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代表取締役社長 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。

おかげさまで日本スピンドルは2018年に創立100周年を

迎えることが出来ました。この大きな節目を迎えることが

出来ましたことは、ひとえに皆様のご支援ご協力の賜物と

心より御礼申し上げます。

1918年に紡績用スピンドルの初の国産化を目的として、

創業者の桑田權平が大阪の浦江(現在の大阪市大淀区)に開

設した「浦江製作所」が弊社のスタートでございます。

その後、社業は順調に推移し、1920年�月に合資会社日本スピンドル製造所に社名

を変更して尼崎に本社工場を建設、1934年�月に株式会社日本スピンドル製造所に改

組いたしました。1949年に日本スピンドル製造株式会社を設立し、繊維機械事業で蓄

積した技術をもとに新規事業に挑戦、経営の多角化を推進してまいりました。

「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、当社グループ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。

今回の技報では、当社グループ主力商品の開発に関する特別寄稿を�件、それらを

支えるコア技術のご紹介を�件、最近の技術報告を�件、新商品のご紹介を�件掲載

させて頂いており、創立100周年記念号としての特別な内容となっております。

また、当社グループ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ご紹介いたします。

日本スピンドルは次の10年、20年、そして更なる100年に向けて新たな一歩を踏み

出しました。「あらゆる困難に際しましても、社員一丸となって乗り越えていく」と

いう諸先輩方から受け継いだ DNAとモノづくりへの情熱を絶やすことなく、永続的

に存続、発展が出来る企業を目指すと共に革新的な技術で豊かな社会の実現に貢献し

て行く所存です。今後とも末永くご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

巻 頭 言
創立100周年記念号に寄せて



100年のものづくりを支えた技術開発

Technology development that has supported manufacturing for 100 years

技術開発室長

近藤 茂雄

KONDO Shigeo

当社の技術開発は，1918年国産スピンドル製造に

始まり，紡績機械周辺装置や給綿装置類にかけて顧

客ニーズに対応する開発活動を続けた創業時の理念

と繊機事業で培った技術がその後の事業多角化の基

礎となっています．

現在の主要製品である産機モリヤマ事業部のスピ

ニングマシン・フローフォーミングマシンは，繊機

事業で長年蓄積してきたノウハウを回転塑性加工技

術に活用し，発展してきました．また，加圧ニー

ダー，中でもワンダーニーダーは，前身の㈱モリヤ

マ独自の画期的な開発と学術的な検証に基づき，高

品質分散を高い冷却性能で達成しました．環境事業

部の集塵機は，繊維工場の環境改善技術を応用して

製品化を行い，空調・冷熱事業部の空調機器も紡績

工場の綿埃の除塵技術として開発されました．冷却

塔については，開発した主要部のファンや充填材を

搭載した多くの機種で海外関連会社と技術提携を

行っています．また，最近では二次電池分野に向け

て，関連会社より導入した技術を発展させ，国立研

究機関などでの検証により高い評価を得たジェット

ペースタを国内外の大手電池製造関連メーカーに拡

販活動を行うとともに，更なる開発を続けていま

す．市況の悪化に伴い撤退した事業もありますが，

技術を継承するだけでなくニーズに応じて発展させ

てきたことが上記製品を生み出せた要因です．

技術開発を進める上で，まず各製品機能のベース

となる技術を開発する必要があります．技術開発室

は2002年に事業部とは別組織して誕生し，対象とす

る製品に関する技術調査・要素技術や各事業部門に

共通する解析技術などの基盤技術開発を行ってきま

した．2002年には流体解析技術を導入し，環境，空

調，冷熱事業の機種開発や設計に活用されるようカ

スタマイズを行ってきました．2009年には関連会社

技術の用途を拡張するため「ジェットペースタ」を

開発し，現在の産機モリヤマ事業部に技術移転を行

いました．また，各事業部の開発担当者や住友重機

械工業グループとの連携を深め，開発に必要な手

法・技術の導入や共同開発を積極的に行ってきまし

た．

各事業部では，顧客ニーズの具体化に向けてそれ

ぞれ検証設備を有し，製品開発を行っています．産

機モリヤマ事業部では，2005年から「フローフォー

ミングセンター」で塑性加工技術開発を，2014年か

ら「テクノステージ」で混練技術開発を，2010年か

ら液中分散技術開発を製品検証と合わせ，顧客と共

に行っています．環境事業部では，2006年に完成し

た長尺フィルタの集塵試験設備による性能評価を

行っています．空調・冷熱事業部では，2000年に完

成した調温調湿環境設備による恒温恒湿機の開発，

2007年に改修した恒温水循環設備による冷却塔の開

発を行っています．また，拡大する海外市場に即応

することを目的として，海外関連会社における開発

も推進しています．

我が国は，為替・物流コスト，エネルギーコスト，

人件費など国際的な価格競争という面で厳しい条件

下にあります．その中でメーカーである我々が生き

残っていくためには，顧客価値を満足するための商

品やサービスを絶え間なく提供できるよう，技術開

発能力を高めて製品の差別化をスピーディーに行っ

ていく必要があります．

これまで100年の間に築いてきた技術開発を礎と

して，時代のニーズに応じた技術のイノベーション

を推進し，これからの100年を創っていきましょう．
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VF（回転塑性加工機）技術の歴史と進化

History and evolution of VF (spinning machine) technology

産機モリヤマ事業部

村田 重雄

MURATA Shigeo

�．はじめに

今年で創立100周年を迎えることとなった．

VF（回転塑性加工機）事業は，1964年に発足し

た産業機器事業部で扱う製品として，1968年から

「バリホーマⓇ」の商品名で油圧式回転塑性加工機

の製造・販売が開始され，特に自動車部品の量産化

への技術を発展させてきた．

本稿では，自動車部品を対象とした加工装置を中

心にその製造の開始から現在に至るまでの技術の歴

史と進化について述べる．

�．初期

1970年代は，加工ツールの移動を制御するため

に，製品形状を元にした倣いテンプレートを用い，

多サイクル加工，シゴキ加工を行い，主に照明器具

（ランプシェード，図�），食品用容器（図�）等，

主に薄板の素材から器物を加工する目的とした設備

（図�）の受注，製作を行っていた．

1980年代には自動車部品加工用途での採用が始ま

り，転造加工によるポリ Vプーリー加工機（図�，

	）の開発，�ピース，�ピースアルミホイール（図

�）の加工を主目的とした高出力加工機（図�）へ

と進化した．さらに操作性の向上のため設備の

CNC化，プログラミング作成を簡素化させる為の

サポートソフト（図
）の開発，主に中小企業を対
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図� ランプシェード

図� ケトル

図� VF-650

図� ポリ Vプーリー

図	 縦型ポリ Vプーリー加工機



象としたプレイバック式スピニングマシン（図�）

の開発が行われ，加工データの蓄積，手絞りを行う

作業者の負荷の軽減が図られた．

�．加工対象製品の拡がり

1990年代，アルミホイールを中心とした自動車部

品加工用途での採用がさらに進む中，欧米で先行し

ていたエンジン始動用の�ピースドライブプレート

加工機の開発が行われた（図10）．またこの時期，

自動車の AT部品の加工にも取り組み，内歯を有す

るクラッチケース加工（図11）の領域にまで加工対

象製品の広がりが始まった．更には発想の転換か

ら，90年代の後半には回転塑性加工の常識であった

同軸回転対称形状の製品から，偏芯・傾斜加工（図

12）が行えるワーク固定式の加工機（図13）の開発

が行われ，それまで多品種少量生産を強みとしてい

た設備が大量生産品を対象とした加工機へと進化し

て行った．また同時期に油圧駆動から電動化へ進化

させ，設備の省エネ化開発が開始された．
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図� �ピースアルミホイール，�ピースアルミホイール

図� VF-H800B-CNC-T4

図
 NCプログラミングサポートソフト

図� プレイバック式スピニングマシン

図10 �ピースドライブプレート

図11 クラッチケース

図12 偏芯・傾斜加工品

図13 ワーク固定式スピニングマシン



�．成長期

2000年代はこれまで多品種少量生産を主としてい

たアルミホイール業界で，鋳造アルミホイールのフ

ローフォーミング化がホイールの軽量化として脚光

を浴び，完成車メーカ向けの OEM生産設備として

VFの採用が進んで行った（図14）．

また顧客の声にいち早く応えるべく，フロー

フォーミングセンター（図15）が開設され社内のテ

スト機の更新を行い，これまで横型油圧駆動を主と

していた VF を縦型電動化への推進を進める事に

なった．設備の電動化を行う事により，これまで手

間を必要としていた加工負荷データの収集も簡易に

行える事になり，テストデータから最適設備の提案

が行えるようになった（図16，17）．

2010年代には，自動車部品加工用途での採用は，

ブレーキ部品，EV・HV の分野にまで進み，当社

での工法開発のスピードアップが急務となった．加

工におけるシミュレーション技術（図18，19）の活

用を図り，工程，工具形状の最適化を進め現在に至

る．

�．おわりに

薄板から器物を作る技術に始まり，現在では自動

車の電動化に伴う部品加工へ寄与できる技術へと進

化してきた．本稿では自動車部品加工用の設備を中

心に述べたが，その他大型特殊加工機の開発にも取

組み，産業界へ多くの設備を製造，販売してきた．

ここに至るには，諸先輩方の尽力と当社技術者の

知恵と工夫を必要とし，その結果として多くの技術

の進化と蓄積を得る事が出来た．

今後は更なる工法開発のスピードアップを図り，

VFが活用できる領域を一層拡大していきたい．
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図14 温間鋳造アルミホイール加工機

図15 フローフォーミングセンター

図16 加工負荷データ

図17 負荷データからの設備設計のための解析

図18 シミュレーション技術の活用

図19 裂開工程



顧客に支えられたエコパルサーⓇの開発

History of development of Eco Pulser supported by customers

環境事業部

濱田 典好

HAMADA Noriyoshi

�．開発当時の市況と当社の状況

2008年に上市した新型パルス機（エコパルサーⓇ）

は，2006年に販売機器構成を検討し，開発をスター

トした．開発当時の環境事業部には�つの事業があ

り，装置事業は製鋼電炉ダストの空気輸送装置市場

のシェア拡大，サービス事業は既納設備のメンテナ

ンスシェア拡大を目標に進む計画であったが，製鋼

電炉市場が縮小する可能性があり，ターゲット市場

として，市場は大きいが入り込めていない製鉄高炉

市場を加えることとした．こうした背景の下，次世

代主力機種となることを目標として高炉用集塵機開

発に着手した．

�．開発目標設定と実証テスト機の設置

開発にあたっては，競合メーカの集塵機性能に基

づく顧客ニーズを把握する必要があったが，高炉

メーカからは，多くの引合いが入手できる状態で

あったため，受注率の低い A社情報を重視し，顧

客優先度の高い高速ろ過を可能とする構造の集塵機

開発を行うことにした．入手できた情報に基づき，

開発する集塵機はダイレクトパルス方式を採用し，

ベンチュリー無しの条件で，集塵機従来性能の30％

アップ（ろ過風速1.3 m/min→ 1.7 m/min，ろ布長

さ7.5 m→ 10 m，ろ布寿命�年），コスト30％ダウ

ンを目標とした．

多くの性能評価には実証テスト機が不可欠であ

り，これを製作する必要があった．将来のニーズか

ら，ろ布長さ12 mの検証を可能とするテスト機設

計を行ったが，背が高く最上階からパルス音が放散

されるため周辺への騒音対策が必要となった．これ

には，境界線の騒音値夜間55 dB(A)以下のクリア

には相当な対策が必要であったが，防音設計を行っ

たうえで構内のほぼ真中に設置することで対応し

た．こうして夜間のテスト機運転は不可となった

が，騒音値の基準はクリアでき，開発をすすめるこ

とができた．

�．開発成果

図�にエコパルサー概観を，図�に開発した

100 A大口径新型低圧および現状高圧ダイヤフラム

バルブの構造概略を紹介する．主目標としたろ布長

さ10 mでの粉塵払落し操作達成するには，ろ布頂

部からパルスエアを底部まで到達させる必要があ

り，弁の作動速度上昇が不可欠であった．そこで当

時困難であった移動メッシュならびに境界層条件に

おける圧縮性流体解析技術を獲得して開発に取り組

み，耐圧ガラス窓からの高速ビデオカメラによるダ

イヤフラム挙動測定を活用した試作品検証を重ね

て，エア量1.2倍・弁開閉速度1.2倍のダイヤフラム

バルブ（図�）を開発して目標を達成した（第�世
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図� エコパルサー概略



代）．ダスト負荷低減には，除塵型プレダスタ（第

�世代）・整流型プレダスタ（第4世代）の開発を段

階的に行い，約35％の省スペース化を実現した（第

40回優秀環境装置 経産省産業技術環境局長賞受

賞）．現在は都市ごみ焼却炉用として，低差圧且つ

HCL中和に必要な消石灰などの薬剤低減を可能と

する仕様を開発し，飛灰量低減による最終処分場不

足への一助となるとして，拡販中である（2018年度

�号機受注）．

都市ごみ用エコパルサーについては，実機条件に

合わせるため HCL濃度として500 ppmを調整する

必要があり，社内検証は困難であったため，大阪府

立産業技術総合研究所の協力を得て厳密な濃度管理

のご指導の下に，安全第一で開発をすすめさせてい

ただいた．性能評価ならびに目標設定にあたって

は，多くの顧客へのヒアリングやご提供いただいた

実飛灰を分析させていただくことで反応メカニズム

の解明ならびに性能評価を行うことが可能となっ

た．

�．顧客からの支援

新型パルス機（上市後にエコパルサーと命名）が

高い開発目標を達成できたのは，お客様に多大な支

援を頂いたことによる要因が大きい．

高炉（焼結・コークス・鋳床）対応のメンテナン

ス事業者様とは，集塵設備に対しての設計留意点，

既設集塵機の不満点など技術に関して指導いただけ

る関係を構築できた．これにより，高炉用の集塵機

は停止することが少ないために他の集塵機と比べて

見学することが困難であるが，集塵機のメンテナン

スに同行させて頂く機会を得て，多くのニーズを教

えていただくことができた．

高炉顧客Ａ社とは当社と長年の取引関係があった

ため，主要構成要素であるダイヤフラムバルブ設計

において，現有品の性能をはじめ，多くの構造に関

する技術情報を提供いただけた．これにより，その

後の開発品との性能評価が容易となるばかりでな

く，性能確保のアイデアを創出できる大きな要因と

なった．

その他も含め，これら顧客からの支援は，開発進

捗の大きな推進力となり，製品化を実現することが

できた．

�．おわりに

日常からお客様との会話を大事にし，互いの困り

事の解決を行うなど，お客様の新しい設備計画に参

加させてもらうことや，常に新しい技術を開発し，

身に付けることで信頼を得ておくことが，お客様と

の関係をより深くできる活動であると思う．
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図�a 従来型高圧ダイヤフラムバルブ概略 図�b 新型低圧ダイヤフラムバルブ概略

