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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　短強化繊維及び樹脂からなる短繊維樹脂材の表面の少なくとも一部に、布状強化繊維基
材と該布状強化繊維基材に含浸された樹脂とからなる布状繊維樹脂材の一方の面を、接合
させた繊維強化複合材料であって、
　前記布状繊維樹脂材の周縁端の少なくとも一部と、該周縁端の一部に連続した前記布状
繊維樹脂材の他方の面の一部とが、前記短繊維樹脂材の一部によって覆われるように、前
記短繊維樹脂材に接合されていることを特徴とする繊維強化複合材料。
【請求項２】
　前記布状繊維樹脂材は、複数の前記布状繊維基材を前記繊維強化複合材料の厚さ方向に
積層した積層構造であり、
　前記布状繊維樹脂材の前記周縁端の一部を構成する前記布状強化繊維基材の端部が階段
状となるように積層されていることを特徴とする請求項１に記載の繊維強化複合材料。
【請求項３】
　前記繊維強化複合材料の厚さ方向において、前記布状繊維樹脂材が接合されていない前
記短繊維樹脂材の部分の厚さに対して、前記布状繊維樹脂材の前記一方の面が接合された
前記短繊維樹脂材の部分の厚さが減少しないように、前記短繊維樹脂材と前記布状繊維樹
脂材とが接合されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の繊維強化複合材料。
【請求項４】
　前記短繊維樹脂材の樹脂と、前記布状繊維樹脂材の樹脂とは、同種の熱硬化性樹脂から
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なることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の繊維強化複合材料。
【請求項５】
　前記短強化繊維及び樹脂からなる短繊維樹脂材と、布状強化繊維基材と該布状強化繊維
基材に含浸された樹脂とからなる布状繊維樹脂材と、を金型内の所定の位置に配置する工
程と、
　前記短繊維樹脂材と前記布状繊維樹脂材とを加熱して、前記短繊維樹脂材の表面の少な
くとも一部に、前記布状繊維樹脂材の一方の面が接合するように繊維強化複合材料を成形
する工程とを、少なくとも含む繊維強化複合材料の製造方法であって、
　前記成形工程において、前記布状繊維樹脂材の周縁端の少なくとも一部と、該周縁端の
一部に連続した前記布状繊維樹脂材の他方の面の一部とに、前記短繊維樹脂材の一部が覆
うように、前記短繊維樹脂材を流動させて、該短繊維樹脂材を前記布状繊維樹脂材の前記
一部に接合させることを特徴とする繊維強化複合材料の製造方法。
【請求項６】
　前記短繊維樹脂材及び布状繊維樹脂材を金型内に配置する工程において、複数の前記布
状繊維樹脂材を、該布状繊維樹脂材の前記周縁端が階段状となるように積層配置すること
を特徴とする請求項５に記載の繊維強化複合材料の製造方法。
【請求項７】
　前記成形工程において、前記布状繊維樹脂材が接合されていない前記短繊維樹脂材の部
分の厚さに対して、前記布状繊維樹脂材の前記一方の面が接合された短繊維樹脂材の部分
の厚さが減少しないように、短繊維樹脂材を流動させて、短繊維樹脂材に布状繊維樹脂材
を接合させることを特徴とする請求項５又は６に記載の繊維強化複合材料の製造方法。
【請求項８】
　前記短繊維樹脂材の樹脂と、前記布状繊維樹脂材の樹脂とに、同種の熱硬化性樹脂を用
いることを特徴とする請求項５～７のいずれかに記載の繊維強化複合材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、強化繊維と該繊維に含浸した樹脂とかなる繊維強化複合材料に係り、特に、
短強化繊維及び樹脂からなる短繊維樹脂材の少なくとも表面の一部に、布状強化繊維基材
と該布状強化繊維基材に含浸された樹脂とからなる布状繊維樹脂材を接合した繊維強化複
