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熱可塑性炭素繊維複合材 プレス製品のせん断加工技術の開発

福岡県工業技術センター 機械電子研究所 小田 太  

 
１ はじめに

環境問題の観点から、エネルギー消費を抑える

商品開発を行う上で、高い強度と非常に軽い特性

を有する炭素繊維を熱可塑性樹脂で固めた熱可

塑性炭素繊維複合材（以下、ＣＦＲＴＰ）の活用が

検討されている。特に輸送機器において、ＣＯ２削

減、燃費向上を目的に軽量化が求められており、

使用部材の鉄、アルミからＣＦＲＴＰへの置き換え

が期待される。しかし、金属に比べ炭素繊維は高

価な為、コストの低減が課題となっており、生産性

の高いプレス加工における量産加工（図１）による

コスト低減が求められている。現在、ＣＦＲＴＰシー

トのプレス成形に関しては全国的に研究が盛んに

行われているが、プレスせん断加工に関してはあ

まり見受けられない。現状、ＣＦＲＴＰの成形後の２

次加工（トリミング）は、ウォータージェット加工や切

削加工が行われているが、加工時間が長く生産

性が低い為、大量生産には不向きである。そこ

で、本研究では、プレス加工における量産加工に

必要不可欠なせん断加工に関して研究を行っ

た。

図１：プレス加工における量産加工例

２．目 的

ＣＦＲＴＰは、炭素繊維に熱可塑性樹脂を含浸

させた薄いシートを積層して作製しており、金属と

材料の構造が異なる為、金属プレス加工と同様の

せん断加工条件でせん断加工を行うと、層間剥離

やケバ立ち（図２）、バリが発生し、不良品の発生

や後処理に時間がかかる。また、ＣＦＲＴＰをプレス

加工で成形する為には、材料を加熱して成形する

必要がある。加熱成形前は樹脂が半含浸の状態

だが、加熱成形後に樹脂は完全に含浸される為、

材料の物性も変化する。その為、加熱成形前後の

ＣＦＲＴＰに対してせん断加工条件の検討を行っ

た。

図 ：プレスせん断加工における課題

３．実用的な価値、実用化の見込など

製品の量産化に対して、冷間プレス加工は非

常に生産性の高い加工法の一つである。ＣＦＲＴＰ

の冷間プレスせん断加工が可能になれば、トラン

スファー加工や順送プレス加工による量産加工の

実用化が見込まれ、加工コストは大幅に削減され

る。加工コストの低減によって、ドアインナーやフ

ードインナー等、既存自動車部品のＣＦＲＴＰ化の

検討の幅が拡がり、自動車の軽量化に寄与する。

また、航空機部品やスポーツ用品等、様々な分野

での採用が増える事が期待される。

経済産業省の目標から、ＣＦＲＴＰ自動車部品

の売上は 年までに約 兆 億円になると

見込まれており、県内のプレス企業において事業

拡大の機会である。また、自動車分野以外にも、

高強度かつ軽量化が必要な部材、製品に適用す

る事ができる。
 

４．研究内容の詳細

４．１ 研究項目

本研究では、

①ＣＦＲＴＰシート（樹脂半含浸）

②ＣＦＲＴＰプレス製品（樹脂完全含浸）

に対して、金型構造とせん断加工条件の検討を

行った。

４．２ 目標

せん断加工後の層間剥離なし。

ケバ立ち量 ｍｍ以下。

加工後の寸法精度± ｍｍ以内。
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４．３ 実験材料

本研究で用いるＣＦＲＴＰシートは、将来的に順

送プレス加工（図３）の開発を目指していることか

ら、ＣＦＲＴＰシートを連続的に作製する技術を確

立している一村産業（株）製のものとし１）、熱可塑

製樹脂にＰＡ６を使用した、 Ｋ平織、炭素繊維含

有率 ％、板厚 ｍｍのシートを試料とした。ま

た、ＣＦＲＴＰプレス製品として、加熱成形後の樹

脂が完全含浸されたシートを使用した。

図３：順送プレス加工例

４．４ せん断加工形状

本研究では、平織ＣＦＲＴＰシートの繊維方向

°、 °に対して、図４に示すように、Ｒを含む形

状、 °、 °、 °の４種類の開形状を用いて

実施した。

図４：本研究で実施したせん断形状

４．５ せん断加工条件

本研究では、せん断加工条件の検討項目を、金

型構造と逆押え圧力とした。金型構造は、逆押え

（パッド）の有無と下曲げした状態でのせん断、上

曲げした状態でのせん断とした。逆押え圧力は、

（株）ミスミ製のバネを圧力源とし、バネ定数の低

いものからＳＷＲ、ＳＷＳ、ＳＷＬ、ＳＷＭを使用した

（図５）。その他の条件は、前年度に行った閉形状

φ のせん断実験の結果を基に、パンチ・ダイの

材質をＳＫＤ 、刃先形状をシャー角無し、クリア

ランスを板厚の ％の ｍｍとした。

図５：本研究で検討したせん断加工条件

４．６ せん断加工実験

本研究で使用した金型を図６に示す。せん断加

工実験は、オートグラフ（（株）島津製作所製ＡＧ

－ ｋＮ）を使用し、加工速度 で行っ

た。

図６：本研究で使用したせん断金型

４．７ 切り口面の測定

せん断された切り口面からはみ出したケバ立ち

量の測定に、アメテック（株）テーラーホブソン事業

部製ＰＧＩ－ を使用した。切り口面が上に向く

様にセットし、測定方向（Ｘ軸）に打ち抜き方向を

合わせ、Ｙ方向に ｍｍピッチで送ることで、 Ｄ

測定を行った（図７）。評価方法としては、せん断

面が現れている面をせん断ラインとし、それより一

