^ŝŵƵůĂƚŝŽŶͿ
ŬWĂ
ȴW;ǆƉĞƌŝŵĞŶƚͿ
ŬWĂ

<



y

ϱϰ

ϱϱϮ

ϳϰϬ

ϱϮ

ϱϴϱ

ϵϯϭ

⣙ϲϬйྥୖ

ᅗ  ㍈ᢲฟᶵෆ࠾ࡅࡿ  ✀㢮ࡢ

ϭϲ
ϭϰ
ϭϮ
ϭϬ
ϴ
ϲ
ϰ
Ϯ
Ϭ

<

y

3HUFRODWLRQWKUHVKROG

ůŽŐʌǀ ɏΎĐŵ

ᩘ್ゎᯒࣔࢹࣝ

Ϭ

ᅗ  ࣇ࣒ࣝᡂᙧ⏝ᕳࡁྲྀࡾ⨨

Ϭ͘ϱ ϭ ϭ͘ϱ Ϯ Ϯ͘ϱ
ĐƚƵĂůEdŽŶƚĞŶƚǁƚй

ϯ

ϯ͘ϱ

ᡂᙧࡉࢀࡓࣇ࣒ࣝ

ᅗ  㟁Ẽఏᑟᛶࡢẚ㍑
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 ࢼࣀ⧄⥔ศᩓࡢࡓࡵࡢᑕฟᡂᙧᢏ⾡ࡢ☜❧
㸬 㛗⧄⥔㧗ศᩓࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢᇶ♏◊✲㸦➨ *U ࠾ࡼࡧ⏘Ꮫ㐃ᦠ㸧
ᮏ㡯┠ࡢ◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸪ձ㛗⧄⥔㧗ศᩓ㸦ࣇࣛࢡࢱ್ࣝ㸧ࢆࣃ࣓࣮ࣛࢱࡋ࡚㠀➼ ᩘ್ゎᯒᐇ㦂
ࡼࡿࢫࢡࣜࣗ≉ᛶࡢᐃ㔞㸪ղ➼ ᩘ್ゎᯒᑕฟᡂᙧᐇ㦂ࡼࡿࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢࢫࢣ࣮ࣝࢵࣉᢏ⾡ࡢ☜❧㸪
ճ⏘Ꮫ㐃ᦠࡼࡿࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧᶵࡢ㛤Ⓨࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ճࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู㏵㸪ู㡯࡛ㄝ᫂ࡍࡿ㸬

ᅗ  㛗⧄⥔⏝᭱㐺ࢫࢡࣜࣗᙧ≧

⧄⥔ศᩓᛶ䛾せᅉ










)UDFWDOYDOXH>@

5HVLGXDOILEHUOHQJWK>PP@

⧄⥔ᢡᦆ䛾せᅉ


6WDQGUDG

     
0HDQVKHDUVWUHVV>N3D@
'XOPDGJH

9DULDEOHSLWFK















6WDQGDUG

9 '







$YHUDJHRIWRWDOVKHDUVWUDLQ î >@
'XOPDGJH

9DULDEOHSLWFK



9 '

ᅗ  ⧄⥔ᢡᦆపῶ࠾ࡼࡧศᩓᛶྥୖࡢせᅉศᯒ⤖ᯝ
㧗ᙉᗘ㧗ᶵ⬟㸪ࡉࡽࡣ᥋ྜ➼ࡢ᪂つᢏ⾡ࡢฟࡑࡢᐇ⏝ࡣ㸪ࢫ࣌ࢡࢺẚ㸦/G㸧ࡢྥୖࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ㸬ᶞ⬡ࡢྍረ⧄⥔ࡢศᩓᶵ⬟ࢆศ㞳ࡋ㸪㍈᪉ྥ᭱㐺㓄⨨ࡋࡓࢫࢡࣜࣗᙧ≧㸦ᅗ 㸧ࡢ㛤Ⓨࡼࡾ㸪┤
ᚄࡀᩘ㹼༑ᩘȣP ࡢ *) ࡸ &) ᑐࡋ࡚㸪ṧᏑ⧄⥔㛗㸸㹼PP ࡛ /'㸸㹼 ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ  㸬୍᪉㸪PP ࡢ
*) ⧊ᕸ㸦/'㸸㸧࡛ᙉࡉࢀࡓࣉࣞࢫᡂᙧရࡀ㐃⥆⧄⥔ྠ⛬ᗘࡢ≉ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪⌧≧ࡢࢫ
ࢡࣜࣗᢏ⾡ࡽࡉࡽ 㹼 ಸࡢ㧗࠸ /' ࡢ㛗⧄⥔ࢆᐇ⌧࡛ࡁࢀࡤ㸪㐃⥆⧄⥔ᙉࡢ≉ᛶ㏆࡙ࡃᮇᚅࡉࢀ
ࡿ㸬ࢼࣀ⧄⥔ࡢ㛗⧄⥔㸦/'㸸 ௨ୖ㸧㧗ศᩓࡢࡓࡵࡢᑕฟᡂᙧᢏ⾡ࡢ☜❧ࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡋ࡚㸪⌧≧ࡢ⧄⥔ศᩓ㡿ᇦࡢࢲ࣓࣮ࣝࢪᙧ≧᭰ࢃࡿ᪂つᙧ≧ࡼࡿࢼࣀ⧄⥔ศᩓࢆᐇ⌧ࡍࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ  ♧ࡍࡼ࠺ⴭ⪅ࡽࡢ◊✲⤖ᯝࡽ㸪ᩘ್ゎᯒ࠾ࡼࡧᐇ㦂ゎᯒࡼࡗ࡚㸪⧄⥔ᢡᦆせᅉࡣゎᯒࡽᚓࡽࢀ
ࡿぢࡅࡢᖹᆒࡏࢇ᩿ᛂຊ㸦ⴭ⪅ࡽࡢ◊✲࡚ᥦࡋࡓᣦᶆ㸧࡛㸪ࡲࡓ⧄⥔ศᩓᛶ㛵ࡋ࡚ࡣ⥲ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳ㔞
ࡁ࡞┦㛵㛵ಀࡀ࠶ࡾ㸪
ྛࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡽ⧄⥔ᢡᦆ࠾ࡼࡧศᩓᛶࢆ᥎ ࡛ࡁࡿࡇࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛㸪
▩┪ࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿ⧄⥔ᢡᦆࢆᢚไࡋ࡞ࡀࡽ⧄⥔ศᩓᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢࣉ࣮ࣟࢳ
ࡋ࡚㸪㒊ศⓗ␃㛫ࢆቑຍ࣭ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ኚ᭦ࡋࡓᙧ≧ᅉᏊࡋ࡚
ࡣ㸪ษḞࡁ᪉ྥࢆ rኚ᭦ࡋ㸪ษḞࡁᩘࢆቑຍࡉࡏ㸪ὶయ⤒㊰ࡢ」㞧ࡼࡿ㏦ࡾ㏿ᗘࢆపୗࡉࡏࡿࡇࡼࡗ
࡚ᐇ⌧ࡋࡓ㸬ᅗ  ♧ࡍᩘ್ゎᯒ⤖ᯝࡀ♧၀ࡍࡿࡼ࠺㸪▮༳࡛♧ࡍࢫࢡࣜࣗඛ➃㒊ศ࠾࠸࡚㸪ᚑ᮶᭱㐺ᙧ≧
࡛࠶ࡗࡓ 9 /RQJ' ࢫࢡࣜࣗ᪂つࡢ 9 5 ࢫࢡࣜࣗࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪 D ␃㛫ࡢቑຍ㸪 E ᖹᆒࡏࢇ᩿ᛂຊࡢ
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ᢚไ㸪 F ⥲ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳ㔞ࡀቑຍࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࢫࢡ࡛ࣜࣗᡂᙧࡉࢀࡓᑕฟᡂᙧရࡣ㸪ᅗ  ♧ࡍࡼ࠺㸪
⧄⥔ᢡᦆࡣᢚไࡉࢀ࡞ࡀࡽ⧄⥔ศᩓᛶࡣྥୖࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᶵᲔⓗ≉ᛶࡣᅗ  ♧ࡍࡼ࠺ᘬᙇᙉᗘࡀ 㹼
㸣ᨵၿࡋ㸪 ేࡏ࡚೫ᕪࡣs⛬ᗘࡽs⛬ᗘ༙ῶࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᮏࢫࢡࣜࣗ㛤Ⓨ㝿ࡋ࡚㸪&$' タィ
ߥ&$( ࡼࡿᙧ≧᭱㐺ߥ' ࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ⏝ࡋࡓྍどࣔࢹ᳨ࣝドߥヨసࢫࢡࣜࣗ〇సࡢ㛤Ⓨࢧࢡࣝࢆ☜
❧ࡋࡓ㸦≉チฟ㢪῭㸧 㸬ᚋ㸪ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧ࠾࠸࡚㸪ᮏࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࢆࡗ࡚㸪ࣜࣈ㒊㛗⧄⥔࣌ࣞࢵࢺ
࡛ᑕฟᡂᙧࡍࡿඹࢼࣀ⧄⥔ྵ᭷࡛ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡢ᳨ドࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿ㸬






