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社 長 有 藤 博

平素は当社の事業にご支援とご協力を賜わり厚く御礼を

申し上げます。

「一流の商品とサービスを世界に提供し続ける機械メー

カーを目指します」という経営理念のもと、当社は長年の

事業活動を通して、環境改善・省エネ・省資源を実現する

技術、並びに安心・安全を実現する技術の開発、研鑽に努

め、社会への貢献を果しております。

今年の技術報告では、それぞれの業界で高い評価をいた

だいている当社独自技術による高精度金属塑性加工機、高

速分散機、高効率冷却塔の新商品開発について、産機モリヤマ事業部�件、空調冷熱

事業部�件の研究開発成果を報告しております。

また、製品紹介では、国内外に展開する「�つの新戦略商品」を紹介させて頂いて

おります。

【産機モリヤマ事業部】

バリフォーマは自動車部品業界の多様な要請に応える独自工法開発力を強みとし

て、コア部品に要求される軽量化、高強度化、省エネ、省資源の実現に貢献しており

ます。今回は初の電動式芯押し機構と高速回転主軸ユニットを搭載した新型バリ

フォーマの開発とその適用アプリケーション事例について報告しております。

ジェットペースタは、その卓越した分散性能により電池製造分野において、省エ

ネ・省資源とともに高い生産性の実現に貢献しております。今回は前年度からの続報

として、ジェットペースタのマイクロバブルによる分散機構の研究成果と液中プラズ

マ技術との融合による新型ジェットペースタの開発について報告しております。

【空調冷熱事業部】

当社の冷却塔はその高い冷却性能と省エネ性から国内外で幅広くご愛顧を頂いてお

ります。その冷却性能を左右する充填材をより高性能化するため、シミュレーション

技術を駆使して最適形状を求め、画期的な充填材「スピンエフ」の商品化に成功いた

しました。今回はその開発成果について報告しております。

当社は、技術開発成果の保護と利用を推進して企業価値の最大化を図るため、研究

開発活動と一体となった知財活動を展開しております。その一例として、国内外保有

特許件数の推移および近年の登録特許を巻末に紹介いたします。

今後とも、社会に貢献する企業として最善の努力を尽くす所存ですので、引き続き

ご愛顧、ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

巻 頭 言



新型 フローフォーミング機 VF-V300-CNC5-T4 の開発

Development of new flow forming machine VF-V300-CNC5-T4

産機モリヤマ事業部

石田 博昭，檜垣 孝二

ISHIDA Hiroaki, HIGAKI Koji

Abstract

We developed a new type of flow forming machine. As one of the characteristics of this machine, this

machine can change the pipe thickness which is thin thinner. This process is very fast, and product’s quality is

very high. And this machine can change thick metal plate to various shape by changing the part of rotary

structure of this machine. (change over time of this rotary structure is very short.) By this report I describe the

background how this machine is developed, specifications of the machine and good point of the products.

