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インサート射出成形と電気式融着を用いた 
熱可塑性 CFRP接合のための金型技術の開発 

近畿大学 理工学部 西籔 和明  
大阪大学大学院 工学研究科 田邉 大貴  

 
１ はじめに

連続した炭素繊維で強化された炭素繊維強化

熱可塑性プラスチック（Carbon Fiber Reinforced 
Thermoplastic, CFRTP，以下，熱可塑性 CFRP と
称す）が航空機のスキン・ストリンガー構造やブラ

ケット部品に採用され，近年では電気自動車のバ

ッテリーアダプタやシートバック等の自動車部品に

も適用され始めており，今後は産業機器分野や情

報家電分野等での応用展開が期待されている 1)．

熱可塑性CFRPは，加熱プレス成形やハイブリッド
射出成形，自動積層成形など様々な手法で製造

することができるが，炭素繊維の変形能が乏しい

ため，比較的単純な形状に限られる一方で，今後

はパイプや異形材など長尺物の連続製造も期待

されている． 
 
一方，熱可塑性 CFRP を用いて大型構造物や

複雑な形状を製造するためには，部材間を接合

する必要がある．金属製のボルト等を用いた機械

的接合は，着脱が可能で解体性に優れている

が，穴加工が必要なため CFRP 内部の炭素繊維

が切断され，強度低下や穴周りの応力集中が問

題となる．一方，熱硬化性樹脂を用いた接着接合

は，熱可塑性樹脂に対して化学的結合が困難な

ため熱可塑性 CFRP には適していない．そのた

め，熱可塑性CFRPの接合には，接合面の樹脂を
溶融させて接合を行う融着接合が不可欠である． 

 
本研究で着目する電気式融着接合は，図 1 に

示すように，接合面に抵抗発熱体を挿入し，抵抗

発熱体に電圧を印加することによって生じるジュ

ール熱を利用して接合面の樹脂を溶融させて融

着接合を行う手法である．本手法は，接合面のみ

を加熱可能な内部加熱であり，他の融着接合手

法と比較して高額な装置を必要とせず，また大型

構造物にも適用が可能であるなどの利点がある． 
 

加圧・冷却

抵抗発熱体I

接合対象

 
図 1 電気式融着接合の概念図 

報告者らはこれまでに Ni-Cr 線を抵抗発熱体と
して用いた平板形状の熱可塑性 CFRP の電気式

融着手法を提案し，電気式融着接合に適する積

層板の繊維強化形態や融着接合時の樹脂の酸

化・溶融現象を明らかにしてきた．また，金属製の

抵抗発熱体を用いた場合に課題となる接合強度

やリサイクル性の低下を解決するために，炭素繊

維束や開繊炭素繊維を抵抗発熱体として用いた

電気式融着接合手法を新たに提案している 2)． 
 
 
２．目 的 
熱可塑性 CFRP を構造部材として用いる場合，

平板形状等の比較的単純な形状で用いられてい

るが，今後はパイプ形状等を組み合わせた構造材

の製造が期待されている．熱可塑性 CFRP を用い
て構造材を製造する際には，融着接合技術が不

可欠となるが，熱可塑性 CFRP 製のパイプ継手に
関する研究報告例は極めて少ない． 
 
本研究開発では，報告者らがこれまでに開発し

てきた“炭素繊維を抵抗発熱体として用いた熱可

塑性 CFRP の電気式融着接合技術”を熱可塑性

CFRP 製パイプ継手の融着接合に応用するため

に，“電気式融着継手用のインサート射出成形金

型”を新たに開発した．また，インサート射出成形

により成形した融着継手を用いて，熱可塑性

CFRP の電気式融着パイプ継手の実現可能性を

検証した． 

３．実用的な価値、実用化の見込など

本研究で開発した「インサート射出成形と電気式

融着を用いた熱可塑性 CFRP 接合のための金型
技術」により，下記のような実用的な価値がある．

・融着接合部の接合強度・信頼性の向上

線等の従来の金属製発熱体では，融着

接合後に異種材料として残留するため，接合強度

や耐食性が低下する．炭素繊維を抵抗発熱体に

用いることで，融着層の繊維強化が可能となり，接

合強度および強度信頼性が大幅に向上可能．

・リサイクル性の向上

従来の電気式融着接合では Ni-Cr 線等の金属
線が抵抗発熱体として用いられてきたが，廃棄時 
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に分別が必要となり，リサイクル困難．本研究開発