7HQVLOHVWUHQJWK>03D@


)UDFWDOYDOXH>@

)LEHUOHQJWK>PP@

ᅗ  ᪂ࢫࢡࣜࣗᙧ≧␃㛫ࡢ࠼ࡿᙳ㡪







9DQG/RQJ'

9DQG5

ᵆᵿᵇസ܍ጞዜᧈ

9DQG/RQJ'

9DQG5

ᵆᶀᵇጞዜЎࣱ






9 /RQJ'

9 5

ᅗ  ᪂ࢫࢡࣜࣗᙧ≧ᘬᙇᙉᗘ
ࡑࡢࡤࡽࡘࡁ

ᅗ  ᪂ࢫࢡࣜࣗᙧ≧⧄⥔㛗⧄⥔ศᩓᛶࡢ㛵ಀ

 㐃⥆⧄⥔ᙉࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺࣜࢧࢡࣝᮦᩱࡼࡿࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧᢏ⾡ࡢ☜❧
㸬 ᥋ྜ㒊㸦ࣜࣈ㒊㸧⏝ࡍࡿ▷⧄⥔ศᩓࣜࢧࢡࣝᮦᩱࡢ〇 
㧗ᙉᗘ」㞧ᙧ≧㒊ရࡢᡂᙧᢏ⾡ࡢ☜❧ࡢࡓࡵࡣ㸪᥋ྜ㒊ࡢ᪂ࡓ࡞ᮦᩱ࠾ࡼࡧᡭἲࡢ☜❧ࡀྍ㑊࡛࠶ࡿ㸬௨
ୗ㸪㧗ᙉᗘ㒊࡞ࡿ㐃⥆⧄⥔ࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺࡢ➃ᮦ㸦せ㒊ศ㸧ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚㸬ᑕฟᡂᙧ⏝࣌ࣞࢵࢺ
ࡋ࡚⏝ࡍࡿᢏ⾡㛵ࡋ࡚㏙ࡿ㸬ୖ㏙ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ㸪ձ➃ᮦࡢ࣌ࣞࢵࢺࡢ᳨ウ㸪ղᙉᗘ࠾ࡼࡧὶ
ືᛶࢆ☜ಖࡋࡓ⧄⥔᭱㐺ྵ᭷⋡ࡢỴᐃ㸪ճ᥋ྜ㒊ᙉᗘホ౯ᢏ⾡ࡢ☜❧ࡢᡭ㡰࡛◊✲ࢆ㐍ࡵࡓ  㸬
ඛࡎ㸪ᵓ㐀㒊ᮦࡋ࡚㐃⥆Ⅳ⣲⧄⥔ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡㸦&)573㸧ࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺࢆ⏝ࡍࡿሙྜ㸪ᙧ≧ࡑ
ࡗ࡚᭱㐺࡞᩿ࡀࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ᚲࡎ➃ᮦࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧≧➃ᮦࡣ᭷ຠ⏝ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃᗫᲠࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢᮦᩱࢆᑕฟᡂᙧ⏝ࡋ࡚࣌ࣞࢵࢺࡋ㸪⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡓ㸬➃ᮦࢆࢩࣗࣞࢵࢲ
࣮㸦᩿ᶵ㸧ࡼࡾ PPPP ࡢ▷≧ࡋ㸪ᅗ  ♧ࡍࡼ࠺㍈ᢲฟᶵࡼࡾΰ⦎ࡋ࣌ࣞࢵࢺࡍࡿ㸬
ࡑࡢ㝿㸪౪⤥᭱㐺࡞ᙧ≧ࢆ๓ᐇ㦂ࡼࡾぢฟࡋ㸪ΰ⦎ᐇ㦂ࢆᐇࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪ࡑࡢᚋࡢᑕฟᡂᙧ᭱㐺࡞
⧄⥔ྵ᭷㔞ࡍࡿࡓࡵ㸪⣲ᮦࢽ࣮ࢺࣞࢪࣥ㸦ࡇࡢሙྜ㸪33 ᶞ⬡ࡲࡓࡣ 3$ ᶞ⬡㸧ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡛ᕼ㔘ΰ⦎ࡋ㸪
ὶືᛶ࠾ࡼࡧᶵᲔⓗ≉ᛶࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬⧄⥔ྵ᭷⋡ࡢ㐪࠸ࡼࡿ࣌ࣞࢵࢺᙧ≧ࢫࣃࣛࣝ㔠ᆺࡼࡿὶື≉
ᛶࡢ⤖ᯝࢆᅗ 㸪 ♧ࡍ㸬ᐇ㦂࡛ࡣ㸪ࣜࢧࢡࣝᮦᩱ௨እ࡛⏝ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓ▷⧄⥔࣌ࣞࢵࢺ࠾ࡼࡧ㛗⧄⥔
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࣌ࣞࢵࢺࡢὶືᛶࢆẚ㍑ࡋࡓ㸬㍈ᢲฟᶵࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺᵓᡂࢆ᭱㐺ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࣜࢧࢡࣝᮦᩱࡢ࣌ࣞࢵࢺస
ᡂࡢṧᏑ⧄⥔㛗ࡣ▷⧄⥔࣌ࣞࢵࢺ௨ୖࡢ⧄⥔㛗ࡉࢆಖᣢࡋࡓ㸬୍᪉㸪ᑕฟࡢὶືᛶ㛵ࡋ࡚ࡶ㸪࠸ࡎࢀࡢྵ
᭷⋡ࡶ▷⧄⥔࣌ࣞࢵࢺࡣཬࡤ࡞࠸ࡶࡢ㸪ZWࡢ &) ྵ᭷⋡ࡣ㧗ᙉᗘࡢ㛗⧄⥔࣌ࣞࢵࢺࡼࡾࡶ 㸣⛬ᗘⰋ࠸⤖ᯝ
࡞ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᶵᲔⓗ≉ᛶࡢホ౯ࡣ㸪㍈ΰ⦎ᶵ࡛㐀⢏ࡋࡓ࣌ࣞࢵࢺࢆᑕฟᡂᙧࡋࢲࣥ࣋ࣝᆺヨ㦂∦ࢆసᡂࡋ㸪
ᘬᙇࡾ࠾ࡼࡧ᭤ࡆ㸪ࡉࡽࡣࢰࢵࢺ⾪ᧁヨ㦂㸦グ㍕ࡏࡎ㸧ࢆᐇࡋࡓ㸬࠸ࡎࢀࡢ⤖ᯝࡶ▷⧄⥔㸪㛗⧄⥔࣌ࣞ
ࢵࢺྵ᭷⋡ ZWࡲ࡛ࡣࡰྠࡌ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣜࢧࢡࣝᮦ࡛ࡢ㧗ྵ᭷⋡࣌ࣞࢵࢺࡣ ZW௨ୖ࡛ࡶྥୖ
ࡋ࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣ㸪㧗ྵ᭷⋡࡛ࡣὶືᛶࡶపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪⧄⥔ࡢ⤡ࡲࡾࡼࡿᡂᙧရෆ㒊࡛ࡢ࣎
ࢻ⏕ᡂࡼࡾ㸪⤖ᯝࡋ࡚ᙉᗘࡀྥୖࡋ࡞ࡗࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