�．はじめに

近年，コピー機やプリンターのトナー定着ロー

ラー，それに携帯魔法瓶の内筒にはステンレスパイ

プが使用されることが多い（図�）．トナー定着

ローラーの場合は熱伝導性の向上のために，また，

魔法瓶の場合には軽量化と材料コストのために，で

きるだけ肉厚の薄いものが要求される．通常の製法

では，ステンレス管の板厚はシームレスで0.3 mm

程度，電縫管では0.15 mm 程度が限界であり，こ

れ以上薄いものが必要な場合には，薄肉チューブス

ピニング工法が採用される．当社でもメーカーのテ

スト機を含めて，過去にこの薄肉チューブスピニン

グの設備を販売した実績があるが，中国などで携帯

ポットの需要が急激に増大しており，薄肉化の製品

も増加している状況が続き内外の様々なお客様から

設備や試作の引き合いを頂いている．

図�は携帯魔法瓶の内筒を薄肉チューブスピニン

グにより，薄く引き伸ばす加工を行う際の要領を示

す．金型に挿入されたパイプ状の素材（上側の口元

は予め縮径されており，下側は外側にツバが出てい

る）が高速で回転し，�個のローラーが上から下へ

移動しつつ，素材（この写真では0.2 mm厚）を薄

く伸ばしている．素材の下側のツバ部分には張力台

と呼ばれる�本の柱から下側へ向かう力が作用し，

素材に張力を与えている．この張力によって，0.1

mmを下回る肉厚の加工品にシワが発生することを

抑制している．
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図� 薄肉チューブスピニングの用途



�．新型フローフォーミング機

開発の狙いと仕様

前述のとおり，中国やアメリカでは最近，携帯魔

法瓶の需要が多く，魔法瓶メーカーでは増産につぐ

増産で加工時間の長いスピニング加工に対する時間

短縮の要請が強い．具体的には，従来機でのサイク

ルタイム（材料の入れ替え＋張力台の上昇下降＋加

工時間）＝約30秒に対して，半分以下の10〜15秒と

する要請を頂いた．しかし，従来のテスト機の仕様

では，このサイクルタイムを達成する加工時間を実

現することができない上，競合と同様の加工条件に

おいても多数のシワが発生し，客先が満足できる品

質の加工ができない状況にあった．このため，最高

3000 rpm の高速回転が可能で，心押し機構の動力

に，汎用機としては当社初の電動（サーボモーター）

を採用した新型機の開発に着手した．加えて，この

新型機では薄肉チューブスピニング以外の用途（例

えば�mmぐらいまでの鋼板からのフローフォーミ

ング加工）も行えるように，�種類の主軸ユニット

を用いるなど客先の用途に応じてフレキシブルな性

能を持つ．

図�に新型フローフォーミング機の全景と主仕様

を示す．高速回転時と低速回転時では，主軸の性能

が異なるため心押し力やローラーに作用する推力の

上限値は異なった設定となっている．また一つの絞

り台に�種類のローラーを同時に装着することがで

き，スライド式のツールチェンジャーによって，瞬

時にローラー交換が可能である．

VF-V300-CNC5-T4 の主仕様

・主軸 ：高速ユニット max 3000 rpm，

低速ユニット max 500 rpm

・絞り台 ：X軸 max 75 kN，ストローク300 mm

（高速ユニット使用時 max 15 kN）

：Z軸 max 75 kN，ストローク550 mm

（高速ユニット使用時 max 15 kN）

：ローラー装着数 最大�個，

ツールチェンジ �式

・心押し台：max 100 kN，ストローク500 mm

（高速ユニット使用時 max 15 kN）

・クーラント装置：最大吐出量 100 ℓ/min

�．開発の成果�（薄肉チューブスピニ

ング：高速ユニット使用）

高速ユニットを使用して，薄肉チューブスピニン
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図� 薄肉チューブスピニングの加工方法



グのサイクルタイムを競合従来機の半分以下とした

成果の要点を以下に示す．

①主軸回転数 3000 rpm （対応する送り速度

2000 mm/min）による高速加工

②自動チャッキング，自動ノックアウト機構による

高速着脱
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図� 新型フローフォーミング機 全景

30 13 = 17

図� サイクルタイムの大幅短縮



③心押しの電動化による高フィードバッ

ク制御によりシワの発生を防止

従来機

心押し機構が油圧シリンダー駆動のた

め，ローラーからの加工力で一時的に減

少した張力が，設定値に戻るまでに時間

を要し，張力が小さくなった部分にシワ

が発生する．

新型機

心押し機構をサーボモーターで駆動す

ることにより，ローラーからの加工力で

変動した張力は，フィードバック機構に

より設定値まで非常に短時間で戻るた

め，シワが発生しにくい．

�．開発の成果�（CVTプーリー加工：

低速ユニット使用）

低速ユニットを使用して，厚板から駆動系部品を

加工した例を示す．

図�は，�輪車（スクーターなど）に搭載されて

いる CVT（無段変速機）のプーリーにおける現行

の製造方法と新型機でフローフォーミングにより加

工した断面を示す．

現状の製造方法では中央の削り出しで成型された

軸受部とプレスで成型された傘部は溶接で接合され

るが，この溶接部には溶接欠陥が発生することが有

り，非破壊検査が必要となるため，その分のコスト

が大きくなる．フローフォーミングで成形する場合

は�枚の板から加工するため，接合部が存在せず基

本的に大きな検査費用は発生しない．
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図� 高速加工においてもシワの発生を抑制

図� CVTプーリーの製造方法



現在，この CVTプーリーは，軸受けの長いもの

と短いもので構成されているが現状では短い軸受の

方の加工に成功．図�にこの CVT プーリーのフ

ローフォーミング加工工程を示す．

第�工程：円盤の外周付近を曲げ加工

第�工程：第�工程で曲げた付近から，裂開加工

第�工程：裂開した部分を金型に沿って伸ばすボス

成形加工

第�工程：金型を変えて，素材を反転し，プーリー

の傘の部分を成形

現状では，上記工程では加工時間が長く，実際に

東南アジアなどでの生産数に適応しないことと，ボ

スの部分は熱処理により高い硬度を確保するために

S35Cなど炭素量の多い材質が必要となるが，ボス

成形加工では炭素量の多い材質は割れが発生するな

ど適用が難しく，採用には至っていない．しかし，

これに類似した形状で別の用途の部品の試作引き合

いを幾つか頂いており，今後は加工時間の短縮と適

用製品をますます拡大していくことを考えている．

�．おわりに

今回，新型のフローフォーミング機を使って薄肉

チューブスピニング成形を実施した結果，従来機で

生じていたシワをかなりの条件下で抑制できた．こ

れまでは，一般的にフローフォーミング加工におけ

る条件と加工結果の関係は，回転数と送り速度の比

が支配的であると考えられてきた．しかし，今回の

ような張力を作用させた薄肉加工においては，送り

速度による軸方向の荷重の大きさが素材に与えた張

力に影響しており，従来機の油圧式では張力の戻り

が遅いことがシワ発生の要因であったことが判明し

た．

フローフォーミング設備全般において，油圧から

電動へと変えることで，設備コストも抑えることが
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3 4

図� フローフォーミング工程（CVTプーリー）



でき，制御がシンプルとなるため納入後のトラブル

なども減少することが考えられる．工作機械全体で

油圧→電動が時代の流れともいえるが，油圧の方が

適した加工工程も存在することから，両方の長短所

を整理した上で総合的な検証と判断が必要となる．

�．参考文献

�）日本塑性加工学会編，スピニング加工技術

�．関連特許

�）日本スピンドル製造（株），ベルト式 CVT 用

プーリーの成形方法及びその成形方法によって

成形されたベルト式 CVT 用プーリー，特願

2013-170563号
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「ジェットペースタ®」の分散特性

Dispersion property of “JET PASTER
®
”

産機モリヤマ事業部

浅見 圭一，大西慶一郎

ASAMI Keiichi, OONISHI Keiichirou

Abstract

Lib market has been considered going to significant growth with EV, HEV and PHEV. Battery

manufacturers have demanded high productivity devices to disperse electrode slurry. JP is a best matching

device with high performance and good dispersion.

In this report, we explain the dispersion mechanism of JP and introduce a new device to fuse solution

plasma and JP.

