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まえがき 1 ）～ 3 ）＝繊維強化熱可塑性樹脂（以下，FRTP
という）は成形加工性に優れる熱可塑性樹脂を繊維で強
化した樹脂である。FRTPを使用することによって剛性
や耐衝撃性を高めた部品とすることができ，樹脂単体で
は適用できなかった強度を要する部品への樹脂材料の適
用が広まった。近年では自動車や電気・電子機器の各種
部品において多く使われている。
　以前より使用されてきたFRTPは樹脂材料であるペ
レットに 1 mm以下程度の繊維を強化繊維として混練し
たものであり，これを射出成型機に投入して所望の部品
形状に成形する。いっぽう，1980年代初めに，さらなる
剛性と耐衝撃性の向上のため，繊維がペレットの長さ方
向に平行に並び，ペレット長さと同じ長さを持つ数～十
数mmの長繊維強化熱可塑性樹脂（以下，LFTという）
ペレットが開発上市された。LFTペレットはこれまで
と同様，射出成形機に投入して成形できる成形容易性を
有する。さらに，樹脂材料の強度向上も達成でき，自動
車軽量化ニーズともあいまって使用量が増加した。
　当社は，生産性が高く連続運転が可能なLFTペレッ
ト製造装置を2004年から製造販売している。本装置は，
引抜成形法を基本に強化繊維束に樹脂を含浸させ，樹脂
含浸した連続強化繊維束（ストランド）に撚（よ）りを
加えながら引き取る。これを所定の長さに切断すること
で高品質のLFTペレットを生産することができる。ま
た，このストランドをそのまま一方向繊維強化樹脂製品
として利用することも可能である。
　さらに，繊維の機械的強度を最大限に引き出すために
強化繊維束を一方向に引きそろえ，熱可塑性樹脂を含浸
させてテープ状に引き出した一方向繊維強化熱可塑性樹
脂（以下，UD-FRTPという）テープも注目を浴びている。

UD-FRTPテープは繊維の持つ機械強度を最大限に享受
でき，さらなる強度向上と部品の軽量化に貢献できるこ
とから，自動車材を中心に今後の拡大が見込まれる。当
社では上述の含浸機構を活用することにより，熱可塑性
樹脂をマトリックスとする薄肉・高繊維含有率のUD-
FRTPテープの連続製造を可能とした。
　本稿では，上述のLFTペレットおよびUD-FRTPテ
ープを製造するための当社熱可塑性プラスチック含浸装
置を紹介する。

1 ．LFTペレット製造装置 1 ）～ 3 ）

1. 1　プロセスおよび装置の概要
　図 1 にLFTペレット製造装置のプロセス模式図を示
す。また，これによって生産されるLFTペレットを図
2 に示す。繊維は①ロービングスタンドから繰り出さ
れ，含浸前に②プレヒータで予熱され，繊維による溶融
樹脂の冷却防止，含浸の促進が図られる。いっぽうで，
樹脂は③二軸混練押出機で加熱溶融されて④樹脂含浸ヘ
ッドに導かれ，連続強化繊維に含浸された後，ストラン
ドとして引き出される。ストランドは⑤冷却槽で冷却さ
れ，溶融していた樹脂は固化して⑥引取装置で撚りなが
ら引き取られる。⑦ペレタイザでストランドは所望の長
さに切断されてLFTペレットとなる。
　図 1 は開発用途に使用される 1 ストランド機の模式図
であるが，樹脂含浸ヘッドを複数台設けることによって
複数ストランドを同時に生産する装置とすることが可能
である。このため当社では， 1 ストランド型ラボモデル
だけでなく， 2 ストランド型ラボモデル，および10スト
ランド以上の対応が可能な量産モデルを製造販売してい
る。表 1 は，各種材料組成のLFTペレットを生産した
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場合の各装置モデルの概算生産能力を示す。
1. 2　主要な構成装置とその特徴