では炭素繊維を抵抗発熱体として用いるため，廃

棄時には破砕・粉砕することにより，容易に熱可塑

性 CFRP としてのリサイクルが可能． 
 
・耐衝撃性の向上 
熱可塑性 CFRP の高い耐衝撃性を生かし，耐

衝撃性の高いパイプ継手の製造が可能． 
 
・生産性の向上 
インサート射出成形技術により，電気式融着パ

イプ継手の量産が可能であり，生産性が高い． 
 
上記のような実用面での価値を踏まえ，本金型

技術で開発した熱可塑性 製のパイプ継手

の電気式融着接合は，自動車等の輸送機器分

野，産業機器分野のみならず，天然ガス用の海中

輸送パイプ等のインフラ分野への実用化の見込

みがあると考える．

４．研究内容の詳細

４．１ 熱可塑性 製電気式融着継手の提案

本研究開発で開発した熱可塑性 CFRP の電気
式融着パイプ継手の概要図を図2に示す．開発し
た電気式融着パイプ継手は，CF/PA6プリプレグテ
ープをコイル状に成形した抵抗発熱体を用いてい

る．電極部から任意の電流を印加し，CF/PA6 プリ
プレグテープをジュール発熱させて，PA6ヘリカル
パイプ層を溶融し，熱可塑性 CFRP パイプを融着
接合する手法である．電気式融着継手本体およ

び薄肉の PA6ヘリカルパイプは，本研究で新たに
開発したインサート射出成形金型を用いて製造し

た． 

電極部

ＣＦＲＰパイプ

CF/PA6テープ
短繊維 CF/PA66 樹脂

PA6ヘリカルパイプ

ＣＦＲＰパイプ

 
図 2 熱可塑性 CFRPの電気式融着パイプ継手

４．２ 抵抗発熱体の作製方法

抵抗発熱体に用いた材料は一方向 CF/PA6 プ
リプレグシート（TenCate 社製，CETEX®，繊維体

積割合 Vf=58 vol%，厚さ  0.16mm）である．
CF/PA6 プリプレグシートを長さ L=700 mm，幅
W=2.5 mm のテープ状に切断し，図 3 に示すよう
にレーザー加熱装置を用いて，プリプレグテープ 

の PA6樹脂を熱分解させることで除去した後，プリ
プレグテープの両端に銀ペースト（藤倉化成㈱，ド

ータイト®）をコンタクト印刷により塗布し，T=120ºC
の大気中で乾燥させることで電極部を作製した．

銀ペーストを塗布する際に使用したコンタクト印刷

金型を図 4に示す． 
 
本金型の構造は，切り分けた炭素繊維を並べる

ために，試験片幅と同様の幅に溝を形成した型

板，レーザーによりプリプレグテープの樹脂が除去

された部分のみ銀ペーストを塗布するために，塗

布部のみ開口したカバー，カバーを固定するため

の外枠の三層構造とした．また，作業の効率化の

ため，１プロセスで複数本のプリプレグシートに銀

ペーストを塗布できるように設計した． 
 

 
図 3  電極部の作製方法 
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図 4  コンタクト印刷金型 

 
銀ペースト塗布後，図 5 に示すように，プリプレ

グテープを丸棒に固定し，温度 T=300ºC，風量を
Q=570L/minに設定した熱風ヒーターで加熱し，回
転速度 ω=0.2rpmでモーターを回転させて炭素繊

維束の中央部 504mm を巻きつけて成形した．そ

の際に，丸棒に熱が奪われ，炭素繊維発熱体が

融点に達しないことを考慮して事前に熱風ヒータ

ーで予備加熱を行った． 
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図 5 プリプレグテープのヘリカル曲げ成形 

