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概要
紫外線（UV）硬化は、ゲルコートとラミネート層の硬化に商業的に使用されている光化学重合プロセスです。本稿では、
複合材料部品のフィラメントワインダーがその製造プロセスに UV 硬化を適用する方法について説明します。UV 硬化
とその利点について簡単に紹介した後、UV 硬化装置、樹脂、考慮すべき要因、一般的なプロセス装置について説明
します。
前書き
UV 硬化は、オープンモールディング、フィラメントワインド成形、プルトルージョン成形、最近の 3D プリンティングの
用途で、ゲルコートの硬化や、樹脂、グラスファイバー、一部の炭素繊維の積層に商業的に用いられています。通常、
複合材製造業者が UV 硬化プロセスを用いると、生産性が劇的に向上し、明確な競争上の優位性を得られます。この
ため、一般にはあまり共有されておらず、市場では UV 硬化が使用されていないという認識がしばしばあります。会社名
や特定のプロセスの詳細を明かすことはできませんが、本稿では、利点、UV 硬化装置と樹脂、考慮すべき要因、自動化
ラインの構成方法に関する情報を共有します。
UV 硬化が適用されるガラス繊維の製造方法は、さまざまです。但し、本稿の焦点は自動フィラメントワインド成形
プロセスとなります。
背景
UV 硬化は光化学重合プロセスです。UV 硬化を使用して、さまざまな産業プロセスで、CD / DVD から携帯電話ケース、
医療機器、化粧品ボトルに至るまで、製品のインク、接着剤、コーティングを硬化しています。ガラス繊維複合材に
適用される場合、わずかな光開始剤を含む熱硬化性樹脂は、UV エネルギーを照射されると数秒で硬化します。UV
硬化は、長年にわたってガラス繊維複合材料を硬化することで知られ、証明されています。長波長吸収型光開始剤
（360~405nm）である BAPO（ビスアシルホスフィンオキサイド）光開始剤の採用により、厚み 12.7mm までのラミネート
の硬化が可能になりました。もう 1 つの要因は、スチレンの排出量削減を要するますます厳格化する環境規制です。
製造業者は排出量を削減する方法を模索しており、UV 硬化はその選択肢となっています。
UV 硬化は見通し線プロセスであるため、成形品の陰影部分は硬化しません。但し、これは 3 次元部品を UV 硬化で
きないという意味ではありません。3 次元部品は、正確に配置された UV ランプの前で回転または移動できるため、
一見不可能と思われる部品も硬化できます。部品形状が原因で硬化できない場合は、過酸化物などの触媒と光開始剤
の両方を含有するデュアルキュア型樹脂を使用すると、過酸化物のみの場合よりも速く硬化でき、スチレンの排出量
が減少します。

UV 硬化の利点
UV 硬化の主な利点は生産性の向上です。マンドレルの利用率と部品の生産率の向上は、複合材製造業者にとって重要
な利点です。マンドレルは高価で、部品と一体になる場合を除いて、硬化した部品をマンドレルから引き抜くまで、
別の部品を巻き取ることができません。マンドレルが成形品と一体になっていても、樹脂のセットアップが速いほど、
成形品をワインディング機から外すのがより早くなり、次の成形品がより早く開始できます。
もう 1 つの利点は、必要な設置面積が縮小できることです。部品の製造が高速化できるため、部品が硬化するのを
待つマンドレルが少なくなります。これは、特に急成長しているビジネスや新しい工場では、重要な要素になる可能
性があります。
通常、成形品の硬化中もスチレンを排出し続けるため、UV 硬化技術は、スチレンの排出量を減らすこともできます。
UV 硬化により、表面が非常に速く硬化しスチレンが大気中に排出することがなくなります。

