
炭素繊維複合材料の

一大生産拠点をめざして

石川県産業創出支援機構
公益財団法人

CARBON FIBER /  COMPOSITE

P R O J E C T  I N  I S H I K A W A

〒 920-8203 石川県金沢市鞍月 2 丁目 20 番地
石川県地場産業振興センター新館
TEL. 076-267-1001 FAX. 076-268-4911 検索I S I C O



CARBON FIBER / COMPOSITE PROJECT IN ISHIKAWA

事業化

産業化

研究開発

熱可塑性プリプレグシートの製造法の確立
Thermoplastic prepreg sheet Manufacturing

研究者の集積 知のネットワーク構築

■ 事業化コーディネータ
■ 研究開発コーディネータ
■ 統括コーディネータ

人材育成プログラムの開発

■ プログラム開発担当者

設備共用化支援

■ 技術支援スタッフ

熱可塑性スタンパブルシートの製造法の確立
Thermoplastic stampable sheet Manufacturing

プレス成形加工法の確立
Press Molding

フィードバック

リサイクル技術の確立

炭素繊維複合材料の一大生産拠点の形成

金沢工業大学教授
金原 勲

総括研究者
金沢工業大学教授
鵜澤 潔

共同研究者
金沢大学教授
米山 猛

金沢工業大学・金沢大学 研究者

1

2

3

4

フィードバック

フィードバック

公益財団法人 石川県産業創出支援機構［ ISICO ］
いしかわ炭素繊維クラスター  プロジェクトディレクター

石
川
県
、I
S
I
C
O
お
よ
び

石
川
県
工
業
試
験
場（
い
し
か
わ
次
世
代
産
業
創
造
支
援
セ
ン
タ
ー
）に
よ
る
三
位
一
体
の
支
援

産学官連携で先端材料を追究
「いしかわ炭素繊維クラスター」

鉄の 1/4 の軽さで、10 倍の強度を誇る「炭素繊維」。その炭素繊維に樹
脂を含ませた「炭素繊維複合材料」は、石川県を支える機械・繊維・食品・
IT に続く次世代の基幹産業として注目が高まっています。県では「いし
かわ炭素繊維クラスター」を立ち上げ、産学官連携で新産業の創出を推
し進めてきました。

地域イノベーションへ
文科省事業に採択

　いしかわ炭素繊維クラスターは、
開発から一貫生産体制の確立まで、
石川県を炭素繊維複合材料の一大生
産拠点とするため、金沢工業大学の
金原勲教授をプロジェクトディレク
ターに迎え、2009 年に発足しました。
12 年度には「地域イノベーション戦
略支援プログラム」（文部科学省）の
採択を受け、16 年度までの 5 カ年計
画で「研究者の集積」「知のネットワー
ク構築」「人材育成プログラムの開発」

「設備共用化支援」の 4 つの取り組み
を推進。国内トップレベルの研究者
を招へいしたり、大学とメーカーを
つなぐコーディネータを配置したり
するなど、さまざまな事業に力を注
ぎました。
　また、クラスターに参画する会員
企業数は 118 社にも上りました。炭
素繊維複合材料のシートを積み重ね、
加熱して製造する熱可塑性スタンパ
ブルシートの商品化や、熱可塑性プ
リプレグの自動積層装置の開発など、
クラスターの取り組みから実用化間
近の目に見える成果も現れてきてい
ます。

世界的な集積地CFKバレーと協定

　炭素繊維複合材料の研究・開発拠点となる「革新
複合材料研究開発センター（ICC）」（所長：鵜澤 潔）
では、2015 年 10 月、ドイツ北部のニーダザクセン
州の炭素繊維産業の一大集積地「CFK バレー」（CEO：
グナー・メルツ）と連携協定を結びました。
　CFK バレーは世界の 120 団体が参加する炭素繊
維複合材料の世界的な研究・開発拠点で、エアバス
の航空機部品の量産化などに成功。技術や人材面で
の交流を活発化しており、ICC・CFK バレー双方の
強みを生かした相乗効果に期待が高まっています。