番高い箇所をケバ立ち量とした。同様に、一番低

い箇所を凹み量とした（図８）。
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図７：切り口面の測定

図８：切り口面の評価方法

各せん断加工条件による切り口面の測定結果を

せん断形状ごとに比較した。結果を図９から図１３

に示す。①にＣＦＲＴＰシート（樹脂半含浸）の測定

結果、②にＣＦＲＴＰプレス製品（樹脂完全含浸）

の測定結果を示す。グラフ上の数値は最大ケバ

立ち量である。

図９：せん断形状内Ｒの測定結果

図１０：せん断形状外Ｒの測定結果

図１１：せん断形状 °の測定結果

図１２：せん断形状 °の測定結果

図１３：せん断形状 °の測定結果
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各測定結果から、目標達成状況をまとめたもの

を図１４に示す。上段に①ＣＦＲＴＰシート（樹脂半

含浸）、下段に②ＣＦＲＴＰプレス製品（樹脂完全

含浸）とし、目標のケバ立ち量 ｍｍ以下を○、

ｍｍ以下を△とした。

図１４：各条件による目標達成状況

４．８ せん断加工後のせん断形状の変化確認

せん断加工後のせん断形状の変化を確認する

為に、せん断加工後の試料をせん断パンチに合

わせ、線径φ ｍｍの丸棒を用いて隙間を確認

した。せん断形状Ｒ有、 °、 °全てにおい

て、せん断形状の変化はほとんどなく、φ ｍｍ

の丸棒が通過しなかった為、加工後の寸法精度

は± ｍｍ以内であった。（図１５）。

図１５：せん断形状の変化確認

４．９ 考察

本研究では特に、下曲げした状態でのせん断、

上曲げした状態でのせん断が、切り口面に与える

影響に注目した。そこで、金属材料とＣＦＲＴＰの

切り口面の比較と、下曲げと上曲げの効果の比較

の為に、ＳＵＳ のせん断加工を行った。ＳＵＳ

のせん断では、切り口面のパンチ側とダイ側

の差が、下曲げと上曲げで ｍｍの差があり、

応力を付与した状態でのせん断が切り口面に影

響を与える事を確認した（図１６、図１７）。

図１６：ＳＵＳ の下曲げせん断

図１７：ＳＵＳ の上曲げせん断

本研究のＣＦＲＴＰのせん断は、金属では、二次

せん断の原因とされる極小クリアランスに設定し、

さらに応力を付与した状態でせん断する事によ

り、ダイ側からのクラックの発生を速め、せん断完

了を速くする事でケバ立ち量が抑えられたと考え

る（図１８）。オートグラフで取得したデータでも、下

曲げした状態でのせん断が通常よりも速くせん断

完了している事を確認できる（図１９）。

図１８：下曲げせん断
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図１９：樹脂完全含浸材のせん断形状Ｒ有の

ストロークと試験力の関係

また、ケバ立ち量に関しては、下曲げ５°バネＲ

の条件が、本研究では一番良好な結果であった

が、切り口面のせん断面に関しては、上曲げ５°

バネＭの条件が一番せん断面が現れる結果とな

った。例として、図２０に、樹脂完全含浸材のせん

断形状Ｒ有の内Ｒの測定結果を示す。左図が下

曲げ５°バネＲ、右図が上曲げ５°バネＭの条件

である。

図２０：せん断面比較

これは、上曲げした状態でせん断する事で、せ

ん断時に材料が逃げていくのが抑えられ、せん断

面が増えたと考える。しかし、その分、ダイ側から

のクラックの発生が遅くなり、ケバ立ち量を抑える

事ができなかったと考える。

本研究では、冷間プレス加工による最適なせん

断加工条件を検討したが、平滑な切り口面や、全

面せん断面を得る事はできなかった。まだ、せん

断加工条件に検討の余地は残されているが、現

段階では、平滑な面を得るためには、熱の利用が

必要であると考える。

５．まとめ（結言）

樹脂が半含浸状態と完全含浸されたＣＦＲＴＰシ

ートの開形状の冷間プレスせん断加工において、

金型構造と逆押え圧力による切り口面の違いを見

る事ができた。

（１）適正なストリップ力を設定する事でせん断

時に層間剥離はおこらない。

（２）閉形状よりも、開形状の方が破断時に材料

が逃げていく為、ケバが出やすい。

（３）逆押え圧力を弱い圧力で設定し、下曲げ

５°曲げた状態でせん断する事で、せん断形状Ｒ

有、 °、 °に対して、切り口面からのケバ立ち

量を ｍｍ以下に抑えることができた。

（４）せん断形状 °でケバ立ち量 ｍｍ以下

を達成できなかった理由として、試料の繊維方向

（ °、 °）に対して、 °が繊維を裁断しにくい

角度の為、ケバが出やすかったと考えられる。

（５）上曲げ５°曲げた状態でせん断する事で、

ケバ立ち量は抑える事はできなかったが、せん断

面が増える事がわかった。

（６）せん断加工後の寸法精度は± ｍｍ以内

であった。ＣＦＲＴＰはせん断加工後のせん断形状

の変化はほとんどなく、形状を見込む必要はな

い。

本研究では、低コストで生産性の高い、冷間プ

レス加工による、ＣＦＲＴＰの最適なせん断加工条

件を検討した。今後、冷間プレスせん断加工での

切り口面の面性状をさらに向上させる方法として、

せん断パンチの曲げ角度やパンチ側面の面性状

等が考えられる為、研究を続けていくつもりであ

る。
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