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福井県産業労働部　地域産業・技術振興課
参事　後　藤　基　浩

　福井県には、繊維、眼鏡、機械など
の地場産業、越前漆器、越前和紙など
の伝統産業があり、その高度なものづ
くり技術が福井県の発展を支えてきま
した。
　こうした高度なものづくり技術を先
端産業に活かそうと、県では、他県に
先駆けて、行政や大学が緊密に連携し、

中心となる企業を決めて事業化まで着実につなげる「福井方
式」と呼ばれる産学官連携を推進し、医療機器や炭素繊維な
どの開発を行ってきました。
　平成２７年６月には、それまでの産学官連携体制をさらに強
化するため、県内外の産学官に地域企業の実情に詳しい金融
機関を加えた「ふくいオープンイノベーション推進機構」を
設立しました。より強力な連携体制を築き、新たなイノベー
ションの創出に向けて活動しています。
　機構では、これまで県や大学等が個別で対応してきた企業
からの相談に対し、県内外の研究者や技術コーディネーター、
経済系のアドバイザー（約７７０名が登録）の中から最適な方を
選んでマッチングを行い、事業化まで一貫した応援を行って
います。
　また、平成２８年３月には、国立研究開発法人産業技術総合
研究所および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）と、「航空・宇宙」、「ライフサイエンス」、
「ロボット」の３分野で新たな成長産業の創出を目指す連携
協定を締結しました。４月には産総研が県工業技術センター
内に福井サイトを開設し、産総研のイノベーションコーディ
ネータが、県内企業との共同研究に向け、ニーズの掘り起こ
しを行うと共に、産総研の技術シーズとNEDOの公募型研究
開発資金等を活用して研究開発を推進しています。
　このようなイノベーション創出の取り組みの中で、省エネ
技術開発としては、以前から炭素繊維技術に取り組んでいま

す。炭素繊維は、鉄の１０倍以上の強度を持ちながら、重さが
４分の１と軽量な高機能繊維です。省エネにおいて、炭素繊
維による軽量化のニーズは高く、その採用が進んでいるのが
燃費を重視している航空機分野です。
　福井県では、炭素繊維束を均一に薄く広げる「開繊技術」
を開発し、特許を取得しています。この技術により、壊れに
くい高強度なCFRP（炭素繊維強化プラスチック）を製造す
ることが可能となり、従来のCFRPに比べて軽量化が実現で
きるようになります。これが評価され、県内企業が開繊技術
を使って開発した基材が、航空機のエンジン部材に採用され
ています。今後は、エンジンだけでなく、さらなる適用範囲
の拡大が期待されています。
　他にも様々な分野で、炭素繊維の採用が期待されています。
特に自動車分野は市場も大きく有望です。乗用車のフレーム
やボディーを鉄などから炭素繊維にした場合、重量を３０％以
上も軽量化できるとされており、大幅な燃費向上が可能とな
ります。
　今後も、新たなイノベーション創出の中で省エネ技術の開
発に取り組み、県内産業の発展につなげたいと考えております。

炭素繊維開繊技術
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平成２８年度
エネルギー管理功績者・優良事業者等決まる

　平成２８年度のエネルギー管理功績者およびエネルギー管理優良事
業者等が決定し、中部経済産業局長表彰をはじめとする各表彰が省エ
ネルギー月間（平成２９年２月）に行われました。

エネルギー管理功績者

会　　　場月　日表 彰 区 分

富山電気ビル（富山市）２月２日㈭
中部経済産業局長表彰
富山県知事表彰
日本電気協会北陸支部会長表彰（富山）

ANAクラウンプラザホテル金沢（金沢市）２月２１日㈫
石川県知事表彰
日本電気協会北陸支部会長表彰（石川）

福井商工会議所（福井市）２月２４日㈮
福井県知事表彰
日本電気協会北陸支部会長表彰（福井）

■表彰式日程■

【中部経済産業局長表彰】

米　林　正　樹 氏
　勤務先　三協立山株式会社（富山県）

大　澤　永　佳 氏
　勤務先　朝日印刷株式会社（富山県）

西　永　茂　功 氏
　勤務先　ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社

　　　　　加賀工場（石川県）

【一般社団法人　日本電気協会　北陸支部会長表彰】　
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コマツNTC株式会社