�．はじめに

2014年の Lib 世界市場は前年比102.2％の�兆

6,340億円となっている．2017〜2018年ころには大

幅に拡大すると考えられている．その背景として以

下の要因が挙げられる．

①鉛電池，Ni-H電池からの需要移行

②EV，HV及び PHEV市場の拡大

③新興国などにおける電力貯蔵用需要の増加

EVと PHEVの車載用電池市場が本格的に拡大す

れば非常に大きな需要となる．2020年には2014年比

208.1％の�兆4,000億円になると推測されている．1)

このような状況の中，Libスラリー分散装置メー

カーは種々の装置を開発上市している．その状況を

表�に示す．それに対してジェットペースタ（以下

JP）は次のような特徴を有している．

�．高速スラリー化が可能

・活物質／導電助剤／増粘剤の一括供給が可

能

・液体及び粉体の連続供給（自動吸引），溶

解・分散が可能

�．マイルドな分散

・二次凝集の解砕が可能

・一次粒子は破壊しない

�．コンパクト設計で省スペース化を実現

�．完全分解可能な構造
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気液界面円周上に粉体

が残る恐れがある。
粉体

プラネタリーミキサー 二軸混練機

プラネタリーより簡単

連続

簡単複雑

バッチ連続

工程

バッチ生産

分散装置

プレミキサーで一次混合

⇒分散装置

⇒後工程へ

表� メディアレス分散装置の比較2&3)

されやすいされやすい活物質の粉砕

非常に悪い

必要必要必要

必要な場合もある

せん断力

不要必須固練工程

増粘剤溶液/バインダー溶液

生産性

粉体により定量供給困

難な場合がある。

・比重の小さい粉体はプレミキシング困難。

・プレミキサー気液界面円周上に紛体が残る

恐れがある。

――多くの実績備考

条件が決まれば高いプレミキシングが容易にできれば生産性高い

されやすい

せん断力せん断力分散方法



�，�のような特徴を発揮する JPの分散機構につ

いて神戸大学との共同研究により科学的に検討した

結果，キャビテーションにより発生する気泡（マイ

クロバブル）が分散に大きく寄与していることが判

明した．

�．「ジェットペースタ」のマイクロバ

ブルによる分散機構について

JP-L（量産用）を図�に示す．JP の分散機構に

ついては次のように考えている．

�．分散部に装着されているローターが高速回転す

ることにより生じる減圧により粉体を吸引する．

�．吸引された粉体が別ルートから導入される溶媒

と一気に交わることにより粉体の濡性が向上し

ダマが生じにくくなる．

�．さらにキャビテーションにより発生した気泡

（マイクロバブル）（図�）の膨張・収縮により

分散が進行する．（図3-1＆2）すなわち二次粒

子は解砕するが一時粒子は粉砕しないというマ

イルドな分散が短時間で完了する.
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図� ジェットペースタ-L 図� 気泡（マイクロバブル）の発生状況

図3-1 キャビテーションにより発生した気泡による分散機構4)

図3-2 キャビテーションにより発生した気泡（マイクロバブル）による分散機構4)



�．リチウムイオン電池電極スラリーの

作製テスト

これらの特徴を生かした電極スラリー作製例を示す．

3.1 正極用（CNT：カーボンナノチューブ含

有）スラリー6)

組成：LiFePO4/CNT/CMC（カルボキシルメチル

セルロース）/アクリル系バインダーの水系スラリー

�Lを JP-SS（ラボ用：図�）利用し粉体一括供給

方法で作製した．作製時間を従来型ミキサー（プラ

ネタリ−ミキサー）と比較したところ 1/10 であっ

た．作製したスラリーをアルミ箔に塗布し乾燥後，

表面状態を比較したところ JP-SS では非常に滑ら

かであった．

JP-SSの回転数を変えて作製したスラリーから電

極を作りインピーダンスを測定した．（図�）回転

数を上げるにつれインピーダンスは低くなった．

また回転数と放電レートの関係を調査した結果，

7200 rpm では30 C（�分間放電）という高レート

でも放電が可能であった．（図�）

以上より回転数と分散性に相関があることが判明

した．

回転数を高くすることによりキャビテーションに

よる気泡（マイクロバブル）がより多く発生し

CNT及び活物質等の分散性が向上したと推定して

いる．

3.2 負極用（CNT含有）スラリー6)

組成：黒鉛/CNT/CMC/SBRバインダーの水系ス

ラリー（固形分40％）を JP-SS で作製した．生産

性をさらに向上させるために，黒鉛/CNT/CMCを

ドライブレンドし一括供給することにより作製し

た．�L のスラリーがわずか20分で作製できた．

CNT は，Flotube 9000を使用した．（φ11 nm 繊維

長約10 μm）

作製したスラリーの SEM表面写真を図�に示す．

従来型ミキサーでは分散が困難で凝集するが，
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図� JP-SS

図� 回転数とインピーダンスの関係 図� 回転数と放電レートの関係

図� 負極スラリー表面 SEM（×20,000）



ジェットペースタでは CNTが黒鉛上に分散してい

る様子が観察される．

CNTに含有されている空気が減圧により膨張し

さらにキャビテーションで発生した気泡の膨張収縮

によりさらなる解砕が進行したものと推定している．

�．キャパシター用電極スラリー6)

最後に活性炭を使用したキャパシター用スラリー

について報告する.組成：活性炭/カーボンブラック

/CMC/SBR バインダーの水系スラリー（固形分

30％）を JP-SSで作製した．�Lのスラリーがわず

か約20分で作製できた．作製したスラリーを銅箔に

塗布し表面状態を SEM観察した結果を図	に示す．

従来型ミキサーでは粉砕された活性炭が観察され

る．これはせん断力が非常に強いことに起因してい

ると推定している．

それに対して JPの場合は粉砕された活性炭がほ

とんど観察されない．マイルドな分散ができている．

また導電助剤であるカーボンブラックも JPの方

が，活性炭表面により均一に分散していることがわ

かる．

この現象もキャビテーションの気泡（マイクロバ

ブル）による効果であると考えている．

�．マイクロバブルを利用した新規分散

装置

キャビテーションにより発生する気泡（マイクロ

バブル）を利用した新規分散装置開発を兵庫県立大

学などと2014年度から共同開発している．2014年度

は兵庫県 COEの補助金を受けプロトタイプ装置を

試作し現在まで実施したテスト結果を報告する．

5.1 新規分散装置について7)