ᅗ  ➃ᮦࣜࢧࢡࣝࡼࡿ࣌ࣞࢵࢺ

ᅗ  ྛ✀࣌ࣞࢵࢺࡼࡿὶືᛶࡢẚ㍑

D  ᘬᙇࡾᙉᗘ

E  ᭤ࡆ๛ᛶ

E  ᅗ  ⧄⥔ྵ᭷⋡ᶵᲔⓗ≉ᛶࡢ㛵ಀ
㸬 ᥋ྜ㒊㸦ࣜࣈ㒊㸧ࡢᙉᗘྥୖ᪉ἲࡢᢏ⾡☜❧ 
ḟ㸪᥋ྜᙉᗘホ౯㛵ࡋ࡚ᐇࡋࡓෆᐜࢆ㏙ࡿ㸬ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧࡢሙྜ㸪㏻ᖖ᥋ྜ㒊ࡣ᥋╔ᮦࢆ⏝ࡏ
ࡎ㸪ࣄ࣮ࢱ࣮ࡢຍ⇕ᑕฟᡂᙧࡉࢀࡿ⁐⼥ᶞ⬡ࡼࡾ⼥╔ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ୖグࡢࣜࢧࢡࣝᮦᩱࡸ㏻ᖖࡢ
⧄⥔ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡ࢆᑕฟᡂᙧ⏝ᮦᩱࡋ࡚⏝ࡋࡓࡢ᥋ྜ㒊ࢆホ౯ࡍࡿᢏ⾡☜❧ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪୕Ⅼ᭤ࡆヨ㦂ేࡏ࡚ )(0 ࡼࡿᩘ್ゎᯒࡼࡾ⏺㠃᥋╔ᙉᗘࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬୕Ⅼ᭤ࡆヨ㦂
⤖ᯝࡼࡾᚓࡽࢀࡓⲴ㔜ኚ᭤⥺ྛኚ࡛ࡢヨ㦂∦ࡢ◚ᦆ≧ែࢆᅗ  ♧ࡍ㸬ࡇࡢほᐹ⤖ᯝࡽ㸪᭱ึᑕฟ
ᡂᙧᮦ 8' ࣉࣜࣉࣞࢢࡢ⏺㠃㞳ࡀ㐍ᒎࡋ㸪᭱⤊ⓗ 8' ࣉࣜࣉࣞࢢࡢ⧄⥔ᢡᦆࡀ㉳ࡁࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
ḟ㸪ࡇࡢⲴ㔜ኚ᭤⥺ࢆࡗ࡚㸪ᅗ  ♧ࡍࡼ࠺࡞ᩘ್ゎᯒࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝ㸪◚᩿ࡢ⏺㠃᥋╔㒊ࡣ㸪⣙
03D ࡢࡏࢇ᩿ᛂຊࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ᥎ ࡛ࡁࡓ㸬
ḟ㸪ࣜࣈ㒊ࡢᑕฟᡂᙧ᮲௳ࡀ᥋ྜ㒊ࡢ᥋╔ᙉᗘ࠼ࡿᙳ㡪ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᑕฟࡢࢩࣜࣥࢲタ
ᐃ ᗘࢆ Υ Υ㸪ಖᣢᅽຊ㸦ಖᅽ㸧ࢆ 03D  03D ࡋࡓ  ᮲௳࡛ࡢᑕฟᡂᙧ᮲௳ࡘ࠸࡚ࡑࡢᙳ㡪
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ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ  ♧ࡍ㸬ẚ㍑ࡢࡓࡵᑕฟᡂᙧᮦᩱ▷⧄⥔࣌ࣞࢵࢺࡢ⤖ᯝࡶ♧ࡍ㸬࠸ࡎࢀࡢᡂᙧ
᮲௳⤖ᯝࡽࡶࣜࢧࢡࣝᮦᩱࡢ᪉ࡀ᥋╔ᙉᗘࡣ㧗ࡃ㸪ᡂᙧ ᗘಖᅽࡣ࠸ࡎࢀࡶ㧗࠸᪉ࡀᙉᗘࡣ㧗࠸㸬ࡑࡢ⌮
⏤ࡋ࡚㸪ࣜࢧࢡࣝᮦᩱࡣࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺྠࡌᶞ⬡࡛࠶ࡾ㸪⧄⥔ᶞ⬡ࡢ⏺㠃᥋╔ᛶࡣ▷⧄⥔࣌ࣞࢵࢺ
ẚ࡚Ⰻ࠸㸬ࡲࡓ㸪ᡂᙧ ᗘࡸಖᅽࢆୖࡆࡿࡇ࡛ᐦ╔ᛶࡀྥୖࡋ㸪㞳ࡢ㐍ᒎࡀᢚไࡉࢀ᭱Ⲵ㔜ࡀྥୖࡋ
ࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