図 6 に得られた炭素繊維発熱体の一例を示

す．プリプレグテープをコイル状に成形可能なこと

を確認した．一方，ヒーターの固定方法，成形時

に炭素繊維発熱体にかかるテンション，巻き角の

調整を手動で行ったため，溶融挙動や成形品の

形状にばらつきが確認された．安定した成形品を

得るために，新たに装置の改良が必要であると思

われる．また，温度や風量などの種々の成形条件

の適正化も必要であると思われる．炭素繊維発熱

体をコイル状に成形した前後で抵抗値に変化は

見られず，また，金型にインサートする際にテンシ

ョンをかけることで必要な形状にできることから，本

装置における成形時の形状の違いは誤差の範囲

と考える． 

 
図 6 炭素繊維抵抗発熱体の製造例 

 
４．３ 電気式融着継手の製造方法

図 2 に示したように，本研究開発で開発した電
気式融着パイプ継手は主に「継手部」，「炭素繊

維発熱体」と，融着層の役割を担う「PA6 ヘリカル
パイプ部」で構成される．本研究では，射出成形

金型を用いてヘリカル溝を有する PA6 ヘリカルパ
イプを成形した後，そのパイプに 4.2節で作製した
炭素繊維発熱体を巻きつけ，丸棒に挿入し，金型

に固定し射出成形することで成形品を作製した．

電気式融着継手は，熱可塑性 CFRP パイプ同士
との接合を目的としており，銀ペースト部両端部を

直流回路に接続して通電させることで発生するジ

ュール熱により，継手内部の CF/PA66樹脂および
熱可塑性 CFRP パイプを溶融し，融着接合ができ
るように設計した． 

また，通電時に炭素繊維発熱体に流れる電流

が熱可塑性 CFRPパイプに漏電する恐れがあるた
め，ヘリカル溝の入った PA6 樹脂製のパイプをイ
ンサートすることで，漏電が起こらないようにした．

加えてヘリカルパイプには，射出成形を行う際に，

射出圧によって炭素繊維発熱体の形状が崩れて

しまわないようにガイドの役目も果たしている． 
 
電気式融着継手の二次元図面を図 示す．射

出成形後の離型性を確保するため，継手の両端

部丸みをもたせた形状にした．ヘリカル形状に成

形した炭素繊維発熱体とともに射出成形金型にイ

ンサートするため，同様にヘリカル溝の入ったパイ

プを設計した．図 8 に示すように，ヘリカルピッチ
p=4mm，巻き数 N=10 回，ヘリカルパイプの肉厚
t=0.3mm とした．肉厚を t=0.3mm と設定した理由

は，肉厚が薄い方が融着接合対象であるCFRPパ
イプに炭素繊維発熱体から熱が伝わりやすくなる

が，肉厚が t=0.3mm 未満の成形品を PA6 で成形
することは困難であるというこれまでの経験則から

決定した． 
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図 7 電気式融着継手の形状寸法
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図 8 PA ヘリカルパイプの形状寸法

４．４ インサート射出成形金型

電気式融着継手作製部を成形するために設計

したインサート射出成形金型を図 に示す． ダイ

セットは，エジェクタピンが通る穴加工が主であ

る．加えて，入れ子を収めるスペースの確保のた

電極部(銀ペースト) 
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めにポケット加工を施し，スプルーやランナーの穴

加工，水冷管の穴あけおよびねじ切り，入れ子を

保持するためのボルトを通す穴とネジ切り加工を

行えるように設計した．また，本金型には電気式

融着継手作製部では入れ子を用いず，直接ダイ

セットを削り加工を行った．これはダイセットの小型

化と金型の加工工程の削減のためである．

 
図 9 インサート射出成形金型 

 
射出成形金型の断面図を図 10 示す．炭素繊

維発熱体とヘリカルパイプを取り付けた外径

16mm の丸棒（鋼製）を磁石により金型内に固定

し，射出成形を行う構造した．射出成形後の型開

きの際には，引張ピンによって，成形品が金型の

固定側に引っ張られ，型開きと同時にノズル先端

からスプルーを切り離す構造とした．

 

90  

樹脂注入口  

磁石  

ロケートリング  

突き出しピン  

継手作製部  

S55C 丸棒  

冷却管  

150  
200  

50  

24  

引張ピン  

図 10  射出成形金型の断面図 
 

入れ子の二次元図面を図 11 に示す．ヘリカル
パイプの形状や寸法を任意に変更できるように，

ダイセットに直接加工せず，入れ子を用いたことを

選択した．肉厚 0.3mm の薄肉の成形品であるた

め，射出成形時に樹脂がキャビティ内に完全に充

填する前に冷却固化し，ショートショットやひけな

ど成形不良が発生する可能性もあるため，ゲート

を 3箇所に設け，樹脂を流動しやすくした． 
 

 
図 11  入れ子の形状寸法 

 
入れ子の取り付け位置は，図 12 に示すように，

電気式融着継手作製部の下部に設計した．スプ

ルーブッシュの加工の際，ゲートを切り換えて，電

気式融着継手またはヘリカルパイプを別々に必要

な方を成形できるようにすることで，効率化と金型

製作コストの削減を実現した．

 