（ 1 ）二軸混練押出機
　樹脂の溶融押出装置には，各種コンパウンドおよびプ
ロセス用途に使用されている当社の同方向完全噛合（か
みあい）型二軸混練押出機を適用する。二軸混練押出機
を樹脂溶融部に用いる利点は，溶融押出工程で二軸混練
押出機の特徴である高い混練性能を用いた樹脂の改質が
可能なことであり，具体的には以下のようなものが挙げ
られる。
　①安価で高粘度なポリプロピレン（以下，PPという）

樹脂に過酸化物を添加して低粘度化することで樹脂
の流動性を改善することができる。また，低粘度
PPに調整することで繊維への樹脂含浸性能を改善
することができる。

　②PP樹脂と連続強化繊維（とくにガラス繊維）との
接着性を改善するため，PPに無水マレイン酸を添
加する。

　③タルクや紛体フィラを添加し，樹脂の特性をプロセ
ス中で改質することができる。

（ 2 ）含浸ヘッド
　本装置では，独自に開発した特殊含浸ヘッドによって
繊維の 1 本 1 本にまで樹脂を含浸被覆でき，含浸性の良
好なLFTペレットを得ることができる。ここで，LFT
ペレットの模式図と断面写真を図 3 に示す。さらに含浸
部分を拡大し，繊維間の密着性を確認した写真（同図最
下段）も示す。従来の平行引取方式のLFTペレット（図
3（b））では繊維と樹脂界面付近に空洞（気泡）が多く
存在している。いっぽう，当社独自の含浸ヘッドとおよ
び次節で述べる撚り引取方式では，発生した気泡は繊維
束外部へ押し出されるため，繊維と樹脂の密着性を高め
ることができる（図 3（a））。このように樹脂と繊維が
密着しているLFTペレットは成形品の機械的特性が向
上する。
　さらにこの含浸ヘッド部は，ストランドのラインごと

図 1  LFTペレット製造装置のプロセス図
Fig. 1  Schematic diagram of process for LFT pellet production apparatus

図 2  LFTペレット
Fig. 2  LFT pellets

表 1  LFTペレット製造装置の概算生産能力
Table 1  Approximate production capacity of LFT pellet machine 図 3  LFTペレット模式図と断面写真

Fig. 3  Schematic drawings and cross sectional photos of LFT pellet
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にインナパイプ型やラダー型のカートリッジ方式のパー
ツを交換使用できる方式を採用している。このため，生
産中に繊維が切れた場合のメンテナンス作業，あるいは
ラボにおける別条件への変更作業などが容易に行える構
造となっている。

（ 3 ）引取機
　図 4 に撚り機構を持つ引取方式の模式図を示す。二つ
の引取ロールに挟まれたストランドは，引取ロールの回
転によってストランドの軸方向に送られる。ここで，二
つの引取ロールの回転軸を互いに逆方向にθ傾けること
により，ストランドを周方向に回転させ，ストランド自
身に撚りをかけながら軸方向に引き取ことが可能とな
る。
　繊維が軸方向に平行に並んでいる従来方式では，含浸
ヘッドのノズル部で毛羽が立ちやすいため引取速度を上
げることができなかった。しかしながら，ストランドに
撚りをかけることによって高速に引き取ることが可能と
なった。強化繊維の種類や溶融樹脂の粘度によって差は
あるが，撚り角度を大きく取るに従ってより高速化でき
るようになる。
　このように，従来の長繊維ペレット製造装置と比較し
て高い生産性を達成する装置となっている。