ᅗ  ᭤ࡆヨ㦂⤖ᯝྛኚ࡛ࡢ◚ᦆ≧ែ

ᅗ  ᑕฟᡂᙧ᮲௳ࡀ᥋ྜ㒊ࡢᙉᗘ࠼ࡿᙳ㡪

ᅗ  ᩘ್ゎᯒࡼࡿ᭤ࡆヨ㦂⤖ᯝ

 ࢼࣀ⧄⥔ศᩓࣇ࣒ࣝࢆ⏝࠸ࡓࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧᢏ⾡ࡢ☜❧
㸬 &17 ῧຍࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ⏺㠃᥋╔ᛶ㛵ࡍࡿᇶ♏᳨ウ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢእ㒊㐃ᦠᴗ࡛࠶ࡿᮾὒᶵᲔ㔠ᒓࡣ㸪ඛ➃」ྜᮦᩱ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ✀ࠎࡢඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡌ
࡚㐃⥆⧄⥔ᙉ⇕ྍረᛶᶞ⬡ࢩ࣮ࢺࡼࡿࣉࣞࢫᡂᙧ 9 ' ࢫࢡࣜࣗࢆᦚ㍕ࡋࡓᑕฟᡂᙧᢏ⾡ࡼࡾ㐃⥆⧄⥔
ᙉᵓ㐀㒊ᮦྠኈࢆ᥋ྜࡍࡿࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧᶵࢆ ,3) ฟᒎࡋࡓ㸬ᅗ  ࡑࡢእほ┿ࢆ♧ࡍ㸬ᮏࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪 ᖺᗘࡢタഛᑟධࡇࡢࢱࣉࡢᑠᆺ⨨ࢆᑟධࡋ㸪 ᖺᗘ㹼 ᖺᗘΏࡾ㸪᥋ྜ
㒊ࡢᙉᗘྥୖࡢࡓࡵࡢ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧᢏ⾡ࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ᥋ྜ㒊ᙉᗘ
ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ୖ㏙ࡋࡓࢼࣀ⧄⥔ศᩓࣇ࣒ࣝࡢά⏝ࢆ⪃ࡋࡓ㸦≉チฟ㢪῭㸧
㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪᥋ྜ㒊ࢼࣀ
⧄⥔ศᩓࣇ࣮ࣛࢆ㓄⨨ࡋࡓሙྜࡢ᥋ྜᙉᗘࡢ᳨ウ⤖ᯝࡘ࠸࡚㏙ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡣ➨ *U㸪➨ *U ࡢ㐃
ᦠ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢᶵᲔⓗ≉ᛶホ౯࠾࠸࡚㸪ࣥࢧ࣮ࢺᮦᑕฟࡋࡓࣜࣈ᰿ᮏࡢᘬᙇᙉᗘࢆ⟬ฟࡍࡿ
᪉ἲࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ 7 Ꮠࡢࡼ࠺࡞ᡂᙧရࢆస〇ࡋࡓሙྜ㸪ࣜࣈ㒊ࡢ᰿ᮏᛂຊࡀ㞟୰ࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵ࡛
࠶ࡿ㸬ࡋࡋ㸪ᘬᙇࡼࡿࣜࣈ᰿ᮏࡢ◚ቯ⟠ᡤࡣ㸪ࣜࣈ᰿ᮏࡢ⏺㠃ࡢሙྜ㸪ᑕฟᶞ⬡୰࡛ࡢሙྜ㸪࠸ࡗࡓࡼ࠺
ᵝࠎ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ᑕฟᶞ⬡ࡢࣥࢧ࣮ࢺᮦࡢධࡾ㎸ࡳ≧ែࡼࡗ࡚ࡣ㸪㒊ᮦࡋ࡚ࡢᙉᗘࡣぢ✚ࡶࢀࡿࡶ
ࡢࡢ㸪⣧⢋࡞⏺㠃ᙉᗘࡢ⟬ฟࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ⟬ฟࡢࡓࡵ
ᒙ㛫ࡏࢇ᩿ᙉᗘヨ㦂㸦,QWHU/DPLQDU6KHDU6WUHQJWK㸹,/66㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ඛࡎ㸪⏺㠃࠾ࡅࡿ &17 ࡢ᥋╔ᛶࡢᙳ㡪
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ࢆ㠀ᙉ 33 ࡛ᑕฟᡂᙧࡋ࡚ホ౯ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᑕฟᶞ⬡ࢆ &)573 ࡍࡿホ౯ࡣḟ㡯࡛⾜࡞࠺㸬&17 ࡀ⏺㠃ᅾ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ᡂᙧရ㸦௨ୗ㸪&)33 ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧရ㸧 &17 ࡀ⏺㠃ᅾࡋ࡚࠸ࡿᡂᙧရ㸦௨ୗ㸪&17&)33
ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧရ㸧ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆẚ㍑ࡋ㸪ᡂᙧရࡢ㞳㠃ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡛⏺㠃࠾ࡅࡿ &17 ࡢᵝᏊ
ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
᭱ึᡂᙧࡋࡓࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࢆཌࡳ PP㸪㛗ࡉ PP㸪
ᖜ PP ࡢヨ㦂∦ษࡾฟࡋ㸪$670' つ᱁‽ᣐࡋ࡚㸪ࢩ࣮ࣙ
ࢺࣅ࣮࣒  Ⅼ᭤ࡆヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ヨ㦂᮲௳ࡣ㸪ヨ㦂㏿ᗘ PPVHF㸪ᨭ
Ⅼ㛫㊥㞳ࢆ PP ࡋࡓ㸬ヨ㦂ࡢⲴ㔜ኚ᭤⥺࠾ࡅࡿ㸪Ⲵ㔜ࡀప
ୗࡋࡓ⟠ᡤࢆ⏺㠃◚ቯⲴ㔜ࡋ࡚㸪ୗグᘧ㸦㸧ࢆ⏝࠸࡚⏺㠃ࡏࢇ
᩿ᙉᗘɒࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ヨ㦂∦ᖜࢆ㸪ヨ㦂∦ཌࡉࢆ㸪ࣥࢧ࣮ࢺᮦཌࡉ
ࢆ㸪ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪㞳ᚋࡢ⏺㠃Ꮡᅾࡍࡿ &17 ࡢ≧ែࢆほᐹࡍࡿ
ࡓࡵ㸪㉮ᰝᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾㸦᪥ᮏ㟁Ꮚ♫〇㸪〇ရྡ㸸-60)'㸧ࢆ
⏝࠸㸪ຍ㏿㟁ᅽ N9 ࡚㞳㠃ほᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ᅗ  ࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧᶵእほᅗ
ݐ
͵ܲ ቀͳ െ ቁ ݐ
݄
ሺʹ െ ͳሻ
ɒൌ
ܾ݄ଶ
ᅗ  ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬ᅗࡼࡾ⏺㠃 &17 ࢆῧຍࡋࡓሙྜ㸪ࢩࣜࣥࢲ ᗘ࠾ࡼࡧಖᅽࡢୖ᪼ඹ
⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡣྥୖࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢせᅉࢆ⪃ᐹࡍࡿࡓࡵ㸪6(0 ࡼࡾ &)33 ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧရཬࡧ
&17&)33 ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧရࡢヨ㦂∦ࡢ㞳㠃ࢆほᐹࡋࡓ㸬ᅗ  㸪&)33 ཬࡧ &17&)33 ࣁࣈࣜࢵࢻᡂ
ᙧရࡢ㞳㠃ほᐹ⏬ീࢆ♧ࡍ㸬ᅗࡼࡾ &)33 ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧရࡢ㞳㠃ࡣᑕฟᶞ⬡ഃཬࡧࣥࢧ࣮ࢺᮦഃࠊ
ࡕࡽ࠾࠸࡚ࡶయⓗࣇࣛࢵࢺ࡞≧ែ࡛࠶ࡾ㸪᥋╔ᛶஈࡋ࠸ࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪&17&)33 ࣁࣈ
ࣜࢵࢻᡂᙧရࡢ㞳㠃ࡢᑕฟᶞ⬡ഃཬࡧ㸪
ࣥࢧ࣮ࢺᮦഃ୧᪉࠾࠸࡚ &17 ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
⏺㠃ᙉᗘྥୖࡣ㸪ձ㞳㠃ࡢ୧ഃ &17 ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ㸪ղ&17 ࡢᢤࡅࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ➼ࡀ㸪⏺㠃ࢆ
⧅ࡂࡵࡿᶵᵓࢆࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬ࡉࡽ㸪&17 ࡣᘬఙࡤࡉࢀࡓ㸦㓄ྥࡉࢀࡓ㸧≧ែ࡛Ꮡᅾࡋ
࡚࠸ࡿࡇࡶุ᫂ࡋ㸪ࡇࢀࡣࣇ࣒ࣝᡂᙧࡢ㝿㓄ྥࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬




,QWHUIDFLDOVKHDU
VWUHQJWK >03D@

,QWHUIDFLDOVKHDU
VWUHQJWK >03D@







&)33K\EULGLQMHFWLRQPROGLQJV






&)33K\EULGLQMHFWLRQPROGLQJV



&17&)33K\EULGLQMHFWLRQPROGLQJV

&17&)33K\EULGLQMHFWLRQPROGLQJV








&\LOLQGHUWHPSHUDWXUH >ႏ@
D  ࢩࣜࣥࢲタᐃ ᗘ





+ROGLQJSUHVVXUH >03D@
E  ಖᣢᅽຊ

ᅗ  ᑕฟᡂᙧ᮲௳⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡢ㛵ಀ
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&)33K\EULGLQMHFWLRQPROGLQJV