スチレンが硬化中に蒸発

コクーニング層がスチレンを中に閉じ込める

コクーニング層
樹脂とガラス
ゲルコート
成形表面

一般的な硬化
高出力 UV ランプを使用して部品の表面全体をスキャンする最初のテストでは、「UV コクーニング」と呼ばれ、40％
ものスチレンの排出量を削減できる可能性があることを示しています。成形品の形状、光開始剤の使用量、UV ランプ
の灯数と成形品への照射向き、樹脂のタイプはすべて、見込まれる排出量削減に影響を与えます。もちろん、これに
より、作業場や周囲のコミュニティのスチレン臭も軽減されます。したがって、従業員の定着率が向上し、コミュニティ
からの苦情が減るかもしれません。
B ステージ（プリプレグやプレミックスのように、熱硬化性樹脂が半硬化した状態）の UV 硬化により、巻き取り中に
B ステージの樹脂が流れ落ちたり、ロービングから滴り落ちたりすることがないため、無駄を減らし、巻き取り速度を
上げることができます。実際、ロービングがマンドレルに固定されているため、より高いアプローチ角度が可能になり
ます。
紫外線硬化装置
従来の UV 硬化システムは、
ランプヘッド、
またはバルブとリフレクターを含む光源で構成されています。ランプヘッドは、
電気ケーブルを介してランプヘッドに接続されている電源または安定器によって制御されます。正常に動作させるには、
ランプヘッドを冷却する必要があるため、ブロワーや冷却水などの冷却機構で、バルブ温度を維持します。最近では、
UV LED 硬化システムも利用でき、既存のフィラメントワインディング機に簡単に組み込めるような、長寿命と小型形状
という追加の利点もあります。
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高圧水銀有電極ランプ、無電極 UV ランプ、または UV LED、特定のバルブタイプ、部品への向きなどの UV 硬化装置は、
材料、プロセス全体の設計、およびメンテナンスの検討事項によって異なります。ほとんどのラミネート樹脂とゲルコー
トは、長波長の鉄またはガリウム添加（350 〜 430 nm、「D バルブ」または「V バルブ」と呼ばれることもある）タ
イプのバルブで最も効果的にかつ効率よく硬化します。排出量を削減するアプリケーションに見られますが、短波長
光開始剤のみが使用される場合、短波長水銀ランプ（250 〜 300 nm、しばしば「H バルブ」と呼ばれる）タイプが
最適です。以下はバルブのスペクトルの例です。