【中部経済産業局長表彰】

　代表者　代表取締役社長　兼　ＣＯＯ　杉野　高広
　所在地　富山県南砺市

株式会社金津村田製作所

　代表者　代表取締役社長　橋本　省吾
　所在地　福井県あわら市

・工場内の温湿度管理と空調機の間欠運転による空調電
力量の削減

・空気圧縮機稼働のスケジュール管理の導入

・製品の小型・省エネ化による、試験・調整電力量の
削減

・部門間の協働で実施した圧縮空気の設定圧力の見直し
による消費電力量の削減

・乾燥オーブンの排熱利用による消費電力量の削減

・冷却水ポンプのインバータ化

エネルギー管理優良事業者等
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富山赤十字病院

【富山県知事表彰】

　代表者　病院長　平岩　善雄
　所在地　富山県富山市

澁谷工業株式会社　メカトロ事業部

【石川県知事表彰】

　代表者　代表取締役社長　澁谷　弘利
　所在地　石川県金沢市

株式会社鯖江村田製作所

【福井県知事表彰】

　代表者　代表取締役社長　中川　忠洋
　所在地　福井県鯖江市

・診察に必要な演色性、グレア、省エネ性を考えた
ＬＥＤ照明の採用

・病院内環境を維持した、照明および空調管理の徹底

・吸収式冷温水発生機から空冷ヒートポンプチラーへの
更新によるエネルギー使用量の削減

・デマンド監視装置の設置と全員参加のデマンド管理活
動による使用電力量の削減

・外気処理専用の空調機導入による空調電力量の削減

・空気圧縮機の容量見直しによる消費電力量の削減

・工程照明のＬＥＤ化
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株式会社廣貫堂

【一般社団法人　日本電気協会北陸支部会長表彰】

　代表者　代表取締役　塩井　保彦
　所在地　富山県富山市

株式会社PFU　本社

　代表者　代表取締役社長　長谷川　清
　所在地　石川県かほく市

フクイボウ株式会社

　代表者　代表取締役社長　宮川　雅彦
　所在地　福井県福井市

・蒸気のドレン回収ポンプ導入による燃料消費量の削減

・空気圧縮機運転台数制御の最適化による消費電力量の
削減

・工場照明のＬＥＤ化による消費電力量およびメンテナ
ンス費用削減

・照明のＬＥＤ化、自動調光による使用電力量の削減

・吸収式冷温水発生機からモジュール型ヒートポンプチ
ラーへの更新によるエネルギー使用量の削減

・遮光ネット設置、室外機への散水による使用電力量の
削減

・工場照明のＬＥＤ化、作業工程ごとに照度管理を行い
消費電力量とメンテナンス費用を削減

・トップランナー変圧器への更新、容量の最適化による
損失電力量の削減（補助金活用）

・高効率ボイラーの導入
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富山県工業技術センター　土肥義治、山岸英樹　　　　　　　　　　
㈱TAN－EI－SYA　荒木順治、改井　忍、新川博一、餅川昭二

１．はじめに

　アルミニウム合金鍛造ホイールの製造工程の一つである熱
間スピニング加工は、リム部（タイヤが嵌り込む部分）を成
形し、製品の形状と優れたデザインの実現、ホイールの安全
性を左右する最も重要な工程である。一般に、本加工工程は
バーナー加熱により昇温させているため、素材表面側のみの
加熱となりロット間や形状のバラツキが大きく、品質の低下
の原因となっている。また、作業環境の悪化や火災の原因に
もなっているほか、多大なエネルギーをロスしている。
　本研究では、これらの問題を解決するため、新たに電気式
ヒーターを内蔵したスピニング金型を開発し、ホイール形状
の試作に応用することで、製品形状の安定化・品質の向上、さ
らには省エネ効果を立証することに取り組んだので紹介する。

２．実験方法及び結果

１）　スピニング加工における従来の加熱方式
　鍛造ホイールの製造工程では、ビレット鍛造後、ある程度
形状付与した鍛造素材を回転する成形型に加熱しながら、加
工ローラを押しつけ、リム部やフランジを成形するスピニン
グ加工を行っている。この加熱には、図１に示すように、こ
れまでバーナー加熱が採用されており、形状のバラツキや品
質の低下だけでなく、環境面や省エネルギーの観点からも、
改善が望まれていた。

図１　従来のバーナー加熱方式によるスピニング加工

３）　ヒーター内蔵金型の適用効果
　図３に従来式のバーナー加熱金型及び試作したヒーター加
熱金型によりそれぞれ１０セット、スピニング加工したフラン
ジ部寸法の振れ（誤差）の度数分布を示す。局所的な加熱と
なるバーナー加熱に比べ、素材を均一に加熱できるヒーター
加熱では、縦振れおよび横振れともに、その振れ量の平均値
及びばらつき範囲は小さくなり、目標とした平均１㎜以内を
概ね満足する結果となった。

２）　ヒーター内蔵金型の設計・試作と性能確認
　電気式ヒーターを内蔵した金型の仕様設計のため、予めコ
ンピューター上で昇温性能をシミュレーションすることで、
スピニング加工に必要な金型温度（温度分布）からヒーター
容量及びその配置等を決定した。これを基に給電及び断熱設
計を盛り込み、実験用金型を試作した。
　図２に試作したヒーター加熱金型の昇温速度を示す。試作
金型の昇温性能は、シミュレーションによる予測値とほぼ一
致し、設計通りとなり、加工に必要な十分温度と適切な温度
分布になっていることが確認できた。また、連続的にスピニ
ング加工を行ったところ、作業開始からの温度の安定性は、
これまでのバーナー加熱方式よりも、安定したものとなった。