川上から川下産業まで。東海地域と連携

　炭素繊維複合材料の利用が盛んに進められてい
るのが、自動車や航空機分野です。自動車・航空
機の開発において、北陸は繊維産業や機械産業が
盛んで川上、川中の製造エリアとなり、東海はこ
れら産業の製品化の最終工程を担う川下にあたり
ます。
　両地域を結び、川上から川下まで炭素繊維関
連産業の国際競争力を高めていくため、「東海・
北陸連携コンポジットハイウェイ構想」を展開。
2015 年 12 月に金沢市で関係者を招いたコンベン
ションを開くなど、北陸・東海の連携を深めるさ
まざまな取り組みが行われています。

建築分野での活用に向け研究会を発足

　軽くて丈夫な炭素繊維複合材料は、建築材とし
ても非常に魅力的です。2015 年 10 月、繊維や住
宅、建設関連の企業、大学、行政などをメンバーに、

「建築分野での実用化に向けた研究会」を発足しま
した。
　同研究会では、構造材として広く利用されるま
でを想定し、法制度面からの議論も踏まえた中長
期的なロードマップを作成。17 年には、メンバー
企業が開発した素材が耐震補強材として日本工業
規格（JIS）の認定を受ける見通しが立つ（詳細は
8 ページ）など、着実に歩みを進めています。
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炭素繊維複合材料の

一大生産拠点をめざして

石川県の谷本正憲知事（左端）、ニーダザク
セン州シュテファン・ヴァイル首相（右端）
も立ち会い、連携協定を交わしました

2015 年 12 月に北國新聞赤羽ホールでコン
ベンションが開かれ、関係者約 400 人が研
究の動向や市場の展望に理解を深めました

研究会では、国の建築研究所や関係企業、
関係省庁も参加し、中長期的な戦略を検
討しています

OUT REACH



異業種・異分野の技術融合で
新たな市場の創出へ

革新複合材料研究開発センター［ ICC ］金沢工業大学

国の支援を受け
約1300㎡増築
　ICC では、2017 年度末の完成をめ
どに拡張工事が進められています。
整備するのは鉄骨造 3 階建て、延床
面積約 1300㎡のスペースで、中型

設備スペースや小実験室、プロジェ
クトルーム、カンファレンスルーム
などを設置します。
　整備にあたっては、16 年 12 月に採
択を受けた文部科学省「地域科学技
術実証拠点整備事業」による支援を
活用。完成後は、県内外の企業・研

究機関が新たに参画し、自動車や航
空機、鉄 道車両、船 舶、土木、風
力発電などに複合材を用いるための
成形技術の開発および実証評価プロ
ジェクトをスタートさせる計画です。

TOPICS

2017年度末に拡張整備を完了
試作開発や実証評価を加速

複合材料の革新でポイントとなる「大型化」
も視野に、広々としたスペースを構え、複
合材料の成形加工や組立、材料試験評価な
どに取り組めます。

［ 設置装置 ］
ダブルベルトプレス、サーボプレス、油圧プレス、
HP-RTM 成形システム、真空チャンバープレス、
オートクレーブ、フィルム押し出し成形機、レー
ザ加工機、多軸ロボット、マイクロ X 線 CT など

一企業ではそろえるのが難しいさまざまな
分析装置が並ぶほか、中・小規模の会議が
行えるプロジェクトエリアも設置しています。

［ 設置装置 ］
NMR、FE-SEM、XPS、XRD、TGA、DSC など

3F は化学実験エリアと研究者のラボエリア
に。ラボエリアは壁のないオープンスペー
スで廊下は広く、研究者同士が自然とコミュ
ニケーションを深められるデザインです。

［ 設置装置 ］
ガスクロマトグラフ質量分析装置、高速液体クロ
マトグラフ質量分析装置、Gene Chip Scanner、
マイクロチップ次世代シーケンサシステムなど