&17&)33K\EULGLQMHFWLRQPROGLQJV

D

E

ᅗ  D ࣥࢧ࣮ࢺഃ࠾ࡼࡧ E ᑕฟഃ⏺㠃࡛ࡢ &17 ࡢ≧ែ
 &17 ྵ᭷⋡ཬࡧศᩓᛶࡀ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ࠼ࡿᙳ㡪
୍⯡ⓗ⏝ࡉࢀࡿᵓ㐀㒊ᮦࢆᐃࡋ࡚㸪ᑕฟᡂᙧ⏝ᶞ⬡ࡋ࡚ &)573 ࣌ࣞࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪&1733
ࣇ࣒ࣝ୰࠾ࡅࡿ &17 ྵ᭷⋡ཬࡧ &17 ศᩓᛶࡀࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ⏺㠃᥋╔ᛶ࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウ
ࡋࡓ㸬ୖ㏙ࡋࡓఙ㛗ὶືࢆᛂ⏝ࡋࡓ㍈ᢲฟᶵࡼࡿศᩓᢏ⾡ࢆ⏝࠸㸪&17 ࡢศᩓ≧ែࢆ㧗ࡵࡓ &1733 ࣇ
࣒ࣝࢆస〇ࡋࡓ㸬&17 ࡢᵓ㐀ࢆᢕᥱࡋ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ࠼ࡿᙳ㡪ࢆㄪࡿࡓࡵ㸪&1733 ࣌ࣞࢵࢺ≧ែ࡛ࡣ⁐
⼥⢓ᙎᛶ㸪&1733 ࣇ࣒ࣝ≧ែ࡛ࡣఙ⦰࣮ࣔࢻࡼࡿືⓗ⢓ᙎᛶࢆ ᐃࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪ືⓗ⢓ᙎᛶ ᐃࡢ᭤ࡆ
࣮ࣔࢻࡼࡾ &)53 ࡢ✚ᒙᵓᡂࡸ⧄⥔㓄ྥゅࡀᡂᙧရయࡢືⓗ⢓ᙎᛶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪ᑕฟᡂᙧရࡢືⓗ⢓ᙎᛶ ᐃࡶ⾜ࡗࡓ㸬

ᅗ  ࡣ㸪㈓ⶶᙎᛶ⋡ *’ࢆ㸪ᅗ  ࡣ⾲㠃ᢠ⋡㸦ᑟ㟁ᛶ㸧ࢆ♧ࡍ㸬ᅗ୰ࡢࢫࢡࣜࣗϨ ,, ࡛ࡣࢼ
ࣀ⧄⥔ࡢศᩓ≧ែࡀ␗࡞ࡿ㸬㈓ⶶᙎᛶ⋡ *’ࡢሙྜ㸪ࡍ࡚ࡢ᮲௳࡛ࢫࢡࣜࣗ ,, ࡢ᪉ࡀ㧗࠸್ࢆ♧ࡍ㸬ࡲ
ࡓ㸪ྵ᭷⋡ୖ᪼క࠸ *’ࡣୖ᪼ࡋ㸪&17 ࡢศᩓᛶࡣྥୖࡍࡿ㸬ḟ㸪⾲㠃ᢠ⋡㸦ᑟ㟁ᛶ㸧ࡢ⤖ᯝࡽ㸪
ࢫࢡࣜࣗ ,, ࡢ᮲௳࡛ࡣഹ࡞ࡀࡽᢠ್ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬ᅗ  ࢫࢡࣜࣗ , ཬࡧࢫࢡ
ࣜࣗ ,, ࡢගᏛ㢧ᚤ㙾⏬ീࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡢ⏬ീࡽ㸪ࢫࢡࣜࣗ ,, ࡛ΰ⦎ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㸪ࢫࢡࣜࣗ , ẚ࡚
᫂ࡽ &17 ࡢจ㞟ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡽࡶ㸪ࢫࢡࣜࣗ ,, ࡀⰋዲ࡞ศᩓ≧ែࢆ
᭷ࡍࡿ &1733 ࣌ࣞࢵࢺࢆస〇ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬
ᅗ  ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ &1733 ࣇ࣒ࣝ୰ྵࡲࢀࡿ &17 ྵ᭷⋡ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍ㸬ᅗࡼࡾ㸪&1733 ࣇࣝ
࣒ࢆ⏝ࡋࡓሙྜ㸪⏝ࡋ࡞࠸ሙྜẚ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀྥୖࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪 &17 ࡀపศᩓ≧ែࡢሙྜ㸪
ZWࡲ࡛⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀ⦆ࡸୖ᪼ࡋ㸪ZW࡛ࡣᖜపୗࡋ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪&17 ࡀ㧗ศᩓ≧ែࡢሙ
ྜ㸪ZW࡛᭱ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆ♧ࡋ㸪ࡑࢀ௨㝆ࡣపୗࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡽ㸪⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆ
ྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡣ㸪᭱㐺࡞ྵ᭷⋡ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪㧗ศᩓ≧ែࡢሙྜ㸪ZW࡛᭱ࡶ㧗࠸⏺㠃ࡏ
ࢇ᩿ᙉᗘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ZW࡛ࡁࡃపୗࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣḟ㡯ࡢ 6(0 ほᐹཬࡧ⢓ᙎᛶ
ᐃࡼࡾ⪃ᐹࢆ⾜࠺㸬
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D (ODVWLFPRGXOXV*
6FUHZ,
6FUHZ,,

* >3D@





 