図２　試作したヒーター加熱金型の昇温性能（実測，計算）
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　図４は、バーナー加熱方式とヒーター加熱方式のＮＣ加工
後の仕上がり状態の比較を示す。バーナー加熱をヒーター加
熱に変更することによって、タイヤハウス側の表面の過剰な
加熱がなくなり、その結果、表面の再結晶が抑制されるため、
従来問題となっていた外観品質の安定と向上が確認できた
（光沢ムラの低減が認められた）。
　なお、本加熱方法の変更に伴う強度への影響は、ホイール
強度試験（回転曲げ疲労試験、ドラム試験、１３°衝撃試験）
などの製品試験及び部材の機械的性質（引張強さ、ブリネル
硬さ、シャルピー衝撃値、回転曲げ疲労強度）を比較するこ
とにより影響が無いことを確認した（すなわち、強度低下な
し）。
　これらの適用効果に加え、省エネ効果を昇温も含めて試算
した結果、
　バーナー加熱方式　３８１．４円／本…Ａ
　ヒーター加熱方式　２２０．２円／本…Ｂ
　（Ａ－Ｂ）／Ａ×１００＝４２．３％
であり、ホイール１本あたり、約４２％の大幅な省エネにも繋
がることがわかった。

３．まとめ

　本研究では、電気式ヒーターを内蔵したスピニング金型を
開発し、ホイール形状の試作に応用することで、製品形状の
安定化・品質の向上、さらには省エネ効果を立証することが
できた。

　今後は、自社ホイール製造に展開して実績を重ねるととも
に、将来のロボット導入構想についても検討を進める。また、
ヒーター内蔵金型製作と立ち上げノウハウをセットとして、
熱間加工メーカーへの提案普及活動なども実施して行きたい。

　本研究は、（公財）富山県新世紀産業機構の平成２７年度産学
官連携推進事業（新商品・新事業創出枠）において実施した
ものである。

参考文献
［１］山岸ほか，富山県工業技術センター研究報告，

No. ３０（２０１６）１６．
［２］とやま産学官金交流会２０１６成果発表パネル
　　〈㈱TAN－EI－SYA，　富山県工業技術センター〉

図３　バーナー加熱金型（従来式）及び試作したヒーター加熱金
型における熱処理後のフランジ部振れ量の度数分布（①縦
振れ，②横振れ）

（ａ）ホイール外観（バーナー加熱方式）

図４　バーナー加熱方式とヒーター加熱方式のNC加工後の仕上
がり状態の比較

（ｂ）ホイール外観（ヒーター加熱方式）
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合理化だよりは再生紙を利用しています
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●工場・事業場　現地調査　　　１０月中
●表彰審査　　　　　　　　　　１１月中
●受賞者へ通知　　　　　　　　１月中
●表彰式　　　　　　　　　　　２月中

（各表彰は、２月の省エネルギー月間に行われる予定です。）

平成２９年度表彰運営日程（予定）

おお 知 ら知 ら せせ

　北陸電気使用合理化委員会では、エネルギー使用合理化の成果が特に顕著な事業者等や個人の表彰を行なって
おり、平成２９年度の受賞者を次のとおりに募集する予定です。

【候補の対象】
●エネルギー管理優良事業者等
　　・電気使用の高度化ならびに合理化等を図り、エ

ネルギー使用合理化の成果が特に顕著な事業者
および工場・事業場

●エネルギー管理功績者（個人）
　　・電気使用の高度化ならびに合理化等の研究もし

くは実施を積極的に推進し、またその普及指導
に努めた方で、エネルギー使用合理化の功績が
特に顕著な方

【表彰の種類】
●中部経済産業局長表彰　　　●各県（富山、石川、福井）知事表彰
●一般社団法人　日本電気協会北陸支部会長表彰

【公 募 期 間】
●平成２９年９月末まで

【必 要 書 類】
●優良事業者等表彰／表彰申込書 　　　　 ●功績者表彰／表彰候補推薦書および推薦調書

【応　募　先】
北陸電気使用合理化委員会（北陸電力㈱　営業本部　エネルギー営業部内）TEL：０７６－４４１－２５１１
富山県電気使用合理化委員会（北陸電力㈱　富山支店　営業部営業担当内）　　TEL：０７６－４４１－３５１１
石川県電気使用合理化委員会（北陸電力㈱　石川支店　営業部営業担当内）　　TEL：０７６－２３３－８８８０
福井県電気使用合理化委員会（北陸電力㈱　福井支店　営業部営業担当内）　　TEL：０７７６－２９－６９８２

（応募様式等については、各県電気使用合理化委員会にお問い合わせください）
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