
　当社の溶融樹脂製品群は、現在、一部の開発品を除き、
大半はアライアンスによる調達製品が主体となっております。
これは昨今の多品種少量の顧客要求にこたえるため、その
投資効率と機敏性を考えて構築した体制であります。
　日本（または海外）の優秀な溶融樹脂専門メーカーとパート
ナーシップを築き、彼らの得意分野を活かしながら、当社の
顧客接点力と金型および設計技術やノウハウ、及び最適な
原料選定により顧客の要求にタイムリーかつ最適に応えてい
くコンセプトであります。
　つまり、自社工場、自社設備を持っていないことを逆にメリッ
トとする発想であり、「顧客に対する最適な製品をタイムリーか
つフレキシブルに供給する」という観点から、当社が蓄積して
きた「オープンリソース」体制であります。

　この製品群は主に３つの製品群に分かれております。
・射出成形製品
・高機能樹脂押出成形品
・PFA薄肉内面接着性付与チューブ

　「PFA薄肉内面接着性付与チューブ」は、表面改質方法
を環境に優しくコストメリットの出せる「連続ドライエッチング方
式」に変更することで、生産性を極限まで高めることができま
した。その結果、既に一部顧客への採用が始まっております
が、本製品は他社にない開発品として現時点では自社生産
品となっております。

　2. 射出成形製品の取り組み

　当社の射出製品は、原料調達、設備導入を含めた生産
拠点の再配置を実行し、既存製品群のラインアップ拡大と旧
来から扱っている「溶融性ふっ素樹脂」に限定しない「エンジ
ニアリングプラスチック」市場へ新規参入し、お客さまの要求

に応じた製品投入を検討・展開しております。
　市場調査・新規案件・既存製品からの横展開・深耕を実
施、ニッチなアイテムを選択し、有力で特徴のあるモルダーと
の提携に加え、世界トップクラスの技術力をもつ有力企業と
のパートナ－シップにより、今までの当社製品の枠にとらわれ
ない、最先端な製品を最適な技術・価格をもって供給してま
いります。

2-1）射出成形法の紹介
　射出成形法は、溶融した材料を、金型内へ流し込み、冷
却して固め、取り出すことで、金型と同一な形状を有した成
形品を成形する方法であります。最大の特徴は、立体的で
複雑な形状の成形品を、短いサイクルタイムで大量に生産す
ることが出来、低コストでの供給が可能なことであります。

　1. はじめに

Figure1　ＰＦＡ製ネジとナット

溶融樹脂製品の展開・深化
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2-2）射出成形製品事業のスキーム
  

 

  

 
 
  

  

2-3）モールダーの技術の特徴 
■当社コア技術 ふっ素樹脂成形、PEEK樹脂成形の対応
 上記樹脂成形＋二次加工組み合わせ対応
■他社技術 エンジニアリングプラスチックの成形対応
 精密成形技術の対応
 特殊成形技術の対応
　　従来の射出成形不良を解消する新技術
　　例　①サンドイッチ成形
　　　　②金型急加熱冷却、ウエルドレス成形
　　　　③発泡成形
　　　　④射出圧縮成形
　　　　⑤金属とプラスチックの複合成形技術　他
　

　3. ドライエッチＰＦＡ薄肉内面処理チューブ

3-1）溶融押出製品の取り組み
　当社はＰＦＡチューブ内面にケミカルエッチング法の１つで
ある「液体アンモニア法」を用いて表面改質を施した「ロール
被覆用PFA薄肉チューブ」を製造・販売してまいりましたが、
2010年、新たに「環境にやさしい表面改質」による「ドライ
エッチＰＦＡ薄肉内面接着性付与チューブ」の販売を開始い
たしました。

本品は従来品と同様にロール被覆用に用いられておりま
すが、製造方法・接着特性において優れた特徴を有してお
ります。

3-2）ケミカルエッチング法との違い
３-2-1）環境にやさしい製品

　従来のケミカルエッチング法は「環境負荷の高い」薬液を
大量に使用することにより実施されておりましたが、「ドライエッ
チ」では、希ガスを用いた電気的処理方法による改質のた
め、環境負荷物質の使用・発生はほとんど皆無であり、環
境負荷の小さな製品となっております。

３-2-2）顧客要求に答えるコスト

　従来のケミカルエッチング法では制約により、長く押出した
チューブを「短くカット」した上で「薬液を入れた内部表面改
質」「内面表面洗浄・乾燥」「袋詰」という複数の工程を経る
事が不可避な製品でありました。
　ドライエッチ法を用いる事により複数の工程を経ることなく

「連続的に表面改質」を実施、そのまま「巻き取り続ける」事
での生産が可能となりました。
　製造からお客さまの手元まで「ロスの無い」「コンパクトな」
状態で提供が可能となりました。

3-2-3）より高い品質の提供

　「ドライエッチ」は安定した表面処理状態の提供が可能です。
　「有機溶媒法」で発生しやすかった「ブロッキング現象」の
回避、「液体アンモニア法」で問題となりやすい「処理（色）ム
ラ」の発生を回避できます。
　また、二つのケミカルエッチングにある「処理効果期限」も
本方法はほとんど制約がなく、供給形態（リール巻き）での保
管では長期間（現時点では５年間）の保存も可能です。

Figure2　スキーム

　　袋詰　→ プレート上に固定 →　まとめ　 → 　　箱詰

Figure3　ケミカルエッチング法による従来品の梱包方法

　　リール巻きを個々に袋詰　　   →　　　　　箱詰

Figure4　ドライエッチ品の梱包方法
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3-3）製品仕様・チューブ構成
　本製品は「ＰＦＡ単体」「導電性ＰＦＡ」の２種、対応可能
です。