実用化に向けた
研究開発環境を用意
　炭素繊維の世界シェアの約 6
割は国内の繊維メーカーが獲得
しているにもかかわらず、その
複合材料の製品化は欧米が中心
となっているのが実情です。そ
こで、国内の複合材市場の開拓
を視野に産学官連携で実用化を
目指す共同研究の拠点として、
2014 年 6 月、「革新複合材料研
究開発センター（ICC）」が金沢
工業大学やつかほリサーチキャ
ンパス（白山市）に開設されま

した。
　ICC では、大型構造部材を実
際に組み立て検証できる大空間
や、研究者同士が交流を深める
ナレッジコリドーを設置。さま
ざまな大学や企業の研究者が集
まり、具体的な社会ニーズに対
して、異業種・異分野の技術融
合によって「市場開拓」「材料開
発」「製造技術開発」に取り組ん
でいます。
　また、産業の拡大を図るため
の企業技術者の育成も ICC の重
要な使命の一つとなっています。
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INNOVATIVE COMPOSITE CENTER

1F 2F 3F大型製造装置・成形・
試験評価ゾーン 分析・プロジェクトゾーン 化学実験・研究

ラボゾーン

1F 2F 3F

（上）企業・大学などの技術者や研究者が数多く集
まり、複合材の実用化に挑戦

（下）大型製造装置も種類が豊富

既存施設

拡張エリア
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10年後を見据えた
次世代インフラシステム構築へ

●金沢工大を中核としたCOIのミッション

革新的イノベーション創出プログラム COIプログラムで取り組む3つのインフラ整備

金沢工大を中核拠点として
2013年度に採択
　現在の潜在的なニーズから導
き出した 10 年後の社会のある
べき姿を出発点に、研究課題を
設定する文部科学省の「革新的
イノベーション創出プログラム

（COI STREAM）」。2013 年度にス
タ ー ト し た COI STREAM で、1
回目の採択を受けた全国 12 拠
点の一つが、金沢工業大学（野々
市市）を中核とした COI プログ
ラム「革新材料による次世代イ
ンフラシステムの構築」です。
　同プログラムは日本海側で唯
一の採択であり、金沢工業大学
をはじめ、金沢大学や石川県工

業試験場、機械・繊維・住宅メー
カーなど、県内外から幅広い大
学・研究機関・企業が参加。21
年度までの 9 年間に約 70 億円
もの国の支援を受けられる予定
で、複合材料を次世代インフラ
の核とするため、革新複合材料
研究開発センター（ICC）を研
究拠点に、さまざまな研究開発
に着手しています。

「都市・住宅」「社会」
「海洋」の 3インフラに注力

　COI プログラムで実用化を目
指すのは、「都市・住宅」「社会」

「海洋」の 3 つにかかわるイン
フラです。具体的には、都市・

住宅分野で高層建築や次世代住
宅、社会分野で鉄道やトンネル、
橋梁、海洋分野で大型帆走船、
洋上風力発電への応用をテーマ
とし、複合材料の研究・開発に
取り組んでいます。
　加えて、炭素繊維と樹脂の融
合技術の高度化や長尺・大型構
造部材の成形といった製造プロ
セス、環境にやさしい植物由来
の複合材料と将来的なリサイク
ル技術の開発なども重要なテー
マ。環境性能や低コスト化、大
量生産なども見据え、数百年先
まで考えた安全・安心な社会の
実現につながる挑戦を進めてい
ます。