水銀アークランプ（有電極タイプとも呼ばれます）は、石英管の両端に電極があります。

マグネトロン

マグネトロン用冷却ファン

導波管

冷却穴

アンテナ

スロット

リフレクター
ランプバルブ

RF スクリーン

エンドリフレクター

マイクロ波駆動ランプ（無電極タイプとも呼ばれます）は、完全に密閉された石英管です。 2 つの電極間でアークを
発生させバルブ内部のガスを励起する代わりに、マイクロ波エネルギーが石英を透過してガスを励起します。
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2000 年代半ばから商用化された UV LED 硬化システムは、発光ダイオード技術を使用して、365、385、395、または
405 nm の波長で基本的に単一の UV エネルギーを発光します。個々の LED は、UV LED 硬化システムの照射面の内部
のチップに実装されています。効率的な動作と長寿命のためには、LED を冷却する必要がありますが、冷却に必要
な設備は従来技術と比較して大幅に少なく、多くの場合、冷却ファンは小型形状で軽量のランプヘッドに内蔵されて
います。
UV 硬化技術の選択は、いくつかの要因に依存します。有電極ランプシステムは、一般的に最もコストがかかりませんが、
以下のグラフに示すように、短時間で照度が下がり、短寿命で、安定した出力が得られません。これは特に、ほとんど
の複合材用途で使用される長波長のバルブに当てはまります。無電極 UV ランプバルブは、有電極ランプバルブの通常
6 〜 10 倍の寿命が保証されており、UV LED システムは 20,000 時間以上動作します。
有電極ランプは通常、再点灯するまでの時間が長いため、自動化されたラインが断続的または予期せず停止した場合
など、プロセスがランプを短時間停止する必要がある場合にシャッターが使用されます。無電極 UV ランプは数秒で
再起動し、また、UV LED ランプは瞬時にオン / オフされるため、シャッターは不要です。シャッターは、特に汚染される
環境では、追加のメンテナンスが必要に
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但し、光源距離が長くなるとエネルギー出力が大幅に低下するため、3 次元複合部品の硬化には適さない場合があり
ます。
すべての UV ランプシステムは冷却を必要としますが、一部の有電極ランプは、基材側から空気を引き込み、バルブ
を通過してハウジングの上部に排気します。この方式は、ガラス繊維と樹脂がバルブとリフレクター上に冷却風が引き
込まれて付着し、その効率を低下させる可能性があるため、バルブ寿命とシステム全体のパフォーマンスを大幅に低下
させるかもしれません。フィラメントワインド成形のアプリケーションには、ランプハウジングに冷却風を給気し、ランプ
前面から基板側に押し出す「プッシュ」タイプのシステムのみを指定する必要があります。
UV 硬化型樹脂
さまざまな樹脂とゲルコートは UV 硬化が可能です。場合によっては、製造業者は自社の添加剤を混合することがあり
ます。市販の製品も入手可能で、特に着色ゲルコートに推奨されるものもあります。ラミネート樹脂とゲルコートの説明
は以下の通りです。
ラミネート
連続ラミネート、プルトルージョン成形、多くのフィラメントワインド成形品の大部分は、不飽和ポリエステル、ビニル
エステル、またはウレタン樹脂で作られています。これらの樹脂は簡単に入手でき安価です。配合済みの UV 硬化樹脂
を提供しているサプラヤーもいます。
多くの複合材製造業者は、ラミネート樹脂にフィラーを使用しています。それは単にコストを削減する目的もあります
が、一部の製品は難燃性、隠蔽性、その他特性を発現するためにフィラーを必要とします。一般的なフィラーには、
炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、アルミニウム三水和物が含まれます。アルミニウム三水和物は UV 硬化を阻害し
ませんが、カルシウム充填剤は UV の透過を阻害するため、完全な硬化を得るためには大幅に減量するか除去する
必要があります。ほとんどのラミネート層には顔料が含まれていませんが、含まれていると、UV 硬化を阻害する可能性
があります。多くの場合、染料を添加することによって、顔料を除去または置換できます。
別のオプションは、特に陰影部分がある 3 次元の部品や、フィラーを多く含む部品の場合、ハイブリッド硬化を使用
することです。光開始剤は、通常は短波長タイプのみですが、促進樹脂や触媒樹脂に添加できます。UV が照射され
ると、硬化プロセスがすぐに始まり、続いて従来の過酸化物硬化が硬化を完了します。
フィラメントワインド成形品の多くは、エポキシ樹脂でできています。一部の用途では、UV 硬化性エポキシ樹脂が市販
されています。
5

ゲルコート
顔料とフィラーの両方が UV エネルギーを吸収して遮蔽するため、従来、UV によるゲルコートの硬化は困難でした。
UV エネルギーがゲルコートの厚さ全体（通常 250 〜 760 ミクロン）を透過することが大きな課題となります。光開始剤
を添加して、UV 硬化をおこなうだけで、ひどくしわの寄ったゲルコートになります。 初期のラボテストでは、フィルター
を使用して短波長のエネルギーを遮蔽し、長波長の「V」バルブと長波長の光開始剤を組み合わせることで、着色された
ゲルコートの硬化中に表面のしわを防ぐことが示されています。 UV LED は短波長の UV エネルギーを発光しないため、
この仮説を証明するためにテストを実行する必要がありますが、このアプリケーションには理想的です。透明な UV 硬化
ゲルコートは市販されています。
UV ランプ構成
UV 硬化は、酸素および LP ガス容器、野球のバット、配管などのさまざまな部品をフィラメントワインド成形するため
に商業的に使用されています。フィラメントワインド成形プロセスは、部品がマンドレル上で回転し、UV 光が容易に
表面領域に到達できるため、UV 硬化に非常に適しています。また、UV 硬化はほんの数秒で行われるため、高速生産
のフィラメントワインドプロセスに簡単に適合します。 UV 硬化をフィラメントワインド成形グプロセスに適用するには、
B ステージ硬化、完全硬化、ゲルコート硬化など、いくつかの方法があります。