図� 新型低圧ダイヤフラムバルブ外観



サーマルキューブⓇの始まりと開発の歴史

The beginning of thermal cube and its history of development

空調・冷熱事業部

大西 辰明

OONISHI Tatsuaki

�．サーマルキューブの始まり

当社空調事業の主力製品である精密空調装置

「サーマルキューブⓇ」は1995年に M社より「精密

空調ができる装置がほしい」との相談があり，�号

機（図�）を同社へ納入したところからその歴史が

始まった．当時，空調事業の主力製品はクリーン

ルームだったが，その空調熱源はエアハンドリング

ユニットやパッケージエアコンであり，いずれも空

調機器メーカからの購入品であった．自社での空調

機製造経験は無く，精密空調に関する知識やノウハ

ウは全くない状態といっても過言ではなかった．し

かし当時の技術者は自社が持つクリーンルームに関

する空調制御技術をベースにして，精密温度制御の

方法や冷凍機の安定稼動など自社に足りない技術は

協力会社から補完しながら，試行錯誤を繰り返して

�号機の製品化に成功した．

�号機を納入した1995年頃はフロッピーディスク

に代わる大容量記録メディアとして CD-Rが注目

され始め，国内外で生産が急増していた．製造工程

のディスク面への色素コーティングプロセスで厳密

な温湿度管理要求があり，その環境を実現するため

に当社の精密空調装置が国内大手の T 社や H 社，

台湾の大手メーカなどに数多く採用された．「サー

マルキューブ」という名称は精密空調を必要とする

CD-R生産設備の対象空間がサイコロのような立方

体形状であったことからその名がつけられた．

発売当初はすべて協力会社で生産をしていたが

2000年頃から尼崎本社工場による内製がスタートし

た．自社での空調機製造はこの時が初めてで，ほと

んどの機能部品について自社で設計する体制がまだ

無く，購入部品のサプライチェーンも新たに構築し

なければならない状況だったが，空調事業に在籍し

ていた技術者は同時期に顧問として当社へ招かれた

空調機技術開発経験者から空調や冷凍機の基礎知

識，機能部品の設計方法，生産技術，開発手法など

多くのことを学び，実践で失敗と成功を繰り返しな

がら，精密空調技術の基礎を築いた．

�．商品開発

商品開発は2002年頃から始まり2003年に初めて標

準機種をラインナップした．電気ヒータの出力を制

御して空調機の吹出温度を安定させる一般的な精密

空調の制御方法で上市後15年経った今でも主力製品

のひとつである．

2004年にはレヒート型サーマルキューブ（図�）

を開発した．冷凍機の排熱を利用する冷媒レヒート
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図� サーマルキューブ�号機 図� レヒート型サーマルキューブ



方式を採用することで，電気ヒータレスになり，前

年に開発した電気ヒータ式と比較して運転電力を大

幅に削減することに成功した．本機種も発売から現

在まで業界を問わず多くのお客様に採用いただいて

いる．

2005年から07年にかけてプリント基板やフラット

パネルディスプレイの露光装置で精密空調の需要が

あり，これまでに開発した標準機種をベースにして

装置毎の要求仕様をカスタマイズした専用機種を提

供することで各装置メーカへのセット化が実現し

た．また2008年には「空気」と「水」と「圧縮空気」

の�流体を�台で一括制御する統合温調システムを

開発し，「UNI THERMAL CUBE
Ⓡ」として商品化し

た．

�．最適空間の提供

2008年以降は精密加工やナノ計測の業界に軸足を

移してサーマルキューブの単体販売から加工機や計

測機器の要求仕様に合わせた最適空間を提供するこ

とを顧客価値と見定め，技術開発はこれまでの機種

ラインナップ拡充や制御温度精度の向上といった空

調機本体の商品力強化から気流や温度分布の技術を

向上させ空間を制御する内容に変化していった．

2010年に実施したナノ加工・計測用恒温ブースの

開発では気流の整流性を高め，対象空間の空気揺ら

ぎを極限まで抑制する技術を確立し，白色干渉計の

ようなナノ計測装置の測定精度向上に貢献した．

2011年には輻射温調システムの開発を行い，空気対

流を最小限に抑えて必要空間を精密に温調すること

を可能にした．対流に必要な送風機の容量が小さく

なることで室内騒音レベルを大きく低減することが

でき，厳しい環境条件が求められる透過型電子顕微

鏡用の最適空間として装置メーカやユーザーから評

価頂いた．

2013年からは�次電池市場で一般的に使用されて

いるドライルームに代わる新たな低露点空間を提供

するためドライブースの開発に着手した（図�）．

これまでに培った気流や温度分布に関する技術を応

用し，低露点を維持するためにドライルームで一般

的に用いられてきた空間構成材料や空調方式に代わ

る新しい空間構造と気流制御方式を採用し，ドライ

ルームと同等の低露点環境を実現した．

�．海外展開

2015年より中国大連でのサーマルキューブ製造・

販売を開始し，成長が期待できる中国で精密空調が

必要な市場を開拓し始めている．現在は日本の主力

製品と同等仕様の製品をラインナップしている状況

だが，今後さらに拡販を推し進める戦略の中で，収

集した顧客の声を適時に製品に反映していくために

は現地での商品開発が必須であり，事業創成期であ

る今こそが戦力を集中させるべきステージであると

捉えている．

�．おわりに

本稿では1995年から現在までの空調事業とその技

術開発の歴史を紹介させていただいた．当事業は市

場の景気変動に左右されながらも，「サーマル

キューブ」という商品を基軸にして，その時々で対

象市場と顧客価値を見定めて商品や技術の開発を継

続してきた．今後はこれまでに蓄積した技術を日本

と中国の�拠点で共有することで，更なる事業の発

展と社会への貢献を実現していきたい．

最後に，ここで記載した全ての製品開発に携わ

り，空調事業の発展に大きな役割を担ってこられた

故泉憲司氏に感謝の気持ちを表して本稿の結びとし

たい．
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図� ドライブース



冷却塔の歴史

History of cooling tower

空調・冷熱事業部

田中 憲治，原田 大輔

TANAKA Kenji, HARADA Daisuke

�．冷却塔の商品化

当社は1960年に冷却塔の開発に着手し，翌年にカ

ウンターフロー方式の開放式小型冷却塔「NSクー

リング・タワー」（図�）を商品化して，翌々1962

年に発売を開始した．1970年頃からファン回転音や

水の落下音が騒音規制基準を上回るケースが出たた

め，当社内に設備した無響音室を用いて低騒音の冷

却塔を開発し，開放式小型冷却塔（図�）を上市．

以後この丸型開放式小型冷却塔はロングセラー製品

となっている．

一方，中型冷却塔は顧客要求に応じてその都度

オーダーメイドすることから始まり，1967年にクロ

スフロー方式の開放式中型冷却塔を発売し，ビルや

大規模プロジェクト向けに納入を開始した．中型冷

却塔は工場で部材を製作し，個別案件毎に必要な部

材を持ち込み，現地で組立するのが一般的であっ

た．しかしながら現地での組立は時間がかかるなど

の課題があった．そこで1978年にトラックに載せて

搬送できるサイズにユニット化した UR シリーズ

（図�）を開発した．これは完成品を現地に運び設

置するだけで完了し，現地での作業時間を短縮し，

全体の工期を短縮することにつながった．その後

1980年頃からシンガポール，マレーシアなど海外に

向けて開放式中型冷却塔の輸出が始まり，1986年に

は現地生産に切り替えアジア市場において拡販，日

本スピンドルブランドが広く普及した．

�．新機種の投入，グローバル化

1981年には密閉式冷却塔を開発，販売．また1992

年には冬季運転中の冷却塔から排出される空気が白

煙状態になり視界が悪くなる現象に対処するために

白煙防止冷却塔を開発した．

1995年に中国，2007年にマレーシアにそれぞれ製

造販売拠点を設立．冷却塔の需要旺盛な中国やマ

レーシアでは機種の大型化や幅広いラインナップが

求められる中，2012年に�極共通プラットホームと

して KGシリーズ（図�）を開発した．競合する欧
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図� 開放式小型冷却塔（1970年代モデル）

図� 開放式小型冷却塔（2010年代モデル）

図� 開放式中型冷却塔（URシリーズ）



米メーカに対抗すべく，国際規格に認知されている

CTI認証を KGシリーズで取得した．また2015年に

中国規格である GB認証も取得．2016年に日本でも

UXシリーズ（図	）として納入された．

�．おわりに

今後の事業発展のため，当社は CAEや流体解析

（図�，�）を使いファンや熱交換器などの要素技

術研究に注力し，冷却性能の向上，改善に取り組み，

一流の商品とサービスを世界に提供し続ける冷却塔

トップメーカを目指している．

�．参考文献

�）濵本彰則，上田聡，密閉式冷却塔 CUFシリー

ズの開発，日本スピンドル技報，2011，No. 51，

pp. 12-15

�）小池康智 et al., 冷却塔用新型充填材スピンエフ

の開発，日本スピンドル技報，2016，No. 55，pp.

14-17
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図	 開放式中型冷却塔（UXシリーズ）

図� 熱交換器の解析画像2)

図� 開放式大型冷却塔（KGシリーズ）

図� 気流の解析画像（流れの可視化)1)



ねじの自動車業界への拡販

Sales expansion of screws to the automobile industry

新日本ファスナー工業

宇都宮 吉徳

UTSUNOMIYA Yoshinori

�．自動車業界拡販の背景

新日本ファスナー工業は線材を使用したばね座金

（図�）からファスナー製造を開始し，プレス座金

や各種ねじ製品へと発展してきた．とくに座金組込

みねじ（図�）は家電，産業機械等に使用され主力

製品となった．高度成長を支えた日の丸家電の隆盛

と共に売上を伸ばしたが，主要取引先であった電機

業界生産拠点の海外シフトや海外家電メーカーの台

頭により家電向け製品は大きく販路が減少していっ

た．

そこで，新たな市場として制御盤や配電盤のメー

カーに向けて制御機器（図�）用の端子ねじ（図�）

の拡販に注力し，大量生産を可能にする生産性向上

の為の自動設備や品質を支える選別機械の製作やマ

イコン選別機導入により，高品質の維持が可能にな

り数多くのバリエーションを持った端子ねじは国内

シェアートップとなり現在も主力製品で大きな柱と

なった．また当初は座金を販売していた自動車業界

へも組込みねじのノウハウを活かし，ねじ製品販売

へと移行していった．

�．M電機社自動車機器事業部への拡販

端子ねじに続く柱として注力した自動車分野で

は，車載オーディオ，ナビ等 AV機器用の組込みね

じを販売していた M電機社に電装部品の拡販を狙

い，端子ねじ製造技術を応用した特殊座金組込ねじ

（図	）がオルタネータ（図�）用の接点端子ねじ

として採用され，大きく売り上げを伸ばした．そし

て，車載エレクトロニクス増大等による高出力化が

進むオルタネータ用として，高機能の新型機のオル

タネータ用通しボルト（図�）の受注に成功するこ

とで，高機能オルタネータは国内や海外の自動車

メーカーに幅広く採用され，それに伴い通しボルト
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図� 座金組込みねじ

図� ばね座金

図� 端子ねじ

図� 制御機器向け 端子台



や接点端子ねじも生産量の拡大が継続できている．

また当初は軽自動車向けであった電動パワーステ

アリング（EPS，図
）の燃費向上の為，大型車ま

で使用が拡大された EPS用ヘクサロビュラねじ（図

�）や，ハイブリッド車に使用されるモータージェ

ネレータ用の皿ばね組込みねじが大きく販売を伸ば

し，業績の拡大に貢献した．

�．自動車向け部品の拡販

CO2排出や温暖化等の環境規制対応として，HV

や EVの需要は今後も増大して行く事は確実である

ため，新規品の多い電動車用部品にも注力するよう

になった．世代を追うごとにパワーモジュール（図

10）は小型化，高出力化され，ねじ機能もコンタミ

レス，高防錆，小径化の要求が高まった．オルタ

ネータ用ねじで培った画像診断技術で高品質を保証

し，メッキ業者と協働した合金メッキで高防錆の表

面処理を施した座金組込みねじ（図11）は，T社の

車載インバータや D社の DC-DCコンバータに採用
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図� オルタネータ用通しボルト

図� オルタネータ

図� EPS用ヘクサロビュラねじ

図
 電動パワーステアリング（EPS）

図	 特殊座金組込みねじ

図10 パワーモジュール（DC-DCコンバータ）

図11 合金メッキで高防錆の表面処理を施した座金組込

みねじ



され今後も継続的かつ飛躍的な増加が見込めるよう

になった．

内装品ではフォームドローリングの特許1)を取得

したローレットピン（図12）が G社のアシストグ

リップ（図13）の部品に，またダッシュボード内の

取り付けねじには M�皿ばね組込みねじ（図14）

が C社に採用され，外装品では M社のワイパー部

品に M�サミタイトⓇが，J社のウィンドウレギュ

レータには M	高強度フランジボルトが採用され

現在も売上を伸ばしている．自動車向け製品（図

15）は数多くの部品に使用され，現在では端子ねじ

の売上を上回り，新日本ファスナー工業の最大の柱

となり成長を続けている（図16)．

�．関連特許

�）新日本ファスナー工業㈱，ローレットピンの成

形方法及びその装置，特開2010-131603
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図13 アシストグリップ図12 ローレットピン

図15 自動車向け製品

図16 受注割合の推移

図14 自動車業界向け 皿ばね組込みねじ



フローフォーミングによる歯形転造について

Gear rolling by flow forming

産機モリヤマ事業部

檜垣 孝二，谷口 真一

HIGAKI Koji, TANIGUCHI Shinichi

Abstract

We would like to introduce the “Gear Rolling” method by Flow Forming for components to be used in the

transmission systems in cars.

There are three types of the above “Gear” shape, those are, inner, outer and both inner and outer splines and

would like to explain each feature and its process method.