COI STREAM

従来の鉄素材等に替わる、
超軽量で高強度、耐腐食性
の革新材料の研究開発

革新材料を応用した工業製
品の製造プロセス（工程）
の研究開発

産業化・量産化を果たし、
「都市・住宅」「社会」「海洋」

の各インフラ整備に活用

革新材料の
研究開発

革新製造
プロセス技術
の研究開発

社会実装へ

超軽量、高強度でさらに腐食しな
い複合材料を橋や鉄道などに活用。
災害に強く、維持にかかるコスト
も限りなくゼロに近づける社会イ
ンフラの実現に取り組みます。

洋上や風力発電の大型ブレードな
ど、現状では適用が難しい長大構
造物に、炭素繊維複合材料を生か
す道を探ります。軽量で高強度、
耐腐食性の高い海洋インフラを実
現します。

限界集落や高齢者の一人暮らし世
帯の増加などの社会変化に対応。
柔軟に設計でき、建設後でも移設
やリサイクルが容易な都市・住宅
インフラの整備を目指します。

都市・住宅インフラ

社会インフラ

海洋インフラ

■長寿命 + 軽量 + 高強度
　■インフラの施工・維持費削減効果

■長大構造物の実現　
　■持続可能エネルギーの創出

■バイオ技術による環境に優しい
　材料の実現
　■軽量素材の自動車・飛行機・
　鉄道等による CO2 削減効果

環境負荷
の低減

社会コスト
の低減

新たな価値
の創造



インフラを変える“革新素材”が
COIに参画する企業から誕生！

革新複合材料研究開発センター（ICC）を研
究開発拠点として進む COI 事業を通して、
未来のインフラを変えるような革新的な素
材が次々と誕生しています。県内企業を中
心に実用化に向けて大きな一歩を踏み出す
取り組みを紹介します。

　繊維メーカー・小松精練の本社に足を運ぶ
と、まるで服をまとっているかのようなエレ
ガントな建物に目を奪われます。この施設
は世界的建築家の隈研吾氏が手がけた同社の
ラボラトリー「fa-bo」で、屋上から地面へ
と 4000 本以上にわたって張り巡らされて
いるのが、COI プログラムの支援を受けて開
発された熱可塑性炭素繊維複合材「カボコー

マ・ストランドロッド」です。
　この複合材は鉄よりも軽く、引っ張り強度
は 1 本で 9 トンを持ち上げられるほど。さび
たり、結露したりする心配もなく、木造建造
物の耐震補強材としての活用が見込まれてい
ます。実際、重要文化財「善光寺 経蔵」（長野市）
の保存修理工事に用いられており、2018 年
には耐震補強材として工業製品の国内標準と
なる日本工業規格（JIS）の認定を受ける見通
しです。
　開発にあたっては石川の繊維産業の技術を
生かし、炭素繊維をカバーするガラス繊維を
県内に伝わる組紐の手法で織り込んでいます。
また、それを 7 本まとめてねじってロープ状
にすることで、通常は板状で長尺の炭素繊維
複合材料を巻いた状態にでき、現場へも持ち
運びしやすい点も特色です。現在は鉄製の接
合部も炭素繊維化する研究・開発に臨んでお
り、一層の軽量化と高機能化を実現し、建築
材として幅広い建築・土木分野への普及を目
指しています。

　糸作りから染色、縫製までを一貫し
て手掛けるサンコロナ小田では、金沢
工業大学などと連携し、スタンパブル
シート（Flexcarbon）を開発しました。
Flexcarbon は、特殊な樹脂を含浸した
炭素繊維の薄層テープ片を厚さ 2 ミリ
の中に 20 層、散布・積層したもの。あ
らゆる方向に対して同等の物性（等方性）
を持ち、複雑形状の成形や高速プレス成
形加工に適しているのが特徴です。
　この特色を生かし、リブ等の構造の同
時成形による IT 筐体への適応や、表面
が滑らかで塗装しやすく自動車外装部
材としての量産化も検討されています。
　同社では、2017 年 4 月に東京ビッグ
サイトで開かれた「高機能プラスチック