回転  

150  

スプルーブッシュ  

入れ子取り付け位置  

電気式融着継手作製部  

スプルー部  

図 12  入れ子の取り付け位置

熱可塑性 CFRP 用電気式パイプ継手のインサ

ート射出金型の外観写真を図 13 に示す．スプル
ーブッシュを回転させることにより電気式融着継手

部とヘリカルパイプの成形の両方を同一の金型で

成形可能なインサート金型を得ることができた． 

 

   
図 13  製作したインサート射出成形金型 
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４．５ 電気式融着パイプ継手の成形 
電気式融着継手の射出成形プロセスを図 14に

示す．(1)金型に PA6 樹脂を射出成形し，(2)成形
品を取り出し，スプルー部を取り除きヘリカルパイ

プを得た．(3)作製したヘリカルパイプに炭素繊維
発熱体を取り付け，S55Cの丸棒に差し込んだ後，
(4)金型の固定側を射出成形機から取り外し，スプ
ルーブッシュを 180 度回転した後，再度金型を射
出成形機に取り付け，型開きを行い，金型に丸棒

を取り付けた．(5)その後，金型の上側に CF/PA66
樹脂を射出成形し，(6)成形品を取り出し，スプル
ー部を取り除き，電気式融着継手を得た． 

CF/PA66樹脂
ヘリカルパイプヘリカルパイプ

(3) インサート丸棒の準備 (4) 型開き・丸棒の取り付け

(5)   射出・保圧・冷却 (6)   型開き・離型

炭素繊維発熱体

端子部

S55C丸棒

(1) 射出・保圧・冷却

射出成形用金型

ノズル

スクリュー
PA6樹脂

F55C丸棒

(2) 型開き・離型

ヘリカルパイプ

 
図 14 電気式融着継手の成形プロセス 

 
電気式融着パイプ継手の成形例を図 15 に示

し，断面観察像を図 16 に示す．炭素繊維発熱体
が短繊維 CF/PA66 樹脂の継手部にインサートさ
れたパイプ継手を得ることに成功し，短繊維

CF/PA66 樹脂，炭素繊維発熱体およびヘリカル

パイプが良好に接合されていることが分かった． 

 

銀ペースト  

CF/PA66 樹脂  

ヘリカルパイプ  

 
図 15 電気式融着パイプ継手の成形例 
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ヘリカルパイプ
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炭素繊維発熱体

ヘリカルパイプ
(PA6(PA6

短繊維CF/PA66樹脂

 
図 16 断面観察像

非接触式三次元計測による成形品とその CAD
データの表面偏差を図１７に示す．成形品の数値

は CAD データよりも小さい値を示した．これは，

CF/PA66 樹脂の収縮が原因であと考えられる．長
手方向で特に小さい値を示した原因は，放電加工

に用いた銅電極の加工の際に，長手方向の端部

に抜き勾配をつけるために，手作業による研磨を

行ったためと考えられる． 

 
図 17 非接触式三次元計測機による表面偏差 

 
作製した電気式融着パイプ継手(継手部：PA66)

に通電した際の温度分布像を図 18に示す．ヘリカ
ルパイプの融着層は PA6 樹脂の融点以上に均一
に加熱されていることが分かる．継手部をCF/PA66
にした場合では，発熱体から継手部への漏電が生

じたため，絶縁処理等の対策が今後必要である． 
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図 18  通電加熱時の温度分布像
５．まとめ（結言）

本研究は，熱可塑性 製の電気式融着パ

イプ継手を開発することを目的に，インサート射出

成形技術を用いた熱可塑性 接合のための

金型技術の開発を行った．その結果，熱可塑性

プリプレグテープを用いて抵抗発熱体を作

製し，インサート射出成形により，炭素繊維を抵抗

発熱体に用いた熱可塑性 製の電気式融着

パイプ継手の作製に成功した．今後は，電気式融

着時の通電条件や融着層の融着層の最適化およ

び継手部への漏電対策が必要である．
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