�．はじめに

自動車業界は現在，大きな変革期を迎えている．

ダ イ ム ラ ー 社 が 提 唱 し た CASE（Connected,

Autonomous, Shared, Electric）の流れはさらに加速す

ると見られており，従来にはなかった種類の部品が

さらに増加することが予想される．その上で，自動

車全体の重量やコスト，容積を如何に抑制するか？

が大きな課題となってきている．

駆動系についても同様で，①エネルギー効率をロ

スしない高精度化，②軽量化，③コンパクト化，④

コストダウンなどの要求がさらに強まっている．以

前より，これら要求の解決を目指して歯形形状（ギ

ヤ，スプライン）の成形には，塑性加工の適用が研

究されてきた．塑性加工での歯形成形には，プレス

や冷間鍛造，転造等，多様な工法があり，その特長

によって，使い分けられている．

ここでは，その中でもあまり一般的ではないフ

ローフォーミング工法について紹介する．フロー

フォーミング（スピニング）工法とは，金属板材や

パイプ状の素材を回転させながら，ローラーを押付

けて目標とする形状に成形する回転塑性加工法であ

る．スピニングが比較的板厚の薄い板材から，あま

り板厚を変えることなく，外径を変化させる加工で

あるのに対して，フローフォーミングは厚い板材や

シャフト状の鍛造材を積極的に板厚変化させること

で，多様な形に成形する加工法である．一般的に次

のような利点を有する．

・加工の自由度が高く，仕上り板厚もある程度は

制御が可能なことから，前後工程の省略，短縮

も行なえる．

・回転成形である為，真円度等の加工精度が良い．

・加工部は組織が密になり，強度が向上し，これ

により板厚を薄くすることができる．また，

チップレス加工のため，材料歩留まりの改善に

も有効である．

・加工した材料表面が硬化することで後工程の熱

処理を省くことが可能となる場合もある．

・点接触で逐次成形の為，加工力が小さい事から，

設備が小型で安価になる．

・プレスでは複数組の金型・工程が必要な形状で

も，フローフォーミングでは，ほとんどの場合

で�組の金型と最小限の工具で対応が可能で，

金型費が安価となる上，消耗品も少なく，ラン

ニングコストが抑えられる．

つぎに，フローフォーミング工法による内歯成形

と外歯成形の概要，および当社の取り組みについて

紹介する．

�．内歯の成形

2.1 内歯ドラムの成形

図�に自動車のオートマチックトランスミッショ

ン（ここでは，ATとする）のユニットの例を示す．

自動車の ATにおけるクラッチドラムにおいて内側

にだけ歯形を有するものを内歯ドラムと呼び，通常

は，底付（歯の端部付近に底が存在する）形状と

なっている．

この場合，ブローチなどの機械加工で歯形を成形

することはむずかしく，プレスもしくはフロー
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フォーミングによる成形が一般的となるが，フロー

フォーミングにはつぎのような利点が有る．

① 加工する歯の長さについては，NCプログラム

においてローラーが移動する距離を設定するこ

とで，設備の能力にはあまり影響が無く，工程

数が変化することもない．

② 量産において，素材ロットのばらつきなどによ

り，製品の寸法や歯の精度が微妙に変化するこ

とが有るが，マンドレルに支障が無い限り，

NCプログラムの変更により，容易に微調整が

行える．

③ 歯の高さが大きくなると，素材の板厚が大きく

なるため，設備の能力は大きくなるが，ボンデ

処理などの潤滑は必要なく，環境に与える影響

は軽微である．

自動車の ATにおいて，内歯ドラムは，比較的大

型のドラムに採用されることが多い．これは高速回

転した際に，その大きな自重に遠心力が作用し，外

径方向に膨らむために歯の精度が保持できなくなる

ことへの対処を目的とし，径方向への変形に対する

剛性を上げるために，外径面は平坦な構造となる

（図�）．フローフォーミング工法では，内側のマン

ドレルにローラーが素材を押し当てながら変形させ

る加工方法となり外径面は平坦となることから，内

歯ドラムの成形に最も適した工法だといえる．ま

た，マンドレルと接している部分（歯形部分）につ

いては，仕上げ切削を必要としない．

2.2 内歯の加工工程

図�に内歯ドラムの成形における一般的な加工工

程を示す．

① マンドレル上に円盤素材が配置され，チャック

用の治具が上方から移動し，心押し力によって

下方に押し付けられ，主軸が回転する．

② ローラーが移動し素材を変形させて，カップ状

の形状となる（この状態でマンドレルの歯形状

は，ほとんど転写されていない）．

③ 複数のローラーが移動し，順に（荒→中仕上げ

→仕上げというように）歯形が形成される．

2.3 加工例と加工精度

図�に自動車以外の内歯ケースの加工例を示す．

この部品はロボットの減速機として使用する．歯数
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図� 内径歯形ドラム

図� オートマチックトランスミッションの構成1)

図� 内歯ドラムの加工工程



132，モジュール0.4とかなり小さな内歯部品であ

る．

歯形が小さいために，外周側から径方向に押した

だけでは材料が歯形に充填しないので，軸方向にも

積極的に材料を流動させる必要がある．

歯形が小さいため，金型破損の懸念も考えられ

る．今回は金型を靭性の高いセミハイス系の材料を

使用，また成形時に歯形部に大きな回転トルクがか

からないようにクランプ部（平坦部）に回転止めと

なるスパイクを設置して破損対策を行った．

�．外歯の成形

3.1 フローフォーミングによる外歯成形の例

内歯だけではなく，外歯成形にもフローフォーミ

ングが適用できる．図	はドライブ・プレート（自

動車の ATとエンジンの間に位置する部品）におけ

るエンジン始動用の外歯を成形するまでの加工工程

を示す．ドライブ・プレートは，許容範囲を超える

トルクを伝達しないように薄い板厚で設計されてい

る．この薄い素材から外側の歯を成形するために，

フローフォーミングによる増肉加工を行う（増肉加

工は増肉する量によって，幾つかの中間工程が存在

する）．次に増肉された外周部分に外歯を転造する．

転造用の歯切りローラーと素材を回転させる主軸は

機械的に同調回転する構造としており歯切りロー

ラーと噛み合う素材のピッチ径が変化したとして

も，歯数が変化しないように設定されている．

3.2 加工工程

図�に同調機構を配置したフローフォーミングに

よる外歯成形の治工具の配置例を示す．素材は主軸

側の金型と心押し軸側の金型で挟まれ，心押し力に

よってチャックされる．主軸がモーターによって回

転すると心押し軸も同様に回転し，上方の歯車に

よって歯切りローラーの回転軸にトルクが伝達され

る．この状態で外歯を加工するために歯切りロー

ラーが同調回転しながら素材に近づく必要があるの

で，上方の同調歯車と歯切りローラーの間に，回転

軸と直角方向に可撓なジョイントが必要となる．既
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図� 内歯加工例

図	 外歯成形の例（ドライブプレートの製造工程）



製のジョイントとして，ユニバーサルジョイント，

等速ジョイントの他，シュミットカップリングやオ

ルダムカップリングなど各種カップリングの適用も

可能である．この同調機構の選定に際して，歯切り

のための移動量（心ずれ量），作用するトルクやせ

ん断力に適応したものを選定する必要がある．歯切

りローラーは必要に応じて，荒加工用，中仕上げ用，

仕上げ用と複数のものを使い分けることが有る．

3.3 フローフォーミングによる外歯加工の効

果

一般的に外歯についてはホブ盤などの機械加工に

よって成形されることも多いが，外歯の使用頻度や

トルクの大きさによっては，歯の寿命が想定より短

くなることもある．このような場合にフローフォー

ミングによる外歯成形では，元の素材の繊維が連続

しているため疲労強度が高いことが期待できる

（図�）．

また，内歯ドラムと同様に底付（この場合フラン

ジ付）の部品の場合でも，外歯の成形が可能であり，

機械加工の限度を超えた範囲での製法が可能とな

る．

�．内外歯の成形

4.1 内外径の歯形成形について

自動車の ATで使用されるクラッチドラムの種類

としては，内外歯（内側と外側両方に歯が存在する）

タイプのものが多く，こちらはプレスで成形される

場合がほとんどであるが，生産数が少ない場合やプ

レスの設備が少ない国においては，この加工にフ

ローフォーミング工法が適用されることが考えられ

る．

治工具の配置は前述の外歯加工とほとんど同じ

で，マンドレルに内歯ドラムのような歯形状のもの

を使用する．加工工程についても，途中まで（カッ

プ成形まで）は内歯ドラムと同じ工程で，その後，

同調機構を組み入れた歯切りローラーにて外歯加工

を実施すると歯切りローラーとマンドレルの歯が噛

み合って，内外歯が形成される．

4.2 内外歯成形の結果について

図
に加工品を計測した結果の例を示す．一般的

にフローフォーミングによって，カップ状の製品を

加工する場合，スプリングバックによって開口部側

が少し開いた結果となりやすい（ただし，同じカッ

プ状でも内歯のみが存在する場合には，マンドレル

の歯に素材が流れ込んで噛み合うように成形される

ので，スプリングバックの量は小さい）．一方，内

外歯成形の場合は外側から径方向に押しながら縮径

し歯形を成形するため，圧延現象が発生し易く，口

が開いた方の径が大きくなる傾向にあることが課題

となっている．また，同調機構のわずかなバック

ラッシにより隣り合う歯の厚さが異なることがあ

り，今回もわずかにその傾向が見られた．対策とし

て，前者はマンドレルに逆テーパを付加して口開き

を抑制することが考えられ，後者は同調機構のバッ
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図� 外歯成形後の繊維のイメージ

図� 外歯成形における治工具配置



クラッシを極限まで抑えることと加工手順（正転→

逆転の加工量のバランスなど）を変化させることで

好転することがある．

�．今後の展望

プレスや機械加工に比べ，まだまだフローフォー

ミング工法は一般的でなく，理論解析や学術的研究

も途上である．しかし多品種少量・多地域生産がま

すます加速していくなか，投資単位の小さいフロー

フォーミング工法はまだまだ成長の余地があると見

ており，現に当社におけるこの機種の出荷も年々増

加傾向にある．
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本報告は，以下の雑誌に掲載された記事を編集し

たものである．
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図
 内外歯成形の加工結果



高機能ニーダー（ワンダーニーダーⓇ）

New dispersion mixer

産機モリヤマ事業部

入江 誠

IRIE Makoto

Abstract

In order to obtain good mixing and to scale up internal mixers in rubber processing, heat removal from

internal mixers is very important. Also, currently it is very significant to control the temperature of rubber

compound in internal mixers when rubber was mixed with carbon black (CB). The new type rotor used in this

study has a large rotating shaft in comparison with the conventional type rotor. These rotors were installed in the

same vessels respectively. By using new type rotor, it is thought that mixing will proceed not only in the tip

region called the high shear region, but also in the annulus called the low shear region.

�．はじめに

私たちが，日常なにげなく利用している製品はゴ

ム，プラスチック材料が使用されているものが多

い．これらゴム，プラスチック製品をはじめとする

あらゆる分野の製品製造における混練工程に加圧型

ニーダーは広く用いられている．

混練・分散技術は，ゴム加工プロセスにおいて，

原料ゴムと充填剤，加硫剤（架橋剤），加硫促進剤，

軟化剤等の種々の配合剤をオープンロールや密閉式

混練機内のせん断場や伸長場を通過させて機械的に

混合分散する技術である．混練り過程での構造発現

や化学変化がゴム製品（加硫ゴム）の物性を大きく

支配することが知られている．

密閉式混練機におけるゴム混練り状態は極めて複

雑であり，要求混練特性が確保し難い問題が発生す

る．混合機内のどこでどのように配合剤が微細に混

合分散されるか，また，コンパウンド中の配合剤が

どの程度均一になるかについてほとんど混合機側か

らの情報がないのが現状であり，筆者が知る範囲で

は藤ら1)2)の考察が知られているのみである．

ゴム混練りにおいて水のような液体の分散系とプ

ロセスとして大きく異なるところは，分散媒である

ゴムが高粘度（粘弾性）物質であり，多くの場合，

フィラーが高濃度であるという点である．このよう

な系ではフィラーがゴムの中を自由に動き回る状況

になく，とりわけ初期の段階では分散を進めるのに

強力な機械力を必要とし，主としてせん断力によっ

てフィラーとなる成分を解砕しつつ練り合わせる．

中島3)はゴム練りの動きは流動ではなく，変形，破

壊，移動の組合せであると述べている．

ゴム加工の原点は十九世紀の英ハンコックの二本

ロール混練り機4)であり，現在でもゴム工場で元気

に働いている．二本ロールの混練りを注意深く観察

すれば，ゴム練りの展開過程を体感することができ

る．妻鹿5)はゴム混練りの基準はロール機であり，

バンバリー機のようにゴムを傷めつけ，充填剤をゴ

ムに押込んで分散させる作業を見て，これで良いの

だろうかと何時も不安が残ると述べている．

ここでは，当社主力商品である高機能ニーダー

（ワンダーニーダー）の開発経緯および特長につい

て解説する．

�．ワンダーニーダー

工業用ゴム製品の高機能化，高品質化の流れのな

かで，混練り工程に求められるニーズはますます多

様化している．

① 精密な配合の分散性が求められ，高硬度ゴム

の配合混練りの場合は，大きなせん断熱に対

応できる冷却性能と生産性の向上が求められ

る．

② 試作スケールと生産スケールの装置において

同一の分散性が確保し難い問題が起きる．生

産スケールへ移行する段階で条件設定の変更

が生じないスケール差の少ない生産スケール

ニーダーが求められる．
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当社は，これらの要求に応えるために混練機の高機

能化に取り組んでいる．

密閉式混練機には接線式と噛み合い式があり，接

線式の場合は，主としてロータ翼とチャンバ間で混

練りが行われ，噛み合い式の場合は，ロータ翼と

チャンバ間およびロータとロータ間で混練りが行わ

れる．

2000年頃より当社接線式ニーダーに対し，当社に

は無い噛み合い式ニーダーと競合する機会が増し，

高機能ニーダーの開発が急がれる中，噛み合い式

ニーダーの試作機を作り，接線式ニーダーとの性能

比較を行った．噛み合い式の混合分散性能は認める

も，①材料が噛み込み難い ②負荷動力が高い ③

材料が排出し難い ④掃除がし難い ⑤装置が大き

くなる等の懸念が残り，開発に踏み切れずにいた

が，N社から低温練りニーダーの要望があり，当社

ではコンパウンドの物性評価が難しかったため，共

同で研究を開始した．コンパウンドの生地厚みを薄

くし，コンパウンドに接する伝熱面積を増やすこと

で混練温度の低下を狙った研究6)である．生地厚み

とはゴムの体積をチャンバ面積で除した値である．

新型ニーダー開発の貴重なヒントは，ロール�本

のみの装置（図�）でシーティングが可能かどうか

の実験である．この研究はシーターとしては成功し

なかったが，ロール外周面とケーシング内面でのコ

ンパウンドの挙動が，ロール機バンク部のローリン

グ挙動と似ているとの知見を得た．

これらにより軸径が大きくて狭い環状部の特長を

もつ高機能ニーダー（ワンダーニーダー）が開発さ

れた．この新型機が，接線式の混練機ではロータ翼

部が混練り効果に支配的と考えられていたことを覆

し，ロータ翼とチャンバ間での混練りに加えて，

ロータ軸とチャンバ間でゴムコンパウンドに変形を

与え，ロール機のローリングバンクのような挙動を

発生させることが除熱性と分散性向上に効果がある

ことを見出した．

�．実験

ゴム混練機の除熱特性に及ぼすロータ軸径の影

響7)と，カーボンブラックの分散に及ぼすロータ軸

径の影響8)について，ワンダーニーダーと従来の加

圧型ニーダーの比較検討事例を紹介する．

3.1 装置

実験に使用した密閉式混練機は，いずれも混合

槽，ロータ及び加圧蓋にジャケットを有している．

除熱特性には混合容量が55 L，75 Lの�種類，カー

ボンブラックの分散には�L，10 L，55 L，75 Lの

�種類の加圧型ニーダーを用いて実験を行った．

これらのニーダーの断面を図�(a)(b)に示す．図

�(a)に示す従来の加圧型ニーダーを D10型と D75

型と称し，混合室のチャンバー内壁直径（Dc）と

ロータ軸部直径（Dr）の比（Dr/Dc）が約0.5である．

図�(b)に示すワンダーニーダーを WD�型と WD
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図� シーティング装置