新規分散装置は，弊社分散技術（図�）と兵庫県

立大／栗田製作所が開発した液中プラズマ親水化技

術を融合したものである．液中プラズマとは，水中

で発生させた気泡中でパルス電源によりプラズマを

発生させる技術である．図
は，水道の蛇口にフィ

ルターを装着し発生した気泡中でプラズマを発生さ

せた例である．

新規分散装置は，ジェットペースタのキャビテー

ションで生じたマイクロバブル中でプラズマを発光

させることによりマイクロバブル内に充満している

水蒸気を分解し OHラジカルや酸素ラジカルを発生

させる装置である．この OHラジカルや酸素ラジカ

ルが CNT，CBなどの炭素や酸化チタンなどの無機

化合物の疎水性物質表面に付加することで表面電位

を変化させ親水化し水に分散させる画期的な装置で

ある．

特徴としては，分散剤を使用せず CNT，CB等の

炭素および酸化チタンなどの無機化合物を水に分散

できることである．
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図	 活性炭スラリー表面 SEM（×10,000）

図
 液中プラズマ



5.2 分散装置とプラズマ発光状況

図10に分散装置とプラズマ発光状況の例を示す．

また，図11にプラズマ発光により発生した化合物

のスペクトルを示す．

OHラジカル，酸素ラジカルのスペクトルが観察

されている．

5.3 分散例

5.3.1 CNT分散

CNT（AR-10：φ80 nm 繊維長 約�μm）の水

への分散テストを実施した．

使用した装置は JPSSの吐出部に電極を装着させ

た図10に示す装置である．

まず，JPSSのみで分散させた場合と液中プラズ

マを付与させて分散させた場合を示す．

CNT�％で実施した．その結果を図12の粒度分布

で示す．液中プラズマを利用した場合粒径が小さく

なっていることが判明した．このことは CNTがほ

ぐれて分散が良くなっていることを示している．ま

た，液中プラズマを利用すると
％まで CNTが水

のみに分散することが判明した．

5.3.2 酸化チタン分散

導電性の無い無機化合物の分散性を評価するため

に酸化チタン（ルチン型，一次粒子径0.1〜0.2 μm）

水への分散を試した．分散装置は図10を用いた．

液中プラズマを利用すると70％濃度の高濃度でも

図13のレオロジー特性と図14のスラリー状態の写真

から明らかなようにスラリー粘度は低く滑らかなま

まであった．しかし，JPSSのみであると50％分散

時にホイップクリーム状になり粘度が高くそれ以上

分散できなくなった．

5.3.1＆2から明らかなように液中プラズマを融
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図10 キャビテーション―プラズマ分散装置

図11 プラズマ発光スペクトル
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図12 Φ80 nm CNT�％の水への分散テスト

JP 50

JP+ 70

図13 酸化チタン 分散テスト� レオロジー特性

図14 酸化チタン 分散テスト� スラリー状態



合させることにより物質表面に親水性官能基が付加

し表面電位が変化し凝集が抑制され分散が進行した

ものと推定している．

液中プラズマを利用した新規分散装置は，開発を

始めたばかりで可能性の追求を深めている段階であ

る．改良を重ね早期の上市を目指している．

�．まとめ

キャビテーションにより発生するマイクロバブル

の膨張・収縮を利用することにより「高速，均一＆

マイルドな分散」が可能であることが判明した．

また，大学，企業の基礎研究開発に対応可能な

150〜300 ml のスラリーが作製可能なラボ研究用

ジェットペースタ「JPSS-X」（図15）も上市しライ

ンアップを充実させた．

さらに，キャビテーションにより発生するマイク

ロバブルと液中プラズマを融合させた新規分散装置

の開発も進めており電池用スラリー製造工程だけで

なく広い分野でイノベーションを起こしたいと考え

ている．
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図15 ジェットペースタ「JPSS-X」



冷却塔用新型充填材スピンエフTMの開発

Development of SpinHEFTM : new infill for cooling tower

空調冷熱事業部 小池 康智，辰巳 道雄

技術開発室 上田 聡，木嶋 敬昌，齋藤 久司

KOIKE Yasutomo, TATSUMI Michio, UEDA Akira, KISHIMA Takamasa, SAITO Hisashi

Abstract

It is necessary to know how water and air flow in infill, to improve the heat rejection capacity. In this report,

it is described the new infill SpinHEFTM developed using CFD analysis to grasp water and air flow.

�．はじめに

冷却塔は，供給される温水を所定の温度まで下げ

て戻す役割をはたす．その際に水の蒸発潜熱を利用

して充填材で熱交換を行う．温水を充填材に流下し

て，そこに送風機で風を送ることにより温水を冷却

する機構を採用している（図�）．

充填材は冷却塔のサイズ，消費電力等を左右する

キーパーツといえる．一般的に PVC製のシートを

成形し積層され，積層された各シート表面に水膜を

形成し，空気と接触させて蒸発を促進し熱交換を行

う．シートの表面形状や積層ピッチが熱交換効率，

圧力損失に大きく影響するため，ここでは解析を活

用し，最適な形状を求めることに取り組んだ．その

結果，新型充填材「スピンエフ」を開発することが

できたので報告する．

�．充填材内部流れの CFD解析

充填材による冷却効率を上げる改善方策を検討す

るためには，充填材内部の水および空気の流れ方を

知る必要がある．しかし充填材は不透明な樹脂製

シートを十数ミリの間隔をあけて積層した構造をし

ており，その内部の流れを直接観察することはでき

ない．透明な樹脂を使用して製作しても，小さな凹

凸の多い形状であるため光が反射，散乱してしま

い，観察は困難である．また，充填材は真空成型で

製作するため，試作品を作るにはまず高価な金型を

製作する必要があり，多数の試作をすることができ
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図� 冷却塔の概略