/RJ 6XUIDFH5HVLVWLYLW\ >ȍ˚@














&17FRQWHQV>ZW@



ᅗ  &17 ྵ᭷⋡ *¶ࡢ㛵ಀ

E 6XUIDFHUHVLVWLYLW\

















6FUHZ,
6FUHZ,,









&17FRQWHQV>ZW@



ᅗ  &17 ྵ᭷⋡㟁Ẽఏᑟᗘࡢ㛵ಀ


,QWHUIDFLDOVKHDU
VWUHQJWK >03D@






3RRUGLVSHUVLRQ
:HOOGLVSHUVLRQ
1RILOP









&17FRQWHQWV>ZW@

ᅗ  &17 ྵ᭷⋡ࡢ㐪࠸ࡼࡿศᩓ≧ែ

ᅗ  &17 ྵ᭷⋡⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ

ࡢ㐪࠸

ࡢ㛵ಀ



 㞳⏺㠃࠾ࡅࡿ &17 ࡢ≧ែ
ྛ &17 ྵ᭷⋡࠾ࡅࡿ㞳ᚋࡢࣥࢧ࣮ࢺᮦഃᑕฟᶞ⬡ഃࡢ㞳㠃ࡢ 6(0 ほᐹ⏬ീࢆᅗ 㹼ᅗ  ♧
ࡍ㸬ᅗ  ࡣ㸪&17 ྵ᭷⋡ ࡛ࢫࢡ୍ࣜࣗϨϩࢆࡗ࡚ᡂᙧࡋࡓ 33 ࣇ࣒ࣝࡢ᮲௳㸪ᅗ  ࡣ㸪ࢫࢡ୍ࣜࣗ
Ϩϩࢆࡗ࡚ &17 ྵ᭷⋡ ࢆΰ⦎ࡋ࡚ᡂᙧࡋࡓ &1733 ࣇ࣒ࣝࢆ⏝ࡋࡓ᮲௳㸪ྠᵝ㸪&17 ྵ᭷⋡
ࢆᅗ  㸪&17 ྵ᭷⋡ ࡢ᮲௳ࢆᅗ  ♧ࡍ㸬
ᅗ  ࡽࣥࢧ࣮ࢺᮦഃࡢ㞳㠃ࡣᑕฟࡉࢀࡓⅣ⣲⧄⥔ࡢὸ࠸ධࡾ㎸ࡳࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪⏺㠃Ⅳ⣲
⧄⥔ࡢධࡾ㎸ࡴ᪉ྥࡋ࡚ࡣᑕฟࡢᶞ⬡ࡢὶࢀ᪉ྥ࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬୍᪉㸪ࣇ࣒ࣝࢆ⏝ࡋࡓሙྜ
ࡣᑕฟࡉࢀࡓⅣ⣲⧄⥔ࡀࣥࢧ࣮ࢺᮦഃࡢ㞳㠃῝ࡃධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬ࡇࡢ⌧㇟ࡣࣇ࣒ࣝࢆ
⏝ࡋࡓሙྜ㸪⏺㠃Ꮡᅾࡍࡿࢃࡎ࡞✵ᏍⅣ⣲⧄⥔ࡀධࡾ㎸ࡳⓎ⏕ࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ⏺㠃ࡢⅣ
⣲⧄⥔ࡢධࡾ㎸ࡳࡀཎᅉ࡛ࣇ࣒ࣝࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧရࡼࡾࡶࣇ࣒ࣝࢆ⏝ࡋࡓ᪉ࡀ㧗࠸⏺
㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆ♧ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ḟ㸪&17ZWῧຍࡋࡓࣇ࣒ࣝࢆ⏝ࡋࡓࡢ㞳㠃ࡽࡣ㸪ࢫࢡ
ࣜࣗϨࡢపศᩓ࡛ࡣᖹ࡞≧ែࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ࡚㸪ࢫࢡࣜࣗϩࡢ㧗ศᩓ࡛ࡣ୧᪉ࡢ㞳㠃㠀ᖖ⢒࠸⏺
㠃ࡀᚓࡽࢀ㸪᫂ࡽ≧ែࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣศᩓࡉࢀࡓ &17 ࡀࡃࡉࡧຠᯝࡼࡗ࡚୧᪉ࡢᮦᩱࢆ⧅ࡂ
ࡵ࡚࠸ࡓ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬ࡉࡽ㸪&17 ࢆቑࡸࡋࡓ ZW࡛ࡢ㞳㠃࡛ࡣ㸪᭱ࡶ㧗࠸⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆ♧ࡋࡓప
ศᩓ࡛ࡣ⢒࠸⏺㠃ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ㸪⏺㠃ᙉᗘࡀపୗࡋࡓ㧗ศᩓ࡛ࡣ &17 ࡀ  ḟඖⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ㐀ࢆࡿࡼ࠺
࡞ᙧែࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘపୗࡢཎᅉࡢ୍ࡘࡋ࡚㸪⏺㠃࠾ࡅࡿ &) ࡢṧᏑᩘࡀῶᑡࡋࡓࡓࡵ⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ㸪&17 ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡼࡗ࡚㸪ࡃࡉࡧຠᯝࢆⓎࡍࡿ &17 ࡢᩘࡀῶᑡࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ
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7DQDND5HSRUWVRIWKH5 '&$&0RI'RVKLVKD8QLYHUVLW\1R,  
ࡓࡵ㸪⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡀపୗࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬༶ࡕ㸪&17 ྠኈࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸪ࡃࡉࡧຠᯝࡢ
ᙺࢆᯝࡓࡍ &17 ࡢᩘࡀῶᑡࡋ㸪⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡢపୗࡢཎᅉ࡞ࡗࡓ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪&17 ࡢῧຍ㔞ࡀ
ZWࡢࡼ࠺ከ࠸㸪⏺㠃࠾ࡅࡿ &17 ࡀᶞ⬡୰ᇙἐࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇࡽ㸪㞳㠃ࡣᖹ
࡞ࡾ &17 ࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࡓ⏺㠃ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪&17 ࡣ⏺㠃ࢆ⧅ࡂࡵࡿ㸪ࡘࡲࡾ⏺㠃ᙉᗘ
ࢆྥୖࡉࡏࡿᙺࢆᯝࡓࡏ࡚࠸࡞࠸᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬
,QVHUWVLGH

,QMHFWLRQVLGH

,QVHUWVLGH

D

D

E

E

,QMHFWLRQVLGH

ᅗ  㞳㠃࠾ࡅࡿ 6(0 ┿㸦ᑕฟ㒊ᮦഃࣇ࣒ࣝ

ᅗ  ZW&17 ῧຍࡢ㞳㠃࠾ࡅࡿ 6(0 ┿㸦ᑕฟ㒊

ഃ㸧D  ࣇ࣒ࣝ↓ࡋ E &17 ↓ࡋࣇ࣒ࣝ

ᮦഃࣇ࣒ࣝഃ㸧D ࢫࢡࣜࣗϨ E  ࢫࢡࣜࣗϩ

,QVHUWVLGH

,QMHFWLRQVLGH

,QVHUWVLGH

D

D

E

E

,QMHFWLRQVLGH

ᅗ  ZW&17 ῧຍࡢ㞳㠃࠾ࡅࡿ 6(0 ┿㸦ᑕฟ㒊

ᅗ  ZW&17 ῧຍࡢ㞳㠃࠾ࡅࡿ 6(0 ┿㸦ᑕฟ㒊

ᮦഃࣇ࣒ࣝഃ㸧D ࢫࢡࣜࣗϨ E  ࢫࢡࣜࣗϩ

ᮦഃࣇ࣒ࣝഃ㸧D ࢫࢡࣜࣗϨ E  ࢫࢡࣜࣗϩ

 ྛࣉࣟࢭࢫ࡛స〇ࡉࢀࡓᮦᩱࡢ⢓ᙎᛶࡀ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘཬࡰࡍᙳ㡪
ୖグࡢ⤖ᯝࡽ㸪&17 ࡢྵ᭷⋡ཬࡧศᩓᛶࡀ &17 ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ㸪ࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ
⠏ࡀ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪&17 ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢᣦᶆࡋ࡚
⢓ᙎᛶ≉ᛶ╔┠ࡋ㸪ྛࣉࣟࢭࢫ࡛స〇ࡉࢀࡓᮦᩱࡢ⢓ᙎᛶ≉ᛶ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡢ㛵ಀࢆㄪࡓ㸬
ᅗ   &1733 ࣌ࣞࢵࢺࡢ㈓ⶶᙎᛶ⋡ *¶⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋ㸪ᅗ   &1733 ࣇ࣒ࣝࡢ㈓
ⶶᙎᛶ⋡ (¶⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍ㸬&1733 ࣌ࣞࢵࢺࡢ㈓ⶶᙎᛶ⋡ *¶ࡣ㸪 3D ࡛᭱࡞ࡿ㸬࣌
ࣞࢵࢺྠᵝ㸪&1733 ࣇ࣒ࣝࡢ㈓ⶶᙎᛶ⋡ (¶ࡣ㸪*3D ್࡛᭱ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࢀ௨㝆ࡣపୗࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ
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ࡀྠᵝ࡞ഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪ࣇ࣒ࣝࡢᕤ⛬ࢆ⤒࡚ࡶ⢓ᙎᛶ≉ᛶࡣᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡓ㸬



)UHTXHQF\ >UDGV@



,QWHUIDFLDOVKHDU
VWUHQJWK>03D@

,QWHUIDFLDOVKHDU
VWUHQJWK>03D@

)UHTXHQF\ >UDGV@


3RRU'LVSHUVLRQZW

3RRU'LVSHUVLRQZW
3RRU'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW

3RRU'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW








* >3D@









3RRU'LVSHUVLRQZW
3RRU'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW


(









3RRU'LVSHUVLRQZW
3RRU'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW





WDQį

3RRU'LVSHUVLRQZW
3RRU'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW

,QWHUIDFLDOVKHDUVWUHQJWK>03D@

,QWHUIDFLDOVKHDUVWUHQJWK>03D@

)UHTXHQF\ >UDGV@

(
( >3D@

(

ᅗ  ᙎᛶಀᩘ (¶ ⏺㠃ᙉᗘࡢ㛵ಀ

ᅗ  ᙎᛶಀᩘ *¶ ⏺㠃ᙉᗘࡢ㛵ಀ


3RRU'LVSHUVLRQZW
3RRU'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW








)UHTXHQF\ >UDGV@


3RRU'LVSHUVLRQZW
3RRU'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW





WDQį

3RRU'LVSHUVLRQZW
3RRU'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW
:HOO'LVSHUVLRQZW