図� ロータ形状 (a) D型 (b)WD型

（b）

Dr’

Tip Region

（a）

Dr

Tip Region

Dc

Annulus

Region
Dc



55型と称し，直径比（Dr’/Dc）は約0.7である．同

一回転数ではWD型の環状部のせん断速度は D型

の2.3倍程度になっている．また，実験に用いた

WD�型と D10型，およびWD55型と D75型の混合

室の大きさはそれぞれ同じであるが，ロータ形状が

違うので混合容量は異なる．WD�型と D10型の

ロータ形状において寸法が異なる部分はロータ軸径

とロータ翼高さであり，ロータ翼の長さ，ランド幅，

ねじれ角度および食い込み角度は同一である．ま

た，これは WD55型と D75型についても同じこと

が言える．

各ニーダーのロータ外径とロータ翼先端のチップ

クリアランスの関係を表�に示す．各ニーダーの

ロータ回転数が等しい場合には，D10型，WD55型

と D75型のチップクリアランス部のせん断速度は

等しくなるがWD�型のチップクリアランス部のせ

ん断速度は約1/2となる．WD�型のチップクリア

ランス部のせん断速度を等せん断速度で比較する場

合は，WD�型のロータの回転速度を�倍にした．

また，前後ロータは等速（速比 1：1）とした．

3.2 実験方法

実験では乳化重合 SBR1502を使用し，配合比率

を表�に示す．混練材料を充てん率が0.75の体積割

合となるように充てんした．

図�は，この実験における電力値とゴムコンパウ

ンド温度と混練り時間の関係を示した模式図であ

る．ロータ回転速度25 rpmで SBRとステアリン酸

を投入して約�分間練り，その後カーボンブラック

とオイルを投入してブラックインコーポレーション

タイム（Black Incorporation Time, BIT）を過ぎるま

で混練した．BITを過ぎて回転速度を10 rpmとし，

酸化亜鉛を投入して積算回転数が600回転となるま

で混練した．

実験装置の冷却水量は混合槽部が1.00 kg/s，ロー

タが1.00 kg/s×�本，加圧蓋が0.35 kg/sとした．

�．除熱特性に及ぼすロータ軸径の影響

4.1 除熱量の算出

除熱量を図�内に示す A区間と B区間で求めた．

A区間は弾性支配領域と考えられる BIT直後の約

40〜50秒間とし，B区間は粘性支配領域と考えられ

る BIT 後の積算回転数500〜600回転までの10分間

とした．

装置内壁面を通しての冷却ジャケットによる平均

除熱量 Q［W］を算出した．

Q＝W・Cp・Δt lw 式(4.1)

Δt lw＝
（to−t i)−(to’−t i’）
ln［(to−t i)/(to’−t i’)]

式(4.2)

ここで，水の定圧比熱 Cpを4184 J/kg・Kとする．

W は冷却水流量［kg/s]，Δt lwは対数平均温度差

［K］で式(4.2)から求めた．to及び to’は冷却水出口

温度でそれぞれデータ採用区間の始点および終点で

の値であり，t iおよび t i’は冷却水入口温度で同様

にデータ区間の始点および終点での値である．

4.2 結果と考察

図�は，WD55と D75の A区間（弾性支配領域）

と B 区間（粘性支配領域）の除熱量を示す．A 区

間の除熱量を比較すると，冷却水量が同じであるに
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も拘らず，WD55型の方が D75型に比べて総除熱量

は約�倍に，ロータ部の除熱量は約	倍にもなるこ

とが確認できる．WD55型ロータの伝熱面積は D75

型に比べて20％ほど大きいが，それだけでこの差異

が生じたとは考え難い．これは環状部においてWD

55型の方がゴムコンパウンドを変形させる力が及

び，ロータの伝熱面にコンパウンドを広く接触させ

たり剥したりしながら接触面を更新して除熱を効果

的に行うと考えている．

また，B区間においては A区間に比べて電力量

は小さくなったにも拘らず D75型の総除熱量は多

くなり，ロータ部による除熱量の比率が大きくなる

結果となった．これはゴムコンパウンドが A区間

に比べて弾性支配から粘性支配に変化し，伝熱面に

接触しやすくなるためと考えている．

これらの結果からゴムコンパウンドの状態により

各部の除熱量が変化することが確認でき，WD55型

は BIT直後から混練り終了まで安定した除熱特性

をもつことがわかる．

�．カーボンブラックの分散に及ぼす

ロータ軸径の影響

5.1 ゴムコンパウンドのサンプリング

各実験において回転速度を下げた直後から積算し

て20，50，100，200，400，600回転（図�）でロー

タ翼を常に同位相に停止させ，温度測定を行った

後，ムーニー粘度（�箇所）と体積抵抗率のサンプ

リング（�箇所）を行って，各測定に用いた．

5.2 体積抵抗率の測定

採取したサンプルを等速のロールでシート状に成

形し，ムーニー粘度と体積抵抗率を測定した．体積

抵抗率は直径30 mm×厚さ 2〜3 mmのサンプルを

高抵抗率計を用いて測定し，それらの中央値を用い

て比較した．

5.3 結果と考察

混合容量とロータ形状が異なる各ニーダーにおけ

るゴムコンパウンドの体積抵抗率と積算回転数の変

化関係を図	に示す．積算回転数が850回転時には

WD55型は D75型に比べて1000倍もの高い体積抵抗

率を示す．これより，チップクリアランス部のせん

断速度が同じであっても，ロータ軸径を大きくして

環状部のせん断速度を大きくすることにより体積抵

抗率が上昇することが確認できる．

また，積算回転数が200〜300回転において WD

型は急勾配で体積抵抗率が上昇している．これは，

原料ゴム中に生成した多くのカーボンブラックの凝

集塊が環状部での変形により壊れ，分散が進んだと

考えている．

これらより D型とWD型のカーボンブラックの

取り込み状態は異なり，WD型で生成されたカーボ

ンブラックの凝集塊のほうが D型よりも壊れ易く，

分散が進行したと推測できる．

SBR コンパウンドの場合，ロータ軸部の径を大

きくすることによって混合容量は減少し，混練エネ

ルギーは増えるが，伝熱面積と低せん断領域が拡大
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図� D75型とWD55型の各部の除熱量



することにより，高体積抵抗率が得られ，カーボン

ブラックの取り込みと分散に寄与することが確認で

きる．

本稿では，高濃度のカーボンブラックを中心にワ

ンダーニーダーの特長を解説した．ワンダーニー

ダーは，ゴム材料の混練りだけでなく，様々な高機

能材料の混練りにおいても優れた性能を発揮する混

練機であると考えている．

�．おわりに

現在，ゴム・プラスチック産業の最大の顧客であ

る自動車産業では「CASE」と呼ばれる大変革期を

迎えている．この市場の大きな変化の時代に生きる

製造メーカーとして，顧客にどう貢献できるかが問

われている．

我々技術者は，原理・原則を基本にしながら行動

をおこしてみて分かることが沢山ある．また，前例

にとらわれることなく，新たな機能を創り出すこと

が大切である．困れば人は知恵を出すものであり，

後輩技術者が知恵を出して夢を描き，それに向かっ

て果敢に挑戦することを期待したい．
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図	 体積抵抗率 ‒ ロータ積算回転数曲線



キャビテーション効果を利用した分散装置「ジェットペースタⓇ」について

Dispersion device “JET PASTER” using cavitation effect

産機モリヤマ事業部

浅見 圭一

ASAMI Keiichi

Abstract

We have developed and sold the dispersion device “JET PASTER” since 2010. This device has a unique

dispersion mechanism. It is the Cavitation Effect. JET PASTER is applied in the various fields below showed :

1. Making electrode slurry of Lithium ion battery

2. Disperse cellulose nano fiber

3. Cavitation plasma using the micro‒bubbles generated by cavitation effect

We have explained this unique device in this report.

�．はじめに

ジェットペースタⓇは，キャビテーション効果を

利用した分散装置である．キャビテーションはポン

プや，スクリューで生じるとエロージョン（壊食）

が起こり装置を損傷させるため一般的にはできるだ

け発生させない構造になっている．しかしながら

ジェットペースタは，積極的にキャビテーションを

発生させるがエロージョンは生じず二次凝集してい

る粉体や繊維を簡単に分散させるというユニークな

機構の装置である．

まず，ジェットペースタのキャビテーション機構

について解説し，応用例を紹介する．

�．キャビテーション機構について

高速分散装置「ジェットペースタ」（図�）は，

キャビテーションにより発生する気泡（マイクロバ

ブル）の膨張収縮効果を利用したユニークかつ画期

的な分散装置である．その機構を説明する．

図�は吐出口から流れ出ているキャビテーション

により発生した気泡（マイクロバブル）の高速度カ

メラ写真である．均一で非常に細かい気泡が吐出口

から排出されている様子が観察される．この気泡が

リチウムイオン電池の電極活物質，導電助剤として

使用されるカーボンナノチューブ，カーボンブラッ

ク及びセルロースナノファイバーなどの凝集体を簡

単にかつ短時間で分散させる．現状の分散装置では
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図� 高速分散装置「ジェットペースタ−L」 図� 気泡（マイクロバブル）の発生状況



不可能な機構を有する画期的な分散装置である．

キャビテーションによる分散機構は次のように進

行する．図�の左端の電極活物質，カーボンナノ

チューブやカーボンブラックなどの凝集体が核とな

り凝集体内部からキャビテーションよる気泡が発生

し膨張する．その気泡は大気圧に近づくにつれ収縮

する．このサイクルをジェットペースタ内部で繰り

返すことにより凝集体内部から分散が進行する．そ

の為，せん断力のみに頼る従来型ミキサーでは困難

であった絡み合ったカーボンナノチューブやセル

ロースナノファイバーのような繊維状物質も損傷な

く均一に解砕分散できる1)．

�．リチウムイオン電池電極スラリーの

作製

キャビテーションを利用した機構による電極スラ

リーの作製例を示す．

3.1 正極用（CNT：カーボンナノチューブ含

有）スラリー2)

電極活物質として広く使用されているリン酸鉄リ

チウムを使用した系で説明する．

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．生産性が非常に高いことを示している．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
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図� キャビテーションにより発生した気泡による分散機構

図� JP-SS

2400rpm

4800rpm

7200rpm

図	 回転数とインピーダンスの関係

2400rpm

4800rpm

7200rpm

図� 回転数と放電レートの関係



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2)

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として，Flotube9000を使用した（φ11 nm，繊

維長約10μm）．

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，

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．

�．セルロースナノファイバー（CNF）

の分散

CNTが簡単に分散できるジェットペースタでは，

CNFの分散も可能である．これから述べるように

他素材との複合分散にも適している．CNF とは，

日本発の技術として木質組織を水中カウンターコリ

ジョン（ACC 法)3) などの機械的解繊あるいは

TEMPO酸化法4)などの化学処理によりナノサイズ

まで細かく解砕した平均径が数〜20 nm，平均繊維

長が0.5〜数μmの極細繊維状物質のことである．

4.1 無機化合物の CNFによる分散安定化7)

機械的解繊あるいは TEMPO酸化法，カルボキシ

メチル化（CM 化）などの化学処理で作製された

CNFには分散安定剤としての効果も期待できる．

無機化合物である炭酸カルシウムを複合化し分散

安定剤として CNF の効果を試した例を説明する．

ジェットペースタで分散させた CNFに炭酸カルシ

ウムを供給した後，所定時間分散させた例と従来型

ミキサー（ホモジナイザーとホモミキサー）で作製

したスラリーを比較した．分散条件を表�，結果を

図
（左 SEMは1000倍）に示す．図
の写真①②

はジェットペースタで作製したスラリーであり③④

はそれぞれホモジナイザーとホモミキサーで作製し

た例である．ジェットペースタで分散させた①②は

炭酸カルシウムの凝集体はほとんどなく試験管での

沈降も観察されない．しかし，ホモジナイザーとホ

モミキサーで作製したスラリーには炭酸カルシウム

の凝集体が数多く観察されており試験管の内部では

沈降が進んでいることが判明した．ジェットペース

タではわずか�分で一週間後でも沈降しないスラ

リーが作製できた．
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(b) ジェットペースタ

図� 負極スラリー表面 SEM（×20,000）

(a)従来型ミキサー

②

③

④

表� 分散条件

JPSS

JPSS

Ａ

Ｂ

テスト

①

回転数

6000 rpm

6000 rpm

6000 rpm

1000 rpm

分散装置 分散時間

�分


分

�分

�分



�．マイクロバブルを利用した「キャビ

テーションプラズマ」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）を利用した新規ソルーションプラズマ装置

「キャビテーションプラズマ」装置の開発を兵庫県

立大学などと2014年度に兵庫県 COEの補助金を受

け実施した．キャビテーションにより発生した気泡

を利用するため従来のソルーションプラズマ技術

（ジュール熱で沸騰させた気泡中でプラズマを発生

させる）に比べ生産性が大きく向上した．テスト結

果を紹介する．

5.1 キャビテーションプラズマ装置につい

て5)

キャビテーションプラズマ装置は，弊社分散技術

と兵庫県立大学/㈱栗田製作所が開発したソルー

ションプラズマ技術を融合したものである．

新規キャビテーションプラズマ装置は，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を利用すること

により以下の効果が発揮する．

�．CNT，CB（カーボンブラック）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ことができる

�．大腸菌などの有害菌の殺菌が可能

�．電極に使用する金属のナノ粒子の合成がで

きる

など大きな可能性を持った装置である．

日本スピンドル技報 No. 57 2018 技 術 解 説

― 27 ―

図
 炭酸カルシウム/CNFスラリー経時安定性

図� キャビテーションプラズマ装置



5.2 キャビテーションプラズマ装置とプラズ

マ発光状況

図�に分散装置とプラズマ発光状況の例を示す．

また，図10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．

図11 にキャビテーションプラズマ装置で実施し

たテスト結果をまとめた6)．無機化合物の親水化，

ナノコロイド水溶液合成及び大腸菌の殺菌などが非

常に短時間で可能である．まだまだ基礎研究レベル

であるが，大きな可能性を秘めた技術・装置である．

近い将来の実用化を目指している．

�．まとめ

ジェットペースタは，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「高生産性，均一＆マイルドな分散」が可能

である．また，セルロースナノファイバーの無機化

合物との複合も簡単にでき安定した分散液が得られ

ることも判明している．

リチウムイオン電池の分野では，EVの航続距離

を上げるためハイニッケル正極活物質の要望が強く

なっている．弊社と（国）産業技術総合研究所との

共同研究の中から生まれたハイニッケル正極活物質

の水系炭酸ガス中和技術については別報で詳しく説

明する．
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図11 キャビテーションプラズマ装置の可能性

図10 プラズマ発光スペクトル



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キャビテーションプラ

ズマ装置の応用例も色々出てきており，電池用スラ

リー製造・CNF分散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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商品設計へのシミュレーション技術の活用事例

Application examples of simulation to product design

技術開発室

上田 聡

UEDA Akira

Abstract

Inside the machines that we manufacture, complicated physical phenomena peculiar to each model are

occurring. Numerical analysis such as CFD and FEM is a useful tool that can simulate such complicated

phenomena and behaviors without actually manufacturing. We introduced these simulation software, and use it

for the design and development of each machines.