合材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　強化繊維とマトリクス樹脂（以下樹脂）からなる繊維強化複合材料は、金属材に比べて
軽量であり、かつ、強化繊維を含むため樹脂材料に比べて機械的強度及び弾性率が高いこ
とから、近年注目されている材料である。
【０００３】
　例えば、繊維強化複合材料の一つであるシートモールディングコンパウンド（ＳＭＣ）
は、１インチ程度の長さの短強化繊維と該繊維に含浸した樹脂から構成された材料であり
、短強化繊維に樹脂組成物を混ぜ合わせてシート状とし、シート状のＳＭＣを金型内で加
圧圧縮することにより、製品に成形される。前記ＳＭＣは、上述した利点に加え、さらに
布状強化繊維基材を用いた場合に比べて成形性も良いことから複雑な形状の成形体を容易
に得ることができ、生産性も高い。さらには、短強化繊維自体が織布繊維に比べて安価に
入手可能であり、製品コストを抑えることができる。この結果、ＳＭＣは、工業用品、自
動車用部品、建築住宅用品等の分野にわたって幅広く利用されている。
【０００４】
　しかし、前記ＳＭＣは、短強化繊維を用いているので、布状強化繊維基材を用いた複合
材料に比べて機械的強度は低い。よって、前記の如く成形体をより複雑な形状に成形する
に従って、構造的に剛性が足りない箇所も現れる場合がある。また、成形体の適用箇所に
よっては、成形体の一部に局所的な荷重を受ける場合もある。このような場合には、成形
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体の損傷を防止すべく、成形体の剛性不足が発生する箇所、及び、負荷荷重が作用する箇
所を部分的に補強する必要がある。
【０００５】
　このような問題に鑑みて、例えば、短強化繊維及び樹脂からなるシート状の短繊維樹脂
材の少なくとも一部の表面に、布状強化繊維基材と該布状強化繊維基材に含浸された樹脂
とからなる布状繊維樹脂材の一方の面を、接合させて一体化した繊維強化複合材料が提案
されている。
【０００６】
　このような繊維強化複合材料は、短強化繊維と未硬化樹脂とを含む短繊維強化複合材料
（ＳＭＣ）を準備し、該複合材料の補強すべき箇所に布状強化繊維基材と未硬化樹脂とを
含む布状繊維強化複合材料（プリプレグ）を配置した状態で、これら複合材料を金型内に
より加圧成形すると共に、前記未硬化樹脂を加熱して硬化させることにより製造すること
ができる。このようにして得られた繊維強化複合材料は、短繊維樹脂材に比べ強度の高い
布状繊維樹脂材を補強すべき箇所に適宜配置することができるので、全体として剛性の高
い繊維強化複合材料を得ることができる。
【０００７】
【特許文献１】国際公開第００／５６５３９号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、前記繊維強化複合材料は、布状繊維樹脂材を設けることにより、全体的に剛性
を高めることができるが、布状繊維樹脂材は短繊維樹脂材に比べて強度が非常に高いため
、短繊維樹脂材と布状繊維樹脂材との境界部、特に、布状繊維樹脂材の幅方向の端部近傍
は、応力集中し易い。
【０００９】
　このように強度不足しかつ応力集中し易い境界部は、その他の箇所に比べて高い負荷荷
重が作用する布状繊維樹脂材の近傍であるため、比較的に高い荷重が作用する場合が多い
。この結果、繊維強化複合材料の表面の布状繊維樹脂材と短繊維樹脂材との境界が破壊の
起点となって、境界部に沿って亀裂が進展し、最終的には、布状繊維樹脂材と短繊維樹脂
材との厚さ方向の界面から相間せん断が発生する場合がある。
【００１０】
　本発明は、上記する問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、布状
繊維樹脂材と短繊維樹脂材との境界部に発生する応力を緩和させ、該部分の強度低下を抑
えることができる繊維強化複合材料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決すべく、本発明に係る繊維強化複合材料は、短強化繊維及び樹脂からな