ᅗ  ᦆኻಀᩘ WDQį ⏺㠃ᙉᗘࡢ㛵ಀ㸦࿘Ἴᩘࡢ㐪࠸㸧
 &17 ࡢῧຍࡀ  ḟඖࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ᭤ࡆ≉ᛶཬࡰࡍᙳ㡪
ୖグࡢᇶ♏᳨ウ࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞᮲௳ࡢࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆᐃ㔞ࡋࡓ㸬ᮏ㡯࡛ࡣ㸪33&17
ࣇ࣒ࣝࢆά⏝ࡋ㸪᥋ྜ㒊⏺㠃㓄⨨ࡋࡓ  ḟඖࣜࣈࡁࣁࢵࢺᆺࡢᵓ㐀㒊ᮦࢆᡂᙧࡋ㸪㒊ᮦࡢ᭤ࡆ≉ᛶࢆホ౯
ࡍࡿࡇ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘ⤖ᯝ᭤ࡆ≉ᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬
 ࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရస〇᪉ἲホ౯
ヨ㦂∦ࡢస〇᪉ἲࡣ㸪&)33 ࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺࢆ>@V ࡢᵓᡂ࡛ SO\ ✚ᒙࡋ㸪ཌࡳࢆ PP
ࡋ㸪ᑕฟᡂᙧഃ᥋ྜ㒊 &1733 ࣇ࣒ࣝࢆ㓄⨨ࡋࡓ㸬ᑕฟᡂᙧᶵࡣ᭱ᆺ⥾ࡵຊ N1 ࡢᮾὒᶵᲔ㔠ᒓ〇
ࡢ⮬ື❿ᆺᡂᙧᶵ (7+5 ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ᑕฟ᮲௳ࡣ㸪ᑕฟ㏿ᗘ PPV㸪ࢫࢡࣜࣗᅇ㌿ᩘ USP㸪ಖᅽ 03D㸪
ࢩࣜࣥࢲ ᗘ R&㸪㔠ᆺ ᗘ Υࡋࡓ㸬㔠ᆺෆࡣ࣍ࢵࢺࣛࣥࢼ࣮ᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࢩࣜࣥࢲ ᗘྠᵝ
R& ࡲ࡛ຍ⇕ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣥࢧ࣮ࢺᮦ㈿ᙧࡢࡓࡵ㸪ᑕฟᶞ⬡ࡀ᥋╔ࡍࡿ㠃ᑐࡋ࡚ᑐഃࡽ ,5 ࣄ࣮ࢱ࣮࡛
R& ࡲ࡛ຍ⇕ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡇࡢࡢ᥋╔㠃ࡢ ᗘࡣ⣙ R& ࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢヨ㦂∦ࡢ᭤ࡆ≉ᛶࢆ  Ⅼ᭤ࡆ
ヨ㦂࡚ホ౯ࡋࡓ㸬
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ᅗ  㸪㏻ᖖࡢࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࢫࢡࣜࣗϩࡼࡾసᡂࡋࡓ㧗ศᩓ ZWࡢ &1733 ࣇ࣒ࣝࢆ᥋
ྜ㠃㓄⨨ࡋࡓࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢⲴ㔜ࡓࢃࡳ⥺ᅗࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡽ㸪 ḟඖࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧ
ᵓ㐀㒊ᮦ࠾࠸࡚ࡶ㸪⏺㠃 &17 ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡛᭱᭤ࡆⲴ㔜ࡀୖ᪼ࡍࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬&17 ࡀ↓࠸
ኚ PP ㎶ࡾ࡛⏺㠃㞳ࡀⓎ⏕ࡋ㸪Ⲵ㔜ࡀపୗࡍࡿ㸬୍᪉㸪&17 ࡀ᭷ࡿ⏺㠃㞳⨨ࡣኚ PP ㎶ࡾ
ᨵၿࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪๓㡯࡛⟬ฟࡋࡓ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘᅇࡢ  ḟඖࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ᭱᭤ࡆⲴ㔜ࡢ㛵
ಀࢆᅗ  ♧ࡍ㸬ᅗࡼࡾ㸪⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘୖ᪼క࠸㸪᭱᭤ࡆⲴ㔜ࡶୖ᪼ࡋ㸪┦㛵ಀᩘࡀ  ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽ  ḟඖࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ᭤ࡆ≉ᛶࡣ⏺㠃᥋╔ᛶࡀᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ㸪⏺㠃᥋╔ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿ
ࡇࡣ  ḟඖࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ᭤ࡆ≉ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬







0D[LPXPEHQGLQJORDG >N1@



/RDG>N1@






1RILOP
:HOOGLVSHUVLRQZW









GLVSODFHPHQW>PP@



3RRUGLVSHUVLRQZW
3RRUGLVSHUVLRQZW
3RRUGLVSHUVLRQZW
3RRUGLVSHUVLRQZW
:HOOGLVSHUVLRQZW
:HOOGLVSHUVLRQZW
:HOOGLVSHUVLRQZW
:HOOGLVSHUVLRQZW
1RILOP