ない．これらの問題制約を解決するため，CFD（計

算流体力学）による数値解析を用いることで計算機

上での可視化を行い，かつ試作を行わずに最適形状

を検討することとした．

2.1 解析手法の確立

今回は ANSYS社の流体解析ソフトである Fluent

を用いて CFD解析を行った．

本解析が実現象をどの程度再現しているのかの確

認（品質マネジメントにおける V&Vでは妥当性確

認と呼ばれる1,2)）を行うため，試験装置を製作し

解析モデルと同じサイズの充填材を設置して実験を

行った（図�）．風量と水量，および流入水分布を

解析モデルと同じとし，気流の圧力損失，および充

填材の下部から流出する水の水量分布を測定して解

析結果と比較した．

試験装置による実験結果では図�のように水の分

布は流入部の位置に対して風下の方向にピーク位置

があり，水が風から受ける力によって多少流されて

いることがわかる．一方，流体解析でもピーク位置

が風下側にあることが再現できた．この解析結果と

実験結果との相関係数は77.5％であり，本解析手法

によって充填材内部の流れを十分再現できると判断

した．

2.2 新充填材パターンの検討

充填材の効率を上げるための仮説をいくつか考案

し，確立した解析手法を用いてそれらの検証を行っ

た．効率の指標としては以下の�項目をもって判断

した：

⑴ 保有水量…充填材内部に存在する液膜と水滴の
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図� 試験装置概略

図� 解析概略



合計質量．本解析手法では熱計算を行わないた

め，熱交換に大きく影響すると考え代替指標と

して選択した．

⑵ 圧力損失…充填材出入口の静圧の差．冷却塔の

運転時動力に影響するため，一定値以上になら

ないよう注意する必要がある．

解析の結果，現状品と比較して保有水量ならびに

静圧で優位となった形状を最適形状（図�中のＣ）

として選択し，試作を行った．

�．試作充填材

3.1 性能確認試験

試作した充填材を冷却塔に搭載し，性能確認試験
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図� 現状品との解析による性能比較

図� 新型充填材スピンエフ搭載冷却塔の概略



を実施した．

⑴ 熱交換係数…現状値比1.21となり，解析結果と

良好な一致を見た．

⑵ 圧力損失…気流方向・シート突起物の障害等を

含めて現状値比1.12となった．

⑶ 冷却効率…現状充填材に対して良好な結果を得

ることができた．

3.2 冷却塔への搭載

現状充填材からスピンエフに換装（図�）するこ

とにより冷却能力を向上することが出来た．性能向

上の効果は，冷却塔の処理水量の増加の他，省エ

ネ・省スペースに寄与することが出来るため，より

一層の顧客ニーズ対応が可能な製品となった．

なお，スピンエフ充填材は現状充填材とシート寸

法，取付方法を一致させており，冷却塔の構造変更

を伴うことなく換装することが出来る．

�．おわりに

充填材はシートを成形するために金型を必要とす

るため，費用と時間を考慮すると複数のデザインを

試作・試験することは困難である．今回，複数のパ

ターンを解析し最適形状を決定できたことは費用削

減，設計時間短縮には有益であった．

今後，解析精度の向上を行い，より高効率な充填

材の開発を進めていく予定である．

�．参考文献

�）一般社団法人日本計算工学会，日本計算工学会

標準 工学シミュレーションの品質マネジメン

ト，2011年

�）一般社団法人日本計算工学会，日本計算工学会

標準 工学シミュレーションの標準手順，2011

年

�．関連特許

特許出願
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新型排気系部品加工機 SRS150-T4

Delivery records of the new exhaust parts processor “SRS150-T4”

産機モリヤマ事業部

今橋 俊也，小林 宗太

IMAHASHI Toshiya, KOBAYASHI Sota

Abstract

Since Oct., 2014, we have launched a new spinning machine called “SRS150-T4” for processing the

muffler and converter substrate in the automobiles, which is one of our main applications.

We would like to introduce the shipment records with each specification for the above “SRS150-T4”

machine as follows.