展」に製品を出展。さまざまなメーカー
から引き合いがあり、より多彩な
製品への活用にも期待が
高まります。

　炭素繊維複合材料を成形する上で主
流となるのが、プレス加工です。ただ、
金型をセットして成形するプレス加工
では対応できるサイズが限られ、COI
プログラムでめざす深海掘削用のパイ
プや洋上風力発電用の大型ブレードな
どの長尺部材の成形は困難でした。こ
の課題を解決するため、大同工業が金
沢工業大学と共同で実用化の研究に取
り組んだのが、ロールフォーミングに

よる成形加工技術の確立です。
　ロールフォーミングとは薄板を複数
のロール間を通過させながら少しずつ
加工する技術で、同社の主力商品の一
つリム・ホイール（バイクや農業機械
の車輪部品）の製造などで用いられて
います。工程ラインを流しながら成形
でき、長尺材の製造に最適で高い生産
性も兼ね備えています。同社では長年
培ったこの技術をベースに、熱可塑性

複合材料を加工するために加熱・加圧・
冷却能力を強化した連続成形装置を開
発。現在、製品化に向けた最終段階を
迎えています。

薄層テープ片を積層した
スタンパブルシート（Flexcarbon）により、
複雑形状・高速成形が可能に
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ロールフォーミング技術で
課題だった長尺部材を成形

CASE 03
大同工業［ 本社：加賀市 ］

耐震補強材としてJIS 化へ
建築・土木分野への普及に期待

CASE 01
小松精練［ 本社：能美市 ］

CASE 02
サンコロナ小田

［ 本店：小松市 ］

COI事業の取り組み事例

同一断面の長尺部材加工に優れたロー
ルフォーミングで、炭素繊維複合材料を
高速・低コストで成形する国内初の量産
加工技術確立を目指しています。

炭素繊維のテープ片をランダ
ムに配置することであらゆる
方向に強く、変形させること
が可能に。短時間で複雑な形
状に加工できます

地震から建物を守るカ
ボコーマ・ストランド
ロッドが有機的で柔ら
かに張り巡らされたラ
ボラトリー「fa-bo」

カボコーマ・ストランドロッドは、雨
や潮風でさびたり、気温の変化で伸び
縮みしたりしない点も大きな特徴の一
つ



使い道は多種多様
出口をにらんだ
挑戦が進む
軽くて強い炭素繊維複合材料は、
多岐にわたる分野でイノベーショ
ンが期待される素材です。県内で
も、さまざまな製品の実用化に向
けた取り組みが本格化しています。

※このほかにも、自動車分野では・・・サンコロナ小田（詳細は 9 ページ）

※このほかにも、スポーツ・レジャー分野では・・・サンコロナ小田（詳細は 9 ページ）
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　県内で開発が進む熱可塑性炭素
繊維複合材料は、熱を加えると溶
融し、冷やすと固まる性質により
大量生産が可能で自動車などへの
適用が期待されています。一村産
業はこの熱可塑性複合材料シート
の開発を早くから手掛け、既に国
内のお客様 100 社以上に販売して
きました。
　同社では多彩な品種構成の中か
ら最適な材料を選択して提案する

とともに、自社内に最先端の成形
試験設備も設置し、お客様の製品
実用化をサポートしています。

一村産業［ 本店：金沢市 ］

炭素繊維複合材料シートを開発・販売
材料・設計・加工提案により
お客様をサポート

　津田駒工業では、熱硬化性プリプ
レグ自動積層機に続き、国内初とな
る熱可塑性プリプレグ自動積層機を
開発しました。自動積層機は、炭素
繊維へ樹脂を含浸させたプリプレグ
シートを、用途に応じて幾層にも重
ね合わせ成形品の基本形状を作る装
置で、従来の手作業に比べ精度、量
産性が大幅にアップします。

　また、複合
材料は航空機
や自動車、一般産業用など、目的に
応じてさまざまな種類があります
が、同社は用途に応じた自動積層機
を開発、提供することで、航空機を
はじめとした幅広い分野への販路開
拓に努めています。