る短繊維樹脂材の表面の少なくとも一部に、布状強化繊維基材と該布状強化繊維基材に含
浸された樹脂とからなる布状繊維樹脂材の一方の面を、接合させた繊維強化複合材料であ
って、前記布状繊維樹脂材の周縁端の少なくとも一部と、該周縁端の一部に連続した前記
布状繊維樹脂材の他方の面の一部とが、前記短繊維樹脂材の一部によって覆われるように
、前記短繊維樹脂材に接合されていることを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明によれば、布状繊維樹脂材に接合された短繊維樹脂材の部分の補強を行うことが
できるばかりでなく、布状繊維樹脂材の周縁端の少なくとも一部と、該周縁端の一部に連
続した布状繊維樹脂材の他方の面の一部とを、短繊維樹脂材の一部で覆うことにより、繊
維強化複合材料に曲げ応力等が作用したとしても、短繊維樹脂材の表面と、布状繊維樹脂
材の他方の面との界面からの剥離を抑制することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る繊維強化複合材料は、前記布状繊維樹脂材が、複数の前記布状繊維
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基材を前記繊維強化複合材料料の厚さ方向に積層した積層構造であり、前記布状繊維樹脂
材の前記周縁端の一部を構成する前記布状強化繊維基材の端部が階段状となるように積層
されていることがより好ましい。
【００１４】
　本発明によれば、繊維強化複合材料は、階段状に布状強化繊維基材の端部が配置される
ことにより、布状繊維樹脂材の布状強化繊維基材の繊維量が、布状繊維樹脂材の周縁端に
進むに従って、布状強化繊維基材の繊維密度が減少するようになるので、この周縁端の近
傍において曲げ応力等が作用した場合であっても、短繊維樹脂材と布状繊維樹脂材との強
度差が起因となった応力集中を低減することができる。
【００１５】
　また、本発明に係る繊維強化複合材料は、前記繊維強化複合材料の厚さ方向において、
前記布状繊維樹脂材が接合されていない前記短繊維樹脂材の部分の厚さに対して、前記布
状繊維樹脂材の前記一方の面が接合された前記短繊維樹脂材の部分の厚さが減少しないよ
うに、前記短繊維樹脂材と前記布状繊維樹脂材とが接合されている。
【００１６】
　本発明によれば、前記構成、すなわち、前記繊維強化複合材料の厚さ方向において、前
記布状繊維樹脂材が接合されていない前記短繊維樹脂材の部分の厚さに対して、前記布状
繊維樹脂材の前記一方の面が接合された前記短繊維樹脂材の部分の厚さが同等またはそれ
以上の厚さとなるように、前記短繊維樹脂材と前記布状繊維樹脂材とが接合されているの
で、短繊維樹脂材には欠肉が存在せず、このような構造の繊維強化複合材料を成形した場
合には、成形時において、短繊維樹脂材内に樹脂溜まりができにくく、繊維強化複合材料
の部分的な強度不足の発生をさらに、抑制することができる。
【００１７】
　より好ましくは、本発明に係る繊維強化複合材料は、短繊維樹脂材の樹脂と、前記布状
繊維樹脂材の樹脂とが、同種の熱硬化性樹脂からなる。このように同種の熱硬化性樹脂を
用いることにより、短繊維樹脂材と布状繊維樹脂材との接合性は向上する。また、熱硬化
性樹脂とは、例えばエポキシ系樹脂、フェノール系樹脂、メラミン系樹脂、尿素系樹脂、
シリコーン系樹脂、マレイミド系樹脂、ビニルエステル系樹脂、不飽和ポリエステル系樹
脂、シアネート系樹脂、又はポリイミド系樹脂等の樹脂を挙げられることができ、強化繊
維と合わせて所定の強度を保つことができるのであれば特にその種類は限定されるもので
はない。なお、本発明にいう「同種の熱硬化性樹脂」とは、上記に例示した樹脂の系が同
じ熱硬化性樹脂のことをいう。
【００１８】
　本発明にいう「強化繊維」とは、複合材料の機械的強度を強化するための樹脂強化用の