2 ．UD-FRTPテープ製造装置 4 ）

2. 1　プロセスおよび装置の概要
　図 5 にUD-FRTPテープ製造装置の模式図を示す。本
装置は，上述のLFTペレット製造装置の含浸機構を活
用することにより，FRTPテープ中間基材として昨今注
目を集めている一方向繊維強化熱可塑性樹脂（UD-
FRTP）テープを連続して製造できる装置である。
　連続繊維束は①張力調整器で張力を一定に保ち，②プ
レヒータで含浸前に予熱される。樹脂は③押出機で溶融
加熱され，④樹脂含浸ヘッドに導かれて繊維束に含浸さ
れる。繊維束は，樹脂含浸ヘッドに取り付けられたスリ
ットダイスから連続的に引き抜かれ，⑤冷却ローラとの
接触で樹脂を冷却固化させた後，⑥巻取装置でUD-
FRTPテープとして巻き取られる。押出機を二軸混練押
出機とすることにより，LFTペレット製造装置と同様
にプロセス中の樹脂の改質が可能である。
2. 2　試作結果および考察
　上述のUD-FRTPテープ製造装置を用いて実際のテー
プを試作した。その試作仕様およびテープの外観をそれ
ぞれ表 2 および図 6 に示す。各材料構成において，表
2 に示した薄肉・高繊維含有率のテープを最大 3 m/
minの引取速度で連続製造することができた。とくに，
PP/CF組成では，厚さが約60μmで体積繊維含有率が
50%を超えるテープの製作が可能であった。
　テープ中の強化繊維の偏析を低減して分布の均一化を
図るには，図 5 に示すダイスと冷却ローラ 1 との間の距
離を一定値以下に小さくすることが有効である。図 7
に，15 mm幅の50vol%-PP/CFテープを製作する際の，
テープ厚さに対する好適なダイス－冷却ローラ距離範囲
を示す。ダイスを通過した直後のテープは樹脂が溶融し
た状態である。これを冷却ローラにてすぐに冷却固化さ
せることによってテープ幅方向に繊維の粗密が発生する
のを抑制する。この好適条件で製作したUD-PP/CFテ
ープの外観写真を図 8 に示す。テープ表面は平滑であ
り，テープのうねりも僅少である。同テープおよび比較
例として適正範囲外の条件で製作したテープの断面の顕
微鏡写真をそれぞれ図 9（a），（b）に示す。

図 5  UD-FRTPテープ製造装置のプロセス図
Fig. 5  Schematic diagram of process for UD-FRTP tape production apparatus

図 4  撚り機構を持つ引取方式の模式図
Fig. 4  Schematic diagram of twist pulling capstan
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　図 9（b）は，テープの厚さが一定でない上にCFの分
布に粗密がある。これに対して図 9（a）ではほぼ一様
なテープ厚さとなり，CFがテープ幅方向にわたって均
一に分布していることがわかる。両画像の 3 箇所を抽出
し，画像処理にて算出したフラクタル次元の平均値は

（a）が0.81，（b）が0.26となり，（a）の繊維分布の均一
性が定量的に裏付けられた。

むすび＝本稿で紹介した装置で製造されるLFTペレッ
トおよびUD-FRTPテープは，自動車軽量化のニーズの
高まりによってますますその量的拡大が期待される。ま
た熱可塑性樹脂もPP，PA66，PA6にとどまらず，各種
のエンジニアリングプラスチックの採用により，機械的
強度や耐熱性を改善した材料が開発され，これまで熱可
塑性樹脂が適用されなかった部材への適用が進むことも
推測される。したがって，各種成形方法の開発が進む一
方で，基材であるLFTペレットおよびUD-FRTPを製
造するための技術や装置にもより一層の高性能化が求め
られてくる。当社は，これら製造装置のサプライヤとし
て今後も改良に取り組むことによって本分野における用
途および需要拡大の一端を担っていきたいと考えてい
る。
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図 8  UD-PP/CF外観写真（50vol%）
Fig. 8  Appearance of UD-PP/CF (50vol%)

図 9  PP/CFテープ断面写真（50vol%）
Fig. 9  Cross sectional views of PP/CF tape (50vol%)

図 6  UD-FRTPテープの試作品
Fig. 6  Prototypes of UD-FRTP tape

図 7  繊維を均一に分散させるための好適なダイス出口－冷却ロ
ーラ間距離の範囲（50vol%-PP/CF）

Fig. 7  Preferable range of distance between die exit and cooling 
roller for attaining uniform distribution of fibers (50vol%-PP/
CF)

表 2  UD-FRTPテープ試作仕様
Table 2  Specifications of prepared UD-FRTP tape