津田駒工業［ 本社：金沢市 ］

用途に応じたシートをつくる
自動積層機を開発

澁谷工業［ 本社：金沢市 ］

熱の影響を最小限に抑えた
レーザ切断技術を開発

自動車分野

航空機分野

　温度で成形性や物性が変わる樹
脂に対して、適正な加圧と温度調
整を行えるよう、金型とプレスを
いかに制御するか−。熱可塑性
炭素繊維複合材料を短時間でプレ
ス成形する上での大きな課題を解
決するのが、北陸プレス工業が開
発した成形システムです。
　同社では、赤外線ヒータ加熱装
置と複合材のシートを自動搬入す
る搬送装置をサーボプレスと連動
させたシステムを構築。1 個 30

秒以内のプレス成形を達成してお
り、自動車車体部品などの量産化
に向けて大きな一歩を踏み出して
います。

北陸プレス工業［ 本社：野々市市］

適正な温度調整や搬送を行う
成形システムを開発

その他

スポーツ・レジャー

　多彩な樹脂製品を手がける石川樹脂工
業では、長年蓄積した樹脂に関するノウ
ハウを炭素繊維複合材料の成形に役立て
ています。
　例えば、ウォータージェットで切断す
ると同時に樹脂コーティングを行い、飛
散する炭素繊維の粉塵を閉じ込め、高精
度で作業者への健康被害もない加工法を

確立しました。プレス加工時にも複合材
料を樹脂シートで挟むことで飛散を防ぎ、
バリ取りなどの作業を大幅に省略するこ
とにも成功。複雑な形状でも効率的に加
工でき、同社では義肢部品をはじめ、さ
まざまな製品開発につなげていきたいと
考えています。

石川樹脂工業［ 本社：加賀市 ］

含浸度合を高めたシートで
高速プレス成形が可能に

カジレーネ［ 本社：かほく市 ］　非接触でドライ加工ができるレーザ加工は板金業界を中心に一般化し
ています。しかし、炭素繊維複合材料に対しては従来のレーザ加工では
熱影響によるほつれ、こげ等が発生し、高品位な切断が困難でした。
　澁谷工業では短パルスレーザと高速
走査とを組み合わせたレーザアブレー
ション加工機を開発し、熱影響を抑え
た高品質、高精度なレーザ切断加工を
提案可能となりました。同社では今後
も高速切断、厚板対応、立体加工へと
開発を継続し、最新のレーザ加工技術
の提案を目指しています。小松精練（詳細は 8 ページ）

都市・住宅インフラ

テキスタイル加工で
熱可塑性の問題点を改善

　テックワンが開発したのは主に RTM 成形用プ
リフォームに使用する炭素繊維チョップドテープ
シートです。接着剤を塗布した炭素繊維のドライ
ファイバーテープを数十ミリの長さに切断し、ラ
ンダム配向で積層した“チョップドテープシート”
を使用して RTM 成形用プリフォームを作製しま
す。
　この基材は、①複雑形状への賦形性に優れる　
②プリフォーム作製の簡略化　③端材ロスの低減
が図れると同時に、基材のハイブリッド化により、
④樹脂注入流路が確保され短時間硬化樹脂対応が
可能となり、⑤低 Vf 値でも高 Vf 値に匹敵する曲
げ強さを発現し、コストが低減します。

テックワン［ 本社：能美市 ］

複雑形状CFRPに好適な
炭素繊維プリフォーム基材

　カジレーネが開発したのは、炭素繊維と樹脂繊維を均一
に分散させたコミングルヤーンという素材です。繊維状の
特徴を生かしてテキスタイル加工が可能で、複雑な形状に
成形しやすくなっています。また、成形時に混ぜ込んだ樹
脂繊維を溶融することで、含浸時間も大幅に短縮すること
に成功しています。
　同社では、テキスタイル加工性を保ちながら、あらかじ
め含浸を進めた半含浸タイプも開発。自動車の構造部材や
義肢のソケット部位などへの活用を目指しています。


