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「ＧＣＣパートナーズ」について（ご案内） 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃は岐阜大学複合材料研究センター（ＧＣＣ）をお引き立ていただきまして誠にありがとう

ございます。 
 さて、このたびＧＣＣでは「ＧＣＣパートナーズ」を立ち上げます。この会は、複合材料にご

興味をお持ちの企業や公的研究機関の方に広くご参加いただき、知識と技術の共有を推進し、と

もに発展するための入口となるものです。是非、ご入会頂きたく、ご案内申し上げます。 
 ご入会と同時に、それぞれのテーマを持つ「ＧＣＣ研究分科会」へご登録頂き、最新の研究開

発にご参加下さい。 
 お申し込みは、別添の「ＧＣＣパートナーズ申込書」に必要事項をご記入頂き、ＧＣＣ事務室

までメールにてお寄せください。手続き完了後に、入会承諾書をお送り致します。 
なお、今回の申込締め切りは、８月１３日とさせていただきます。その後のお申込みに関しま

しては、研究分科会の受け入れ態勢によりますので、ご相談ください。 
 この機会にぜひお申込み賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。 
 
 ご質問等のお問い合わせはＧＣＣ事務室（g_cc@gifu-u.ac.jp）までお願い致します。 
 

（添付資料） 
    １．ＧＣＣパートナーズの概要 

２．ＧＣＣ研究分科会の活動 
３．ＧＣＣパートナーズＱ＆Ａ 

    ４．ＧＣＣパートナーズ入会申込書（別添）  
 

敬具 
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パートナーズ向け事業 内容

１．研究分科会 研究分科会によりphase（別紙参照）が異なりますが，今回の募集
は，各研究分科会のphase０の募集とお考えください．他のphase
については，入会後分科会世話人にご相談ください．

２．研究分科会成果報告会 パートナーズ限定で他の研究分科会の報告も聴講可（予定）

３．パートナーズ企業間情報交換 企業間交流会を開催（予定）

４．最新研究開発動向の紹介 最新の展示会や他プロジェクトの情報など

５．大学開発の材料，サンプルの提供 守秘義務締結の上で提供（予定）

６．最新材料サンプルの入手，頒布 少量，単独では入手しにくい材料を共同購入
最新の材料を，自社の機械でトライ

７．最新機器の見学，立ち会い試験・トライ 最新の機器で，自社の材料，製品形状で立ち会いトライ

８．関連行事の案内
（展示会，学会講演会など）

パートナーズ限定

パートナーズ向け事業

ＧＣＣパートナーズの概要



Merit Duty
研究開発 ・パートナーズのみが，研

究分科会に参加できる．
・積極的な参加

（企業側からも，研究分科会幹事を担
当）
・場合によっては，研究実費が必要
・守秘

情報収集・
企業間交流

・関連分野の最新研究開発
情報が得られる．

・最新材料や最新機器のト
ライが可能

・実費が発生
・先方の都合により不可の場合あり
・結果，情報を分科会で共有

・他企業との交流が可能 ・自らも積極的な情報発信

・成果発表会（含む他の研
究分科会）に参加できる．

・守秘

・関連する展示会，講演会
情報が得られる

パートナーズ参加のメリットと義務



活動内容 設置
期間

経費 メンバー 入退会 秘密保持

Phase0 A.関連分野の最新技術情報調
査，共有
（研究動向、開発動向）

B.企業間の情報交換

C.大学開発の中間材料供与
D.新規装置や新規材料のトラ
イ（味見）－見学，サンプルトラ
イ

1年
間

無料（もしくは
少額実費）

（開催頻度は分
科会による；
目安1回/1月～
2月）

セミオープン ・GCCへの
届け出

・年2回程度
の募集期間

ミーティーングの都度・
出席者毎に

Phase1
A.開発目標技術のベンチマー
ク
（ 可能性の早期見極めのため
の予備試験）
B.特許出願
C.サンプル作製

1~
2年
間

実費（~50万
円）

セミクローズド ・既メンバー
の了承要

・年1回の募
集

参加時にGCCと参加企
業間で契約締結

Phase2
A.参加企業間共同による開発
（研究分科会がプロジェクトを
マネージメントして）

B.研究分科会として、R&Dプロ
ジェクト提案、応募

C.研究分科会として、他機関、
他研究会と連携、共同研究

2~
3年
間

外部資金＋自
己資金（自己資
金 数百万円）

クローズド ・既メンバー
の了承要

・プロジェク
ト発足時

相互の共同研究契約の
中で担保

ＧＣＣ研究分科会の詳細（phaseと実施内容など）

ＧＣＣパートナーズ



GCC研究分科会　≪基材イノベーショングループ≫

分科会名

世話人名

e-mail e-mail

TEL 058-293-2512 TEL 058-293-2467

参加研究者数
　（岐阜大学）

研究費等

活動状況

秘密保持契約

参加企業の制限

世話人連絡先

月1回の研究会、年2回の研究報告会

必要

一部あり（相談）

繊維強化熱可塑性樹脂複合材料を用いて構造体
を製造する場合、接着や溶接を用いた接合構造が
必要不可欠となる。複合材料中の繊維/樹脂界面
における界面特性の改善に取り組んでいく。