繊維をいい、例えば、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維、アルミナ繊維、ボロン繊維
、スチール繊維、ＰＢＯ繊維、又は高強度ポリエチレン繊維などの繊維が挙げられ、短繊
維樹脂材と布状繊維樹脂材に含まれる繊維は異なる種類の繊維であってもよい。
【００１９】
　また、本発明に係る繊維強化複合材料の布状強化繊維基材は、織布、不織布いずれであ
ってもよく、織布である場合には、その織り方としては、平織、綾織、朱子織などの織組
織からなる基材であってもよく、強化繊維を一方向に引き揃えた複数層を隣接する層の繊
維軸が３０°～９０°程度ずれるように交差積層させた、いわゆる多軸の繊維構造の基材
であってもよい。
【００２０】
　さらに本発明において、前記繊維強化複合材料を製造するに好適な製造方法をも以下に
開示する。本発明に係る繊維強化複合材料の製造方法は、前記短強化繊維及び樹脂からな
る短繊維樹脂材と、布状強化繊維基材と該布状強化繊維基材に含浸された樹脂とからなる
布状繊維樹脂材と、を金型内の所定の位置に配置する工程と、前記短繊維樹脂材と前記布
状繊維樹脂材とを加熱して、前記短繊維樹脂材の表面の少なくとも一部に、前記布状繊維
樹脂材の一方の面が接合するように繊維強化複合材料を成形する工程とを、少なくとも含
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む繊維強化複合材料の製造方法であって、前記成形工程において、前記布状繊維樹脂材の
周縁端の少なくとも一部と、該周縁端の一部に連続した前記布状繊維樹脂材の他方の面の
一部とに、前記短繊維樹脂材の一部が覆うように、前記短繊維樹脂材を流動させて、該短
繊維樹脂材を前記布状繊維樹脂材の前記一部に接合させることを特徴とするものである。
【００２１】
　また、本発明に係る繊維強化複合材料の製造方法は、前記短繊維樹脂材及び布状繊維樹
脂材を金型内に配置する工程において、複数の前記布状繊維樹脂材を、該布状繊維樹脂材
の前記周縁端が階段状となるように積層配置することがより好ましい。
【００２２】
　さらに、本発明に係る繊維強化複合材料の製造方法は、前記成形工程において、前記布
状繊維樹脂材が接合されていない前記短繊維樹脂材の部分の厚さに対して、前記布状繊維
樹脂材の前記一方の面が接合された短繊維樹脂材の部分の厚さが減少しないように、短繊
維樹脂材を流動させて、短繊維樹脂材に布状繊維樹脂材を接合させることがより好ましい
。
また、本発明に係る繊維強化複合材料の製造方法は、前記短繊維樹脂材の樹脂と、前記布
状繊維樹脂材の樹脂とに、同種の熱硬化性樹脂を用いることがより好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、布状繊維樹脂材と短繊維樹脂材との境界部に発生する応力を緩和させ
、該部分の強度低下を抑え、繊維強化複合材料に曲げ応力等が負荷された場合であっても
、短繊維樹脂材から布状繊維樹脂材が剥離することを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に、図面を参照して、本発明に係る繊維強化複合材料の一実施形態に基づいて説明
する。
【００２５】
　図１は、本実施形態に係る繊維強化複合材料の要部拡大図を示している。図１に示すよ
うに、本実施形態の繊維強化複合材料１０は短繊維樹脂材２０と布状繊維樹脂材３０とを
少なくとも備えており、短繊維樹脂材２０の表面２０ａの一部に、布状繊維樹脂材３０の
一方の面３０ａを接合させた構造となっている。短繊維樹脂材２０は、繊維強化複合材料
１０を強化するためのガラス繊維からなる短強化繊維２１と、該短強化繊維２１に含浸さ
れるビニルエステル系樹脂からなる樹脂２２と、を少なくとも含んでいる。また、短強化
繊維２１の繊維径は、５～１０μｍ程度の太さ同等の繊維径を有するガラス繊維を、５～
３０ｍｍ程度に切断したものであり、切断した短強化繊維２１は、樹脂２２に均一に分散
されている。なお、前記繊維径及び繊維長さの範囲のガラス繊維が好ましいが、樹脂に対