�．はじめに

産機モリヤマ事業部では，主力製品として自動車

のマフラーや触媒コンバータを加工する排気系部品

加工機の開発・製造・販売を行っている．その一機

種として，従来機種から構造を一新し，製作コスト

を抑えた新型排気系部品加工機 SRS150-T4（図�）

を開発し，2014年10月に上市した．

�．特徴および仕様

新型機と従来機の仕様比較を表�に示す．

従来機と比較し，新型機は制御盤と油圧ユニット

を本体と一体型としたことで設置面積を大幅に低減

した．また，モータ容量の最適化により電気容量の
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高 さ

新型機 SRS150-T4

約500 mm×700 mm本体に含む

約1200 mm×450 mm

約2500 mm×1050 mm

油圧ユニット

従来機 SRL150-T3型 式

表� 新型ワーク固定機と従来のワーク固定機との仕様比較

電気容量

2950 kg2200 kg重 量

本体に含む

約2500 mm×1100 mm

制御盤

約1950 mm約1950 mm

φ150 mm最大素材径

加工製品

なし2カッター

32ローラ
ツール数

40 kVA25 kVA

材 質

150〜600 mm150〜600 mm素材長さ

�〜�mm�〜�mm板 厚

本 体

平面寸法

設備仕様

φ140 mm

SUS409他SUS409他

図� 新型排気系加工機 SRS150-T4



大幅削減を実現した．

スピニング加工能力は従来機とほぼ同等とし，

カッターを追加したことで端面カット機能を追加した．

�．納入実績

2014年10月の上市から�台を受注し，内�台を既

に出荷している．各設備の特徴について以下に説明

する．

3.1 A社様向け設備

設備台数：�台

仕 向 地：メキシコ

出荷時期：2015年
月

特 徴：�台の設備を対向に配置し，オプション

の自動搬送装置で連結した．パイプの両

端を加工する排気系部品において，設備

�台につき片側の縮管加工を行うため，

製品�個当たりのサイクルタイムを大幅

に短縮した．サイクルタイム：約40秒

（縮管＋端部切断加工）

搬送を含めた設備のレイアウトを図3.1

に示す．

3.2 B社様向け設備

設備台数：�台

仕 向 地：日本

出荷時期：2015年11月

特 徴：顧客仕様に合致した，安全カバー，ライ

トカーテン等を装備．

標準仕様におけるパイプ最大直径φ150

mm に対し，特殊仕様としてφ160 mm

に対応．

操作ペンダントの他に，最低限の操作ス

イッチを集約した小型操作パネルを設置．

インバータ駆動による主軸可変速仕様．

設備正面図を図3.2に示す．
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図3.1 A社様向け設備

図3.2 B社様向け設備



3.3 C社様向け設備

設備台数：�台

仕 向 地：中国

出荷時期：2015年12月

特 徴：標準仕様におけるパイプ最大直径φ150

mmに対し,特殊仕様としてφ160 mmに

対応．手動機でかつ設備�台につき片側

の縮管加工を行うため，誤投入防止のポ

カヨケ機能を付加．

3.4 D社様向け設備

設備台数：�台

仕 向 地：マレーシア

出荷時期：2016年�月予定

特 徴：熱帯地域向け仕様．

3.5 E社様向け設備

設備台数：�台

仕 向 地：メキシコ

出荷時期：2016年�月予定

特 徴：素材外径のばらつきに対応した可変式ク

ランプ装置，及び加工後製品の自動排出

装置を採用．類似形状の複数種類の製品

を加工するため，バーコードリーダによ

る製品判別機能を付加．

客先仕様に対応し，CEマーキングを取

得する．

�．今後の拡販について

2014年10月に発売以来，SRS150-T4機は�台の受

注実績が出来た．しかし，排気系部品のグローバル

メガサプライヤーと呼ばれる世界大手の欧米メー

カーへは未だ�台の受注のみである．

今後はグローバルメガサプライヤーへの初号機納

入を足掛かりとして，まずは好調な中国・北米工場

への売込みを強化し，彼らの世界各工場への拡販が

出来るよう営業活動を行う．
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ストレーナー付シート成形装置（SPM）

Sheet preforming machine with strainer

産機モリヤマ事業部

福田 裕之

FUKUDA Hiroyuki

Abstract

The strainer function has been added to the Sheet Preforming Machine (SPM) which is generally used at a

tire production line and the equipment has been available for a strainer line of the natural rubber.

�．はじめに

タイヤ製造ラインにおいて，ミキサー混練後の

シーティング装置として�軸テーパースクリュー押

出機とロールを組み合わせたシートプレフォーミン

グマシン（SPM）が多く使用されている．

タイヤに使用される天然ゴムに混入した異物等を

除去するストレーニング工程にも SPMで対応した

い要求があるが，SPMの�軸テーパー押出機では

昇圧能力が低く，ストレーニングに必要な押出圧力

で安定した処理量が得られなかった．スクリューデ

ザイン等の改善によって昇圧能力を高めると共に，

材料の通過抵抗を低減するブレーカープレート構造

を採用して低圧で目標の処理量を達成，フィーダー

とロールの間にストレーナーを追加することにより

通常のシーティング工程に加えて天然ゴムのスト

レーニング工程にも対応可能な装置を開発した．

�．特長および仕様

製品概略（図�・図�）と特長を以下に示す．

（特長）

① ストレーナーは油圧シリンダにより，必要時

のみ装着が可能

② 低圧で高い処理量が得られる（図�）

③ ストレーナー部がコンパクトなためフィー

ダーとロール間が短く材料残りを生じない

④ シンプルな構造でメッシュ交換が容易
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図� ストレーナー付 SPMの概略

図� ストレーニング時の想定能力

（ストレーニング時の想定能力）

○ ストレーニング材料：天然ゴム（NR）

○ 最大使用押出圧力：5.0MPa

※メッシュ #12，スクリュー回転速度30 rpmを想定

対応するミキサー容量（L）
想定処理量

（kg/h）

7500

インターナル

ミキサー

加圧型

ニーダー

370―SPM12N

機 種

5000

500

270―SPM9N

7035 / 55 / 75SPM75
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図� ストレーナーの昇降



新型鍛造プレス用集塵機 SMT

Dust collector for Hot Forging Press Machine

環境事業部

佐藤 洋志

SATO Hiroshi

Abstract

In the past, exhaust air from Hot Forging Press Machine to be outside is common.

Today we introduce our newly lined up which can exhaust inside facility available.