ᅗ   ᭤ࡆヨ㦂࠾ࡅࡿⲴ㔜ࡓࢃࡳ᭤⥺






,QWHUIDFLDOVKHDUVWUHQJWK>03D@



ᅗ  ⏺㠃ᙉᗘ᭱᭤ࡆⲴ㔜ࡢ㛵ಀ

 ⤖   ゝ
ᮏ◊✲ࡣ㸪
ࠕࢼࣀ⧄⥔࣭⢏Ꮚࢆศᩓไᚚࡋࡓ⇕ྍረᛶᶞ⬡」ྜᮦᩱᑕฟᡂᙧᢏ⾡ࡢ◊✲࡛ࠖ࠶ࡿ㸬&17 ࡢ⇕
ྍረᛶᶞ⬡୰ࡢࢼࣀศᩓࡢࡓࡵࡢΰ⦎ᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋ㸪ࡑࡢᮦᩱࢆࣇ࣒ࣝࡋ࡚ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧ⏝ࡢ⏺㠃ᙉ
ᗘྥୖࡢࡓࡵ⏝ࡋࡓ㸬⤖ᯝࡋ࡚㸪ࢼࣀࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡼࡾ  ḟඖⓗ࡞ᙧ≧ࢆᑕฟᡂᙧ
ᢏ⾡ࡼࡗ࡚సࡾฟࡋ㸪
ᵓ㐀㒊ᮦ⏝࠸ࡽࢀࡿ㐃⥆⧄⥔ᙉ」ྜᮦᩱࡢࣁࣈࣜࢵࢻࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪
௨ୗࡢ⤖ゝࢆᚓࡓ㸬
  ఙ㛗ὶືࡼࡿ᪂つࡢΰ⦎ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢᑟධࡼࡗ࡚㸪&17 ࢆຠ⋡ࡼࡃࢼࣀศᩓࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬
୍᪉࡛㸪⌧≧Ⓨ⏕ྍ⬟࡞ᅽຊᦆኻ࡛ࡣ㸪ᩘ್ゎᯒ࡞࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱㐺࡞≧ែࡼࡾࡣప࠸ࡓࡵ㸪ᚋ㸪
᭱㐺࡞ࢭࢢ࣓ࣥࢺᵓᡂ➼ࡢࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬-67 ࡢ⿵ຓࢆᚓ࡚㸪ᾏእ 3&7 ฟ㢪ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
  ࢼࣀศᩓࡉࡏࡓ࣌ࣞࢵࢺࢆࣇ࣒ࣝࡍࡿࡇࡀ  ᖺ┠タഛᑟධࡋࡓࣇ࣒ࣝᕳྲྀࡾ⨨࡛ྍ⬟࡞ࡾ㸪
ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧ⏺㠃㸦ࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺᑕฟᡂᙧᶞ⬡ࡢ᥋ྜ㠃㸧ࡢᙉᗘྥୖ⏝⣲ᮦࡋ࡚⏝ྍ⬟࡛
࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬
  ᵓ㐀㒊ᮦࢆ㈿ᙧࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣜࣉࣞࢢࢩ࣮ࢺࡢ᩿ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ➃ᮦࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࣜࢧࢡࣝᢏ
⾡ࢆ☜❧ࡋࡓ㸬ᮦᩱࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࡣ㸪ᑕฟᡂᙧ⏝ࡢᚑ᮶ᮦᩱ࡛࠶ࡿ▷⧄⥔ࡼࡾࡣ㧗ᙉᗘ࡛㛗⧄⥔࣌ࣞࢵࢺࡼ
ࡾࡣᑡࡋຎࡿࡀ㸪ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧ⏝ࡢᮦᩱࡋ࡚ࡣ༑ศ⏝ྍ⬟࡞ࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬
  ୖグࡢࣇ࣒ࣝ࠾ࡼࡧࣜࢧࢡࣝᮦᩱࢆ⏝࠸࡚ࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧࢆᐇࡋ㸪ࣇ࣒ࣝ୰ࡢ &17 ࡢศᩓᛶࢆᨵ
ၿࡍࡿࡇ࡛㸪ࢼࣀศᩓࣇ࣒ࣝࡢ↓࠸㒊ᮦᑐࡋ࡚㸪᭤ࡆⲴ㔜ࡼࡧࡓࢃࡳࢆ᭤ࡆⲴ㔜࡛ 㸪ࡓࢃࡳ㔞࡛
⣙ ྥୖࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬
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  ࣇ࣒ࣝ୰ࡢ &17 ࡢྵ᭷⋡ཬࡧศᩓᛶࡣ᭱㐺್ࡀᏑᅾࡋ㸪㐣ᗘ࡞ &17 ࡢῧຍࡣ⏺㠃࡛ &17 ࡀࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ㸪ࡃࡉࡧຠᯝࢆⓎ⌧ࡋࡃࡃ࡞ࡾ⏺㠃ࡏࢇ᩿ᙉᗘࢆᖜపୗࡉࡏࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ
ࡓ㸬⤖ᯝࡋ࡚㸪 ḟඖࣁࣈࣜࢵࢻᑕฟᡂᙧရࡢ᭤ࡆ≉ᛶࡣ⏺㠃᥋╔ᛶᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
ㄽᩥ࣭ᴗ⦼ࣜࢫࢺ
࠙ࢼࣀศᩓࡢࡓࡵࡢΰ⦎ᢏ⾡㛵㐃ࠚ
 .0DWVXPRWR<$UDR77DQDND'HYHORSPHQWRIDQHZVHJPHQWWRLPSURYHWKHGLVSHUVLRQRIQDQRILOOHUE\H[WHQVLRQDO
IORZLQDFRURWDWLQJWZLQVFUHZH[WUXGHU&RPSXWDWLRQDO0HWKRGVDQG([SHULPHQWDO0HDVXUHPHQWV;9,,9ROSS
  >@
 .0DWVXPRWR70RULWD<$UDRDQG77DQDND(VWLPDWDLRQRI'LVSHUVLRQ &RQGLWLRQIRU33&171DQR&RPSRVLWHE\
8VLQJWKH1HZ6HJPHQWVZLWK([WHQVLRQDO)ORZIRU&R5RWDWLQJ7ZLQ6FUHZ([WUXGHUWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ
WKH0HFKDQLFDO%HKDYLRURI0DWHULDOVSS.DUOVUXKH*HUPDQ\   >@
 .0DWVXPRWR77DWVX\D1HZ6FUHZ'HVLJQ,QGXFHG([WHQVLRQDO)ORZIRU(QKDQFHPHQWRI&17'LVSHUVLRQLQ33
0DWUL[WKURXJK7ZLQ6FUHZ([WUXGHU336(XURSH$IULFD&RQIHUHQFH'UHVGHQ*HUPDQ\  >@
࠙ࢼࣀศᩓࡢࡓࡵࡢᑕฟᡂᙧᢏ⾡㛵㐃ࠚ
  ୖ⋹㸪⏣୰㐩ஓ㸪Ⲩᑿྐᙪ㸪㔝ඖᑘ⩏㸪ୗᴋⷵኊ㸪ᑕฟᡂᙧ࠾ࡅࡿࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࡢ㐪࠸ࡼࡿ)573
ࡢ⧄⥔㛗ศᩓᛶཬࡰࡍᙳ㡪㸪ᡂᙧຍᕤᏛㄅ 9RO㸪 SS㸦㸧>@
 (IIHFWRIVFUHZGHVLJQRQILEHUEUHDNDJHDQGGLVSHUVLRQLQLQMHFWLRQPROGHGORQJJODVVILEHUUHLQIRUFHGSRO\SURS\OHQH
$,QRXH.0RULWD77DQDND<$UDR<6DZDGD-RXUQDORI&RPSRVLWH0DWHULDOV9RO1RSS  >@
  ࣉࣛࢫࢳࢵࢡᡂᙧᶵ࠾ࡅࡿ᪂つࢫࢡࣜࣗᙧ≧ࢆ⪃ࡍࡿࡓࡵࡢ㛤Ⓨᡭἲ㸪ᒾᓮ㢧ග㸪ሷฟ⣧ஓ㸪⏣୰㐩
ஓ㸪ୖ⋹㸪ୗᴋⷵኊ㸪ࣉࣛࢫࢳࢵࢡᡂᙧຍᕤᏛ ➨ᅇᖺḟ㸪9RO㸪SS㸪㸦⯪ᇼࢱ࣮࣡࣍
ࣝ㸪ᮾி㸧 㸬 >@
࠙&)ࣜࢧࢡࣝᮦᩱ࠾ࡼࡧࣁࣈࣜࢵࢻᡂᙧᢏ⾡㛵㐃ࠚ
  0.DZDVKLPD .2NX\DPD <$UDR 77DQDND 07RPLRND DQG 7,VKLNDZD 6WXG\ RQ 5HF\FOLQJ &DUERQ )LEUH
7KHUPRSODVWLF3UHSUHJ :DVWH 3URFHHGLQJV RI ,&&0 :(%  WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ &RPSRVLWH 0DWHULDOV
1R&RSHQKDJHQ'HQPDUN  >@
 -XQ\D6KLRGH7DWVX\D7DQDND0DVD\D.DZDVKLPD7VXWDR.DWD\DPD0DVDR7RPLRND7DNHVKL,VKLNDZD
6WXG\RQDGDSWDWLRQRIUHF\FOHG&)573WRWKHK\EULGLQMHFWLRQPROGLQJ,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ$XWRPRWLYH
&RPSRVLWHV/LVERQ, 3RUWXJDO 㸬㸧>@
 ࠕࠖࠊ-XQ\D6KLRGH.RXNL0DWVXPRWR7DWVX\D7DQDND0DVDR7RPLRND7DNHVKL,VKLNDZD,QIOXHQFHRIFDUERQ
QDQRWXEHRQLQWHUIDFLDODGKHVLRQIRUK\EULGLQMHFWLRQPROGLQJ$VLDQ:RUNVKRSRQ3RO\PHU3URFHVVLQJ+DQRL
9LHWQDP 㸬 >@

௨ୖ
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