 
　連続処理する機構の特徴上、外径・肉厚の組み合わせ
には制限がございます。ご要望寸法・巻き長さにつきましては
別途、お問い合わせ願います。

3-4）今後の展開
　現在は新製品として折り目にクラックが存在しない「折り目
緩和チューブ」の量産生産体制を構築中であります。
　本製品は来期上市を計画しており、現行品用途の「加圧
用ローラー被覆用」に加え、「定着用ベルト・ローラー被覆用」
としての展開を目指しております。
　開発から生産までの全工程を日本国内自社工場で対応し
ており、日本国内に技術開発拠点を置くお客さまの要望に、
迅速な対応を行ってまいります。

　4. PEEK押出製品　

　当社は米国ZEUS社（ズース社、以下、ZEUS）とアライア
ンス契約を締結し、同社製品の販売権を取得しました。
ZEUSは、欧米の医療機器市場で大きなシェアを有しており、
高機能化・多様化が進む日本市場においても大きな期待が
抱かれています。
　本報では、電気、医療、自動車、航空宇宙などの先端
分野で優れた特徴を有しているPEEKshrink®（熱収縮
チューブ）及びPEEK絶縁ワイヤーを紹介します。

4-1）熱収縮チューブ
4-1-1）特徴

　使用温度範囲が米国電気製品規格（NEMA MW1000）
で約400℃までと、低温域から高温域までの使用を可能とし
ています。また、優れた押出成形技術を活かした極小径・極
薄肉厚にも対応しており、樹脂被覆用途の可能性を持って
います。

4-1-2）用途

　PEEKの特性を活かし、被覆による絶縁・耐熱・保護・強
度付加などの広範囲に使用可能です。

4-2）絶縁ワイヤー
4-2-1）特徴

　PEEK絶縁ワイヤーは、PEEKを絶縁部材とし、線材と同
時に押出被覆した製品です。厳しい環境下での使用を念頭
に設計されており、高い信頼性が求められるモーターや発電
機、更には変圧器などの磁気ワイヤーや巻線などで使用さ
れています。

4-2-2）用途

　電気電子、石油掘削機器、自動車、航空宇宙、原子力
及びその他の産業で使用されるアクチュエータ、発電機、
モーター、及び変圧器用のコイル用電線などに使用されてい
ます。

4-2-3）製品特性

　以下に示すTable2、3の製品特性は、特定サイズでの参
考値であり、機能を保証するものではありません。また、

Table1　製作寸法

外径 １７～３０mm

肉厚 １８～５０μm

Table2　製品特性（ASTM規格）
ASTM PEEK絶縁ワイヤー試験（参考値）

特性 規格 単位 結果 測定対象品
抵抗性試験 B3 Ωlb/mile2 859

AWG8
絶縁部厚み
0.008inch
（0.203mm）

絶縁破壊電圧 D149 KV	RMS,60Hz 25
比誘電率 D150 ─ 2.72
散逸係数 D150 % 0.14
DC抵抗 D257 TΩin 2.72

Table3　製品特性（NEMA規格）
NEMA  PEEK絶縁ワイヤー試験（参考値）

特性 基準 結果 測定対象品

接着性と柔軟性 フィルムコーティングに
目に見える亀裂なきこと 無し

AWG18
絶縁部厚み
0.0015inch
（0.0381mm）

熱衝撃
280℃でフィルムコー
ティングに目に見える
亀裂なきこと

無し

絶縁破壊
常温

最低5700VAC
12,200VAC

260℃ 11,650VAC
導通チェック 漏電10回以下 0回

Figure5　PEEKshrink®
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PEEK絶 縁ワイヤーには 米 国NEMA 規 格（National 
Electrical Manufacturers Association）で定められた値が
無いため、ここではNEMA MW1000 基準でMW-16C

（240℃）の最高温度に基づいています。
 
4-3）ZEUSについて
　今回紹介したPEEKshrink®やPEEK絶縁ワイヤーを始め
としてZEUS 高機能製品は、電気・通信・機械・航空宇宙・
医療などのあらゆる分野において採用されています。そし
て、ZEUSは創業から50年間に蓄積した高分子化学におけ
る経験を活かし、高い水準の製品やサービスを世界に提供

し続けています。
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（Abstract）
Currently, most procurement products of our molten resin product line up are through alliances, except for the part of the 

developed products. This is in order to meet the wide variety of low-volume customer demand in recent years. This system 

is setup by considering investment efficiency and agility. 

Our company has partnership with the professional manufacturer of excellent molten resin at home and aboard. We can 

respond timely and according to customer requirements by our strong bonding with customers, design technology, know-

how, and optimal material selection ability. It is beneficial if we don＇t possess our own factory or equipments from different 

perspective. That is the point of view of ＂supply the best products to customers in a timely manner＂, by this system termed 

as ＂open resource＂ system.

Keywords:

molten resin product, open resource

（摘要）

目前，本公司的熔融树脂产品群除了部分开发品外，主要由合作商供应。这是为了对应近年来数量少种类多的顾客需求特

点，考虑投资效率和灵活性而建立的体制。

 本公司和国内外优秀的熔融树脂专业生产厂家建立合作伙伴关系，发挥本公司的客户沟通能力，通过提供设计技术，技能和

选定最合适的原料，及时准确的为客户提供服务。这是一种逆向思维的考虑，从[为顾客及时地提供最合适的产品]观点出发，

将无工厂、无设备转变为一种优势，而建立的[开放型资源]公司体制。

关键词：

熔融树脂产品，开放型资源

佐伯 敦男
機能樹脂事業部
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