�．はじめに

鍛造プレス工程においては，図�に示すように鍛

造機外への粉塵の噴出により①製品移動アームやロ

ボット駆動部，③周辺制御盤への付着による故障ト

ラブルが多い．弊社ではこれまでに鍛造機外への粉

塵噴出を防ぐ目的で②鍛造プレス用集塵機を多く製

造販売してきている．一般的に集塵機外への排出に

ついては煙突を設置し，屋外排気する方式が多い

が，最近の環境負荷低減ニーズの高まりにより屋内

処理することが求められるようになった．そこで，

弊社では集塵機内部にエアフィルタを設置して屋内

排気を可能にする機構を開発し，2015年より上市開

始しこれまでに	台を受注している．ここでは新型

鍛造プレス用集塵機 SMTについて紹介する．

�．特長および仕様

以下に製品の特長と表�にコスト比較例を，図�

に製品の概観を示す．

・集塵機内部にエアフィルタを設置することで，

屋外排気用ダクトが不要となり屋内排気を可能

とできる
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図� 鍛造プレス時の周辺トラブル箇所の例

導入前 効果額（円）

590,000�千円/枚×12枚＝60千円�千円/枚×130枚＝650千円③分離フィルター

項 目 導入後

表� 新型 SMT導入前後のコスト比較例

225,000

300,000

600 L（150千円）×1.5回/年＝225千円600 L（150千円）×�回/年＝450千円②潤滑油産廃費

1,115,000年間メリット額

600 L（200千円）×1.5回/年＝300千円600 L（200千円）×�回/年＝600千円①潤滑油入替費用



・排気ダクトが不要となることで天井クレーンな

どへの影響が軽減できる

・壁汚れ，屋根汚れ対策が不要となる

・周辺住民への環境負荷が低減できる

�．納入実績

表�に最近�年における納入実績を示す．
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図� 新型鍛造用集塵機 SMT概観と特長

納入先 台数

1SMT-250（特）A社 T工場2

番号
型番

表� 主要な納入実績（SMT屋内排気型納入実績）

対象機械

2015年�月

2015年�月

納入年月日

1SMT-180（特）A社 G工場1

水溶性ミスト＋α

水溶性ミスト＋α

備考

水溶性ミスト＋α2015年11月No�ライン熱間鍛造プレス751SMT-75（特）A社 T工場3

250

180

m3/min

風量

No�Line熱間鍛造プレス

2000Ｔ熱間鍛造プレス

SMT-250（特）A社 T工場5

水溶性ミスト＋α2015年11月No�熱間鍛造プレス2501SMT-250（特）A社 T工場

SMT

4

水溶性ミスト＋α2016年�月No�ライン熱間鍛造プレス751SMT-75（特）A社 T工場6

水溶性ミスト＋α2016年�月No�ライン熱間鍛造プレス2501



ナノ計測用『恒温ブース』納入事例

A delivery case of thermostatic booth for nano-measuring devices

空調冷熱事業部

泉 憲治，岡田 孝博

IZUMI Kenji, OKADA Takahiro

Abstract

Transmission electron microscope that is one of nano-measuring device is required sub-nanometer accuracy

of observation. Therefore it is necessary to severe conditions in the environment in which it is used. Our NS

thermostatic booth is possible to satisfy the high demands for, not only temperature, but also noise, vibration, and

air flow. In this report, we introduce the latest delivery case.

�．はじめに

ナノ計測装置の一つに透過型電子顕微鏡がある．

サブナノレベルでの観察精度が要求されるため，使

用する環境もシビアな条件が必要である．NS恒温

ブースは温度だけでなく，騒音・振動・気流につい

ても高い要求を満足することが出来る．ここでは，

沖縄科学技術大学院大学殿（図�）向けの最新の納

入事例について紹介する．

�．特長・仕様

図�（c）に（a）の電子顕微鏡運転時における騒

音値が観察結果に与える影響を示す．画像の鮮明さ

には低騒音が不可欠であることがわかる．（b）は弊

社装置による周波数ごとの音圧レベルを示したもの

である．これより，従来型と比較して開発した低騒

音型は低い音圧レベルであることがわかる．また，

納入した温度精度±0.2℃，騒音値34 dB（A）を実

現し非常に高い評価を得た．
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(b)(b)

( )( )

(a)(a)

図� 透過型電子顕微鏡向け納入事例における製品性能の比較

図� キャンパス概観



不燃木製学校間仕切 FPW ハイブリッド仕様

Hybrid incombustible wooden school partition FPW

建材事業部

森 暁

MORI Akira

Abstract

Hybrid incombustible wooden school partition FPW made of steel framework were developed. It achieved

the time reduction of incombustible agent drying step and achieved low cost of material. Here, we introduce its

structure and features.

�．はじめに

建材事業部においてホウ酸を基剤とした薬品を含

浸させた不燃木材を使用した学校間仕切を開発上市

したのが2010年である．以来，建築基準法により学

校間仕切に可燃物である木を使用することが出来な

い場合に当製品が採用され，木を使いたいとの要求

のある顧客から一定の評価を得てきた．しかし不燃

木材はその製造工程が複雑なために長いリードタイ

ム（90日）を要し，製造コストが高くなってしまう．

この問題を解決するために，不燃木の材積を減少さ

せて材料の CD効果と，不燃薬剤の乾燥工程の時間

を削減することを目的に開発した新製品で，木の外

観を纏いつつ，内部はスチール骨組のハイブリッド

仕様の不燃木製学校間仕切の製品化を実施，福岡県

の宮若市立小中一貫校に施工・納品した．ここにそ

の構造と特長を紹介する．

�．不燃木製間仕切の問題点

①木製学校間仕切は体積の殆どを木材が占めてい

る．その為に，材料コストの高い不燃木材では，

製造直接費におけるコストウエイトが40％以上と

大きくなってしまう．（不燃木材は一般の木材と

比較して�〜�倍の材料価格となる）

②不燃木材は天然木を切り出した無垢材を使用する

ため，断面積の大きな枠部材などは大径木からの

製材が必要となる．大きな部材になる程に節の少

ない良質の木材を入手することが難しく，コスト

も高くなる．

③厚みの大きい木材は，その深部まで薬品を含浸さ

せることが難しく，不燃性能を確保しにくい．

④木材の体積に比例して，含浸させる不燃薬剤量が

多くなり，コストが割高になる．

⑤木材の体積に比例して，薬品含浸後の乾燥工程に

長い時間を要する（60日程度）．

�．FPWハイブリッドの特長および仕様

間仕切の外観寸法を変えずに木材の体積を減らす

には材料の長さはそのままで断面積を小さくする必

要がある．単純に断面積のスリム化や中空構造にす

ると材料強度が大幅に低下してしまい，間仕切の構

造強度を維持することが困難となる．そのため，基

本フレームをスチール材で構成することで強度低下

を防ぎ，その周囲を15〜20 mm 程度の厚みの不燃

木材で覆った複合構造とし，従来品の不燃木製間仕

切と同じ外観とした．その適用は断面積が比較的大
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・不燃木材の容積減容による材料のコストダウン