しての繊維強化材として機能するのであれば、前記範囲に限定されるものでない。
【００２６】
　布状繊維樹脂材３０は、平織されたガラス繊維材料からなる布状強化繊維基材３１と、
該布状強化繊維基材３１を含浸したビニルエステル系樹脂（図示せず）とからなる。布状
強化繊維基材３１は、布状強化繊維基材３１の織り目部分が繊維強化複合材料１０の一部
の表面層を構成するように配置されている。
【００２７】
　さらに、布状繊維樹脂材３０の周縁端３０ｂの少なくとも一部と、該周縁端３０ｂの一
部に連続した布状繊維樹脂材３０の他方の面３０ｃの一部３０ｄとが、短繊維樹脂材２０
の一部によって覆われるように、短繊維樹脂材２０に接合されている。
【００２８】
　このような構造にすることにより、布状繊維樹脂材３０に接合された短繊維樹脂材２０
の部分２０Ｂが補強される。また、布状繊維樹脂材３０の周縁端３０ｂの少なくとも一部
と、該周縁端３０ｂの一部に連続した布状繊維樹脂材３０の他方の面３０ｃの一部３０ｄ
とを、短繊維樹脂材２０の一部で覆うことにより、繊維強化複合材料１０に曲げ応力等が
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作用したとしても、短繊維樹脂材２０の表面２０ａと、布状繊維樹脂材３０の他方の面３
０ａとの界面からの剥離を抑制することができる。
【００２９】
　また、布状繊維樹脂材３０は、布状強化繊維基材３１が繊維強化複合材料１０の厚さ方
向Ｔに沿って積層された積層構造となっている。さらに、布状繊維樹脂材３０の周縁端３
０ｂの一部を構成する布状強化繊維基材３１の端部が階段状となるように積層されている
。すなわち、厚さ方向に積層された各布状強化繊維基材３１は、各周縁端３０ｂが厚さ方
向Ｔに進むに従って、幅方向Ｂの少なくとも一方向にずれるように積層されているので、
布状繊維樹脂材３０の幅方向Ｂの周縁端３０ｂの一部が幅方向Ｂに突出した構造となって
いる。
【００３０】
　この結果、繊維強化複合材料１０は、布状繊維樹脂材３０の布状強化繊維基材３１の繊
維量が、布状繊維樹脂材３０の幅方向Ｂの周縁端３０ｂに進むに従って、布状強化繊維基
材３１の繊維密度が減少するので、この周縁端３０ｂの近傍において曲げ応力等が作用し
た場合であっても、短繊維樹脂材２０と布状繊維樹脂材３０との強度差が起因となった応
力集中を低減することができる。
【００３１】
　さらに、繊維強化複合材料１０は、繊維強化複合材料１０の厚さ方向Ｔにおいて、布状
繊維樹脂材３０が接合されていない短繊維樹脂材２０の部分２０Ａの厚さＴ１に対して、
布状繊維樹脂材３０の一方の面３０ａが接合された短繊維樹脂材２０の部分の厚さＴ２が
減少しないように、短繊維樹脂材２０と布状繊維樹脂材３０とが一体的に接合されている
。すなわち、本実施形態の繊維強化複合材料１０は、図中の厚さＴ１とＴ２が略等しく、
短繊維樹脂材２０の幅方向Ｂに沿った厚みが、略一定となっている。
【００３２】
　このような構造にすることにより、短繊維樹脂材２０には欠肉が存在せず、このような
構造の繊維強化複合材料１０を成形した場合には、成形時において、短繊維樹脂材２０内
（特に部分２０Ａと部分２０Ｂとの境界部分）に樹脂溜まりができにくく、繊維強化複合
材料１０の部分的な強度不足の発生を抑制することができる。
【００３３】
　なお、剛性の必要な箇所に布状繊維樹脂材３０を配置可能なように、短繊維樹脂材２０
と布状繊維樹脂材３０との一体成形が可能であれば、布状繊維樹脂材３０の繊維及び樹脂
の種類、及び布状強化繊維の織り方等は、特に限定されるものではない。
【００３４】
　たとえば、布状強化繊維基材３１は、平織されたガラス繊維からなるが、該織り方とし
ては綾織、朱子織などの織組織であってもよく、ガラス繊維を一方向に引き揃えた複数層
を隣接する層の繊維軸が３０°～６０°程度ずれるように、いわゆる交差積層させてもよ
い。このような積層構造にすることにより、複合材料が機械的に等方性をえることができ