In this paper, we introduce examples of application of simulation technology in our company.

�．はじめに

当社が現在手がけている数多くの機種において，

機械の内部ではそれぞれの機種特有の複雑な物理現

象が生じており，その設計，開発を迅速，高精度に

行うことの難易度は年々高くなっている．

近年発展しているコンピュータによる数値解析：

CFD（数値流体解析）や FEM（有限要素法による

構造解析）は，実物を製作することなくこのような

複雑な現象や挙動をシミュレートできるツールとし

て有用であり，当社では2001年から集塵機の設計の

ために CFD解析ソフトを導入し，その後に対象機

種を広げて活用している．また，最近では他の数値

解析ソフトも導入している．

本稿では当社におけるシミュレーション技術の活

用事例を紹介する．

�．集塵機

集塵機は高炉や電炉，ごみ焼却場などから排出さ

れるばい煙を浄化する装置である．その構造は，プ

レダスタ（最初に粗大粒子を落とし，かつ風速分布

を均一化させる），バグフィルタ（ばい煙粒子をろ

過する），ファン（空気を駆動する），払落し装置（バ

グフィルタに付いたばい煙粒子を払い落とす）など

からなる．

集塵機に関するトラブルで重大なのは，ばい煙に

含まれる微粒子によってバグフィルタが磨耗するこ

とである．これを予測するため，環境事業部は当社

の中ではもっとも古くから CFDを導入し，開発や

設計で活用することで製作に入る前にトラブルの予

防を図っている．図�は導入当初の解析例1)，図�

は比較的最近の解析例2)である．多くの実績を積み

上げ，ノウハウも多く蓄積されているため，設計業

務に多々活用されている．

CFDではばい煙の挙動を再現するため，微粒子

�個ずつの軌道を追跡するラグランジュ的なアプ

ローチのモデルを使用している．空気の流れは熱や

成分ガスによる比重の変化がありうるためそれを考

慮できるモデル選択が必要である．形状的な特徴と

して，装置の大きさに対してろ布の直径や厚さが小

さいことから比較的大規模なモデルになりがちであ

るため，思い切った簡略化が必要となる．
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図� 集塵機の気流解析例



�．インジェクタチューブ

集塵機には，バグフィルタに付着した微粒子を払

い落とし，フィルタをクリーニングするためのイン

ジェクタチューブと呼ばれる機構が設けられてい

る．これはダイヤフラムバルブの開閉操作により

フィルタの�次側から圧縮空気を吹き付け，その力

によって微粒子を吹き飛ばす構造をしている．

インジェクタチューブは集塵機を構成する一部品

であるが，集塵機全体の流れとは性質が大きく異な

り，内部には風速が部分的に音速を超える領域がで

きる．そのため CFD解析を行うに当たり，流れは

密度が圧力に依存して変化する圧縮性流れとして扱

わなければならない．また，ダイヤフラムバルブの

開閉動作がごく短時間であり，パイプ端での圧力波

の反射等のある非定常現象となり，高速，短時間の

現象を捉えられるような考慮が必要となる．図�に

解析例3)を示す．

�．クリーンルーム

精密機械の組立などを行うために，特別に区画し

各所に温調された清浄空気を供給する空調機を配置

した部屋である．クリーンルームの室内空調を

CFDにより検討したのは2007年からであり，以降

設計・開発業務に活用している．図�に一例を示

す．

これも空気中の微粒子を除去する装置ではある

が，集塵機や後述のスピクロンと異なり，通常は微

粒子の挙動の直接計算は行わない．これは対象とな

る微粒子のサイズがサブμmオーダでストークス数

が非常に小さいため，微粒子の速度は気流速度と一

致すると考える事ができるからである．代わりに室

内によどみができることを避けるために換気効率を

評価する特別な指標（空気齢等）を追加計算する必

要がある．

室内には様々な熱源が存在するため熱計算が必要

となる．他の機種と比べ流速が小さいという特徴が

あり，温度差による浮力が卓越する流れ場になるこ

とがほとんどである．またクリーンルームでは伝熱

形態として輻射の影響が無視できないため，そのた

めの熱計算モデルが必要となる．

�．スピクロン

研削機などから排出される冷却水には，研削によ

る金属粉が含まれており，それを取り除く必要があ

る．そのために用いられるのがスピクロンである．

スピクロンの構造はサイクロン方式と呼ばれるもの

であり，流入口より入った微粒子を含んだ水は旋回

しながら装置内を流れる．その間に微粒子は遠心力

により濃縮され，水と分離される．

流体に含まれる固体微粒子の分離という点におい

てはサイクロンと集塵機とは目的が類似しているた
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図� 集塵機の気流解析例

図� インジェクタチューブの超音速流れ解析例

図� クリーンルームの浮力支配流れ解析例



め CFDとしても集塵機とほぼ同じ手法が使えると

の考えから，2010年よりスピクロンへの CFD適用

は始まった．図	に解析例4)を示す．ただし使用流

体が空気でなく水である点，フィルタを使用しない

点，旋回流れが本質であるためそれに応じたモデル

選択に若干の注意が必要となる点で異なる．

スピクロンの内部は基本的に水で満たされている

が，接続されているタンクは蓋が開放されているこ

とから時としてスピクロンも空気を巻き込むため，

複数の流体を扱える混相流モデルが必要となること

がある．

�．冷却塔

空調機や生産機械で使用されることで温まった冷

却水を取り込み，それを冷やして再利用する装置で

ある．冷却水を空気流と接触させ，水の一部を蒸発

させることでその潜熱を利用して冷却する．内部に

充填材と呼ばれる構造物を設置し，熱交換効率を上

げている．

冷却塔の CFD適用は2010年からである．この装

置は空気と水，�種類の流体が混じりあって存在す

るため混相流モデルが必要となる．特に充填材は両

者が直接接触し熱交換，物質交換を行う複雑な流れ

場であり，すべての現象を CFDで考慮することは

厄介な問題である．図�に混相流の解析例を示す．

ただし冷却塔においては熱交換と物質交換にある種

の比例関係が成り立つことを利用し，湿球温度を用

いることで蒸発現象を直接扱わないモデルを検討し

ている．

冷却塔が設置されるのは屋外であり，周囲の状況

により気流がショートサーキットをおこしてしまう

トラブルがある．この問題を事前に予測する解析は

空気流のみを考慮すれば良いが，いわゆるビル風の

解析と同様に，周囲の状況（形状が必ずしも分かっ

ているとは限らない）を広範囲に再現する必要があ

り，モデルの範囲が非常に大きくなることがある．

図�に周囲環境を含む冷却塔の気流を解析した例5)

を示す．

	．ジェットペースタ

粉体を含む溶液の攪拌・分散装置である．ジェッ

トペースタは内部で複雑な流動が起きていることが

容易に想定されたため，機種開発に着手した2010年

当初から CFDも開始している．図
に解析例を示

す．

水の中に固体粒子を入れることはスピクロンと同

様だが，こちらの粒子はスラリーとして水中に溶け

込み，水の物性を変化させてしまう．特に粘度が大

きく変わり，通常の水や空気は粘性によるせん断力

がせん断変形速度に比例するニュートン流体として

モデル化されているが，ジェットペースタで処理さ

れる流体は非ニュートン流体となるため，粘性の実

測データが必要である．高粘度ゆえに装置内部には

乱流ではなく層流，もしくはその遷移流ができてい

るであろうと考えられることも特徴の一つである．

また長時間の運転を続けると流体の摩擦で熱が発生

し，温度上昇により粘性等が変化することも考慮が

必要である．

日本スピンドル技報 No. 57 2018 技 術 解 説

― 32 ―

図	 スピクロンの旋回流れ解析例

図� 冷却塔の気流解析例

図� 冷却塔の混相流解析例



ジェットペースタ内部ではキャビテーションが起

きているため，この現象を再現できるモデルが必要

であるが，それを正確に再現するモデルは現在開発

されていないため，図�
6)のような単純化された流

れ場について適用されている．このように，ジェッ

トペースタでは非ニュートン粘性，発熱，相変化と

いった多くの物理現象が同時に起こっており，シ

ミュレーションの難易度は非常に高い．

図
の例では本体と周辺配管の間で循環する流れ

を全てモデリングしているが，周辺配管は流れが比

較的単純な割に容積が大きく，この部分をモデルに

入れることは計算リソースを無駄使いしていると考

えられた．そのため，周辺配管単独の特性をレイノ

ルズ数と圧力係数の関係として別途解析し，本体か

らの吐出流量から戻り配管部の圧力を代数的に求め

るアルゴリズムを開発することで本体のみをモデリ

ングし計算コストを下げる試みも行っている．


．ゴム混練機

ゴム原料を練り，カーボン粉末等の添加物を混ぜ

て分散させるための機械である．

混練機の中ではゴムは固体とも流体とも言えず，

通常の FEMや CFDでも扱うことは困難であった．

そのため，住友重機械工業㈱開発のくりこみ群分子

動力学法（RMD）を用いた解析を2015年より試み

ている．図10に解析例7)を示す．これは原子一つ一

つのミクロな動きを求める分子動力学法にくりこみ

変換を行うことでマクロスケールでも適用可能にし

た解析手法である．

�．塑性加工機

塑性加工の解析も2016年より行っている．基本的

原理として FEMをベースとしたソフトウェアを用

いており，自動車のホイール等のしごき加工に適用

して開発期間の短縮を図っている．計算負荷の問題

で熱計算ができないことやメッシュ形状に工夫が必

要である等の困難さはあるが，これまでできなかっ

た机上検討ができるため，複雑な工程がある場合の

製品精度の確認などに役立てている．

10．まとめ

以上，当社で様々なモデルを用いて各機種の挙動

をシミュレートしている事例を紹介した．また，現

在モデルが未確立のテーマとして，集塵機内部の集

積ダストの DEM 解析や酸性ガスの中和反応の解

析，冷却塔の熱交換の解析なども検討中である．

どの機種も共通するような現象を見出し，ある機

種で確立した手法を別の機種に適用できれば全体と

してのレベル向上に役立つことが期待される．しか

しそれぞれに固有の物理現象があるため，ある機種

で確立した解析手法を別の機種に応用することは難

しく，現在発展途上である．このような共通項をく

くり出し，各装置の解析手法へフィードバックする

ことで，当社で行われる全ての解析のレベルを向上

させ，設計，開発の高品質化に寄与したい．
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図� キャビテーション発生の解析例

図
 ジェットペースタの高速回転流れ解析例

図10 RMD法によるゴム混練解析例
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SPフィルタによる集塵差圧の低減1)

Reduction of pressure drop during filtration

by SP bag filter made of oblique base fabric structure

技術開発室

木嶋 敬昌

KISHIMA Takamasa

Abstract

SP filter (bag filter of oblique base fabric structure) has been developed and its performance is

experimentally verified. It is possible to reduce the dust collection pressure drop by 30% as compared with the

conventional case, and it has become possible to extend the life by twice.

�．はじめに

バグフィルタは粒子の捕集効率が高く，含塵排ガ

スの浄化用集塵装置として広く産業界に普及してい

る．集塵機の運転差圧はろ過気流によるフィルタ差

圧が主要因であり，捕集された粒子が振動・逆気流

などにより払い落とされることで差圧上昇を抑え，

長期的な使用が可能となる．ここでは，フェルトタ

イプのバグフィルタを構成する基布構造が集塵差圧

低減に与える効果について実験的に検討した．

�．実験方法

2.1 基布物性と粉塵払落しメカニズム

フェルト構造のバグフィルタは，図�(a）に示す

よう基布の前後にウェブをニードルパンチ法などに

より絡ませることで原反化され，これを表面処理な

どを経て縫製して製品となる．通常の基布は�（基

布交差角度deg）のように円筒軸方向の径糸が

deg (A1)，半径方向の緯糸がdeg (B1）の角度

となっている．ここでは，径糸deg (A2)・緯糸

45 deg (B2）として�（基布交差角度45 deg）の構
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図� バグフィルタ基布構造特性

（a） （b）



造と径糸45 deg (A3)・緯糸45 deg (B3）とした�

（基布交差角度90 deg）の構造のバグフィルタを試

作し，物理特性を評価した．図�(b）にそれぞれに

おける半径方向の平均伸長度を示す．これより，�

の基布構造品が最も伸び易くなっていることがわか

る．これは，いずれの方向にも糸が拘束されにくい

ためであると考えられる．

図�に，バグフィルタにおける捕集粉塵の粉塵払

落しメカニズム（パルスジェット方式）を示す．払

落し時のフィルタ変位距離（H）が大きいほど払落

し効率は高くなる2)．これより，伸度の低いバグ

フィルタでは，Ⅲのように目が開き，捕集粒子が剥

離し易くなると考えられる．また，伸度の低いバグ

フィルタでは，払落し直後（Ⅳ）は収縮して目が閉

じ易く，払落しにより吹き漏れる粒子による集塵機

出口粉塵濃度の上昇が低減できると考えられる．
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図� バグフィルタによる粉塵払落しメカニズム
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図� 試験装置概略
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2.2 試験装置および方法

図�に試験装置の概略を示す．底部より定量供給

されたダストは，吸引ブロアーにて含塵気流として

（a) 装置内に設置された長さ�mの円筒型バグフィ

ルタ表面で捕集され，捕集量増加に伴ってフィルタ

差圧が上昇する．ここでは，あらかじめ設定した差

圧到達時に払落し制御を行うことによる連続的な集

塵および払落し試験を行った．払落し方式には低圧

パルス方式3)を採用し，約10日間（合計80時間）の

試験を行った．試験終了後のフィルタ差圧は，(b)

に示すフィルタ差圧評価装置を(a)内のフィルタ設

置シンブルプレートよりバグフィルタ上部開口部に

①圧力測定アタッチメントを取付けた後，⑤風量調

整バルブを調整することで流量を一定として吸引

し，④フィルタ差圧計にて測定を行った．表�に試

験条件を示す．

�．実験結果および考察

表�に基布交差角度 A＋Bごとの初期および80

時間集塵払落し試験終了後の測定結果を示す．これ

より，初期においては両者の測定値に差異が見られ

なかったが，試験後は，基布交差角度 A＋B の大

きいバグフィルタでは，約30％フィルタ差圧が低く

なっていることがわかる．また，払落し時のフィル

タ出口ダスト濃度は90 deg＜degとなっている．

図�に粉塵払落し時の差圧挙動を示す．これよ

り，90 deg＞degと交差角度の大きいものの方が

差圧値の低下が大きく，高い払落し効果が得られて

いることがわかる．これらは，図�の要因により図

�に示すメカニズムから粉塵払落し性能が向上した

ものと考えられる．

�．おわりに

本報で検証に使用した基布交差角度 A＋B 90 deg

の斜め基布構造バグフィルタを基本仕様としたフィ

ルタは，下水汚泥焼却施設などにおいて，フィルタ

差圧による寿命を従来の基布交差角度 A＋B deg

品と比較して約�倍延長することが可能となってい

る．今後は，都市ごみ焼却設備など他の多くの産業

用途での貢献を目指している．
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図� 粉塵払落し時の差圧挙動
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NSドライブースの除電機能

Static elimination function of NS dry booth

空調・冷熱事業部

増田 克洋

MASUDA Katsuhiro

Abstract

A static eliminator is sometimes used as a general static electricity countermeasure, but it has been

considered difficult to eliminate static electricity in a dry room.