・大きな断面積の材料も従来の貼り合わせ接着が不

要

・薄材による歩留り向上と節の少ない良質材を入手

し易い

メリット

調達

工程

表� ハイブリッド仕様の効果

・従来品と比較して枠接合部が強固で歪がでにく

く，取り回しに安心感がある

・内部がスチール構造のため，アースが取りやすく，

取付施工時の溶接時間が短縮できる

工事

・枠接合部がスチール部材なので，木製と比較して

ビスの螺号強度が高く，組立寸法精度がよい

・木部が薄材で節が少なく手直しが減少

組立



きい横材（上枠，無目，下枠）とし，不燃木の減容

効果が比較的少ない竪材には採用しないこととし

た．これにより，使用する不燃木材の体積を従来比

で�教室当たり25％以上削減し，製造コストを10％

以上削減することを達成した．
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図� 間仕切姿図

図� ハイブリッド竪断面図 図� 従来品竪断面図



�．納入事例

日本スピンドル技報 No. 55 2016 製 品 紹 介

― 28 ―

図� ハイブリッド竪枠・上枠接合部横断面図

図� 宮若市立小中一貫校施工例
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知的財産報告（Intellectual Property Report）

◆国内保有特許権の推移

◆登録特許紹介（2015年度）

発明の名称

塑性加工装置及び塑性加工方法5707624

遠心式の分散装置5678381

粉体溶解装置5636590

分散方法及び分散システム

特許番号

5625216

【産機モリヤマ事業部】

食品製造装置5553348

シート成形装置5532487

発明の名称特許番号

【環境事業部】

マイクロ波処理装置5707626

集塵装置用フィルタ材及び集塵装置5568826

発明の名称

冷却塔

特許番号

5633905

【空調・冷熱事業部】

温調装置5633074

温調装置5600857



特許第5532487号「シート成形装置」

【要約】【課題】シート成形における歩留まりを向

上し得るシート成形装置を提供する。

【解決手段】被成形材料を押出口11から前方に押

し出す材料押出部と、材料押出部から押し出され

る被成形材料を受け入れて、軸心が水平方向又は

略水平方向に沿う姿勢で上下方向に並ぶ一対の

ロールにてシート状に成形して払い出す材料圧延

部と、材料押出部と材料圧延部との間において材

料押出部から押し出される被成形材料を一時的に

貯留する材料貯留部�とが設けられたシート成形

装置であって、材料貯留部�における左右両側を

区画する左右一対の側壁部�G 夫々が、一対の

ロールの間に進入するロール間進入部分32と、一

対のロールよりも押出口11側の押出口ロール間部

分31とを備えて構成され、一対の側壁部�G夫々

の内面�Sのうち、少なくとも押出口ロール間部

分31の内面31S同士の左右方向の間隔である左右

間隔が、下方側ほど広くなるように構成されてい

る。

【技術分野】

本発明は、被成形材料を押出口から前方に押し出す材料押出部と、前記材料押出部から押し出される被成形材料を

受け入れて、軸心が水平方向又は略水平方向に沿う姿勢で上下方向に並ぶ一対のロールにてシート状に成形して払い

出す材料圧延部と、前記材料押出部と前記材料圧延部との間において前記材料押出部から押し出される被成形材料を

一時的に貯留する材料貯留部とが設けられたシート成形装置に関する。

特許第5707624号「塑性加工装置及び塑性加工方法」

【要約】【課題】円板状素材の外径側端部の概略 T

字形状部分の厚さをできるだけ厚く形成して、よ

り少ないローラを用い、より少ない工程で所望の

形状に正確に成形する。

【解決手段】曲面ローラ�Aが、曲率半径 Rが円

板状素材の厚み t に対して t/2≦R≦10 t となる

先端円弧部21を備え、平面ローラがローラ回転軸

心と平行な加工平面を備え、制御手段が、曲面

ローラ�Aを主軸回転軸心に接近する内径方向に

移動させ、円板状素材 Wの外径面 Woに先端円

弧部21を当接させて、円板状素材 Wの一部を先

端円弧部21に沿って両端部21a側に順次流動させ、

円板状素材Wの外径側端部Wpを概略 Y字形状

Wyに塑性変形させる第�塑性加工工程と、その

後、平面ローラの加工平面を概略 Y字形状Wyの

円板状素材 W の外径側から内径側に押圧して、

概略 Y字形状 Wyを概略 T字形状に塑性変形さ

せる第�塑性加工工程とを実行する。

【技術分野】

本発明は、主軸回転軸心で駆動回転される主軸

と、主軸の先端に設けられ、円板状素材を取り付

けるマンドレルと、円板状素材をマンドレルとの間で挟持する挟持機構と、ローラ回転軸心で回転可能に構成され、

挟持された円板状素材の外径面を押圧して円板状素材を塑性変形させるローラと、ローラを少なくとも主軸回転軸心

に対して接近或いは離間する方向に移動させるローラ移動機構と、運転を制御する制御手段とを備えた塑性加工装

置、及び、その塑性加工装置において用いられる塑性加工方法に関する。
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◆注目特許の概要紹介