ファイバーのロービング

樹脂槽

搬送

シリンダー

多くの場合、UV ランプは既存のフィラメントワインド機
に後付けできます。 B ステージ硬化の場合、従来の UV
または UV LED ランプは、ガラスやアラミド、カーボン
のロービングの上および / または下に、樹脂槽の直後
に配置されます（上記の図、位置 A）。
左の写真は、市販の B ステージ硬化装置の写真です。
この装置は、ロービングの上部にある 1 台の無電極 UV
ランプを使用して、炭素繊維に B ステージ化した樹脂を
塗布します。 B ステージの硬化は完全な硬化ではあり
ませんが、樹脂を部分的に硬化させて粘着力のある状態
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にします。 加えて総硬化時間を短縮するために、次の利点もあります：
■

ロービングは粘着性があるため、高いアプローチ角度で巻き上げる能力

■

巻取り中に樹脂がマンドレルから飛散しないため、巻取り速度が向上

■

部品が巻かれるときに、マンドレル付近の樹脂がロービングから外に押し出されなくなるため、全体での部品の厚み
の一貫性が向上

■

樹脂のゲル化が早く、巻き取り・硬化時の液ダレが少ないので無駄が少ない

不飽和ポリエステル、ビニルエステル、エポキシ樹脂はすべて UV を使用して B ステージ化できます。
完全硬化には、ランプをラインに取り付けて、部品が巻かれるとき、または部品が完全に巻かれた後（上記の図、位置 B）
に、ランプがマンドレルの長さを移動できるようにします。 通常、部品は回転するため、1 台または 2 台のランプで
硬化できます。但し、ランプ灯数を増やすと硬化速度が上がります。
平滑で魅力的な外観を必要とするフィラメントワ
インドボンベ、ゴルフシャフトなどの製造業者は、
ゲルコートを UV 硬化できます。 UV 硬化型トップ
コートまたはゲルコートは、一貫した高い生産プロ
セスで、部品に耐傷付性と耐久性を付与する理想
的な方法です。フィラメントワインド成形品のゲル
コートは、通常、手作業またはスプレーで塗布され、
その後、部品が紫外線照射されます。この場合も、
ランプがマンドレルの長さを移動するときに部品
が回転するため、必要なランプは 1 台または 2 台
だけです。

左の写真は、消防士やスキューバダイバーなどが
使用する自給式呼吸器（SCBA タンク）シリンダー
に透明なゲルコートを硬化させるために設計され
たゲルコート UV 硬化装置です。ゲルコート塗布
後、シリンダーは装置の中に配置され、1 台の
無電極 UV ランプが、部品が回転する間、部品
の長さに合わせて移動します。
新しいフィラメントワインド成形のラインが計画
されている場合は、UV ランプをワインド機全体
に組み込むことができます。作業者の安全を確保
するために遮光を考慮する必要があります。
さらに、適切な操作と安全性を確保するために、
制御も組み込む必要があります。
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UV 硬化は、コンバーティングのバッチプロセスを自動化プロセスに変更する場合や、自動化ラインに改造する場合に
理想的です。UV 硬化は、さまざまな部品を製造するためフィラメントワインド成形プロセスですでに使用されています。
生産性の向上に加えて、UV 硬化には小さな設置面積しか必要なく、マンドレルの使用率が向上し、スチレン排出量
が減少し、巻き取り速度が向上し、無駄が減ります。自社の工程において UV 硬化の可能性に関心がある製造業者は、
UV 装置メーカーや樹脂サプライヤーと協力しプロセスを開発できます。一般的なプロセス開発には、要求特性を確認
するための UV 硬化実験のサンプル評価が含まれ、その後、プロセスの詳細と導入の可能性を理解するため、工場
での UV 硬化テストを行います。
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