る。
【００３５】
　さらに、短繊維樹脂材２０及び布状繊維樹脂材３０を構成する繊維は、ガラス繊維の他
にも、使用環境などに応じて、炭素繊維、ボロン繊維、スチール繊維、ＰＢＯ繊維、高強
度ポリエチレン繊維、又はアラミド繊維などから選択されてもよく、これらを単独、また
は複数を組み合わせて用いてもよい。
【００３６】
　また、短繊維樹脂材２０及び布状繊維樹脂材３０に含浸する樹脂は、同種の熱硬化性樹
脂であるビニルエステル系樹脂を用いたので、短繊維樹脂材２０と布状繊維樹脂材３０と
の馴染み性が良く、短繊維樹脂材２０の表面２０ａと、布状繊維樹脂材３０の他方の面３
０ａとの界面からの剥離をさらに抑制することができる。
【００３７】
　なお、短繊維樹脂材２０と布状繊維樹脂材３０とに使用される樹脂として、同種の熱硬
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化性樹脂を用いるのであれば、ビニルエステル系樹脂の他にも、例えば、エポキシ系樹脂
、フェノール系樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂、ビスマレイミド系樹脂、ＢＴ系樹脂、
シアネートエステル系樹脂、または、ベンゾオキサジン系樹脂等を主成分とした熱硬化性
樹脂であってもよい。
【００３８】
　以下に、図２を用いて、繊維強化複合材料１０の製造方法について説明する。図２は、
図１の繊維強化複合材料の製造方法を説明するための図である。（ａ）は、繊維強化複合
材料を成形する金型の模式図であり、（ｂ）は（ａ）に示す金型を用いた本実施形態に係
る配置工程を説明するための図であり、（ｃ）は、（ｂ）に示す配置工程後に行う成形工
程を説明するための図である。
【００３９】
　まず、短繊維樹脂材として、ガラス繊維からなる短強化繊維を、該繊維を未硬化のビニ
ルエステル系樹脂に含浸させたシートモールディングコンパウンド（ＳＭＣ）を製作する
。なお、シートモールディングコンパウンド（ＳＭＣ）は、前記繊維が、２０～５０体積
％、樹脂が５０～８０体積％程度含まれていることが好ましい。
【００４０】
　一方、繊維強化複合材料（ＳＭＣ成形品）を部分的に補強すべき部材として、ガラス繊
維からなる布状強化繊維基材と、布状強化繊維基材に含浸させた樹脂とからなるシート状
の布状繊維樹脂材を製作する。このシート状の布状繊維樹脂材は、一般的には、プリプレ
グと呼ばれるものであり、本実施形態では、後述するように、このシート状の布状繊維材
を、繊維強化複合材料の厚さ方向に沿って積層させて使用する。
【００４１】
　そして、図２（ａ）に示す金型７０を用いて、繊維強化複合材料１０を成形する。図２
（ａ）に示すように、金型７０は、上型５０と下型６０とからなり、下型６０のキャビテ
ィを形成するための壁面には、シート状の布状繊維樹脂材を配置する繊維樹脂配置部６１
が形成されている。繊維樹脂配置部６１の布状繊維樹脂材の配置面６１ａは、布状繊維樹
脂材が配置されない下型の他の壁面６２ａよりも、布状繊維樹脂材を積層した厚みｔだけ
低い位置に形成されている。さらに、配置面６１ａと壁面６２ａとの間には、成形時に、
積層した布状繊維樹脂材の端部に周り込むように短繊維樹脂材を流動させるための凹部６
３が形成されている。
【００４２】
　この金型７０を用いて、図２（ｂ）に示す配置工程を実施する。まず、複数のシート状
の布状繊維樹脂材（シート状のプリプレグ）３２を、該布状繊維樹脂材３２の周縁端３２
ｂが階段状になるように、一方向にずらして繊維樹脂配置部６１に積層配置する。布状繊
維樹脂材３２を積層させた積層体３０（図１でいう布状繊維樹脂材３０）の一方の面３０
ａに、複数のシート状の短繊維樹脂材２０を重ねて配置する。
【００４３】
　この配置した短繊維樹脂材２０と布状繊維樹脂材３２との積層体３０を、金型７０を介
して加熱し、上型５０と下型６０の型締めにより、繊維強化複合材料１０に成形する（成
形工程）。この際に、図２（ｂ）に示すように、加熱された複数のシート状の短繊維樹脂