It was verified that the static electricity can be removed even in the dry space by combining the NS dry

booth with the static eliminator.

�．はじめに

現在 EV自動車をはじめ，電動化するデバイスが

急増している．また，二次電池の使用量が増え，求

められる特性と品質も高くなっている．リチウムイ

オン電池製造工程では，材料の変質等に対処するた

め周囲環境を低湿（露点−40℃以下）に維持する必

要がある．低湿環境であることで，装置や電池部材

に対して静電気を帯び易くなることが知られてお

り，特に導電助剤やセパレータに関してはその影響

が大きい．そのため，静電気を除去する必要が生

じ，除電器（イオナイザー）を設置している．そこ

で，ドライブースへ除電器を取付け，その効果につ

いて検証を行った．

�．静電気の除電方法

一般的な静電気除去の手法として下記の方法があ

る．

・絶縁物の導電化

・加湿（相対湿度40％以上）

・除電器（イオナイザー）の使用

二次電池材料の導電化は困難であり，ドライブー

ス内での加湿は不可であることから，除電器を使用

しドライブース内の除電が可能となるか検証を行っ

た．

検証に使用した除電器は，放電針に高電圧を印加
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−40℃ D. P.室内露点温度

吹出露点温度 ℃ D. P. −55

項目

主仕様

単位 仕様

表�．NSドライブース基本仕様

周囲材質

吹出構造

熱負荷

在室人数

オプション

ブース

18〜22m
3/min給気風量

ドライサーマル
℃ D. B.

―

名称

―

―

―

―

kW

人

―

吹出温度

外形寸法

有効寸法

本体構造

20〜22

3000W×3000D×2700H

3000W×3000D×2500H

□60アルミフレーム

帯電防止ビニールカーテン

スクリーンメッシュ

なし

（不在）

バータイプ イオナイザ �対



した際に発生するコロナ放電で放電針周囲の空気を

電離し正・負イオンを生成，そのイオンで帯電物の

電荷を中和するものである．

�．基本仕様

除電性能を確認するために使用したドライサーマ

ル，ドライブースの基本仕様を表�にドライブース

の外観を図�に示す．

�．テストケースと結果

除電性能の確認を表�の内容で実施した．図�に

示す位置に帯電プレートモニタを設置し，±5000 V

に帯電したプレートが±100 Vまで除電されるまで

の時間を計測した．
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図� ドライブース外観

図� テスト状況概略図

4

（除電不可：15分経過後±100 V以内へ到達しない）

表�．テストケースと結果

停止

運転

運転

ケース

1

2

3

吹出方法

スクリーンメッシュ

スクリーンメッシュ

スクリーンメッシュ

直吹き

ドライ

サーマル

運転

除電時間（秒）

＋5000 V

除電不可

除電不可

101

501

無し

−5000 V
風速（m/s）除電器

2681.0以上有り

870.1〜0.2有り

7070有り

0.1〜0.2



除電時間のグラフを図�に示す．ドライサーマル

を停止しドライブースへ送り込むエアを止めて除電

器のみで除電を行った場合，除電されるまでに600

秒以上必要であった．ドライブースの構造上の特徴

である吹出全面層流方式（スクリーンメッシュ）と

した場合，除電にかかる時間は約100秒となり，除

電完了までの時間を大きく短縮することが出来た．

�．終わりに

ドライ環境における静電気除去はこれまで困難で

あるとされていたが，ドライブースと除電器の組合

せで除電が出来ることが確認できた．除電器を使用

した除電性能は，ドライブースの構造上の特徴であ

る吹出全面層流方式が大きく影響していることも明

らかとなった．今後はブース内全体の除電を行うた

めの除電器配置やピンポイント除電が出来るシステ

ムの構築について検討を進めていく．

�．関連特許

�）�国産業技術総合研究所・日本スピンドル製造

㈱，低湿度空間における静電気除去構造，特許

第6376577号

�）日本スピンドル製造㈱，ドライブース，特許第

6080202号

�）日本スピンドル製造㈱，ドライブース，特許第

6066188号
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ハイニッケル水系正極リチウムイオンバッテリスラリーの

作製用ジェットペースタの開発について

Development of JET PASTER for making a Hi‒Ni water based cathode slurry

産機モリヤマ事業部

大西 慶一郎

ONISHI Keiichiro

Abstract

Since the illegal emission control regulation in Europe, we predict that the number of EV vehicles will

increase to reduce environmental damage.

In the manufacturing process of a lithium ion battery, most of the anode slurry has turned into water based,

on the other hand in the manufacturing process of cathode slurry, it is common to use NMP, but it adversely

affects the earth and the human body.

Recently, a cathode material containing a large amount of Ni is used, but when it is prepared without using

NMP, the slurry becomes alkaline, the aluminum current collector corrodes and a battery can’t be manufactured.

We solved these problems and succeeded in making a cathode slurry battery using Hi-Ni water based, so
we will explain.

�．はじめに

リチウムイオンバッテリの正極スラリーの作製に

は一般的に，有機溶媒（主に N-2-メチルピロリド

ン，以下 NMP と呼ぶ．）が使用されている．この

NMPは空気中の水分を吸収するため，NMPを使用

して作製するスラリーは一般的に低湿度な環境で製

作する必要があるため，巨大なドライルームや，塗

工機に高額な溶剤回収装置の設置が必要となり，イ

ニシャル及びランニングコストも非常に高額とな

り，バッテリのコストアップの一要因となってい

る．

また NMPは，人体に有害であり，取扱い時は保

護服，手袋，防毒マスク，アイウエアを着用する必

要があるため，作業がしづらいといった欠点や，作

業者は特殊検診を受けなければならず，医療費の増

加に繋がるといった問題がある．

これらの問題を解決するため，NMPの代わりに

水を使い，Ni含有率の高い正極材料を分散させれ

ば，pHが12以上に強アルカリ化するため，このス

ラリーを使用してバッテリを作ろうとすると，塗工

工程でアルミの集電体を腐食させ水素ガスを発生さ

せるといった問題があった．

この問題を解決する方法として，スラリーの中に

炭酸を投入し，中和する方法が特許出願されている

（5)等）が，これらを実施するには，ヘンリーの法

則に基づいて，分散タンク内を冷却及び加圧し炭酸

ガスを供給するため，分散機を耐圧構造としなけれ

ばならず，また過剰の炭酸ガスを投入する必要があ

り，装置が大掛かりになり，また，中和するのに非

常に多大な時間を要するといった問題があった．

�．炭酸ガス中和ジェットペースタの開

発

ジェットペースタⓇは，分散翼を回転させること

により，分散機構内部が絶対真空に近い減圧状態と

なり，分散機構内部にキャビテーションが発生す

る．このキャビテーションにより発生した微細な気

泡は，圧力の変化により，凝集塊内部で体積を増減

することにより，リチウムイオンバッテリで使用す

る�次粒子を壊すことなく，�次凝集塊を高速で分

散させることが出来るといった特徴がある（図�）．

ジェットペースタでスラリーを中和させる場合，

減圧状態となった分散機構に炭酸ガスが容易に吸引

され，ジェットペースタ分散機構内部で，キャビ

テーションの気泡と共に，炭酸ガスがアルカリ化し

ようとするスラリーの内部から中和を促進するた

め，加圧することなく短時間且つ少量の炭酸ガス

（200 cc のスラリーを作製する場合，1 L/min の炭

酸ガスを数分投入）でスラリーを塗工可能な pHま
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で中和することが可能となる．

炭酸ガスによる水系正極スラリーの中和反応は式

�にて表すことができ，炭酸ガスの投入量及び時間

を調整することにより，スラリーを塗工時にアルミ

集電体を腐食させることのない pH（図�）にする

ことができ，電池性能に影響を与える不純物を生成

することなく，環境負荷を低減可能なバッテリを作

製することが可能となる．

LiOH＋CO2→Li2CO2＋H2O （式�）

図� アルミ集電体に塗工可能な pH範囲

pH

141

Al

7

pH4 9

pH3 10

pH3 10
Al

�．実験と考察

3.1 実験装置

当初はヘンリーの法則に基づいて，加圧して炭酸

ガスを投入する必要があると考え，炭酸ガス投入

時，メカニカルシールをエアシリンダにて固定し，

加圧時にメカニカルシールより液漏れが発生しない

構造（図�）に改造したが，ジェットペースタは上

記で説明した通り，運転時減圧されるため炭酸ガス

が容易に内部に吸引され，且つ，キャビテーション

効果により炭酸ガスが水とより接触するため，装置

自体に大きな改造を施すことなく，炭酸ガスボンベ

にレギュレータを装着して，ジェットペースタに

ホースにて連結した装置でテストすることが可能と

なった（図�）．
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／

図� キャビテーション原理説明図

図� メカニカルシール固定装置

図� 炭酸ガス投入式ジェットペースタ



炭酸ガスのボンベ圧，流量および炭酸ガスの投入

時間により溶液の pHの変化を確認し，アルミの集

電体を腐食させず，塗工可能な水系正極スラリーの

pH値になる条件を探った．

3.2 テスト結果

表�にテスト結果を示す．NCA10 gを200 gの水

に分散させた場合，短時間で pH値は12程度となっ

たが，アルカリ化したスラリーに炭酸ガスを投入す

ると，塗工可能な pHまで中和されることが確認で

きた．

炭酸ガスを投入せずに作製した NCAスラリーを

アルミ集電体に塗工すると，アルミ集電体が腐食，

表面および断面に空隙部が発生していることが確認

された（図�）．これに対し，炭酸ガス中和を行っ

た NCAスラリーは pHが8.3となり，スラリー塗工

面に腐食等の欠陥部は見られなかった（図	）．

これらの電極から CR 2032のコイン電池を作製

し，対極が Liとなる半電池による電極特性を測定

した結果，図�に示すように，炭酸ガス中和を行わ

なかったスラリーで作製した電池は，サイクル数の

増加と共に，放電容量が低下し，炭酸ガス中和を

行った電池の放電容量は50サイクル後も，大きな低

下は見られなかった．

次に充放電特性を図
に示す．�サイクル目のサ

イクル特性は，炭酸ガス中和の有無にかかわらず，

差異は見られなかったが，50サイクル目では，炭酸

ガス中和を行った電池は電池容量において，差異が

あることが確認された．

また，電池内部抵抗もスラリーの作製中に，炭酸
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②

イオン交換水200 gを酸性化後，CO2ガスを供給しながら JP

に NCA10 gを投入

イオン交換水200 gを酸性化後，CO2ガスと供給しながら JP

に NCA200 g投入後，水系バインダ添加：実際の組成での中

和度合を確認

CO2ガス投入循環

180 sec後

CO2ガス投入循環

180 sec後（pH＝7.21)，

水系バインダ添加後

300 sec

5.91

8.26

4.34

7.18

③

④

表� テスト結果

テスト前

(pH)

7.20

11.9

No.