材２０は流動し、幅方向Ｂに流動する。さらに、下型６０に凹部６３を設けたことにより
、積層体３０の周縁端３０ｂすなわち各布状繊維樹脂材３２の周縁端３２ｂの少なくとも
一部と、周縁端３０ｂの一部に連続した積層体３０の他方の面３０ｃの一部３０ｄとに、
短繊維樹脂材２０の一部が覆われるように、短繊維樹脂材２０を流動させ、短繊維樹脂材
２０を布状繊維樹脂材３２の一部３０ｂ,３０ｄに接合させることができる（図２（ｃ）
参照）。
【００４４】
　さらに、繊維樹脂配置部６１の布状繊維樹脂材の配置面６１ａを、下型６０の他の壁面
６２ａよりも、布状繊維樹脂材を積層した厚みｔだけ低い位置に形成したことにより、積
層体３０の一方の面３０ａと、下型６０の短繊維樹脂材２０が通過する壁面６２ａとの高
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樹脂材２０の流路は絞り等がないので、短繊維樹脂材２０は、その流れを妨げられること
はない。すなわち、積層体３０が接合されていない短繊維樹脂材２０の部分２０Ａの厚さ
Ｔ１に対して、積層体３０の一方の面３０ａが接合された短繊維樹脂材２０の部分２０Ｂ
の厚さＴ２が減少しないように、短繊維樹脂材２０を流動させて、短繊維樹脂材２０を布
状繊維樹脂材３０の一部に接合させることができる。このようにして、成形された短繊維
樹脂材２０に欠肉、樹脂溜まり（短強化繊維が部分的に無い箇所）が殆どなく、繊維強化
複合材料１０の強度を確保することができる。
【００４５】
　さらに、図２（ｃ）の状態を保持し、熱硬化性樹脂の熱硬化開始温度以上まで、樹脂を
加熱して硬化させ、さらに、金型から成形品を脱型することにより、繊維強化複合材料を
得ることができる。
【００４６】
　以上、本発明の実施の形態を図面を用いて詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計変更があって
も、それらは本発明に含まれるものである。
【００４７】
 　例えば、本実施形態では、短繊維樹脂材及び布状繊維樹脂材いずれにもガラス繊維を
用いたが、布状繊維樹脂材には、繊維強化複合材のより高い補強を行う場合には、炭素繊
維を用いてもよい。また、本実施形態では、布状繊維樹脂材の一部の周縁端を覆うように
、短繊維樹脂材の一部を接合させたが、場合によっては、布状繊維樹脂材の全周縁端を覆
うように、短繊維樹脂材の一部を接合させてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明に係る繊維強化複合材料は、量産が必要とされ、かつ、部分的に剛性が低い複雑
な形状の部材に特に好適である。具体的には、オートバイフレーム、カウル等の二輪車用
途や、ドア、ボンネット、テールゲート、サイドフェンダー、側面パネル、フェンダー、
トランクリッド、ハードップ、エンジンシリンダーカバー、エンジンフード、シャシー、
エアースポイラー、プロペラシャフト等の自動車用部品などの用途が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本実施形態に係る繊維強化複合材料の要部拡大図。
【図２】本実施形態に係る繊維強化複合材料の製造方法を説明するための図であり、（ａ
）は、繊維強化複合材料を成形する金型の模式図であり、（ｂ）は（ａ）に示す金型を用
いた本実施形態に係る配置工程を説明するための図であり、（ｃ）は、（ｂ）に示す配置
工程後に行う成形工程を説明するための図。
【符号の説明】
【００５０】
１０：繊維強化複合材料、２０：短繊維樹脂材、２１：短強化繊維、２２：樹脂、３０：
積層体、３０：布状繊維樹脂材（積層体）、３０ｂ：周縁端、３１：布状強化繊維基材、
３２：シート状の布状繊維樹脂材、５０：上型、６０：下型、６１：繊維樹脂配置部、６
１ａ：配置面、６２ａ：壁面、６３：凹部、７０：金型
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