①

CO2ガス投入状況

JP循環180 sec後

CO2ガス投入循環

180 sec後

テスト①のスラリーを JPで循環させながら，CO2ガス投入：

スラリー作製後の CO2ガス投入による中和を確認
6.22

イオン交換水200 gに NCA10 gを投入：NCAによりどの程

度アルカリ化するかを確認
11.90

テスト方法
テスト後

(pH)

図� 炭酸ガス投入なし（pH12.2)図	 炭酸ガス処理投入（pH8.3)
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図� 放電容量確認試験結果

図
 炭酸ガス処理の有無によるサイクル特性の変化

図� 炭酸ガス処理の有無による電池内部抵抗の変化



ガスを投入するか否かで，図�に示すように，充放

電を50サイクル繰り返した結果，内部抵抗に大きな

差異がでた．

3.3 考察

テスト結果より，炭酸ガス中和スラリーで作製し

た電池は50サイクル後，10％程度の容量低下程度で

あるが，炭酸ガス中和を行わなかったスラリーで作

製した電池は50サイクル後，40％近く容量が低下し

ていることが確認された．

また，内部抵抗値も炭酸ガスを投入していないス

ラリーで作製した電池は，50サイクル経過後，内部

抵抗が2.4倍に増加していることが確認された．

スラリーを作製する工程で，どのタイミングで炭

酸ガスを投入しても，アルカリ化を抑制することが

確認できたが，炭酸ガスの投入方法の差異による，

電池特性の変化を今後調査する必要がある．

�．おわりに

今後，自動車販売台数の EV比率は大きく向上す

ることが予想され，各国で大規模な電池製造工場の

建設が計画されている．また，環境規制が厳しい

EU諸国では NMPの使用規制がかかることが予想

され，世界的にも環境負荷を低減することが期待さ

れている．

ジェットペースタは，高い分散性と生産性を有

し，今後，主流になる Hi-Ni系の正極スラリーにお

いて炭酸ガス中和を行うことにより水系の正極スラ

リーが作製できることが確認できたため，スラリー

作製時の溶媒を NMPから水に置き換えることによ

り，世界の環境負荷の低減に貢献できると考える．

しかし，炭酸ガスの投入のタイミングや時間にお

いては，まだ検討する余地が残されているため，今

後はこれらの課題を解決し，最適な運転状態で

Hi-Ni系の水系正極スラリーを作製可能なジェット

ペースタを提供する．

�．参考文献

�）浅見圭一，次世代高容量正極活物質を使いこな

す気/液/固層−混相流技術，混相流，2018，32

巻�号

�）細川茂雄，2014年度共同研究報告書，神戸大学

大学院

�）喜村勝矢，坂本太一，2016年共同研究報告書，

�国産業総合技術研究所

�）Kimura Katsuya, Journal of The Electrochemical

Society, 165(2) A16-A20 (2018)

�．関連特許

	）トヨタ自動車㈱，リチウム電池，その製造方法

ならびに処理方法，特許第4442129号

�）産業技術総合研究所，日本スピンドル製造㈱，

非水電解質二次電池の正極用スラリーの製造方

法及び非水電解質二次電池の正極用スラリー，

特許第6245625号

�）産業技術総合研究所，日本スピンドル製造㈱，

非水電解質二次電池の正極用スラリーの製造方

法及び非水電解質二次電池の正極用スラリー，

WO17/138193


）日本スピンドル製造㈱，撹拌システム及びその

運転方法，特開2018-130646
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フローフォーミング工法新規アプリケーションのご紹介

Introduction of new application for flow forming

産機モリヤマ事業部

坂井 昭雄

SAKAI Akio

�．はじめに

現在，自動車業界は電動化と自動運転の急速な伸

張による搭載部品の増加に伴う重量とコスト UPへ

の対処が急務となっている．その取組みの一環とし

て大手部品メーカー A社にて採用された車体系部

品のインパネリインホースにフローフォーミング

（以下，FF）工法を採用した例を紹介する．

�．導入までの経緯

インパネリインホース（図�）とは，インパネ

（ダッシュボード）内部にあり，ステアリングの他，

インパネ，オーディオなどを支える部品である．ま

た衝突時に乗員保護の機能も併せて持っている．

インパネリインホースは従来鉄製であったが，A

社では軽量化を目的にアルミ化を計画，その際に材

料費のコストアップを吸収する工法として設備単価

と金型費の安価な FF工法が着目され，2015年頃か

ら当社と共同で開発をスタートした．溶接に影響す

る縮管部の振れ精度向上，度重なるデザイン変更に

対応するテスト加工を繰り返し課題をクリア，製品

重量で約40％の軽量化に成功した（図�）．2016年

に量産設備納入，2017年から量産をスタートしてい

る．

�．今後の課題

当該部品の完全一体成型に対しては，この長さの

製品を加工出来る FF加工機が無く，�ピース構造

（FF 加工＋溶接）による量産となっている．現在

は，全長が長い部品（長尺部品）の FF加工に向け

て，新規テスト機による実証を予定している．今後

とも FF工法の特長である設備費・金型費削減と加

工自由度の高さを車体系部品にも活かした新規アプ

リケーションを開拓していく．

�．参考文献

�）A社資料
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図� インパネリインホース1)

図� フローフォーミング成形後



�．加圧ニーダーでの混練について

一般的にゴム材料の混練においては，ポリマーや

粉体，液体を適宜配合し，所定の時間，或いは温度

や積算電力が所定の値に到達することを終了条件と

している．混練終了後には材料は排出され，シート

やリボン等必要な形状に予備成型された後に，粘度

等が所望の値となっているかの良否判定を行い，次

工程へ送り出すという手順となる．

�．混練モニタリングシステムの概要と
納入実績

この一般的な手順の問題点として，混練途中での

良否判定ができないことがあげられる．

一例としては投入材料の計量間違いや，一部材料

の投入忘れが発生した場合に不良品と判定されるの

は，混練と予備成型が完了してからとなる．

本システム（図�）の導入により，より早い段階

での材料異常が検知でき，不良品を後工程に流さな

い混練システムの構築が可能となる1)．これらのメ

リットを PRし，表�のとおり順調な受注を得てい

る．さらに，当社常設のテスト混練用設備に実装し

た混練モニタリングシステムを使用し，顧客面前で

のデモンストレーションや，性能実証テストを実施

することで本システムの採用の推進を進めている．

�．参考文献

�）福田裕之，服部吉身，混練モニタリングシステ

ム，日本スピンドル技報，2017，No. 56，pp.

9-11

�．概要

2018年10月14日に放送がス

タートされた TBS ドラマ

日曜劇場「下町ロケット」の

ドラマセットに精密空調ユ

ニット「NS サーマルキュー

ブ」（図�）が採用された．

「NS サーマルキューブ」の

性能を評価されて2015年の放

送に引き続き二度目の採用と

なる．ドラマの舞台となる

「佃製作所」の工場内でク

リーンルーム内の精密空調用

として使用されている．

�．主な仕様

・製品名：サーマルキューブⓇ

・型式：TC-101WTA

・温度制御範囲：20〜26℃ ※1

・温度制御精度：±0.5〜1℃，±0.1℃ ※2

・処理風量：10 CMM

・外形寸法：900 mmW×650 mmL×1665 mmH

NSサーマルキューブの特長を次に示す．

(1）用途に応じて全32種類（標準タイプ：16種類，

省エネタイプ：16種類）の仕様の中から選択

が可能．

(2）省エネ制御（冷媒レヒート方式）により，従

来比70％の電気代カットを実現可能．

(3）全14種類のオプションからユーザーの様々な

ニーズに合わせて対応が可能．

※�：制御可能温度は周囲温度（吸込温度）により

異なります．

※�：高精度オプション搭載時，周囲条件が温度変

化勾配0.1℃/h，湿度変化勾配	％/hの時に

温度制御±0.1℃を満足します．
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空調・冷熱事業部 藤田 淳平

FUJITA Junpei

Cooperation on the TV drama “Shitamachi Rocket”

TBSドラマ 日曜劇場

「下町ロケット」セット協力について

産機モリヤマ事業部 小林 正樹

KOBAYASHI Masaki

Introduction of kneading monitoring system

混練モニタリングシステムのご紹介

図� NSサーマルキューブ

（於：ドラマセット）

図� 混練モニタリングシステム納入事例
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月
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角型開放式冷却塔 UXシリーズ事例紹介

Introduction of examples of cooling tower UX series

空調・冷熱事業部

前田 洋

MAEDA Yoh

角型開放式冷却塔 UXシリーズは，2016年�月に

発売を開始し，これまでに46件の納入実績を重ねて

きおり，アジア全域を中心とした戦略機種として主

に工場のプロセス冷却，熱処理炉，コンプレッサー

用や復水器用，そしてビル空調用途に使用されてい

る．2018年度に，大阪ターミナルビル株式会社殿向

けに受注があり，以下の予定で進捗している．

本件は，地球温暖化などから外気湿球温度を27℃

から28℃まで上げた設計条件下で，大型商業ビル

（サウスゲートビルディング（図�)，施主：大阪

ターミナルビル㈱，設計：㈱安井建築設計事務所）

の限られた既設スペースに設置する必要があり，省

エネ・省スペースに有利な本製品の特長を生かした

施工が可能となっている．図�に概観を示す．な

お，建築梁などの周囲環境も考慮し気流解析を活用

している．気流解析の例を図�に示す．

本案件は大阪のランドマークの一つであり，お客

様に満足いただける製品をお納めできるよう対応中

である．
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図� サウスゲートビルディング外観（SGB）

図� UX概観（検証機）

図� 気流解析による性能検証

百貨店系統

容量系統

32019年度

3

台数

2018年度

表� 製品仕様

約2000冷却トンビル・ホテル系統

約3000冷却トン

納入予定



年代 部門 出来事

1917年（大正�年） 繊機 桑田権平が紡績用スピンドルの試作に着手

1918年（大正�年） 全般 紡績用スピンドルの製造会社として浦江製作所創業．

繊機 初めてスピンドル200錐を大日本紡績高田工場に納入

1920年（大正�年） 全般 兵庫県神埼に3610坪の工場用地取得，工場建設に着手（昭13年〜14年に17000坪に拡大）

全般 商号を「日本スピンドル製造所」と改める

1921年（大正10年） 繊機 紡績用リングの製作に着手

1922年（大正11年） 繊機 粗紡用スピンドルを初納入

1926年（大正15年） 繊機 フルーテッド・ローラーを受注

1931年（大正�年） 繊機 窒化リング300個を初納入

1937年（大正12年） 繊機 窒化用特殊鋼の製造開始

1943年（昭和18年） SFK 日本水力工業㈱設立（線材事業からばね座金の生産を開始し，ファスナー事業へ発展）

1949年（昭和24年） 全般 日本スピンドル製造㈱が設立

1952年（昭和27年） 繊機 ニューマニーズを開発

1953年（昭和28年） モリヤマ 森山製作所創立．強化プラスチック（FRP）の成型機械の研究に着手

全般 技能養成所（訓練所）を開設

1954年（昭和29年） 繊機 ボールベアリング入り NSトップローラの生産開始

1955年（昭和30年） 繊機 ブロークリーナー（BC）を開発

モリヤマ 双腕型ニーダーを開発

1956年（昭和31年） 繊機 ニューマクリン，ニューマアクタを販売開始

繊機 スピラクリーンを販売開始

モリヤマ 二軸テーパー押出機及びニーダールーダーを開発

1957年（昭和32年） 繊機 ASを発表，本格生産を開始

1958年（昭和33年） 繊機 ブロークリーナー R型（BC-R）を開発

繊機 エアーリターンクリーナー（ARC）を販売開始

建材 金属成型事業部設置．金属製建具類を製造開始

繊機 スモークヤーン・フィルター（SYF）を販売開始

全般 日本スピンドル技報を創刊

1959年（昭和34年） 繊機 特殊表面処理による高速回転での安定性の高い「SS-リング」を販売開始

建材 金属製サッシ，ドアを生産開始

空調 NSエア・フィルタ「U型」を販売開始

環境 バグフィルタ集塵装置「NSオートジェット集塵機」を販売開始

1960年（昭和35年） 油機 ダンプカー用油圧ポンプを尼崎工場で製造，販売開始

冷熱 冷却塔の研究開発に着手

モリヤマ MS式加圧型ニーダーを開発

1961年（昭和36年） 全般 現住友重機械工業株式会社と業務提携を締結

油機 小型プランジャーポンプ�機種を開発

産機 NCF自動化システムを販売開始

建材 アルミ・サッシを生産開始

繊機 化・合繊用大型スピンドルを開発

冷熱 開放型小型冷却塔「NSクーリング・タワー」を開発

全般 東京証券取引所市場第一部へ上場
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History of products and technology

商品・技術年史



年代 部門 出来事

1962年（昭和37年） 油機 標準型油圧ギヤー・ポンプを開発

環境 小型集塵機（ダストップ）を発表

冷熱 冷却塔（3〜150冷凍トン）を販売開始

産機 ドリル・ユニットおよびエア・パンチを販売開始

1963年（昭和38年） 環境 電気炉用集塵装置を発表

繊機 NCFを開発（商品名：ノンラップ NCF）

環境 NSバッグ集塵機を開発

繊機 無段変速機バリックを販売開始（のちにバリコ無段変速機に改称）

1964年（昭和39年） 空調 NSロールフィルターを販売開始

建材 規格サッシ SRを販売開始

建材 可動間仕切り自動扉を販売開始

1965年（昭和40年） 繊機 ポニー・ドッファー（自動玉揚機），MBCサクション・ユニットを販売開始

冷熱 FRP製冷却塔を量産開始

繊機 仮撚機「HN-7」を開発

全般 40年度工業標準化優良工場として工業技術院賞を受賞

建材 SRおよびナルス-70，-40を販売開始

SFK 座金組込ねじを生産開始

1967年（昭和42年） 繊機 仮撚機（HN-7）を販売開始

冷熱 クロスフロー方式の開放式中型冷却塔（角型）を販売開始

1968年（昭和43年） 産機 油圧式自動へら絞り機を販売開始

繊機 NT-15型高速二重撚機を開発

建材 スチール製ホーム・サッシ SRKを販売開始

繊機 高速検反機（ハイミラー）を販売開始

1969年（昭和44年） 冷熱 NKKクロス・フロー式冷却塔を販売開始

油機 ギャーポンプ YCシリーズを販売開始

1970年（昭和45年） 繊機 超高速スピンドルを開発

1971年（昭和46年） 建材 フルチョイス・ドアを販売開始

油機 ギヤーポンプ HBシリーズを販売開始

1972年（昭和47年） 空調 クリンマスターを販売開始

建材 学校用スチール製間仕切り「SPS」を販売開始

1974年（昭和49年） 建材 ドライオールを販売開始

産機 造粒機，自動塗装機を販売開始

空調 クリーンルーム関連機器を販売開始

1975年（昭和50年） 産機 フィルム製造ラインを販売開始

モリヤマ 加圧型ニーダー新型機を完成．リボン製造装置及びコールドフイード押出機の生産を開始

1976年（昭和51年） 産機 油圧式パワーショベル第�号機を納入

1977年（昭和52年） 産機 ダイプレス（自動打ち抜きプレス）を販売開始

産機 製袋機の�号機を納入

産機 鋼管自動結束機，ハイフィニッシャー等を開発

1978年（昭和53年） 冷熱 LTC冷却塔をユニット化した URシリーズを開発

1979年（昭和54年） 産機 ストリッピングマシンを販売開始

1980年（昭和55年） 建材 サイレント引き戸「SI」を販売開始

油機 ギアポンプ PAシリーズを販売開始
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1980年（昭和55年） 繊機 原綿供給装置を開発

モリヤマ FR押出機（造粒及びシート製造に使用できる押出機）を販売開始

1981年（昭和56年） 繊機 ファイバープレスを開発

油機 新型油圧ギヤーポンプを量産開始

モリヤマ MS式二軸テーパースクリューを採用した SPMシートプレフォーミングマシンを開発，販売開始

1982年（昭和57年） 空調 クリーンルームシステムを販売開始

1983年（昭和58年） 建材 スピンオール（大型可動壁）を販売開始

産機 ポリ Vプーリ専用スピニングマシンを販売開始

1984年（昭和59年） 産機 仮設足場用単管仕分け装置を販売開始

繊機 原綿自動供給装置ファイバープレスを開発

1985年（昭和60年） 環境 小型集塵機 NEW-DJE（エアロパルサー）を販売開始

建材 ステンレス製外装材「ルミテック」を販売開始

1986年（昭和61年） モリヤマ SPMシートプレフォーミングマシンの大型機を開発，タイヤ業界に納入開始

環境 ごみ焼却炉用集塵機�号機を納入

1987年（昭和62年） 建材 木製学校間仕切り「SPW」を販売開始

環境 ごみ焼却飛灰の無害化装置（セメント固化システム）を開発，販売開始

SFK 座金組込サミタイトを生産開始

1988年（昭和63年） 建材 ホームエレベータ「エレスター」を販売開始

モリヤマ 混練試験装置ミックスラボを開発，販売開始

産機 CNCスピニングマシンを販売開始

空調 帯電エア・フィルタで「空気調和・衛生工学会」賞を受賞

環境 小型集塵機 NEW-DJE（エアロパルサー）を販売開始，「日本産業機械工業会会長賞」を受賞

産機 マルチワイヤーソー「NSW」を販売開始

油機 SV	比例電磁式制御弁を開発

油機 NSパワーパック LUBシリーズを販売開始

1989年（平成元年） 環境 ごみ焼却炉飛灰の空気輸送装�号機を納入

繊機 近畿発明協会より「スピンドルの冷間鍛造工法」で発明奨励賞を受賞

産機 プレイバック式スピニングマシンを販売開始

1990年（平成�年） 産機 プレイバック式 VFを開発

産機 CNCスピニングマシンの開発で機械振興協会より「自動化機械開発賞」を受賞

産機 C型スピクロンを販売開始

油機 比例電磁スタックバルブ VAシリーズを販売開始

建材 ステンレス製外装材「ルミテック」を販売開始

1991年（平成�年） 産機 スクリュー式破砕機αで破砕機販売に参入

繊機 SSQ-Cリングを販売開始

モリヤマ 森山正夫会長が長年にわたる研究・発明の成果が認められ「黄綬褒章」を受章

1992年（平成�年） 繊機 落綿自動プレス梱包器「NSクリーンパッカ」を販売開始

環境 衝突慣性式ミスト集塵装置「SMT」を販売開始

1993年（平成	年） 繊機 回転テーブル式自動原綿供給装置（ベールオープナ）で「兵庫県発明賞」を受賞

空調 温調付クリーンブースを販売開始

1994年（平成�年） 産機 �軸剪断式破砕機「ベガ」を販売開始

繊機 原綿の開繊に関する一連の研究で「日本繊維機械学会技術賞」を受賞

建材 病院向け新型サイレント引き戸（Ⅱ型）を販売開始
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1994年（平成�年） 産機 研削液浄化装置「クロン A」「ミニベルタ」を販売開始

1995年（平成�年） 空調 精密温調装置「サーマルキューブ」を販売開始

産機 プレイバック機「VF-T1000-NC-T6」を販売開始

産機 ごみ選別用「破袋機」を販売開始

SFK マルチプレスを導入し，足付端子ねじを製造開始

1996年（平成
年） 環境 空気輸送装置 NSダイナミックエアシステムを開発

環境 ダイオキシン処理機能付きごみ焼却集塵機を開発

産機 スピニング加工機「新型 T500」を販売開始

冷熱 氷蓄熱遠隔監視システムを販売開始

1997年（平成�年） 産機 破砕機「α新型Ｗスクリュー」を販売開始

1998年（平成10年） 産機 �軸ワーク固定式スピニングマシンを販売開始

産機 粗破砕機タイタンを販売開始

環境 ごみ焼却炉排ガス減温装置を開発，販売開始

1999年（平成11年） 環境 ダイオキシン吸着除去装置「NS Dバスター」を販売開始

2000年（平成12年） 全般 住友重機械工業のグループ連結会社となる

2001年（平成13年） モリヤマ 高機能WD型ニーダーを販売開始，初号機を納入

空調 省エネ恒温恒湿空調「クリエコ」を販売開始

2002年（平成14年） 全般 企画・業務室，監査室，技術開発室を新設，また技術開発室内に知的財産グループを新設

建材 エレベーター前遮煙防火ドア「しゃえんくん」を販売開始

産機 粗大ごみロール式破砕機タイタンが「日本産業機械工業会会長賞」を受賞

2004年（平成16年） 環境 電炉 DXN対策システムを納入

産機 新世代鋳造アルミホイール温間加工機を販売開始

空調 精密空調用サーマルキューブを販売開始

建材 サイレント引き戸，壁収納型�連引込戸を販売開始

2005年（平成17年） 産機 新型スピクロン「うずエコ」を販売開始

産機 FFC「フローフォーミングセンター」を設置

冷熱 大型冷却塔 KX型を販売開始

2006年（平成18年） 環境 空気輸送装置テスト機 XPC完成．フルライン輸送を開発

空調 TC超精密モデルを販売開始

2007年（平成19年） 環境 集塵テスト用新型パルステスト機を設置

環境 高性能パルス集塵機を開発完了し，販売開始

空調 露光機専用サーマルキューブ R型を販売開始

SFK 自動車用ローレットピンを生産開始

2009年（平成21年） 環境 マイクロ Dバスターを開発，販売開始

モリヤマ 練りの早い G型オープンニーダー初号機を納入

空調 統合精密温調システム「UNI THERMAL CUBE」を販売開始

2010年（平成22年） 産機 ミキシング事業センターを設立，ジェットペースタを販売開始し，リチウムイオン�次電池市場へ展開

産機 縦型�軸 CNC小型 CWスピニングマシンを販売開始

環境 ごみ焼却炉の水噴式減温の実績が評価され，コークス炉煙道集塵機を納入

全般 住友重機械工業の100％子会社となり，上場廃止

SFK オルタネータ用通しボルトを生産開始

モリヤマ MS式�軸押出機を販売開始

IFM IFM新型アイスクリームフリーザー（NCFR-21-RS）を販売開始
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2010年（平成22年） モリヤマ SPMシートプレフォーミングマシンセミオープン型初号機を納入

冷熱 冷却塔送風機性能試験装置を設置

2011年（平成23年） 産機 縦型�軸 CNC小型 CWスピニングマシンを販売開始

2012年（平成24年） 産機 縦型薄肉スピニングマシン（コピーローラ，魔法瓶）を販売開始

空調 二次電池業界を市場としたドライブースを販売開始

モリヤマ SPMシートプレフォーミングマシンノンベベル型初号機を納入

建材 不燃性木製間仕切りを販売開始

冷熱 NSCTで�極に先駆けて KGシリーズを販売開始

2013年（平成25年） 産機 一般社団法人日本鍛圧機械工業会より優秀社員表彰 技術賞を受賞：高田佳昭，檜垣孝二

産機 縦型�軸 CNC小型 CWスピニングマシンを販売開始

2014年（平成26年） 環境 高性能パルス機「エコパルサー」が日本産業機械工業会「経産省産業技術環境局長賞」を受賞

2015年（平成27年） 冷熱 中型開放式冷却塔（UXシリーズ）を販売開始

モリヤマ ストレーニング機構を付加した大型 SPMシートプレフォーミングマシンを開発

2016年（平成28年） 産機 日本鍛圧機械工業会より「MF技術大賞」を受賞

2017年（平成29年） SFK 足付端子ねじの新工法を開発，生産開始
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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（2017年度）

発明の名称

スピニング加工用金型及びそれを使用した

アンダーカット部を有する製品の製造方法
6265429

�軸押出機6312203

非水電解質二次電池の正極用スラリーの製

造方法及び非水電解質二次電池の正極用ス

ラリー

6245625

�軸押出機6202624

粉体の吸引溶解分散装置

特許番号

6195292

【産機モリヤマ事業部】

液体サイクロンにおける排出口の摩耗検知

構造
6188019

材料の成形払出装置6128561

発明の名称特許番号

【環境事業部】

集塵用フィルタ6192052

発明の名称特許番号

【空調・冷熱事業部】

冷却塔6304709



特許第6245625号「非水電解質二次電池の正極用スラリーの製造方法及び

非水電解質二次電池の正極用スラリー」

【要約】【課題】アルカリ金属複合酸化物を含んだスラリーのアルカリ成分

を短時間で中和した後、余剰の炭酸ガスを確実に脱気することができるよ

うにするための非水電解質二次電池の正極用スラリーの製造方法を提供す

ること。

【解決手段】アルカリ金属複合酸化物を含んだ非水電解質二次電池の正極

用スラリーの製造方法であって、スラリーの溶媒に溶け込んだ無機炭素を

用いてスラリー中のアルカリ成分を中和処理する工程と、キャビテーショ

ンを生じさせることによって、スラリー中の無機炭素を炭酸ガスとして脱

気する工程とを備える電極スラリーの製造工程を含む非水電解質二次電池

の正極用スラリーの製造方法。

【技術分野】

本発明は、非水電解質二次電池の正極用スラリーの製造方法及び非水電解

質二次電池の正極用スラリーに関するものである。

特許第6202624号「�軸押出機」

【要約】【課題】ホッパ部では負荷動力の上昇や材料の発熱を抑えながら、圧

縮部では材料排出口から材料を押し出すための圧力を高めることができるよ

うにすることによって効果的にストレーニング等の用途にも使用できる�軸

押出機を提供すること。

【解決手段】圧縮部12の位置のスクリュー羽根21のリード角β�の大きさを、

ホッパ部11の位置のスクリュー羽根21のリード角β�の大きさよりも小さく

設定するようにするとともに、圧縮部12の位置にスクリュー羽根21が�巻き

以上配置されてなるようにする。

【技術分野】

本発明は、�軸押出機に関し、特に、大きな押出力が得られるようにした�

軸押出機に関するものである。

特許第6192052号「集塵用フィルタ」

【要約】【課題】集塵用フィルタの再生時における塵埃の払

い落し効率を向上して、集塵用フィルタの平均圧力損失の

低減による省エネやフィルタ寿命の向上の実現を可能にし

ながら、特殊な縫製装置や技術を要することなく、容易に

製造することができる集塵用フィルタを提供すること。

【解決手段】濾布�を、織布からなる基布層と、不織布から

なるフィルタ層とを積層して構成された濾布原反�Aを斜

めに裁断した短冊状の布片�を、その長手方向に延びる側

縁同士を接合して筒状に形成して構成するようにする。

【技術分野】

本発明は、集塵用フィルタに関するものである。
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本号に関するお問い合せは，技術開発室技報編集事務局（所在地，電話番号は下記）宛お願いします．

日 本 ス ピ ン ド ル 技 報
NIHON  SPINDLE  TECHNICAL  REPORT

第　57　号〔非売品〕
平成　30　年 12 月 1 日　発行

発 行 所　日本スピンドル製造株式会社
　 　 　　〒661-8510　兵庫県尼崎市潮江4丁目2番30号
　 　 　　電話　06-6499-4304
編 集 兼
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本誌掲載記事，写真，イラストの無断転載を禁ず

●ブレーキピストン加工機

●バリホーマⓇ（スピニングマシン・フローフォーミングマシン）

産業機器

＜営業品目＞

●加圧型ニーダールーダー（KRD)

●プレイバックNCスピニングマシン

●ホイール加工機

●プーリ加工機

●排気系部品加工機

●JPSS-X（ラボ研究用）

●特殊スピニングマシン・フローフォーミングマシン、増肉加工機

●クラッチケース加工機

●ドライブプレート加工機

●うずエコ®

●クロンエースⓇ

●スピクロンⓇ●研削液浄化装置

●JPS（少量産用）

●JPSS（ラボ開発用）

●工業用粉体溶解・分散装置 （ジェットペースタⓇ）

●双腕型弁付ニーダー（GB・減圧仕様：GBV)

●双腕型ニーダー（G・減圧仕様：GV）●混練機

●JPL（量産用）

●新型DRニーダー（DR)

●加圧型ニーダー（D)

●小容量双腕型ニーダー（S・減圧仕様：SV)

●双腕型ニーダールーダー（KR・減圧仕様：KRV)

●混練試験装置ミックスラボ（ML)

●強力型高速ミキサー（HS)

●ワンダーニーダー®（WD）

●�軸�軸押出機（2TR)●押出機

●フィーダールーダー（FR)●ペレット・シート製造装置

●シートプレフォーミングマシン（SPM)●アンダーミキサー

●�軸テーパー押出機（2TE)

●バッチオフマシン

●ゴム切断機

●ホットメルト製造装置●その他機械

●バケットコンベアー（BKC)

● FRP ヘルメット用プレフォーマー

●電炉ダスト用パン型造粒機●ダスト処理装置

環境装置
●集塵装置

●省スペース・省エネ集じん装置エコパルサーⓇ

●ゴミ焼却炉用集じん装置

●湿式集じん装置

●電炉用集じん装置

●高炉用集じん装置

●ダストップⓇ

●衝突慣性式ミスト集じん装置 SMT

●小型集じん装置

●NSオイルミスト集じん装置ODB●NSミスト集じん装置

● SPフィルタ

●マルチサイクロン

●集じん装置周辺設備

●気体搬送装置

●静電式コレクタ

●クリーンルーム機器 エアシャワー、クリーンブース、パスボック

ス、陽圧ダンパー、クリンサプライⓇ、HEPA

フィルタ、クリーンベンチ、クリーンユニット

●クリーンルームシステム●クリーンルーム

空調装置

●ドライルーム、ドライブース

●サーマルキューブⓇ 精密空調ユニット、恒温ブース

●NSエアフィルタ セルフレッシュⓇ

●NSエアフィルタFシリーズ 30/30型、GF型、KF型

●NSエアフィルタ NU型（帯電フィルタ）、EX型、

P型、PK型、CG型、E型

●空気清浄装置

●開放式丸型冷却塔 NE/NL シリーズ

●開放式角型冷却塔 UXシリーズ●冷却塔

●NSロールフィルタ

●端子ねじ●ねじ

新日本ファスナー工業株式会社

●密閉式冷却塔 CUKシリーズ

● LHスティックス

●O番精密ねじ

●サミタイトⓇ

●座金組込みねじ

●ピン●冷間圧造品

●歯付座金

●平座金

●ばね座金●座金

●プレス品

●切削品●特殊品

●多段品

●リベット

●複合加工品



NIHON  SPINDLE  MFG. CO., LTD.
4-2-30,  SHIOE,  AMAGASAKI-SHI,  HYOGO,  JAPAN    〒661-8510

日本スピンドル製造株式会社のホームページ　 http://www.spindle.co.jp

本社・支店・事業所
本 　 　 社 ／  〒661-8510 兵庫県尼崎市潮江4-2-30 TEL 06－6499－5551
東 京 支 社 ／  〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14（住友不動産上野ビル5号館） TEL 03－5246－5610
関 西 支 社 ／  〒661-8510 兵庫県尼崎市潮江4-2-30 TEL 06－6499－5830
中 部 支 店 ／  〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-10-24（栄大野ビル） TEL 052－957－7380

日本スピンドル製造株式会社
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