主な研究テーマ

「Tailored Design」の概念を複合材料に適用し、組
物を代表とするテキスタイル加工技術により、要
求性能に応じた新しい複合材料を実現するものづ
くりを提案していく。 （ニュースレター１号より）

協力可能な技術

備考

月1回の研究会、年2回の研究報告会

必要

一部あり（相談）

接着・接合・界面研究分科会

大谷　章夫
複合材料研究センター　特任准教授

１０名

研究内容に応じて研究費が発生します。

uozumi@gifu-u.ac.jp a_ohtani@gifu-u.ac.jp

Tailored Design 研究分科会

研究内容に応じて研究費が発生します。

魚住　忠司
複合材料研究センター　特任准教授

７名



GCC研究分科会　≪リストラクチャリング技術グループ≫

分科会名

世話人名

e-mail e-mail e-mail

TEL 058-293-2591 TEL 058-293-2509 TEL 058-293-2410

参加研究者数
　（岐阜大学）

研究費等

活動状況

秘密保持契約

参加企業の制限

世話人連絡先
moritomi@gifu-u.ac.jp toba@gifu-u.ac.jp kunieda@gifu-u.ac.jp

共通実験などを実施する場合には，別途
実費をお願いする場合があります．

研究内容に応じて研究費が発生します。 研究内容に応じて研究費が発生します。

３名 ７名 ４名

協力可能な技術

・現在は各種測定条件を整備中
・「安全性」については検討中
・時間を要する細胞実験は実施中
・生体実験は検討中

・炭素繊維に対する湿式、および乾式による分繊
・炭素繊維強化プラスチック（CFRP、CFRTP）の材
料特性向上についての検討
・CFRP、CFRTP中の残留応力の非破壊測定
 
 

・繊維補強コンクリートの製造
・補強されたコンクリート部材の性能評価

備考

一部あり（相談） 一部あり（相談） 一部あり（相談）

主な研究テーマ

・炭素繊維を取り扱う作業場での繊維状粉塵
は皮膚のかゆみや塵肺にともなうため，施設の
粉塵濃度のモニタリングと自主規制は課題で
あり，施設条件の適正条件を提案する。
・炭素繊維製造時やリサイクル回収時の炭素
繊維粉塵の健康への影響を検討し、科学的に
信頼できる条件での細胞影響評価を目指す。

・一方向に揃うバージン材の炭素繊維に比べ、回
収時に多様な形態であることが予想されるリサイク
ル炭素繊維に対し、分繊や引き揃えを行うための
「ハンドリング技術」に関する研究。
・繊維劣化の防止や再使用に適した「表面処理技
術」に関する研究。
 
 

・リサイクル短繊維を用いた繊維補強コンク
リート
・CFRP長繊維を用いたコンクリート構造物の補
強方法
・新しい利用法の発掘
など

月1回の研究会、年2回の研究報告会 月1回の研究会、年2回の研究報告会
3ヶ月に1回の研究会およびメール等によ
る審議

必要 必要
特になし（研究テーマによっては必要にな
る場合があります）

炭素繊維粉塵の生体影響評価分科会 リサイクル繊維ハンドリング技術研究分科会

守富　寛
大学院工学研究科　環境エネルギーシス
テム専攻 教授
(工学部　化学・生命工学科 物質化学コー
ス 教授)

鳥羽　景介
複合材料研究センター　特任助教

國枝　稔
工学部　社会基盤工学科　教授

インフラ利用研究分科会



GCC研究分科会　≪ものづくり出口戦略グループ≫

分科会名

世話人名

e-mail e-mail

TEL 058-293-2030 TEL 058-293-2494

参加研究者数
　（岐阜大学）

研究費等

活動状況

秘密保持契約

参加企業の制限

備考

H26年度に研究会の本格的立上げ
   日本塑性加工学会「平成26年度塑性加工春季講演会」で発表
H27年度には、実用化研究のために外部資金獲得を目指す
Ｈ28年度には，製品化のための部品試作を目指す
 

現在の参加企業さんはそれぞれ個別のテーマに取り組んで
います．
研究テーマについては，お気軽にお問い合わせください．
 
 

世話人連絡先
fukagawa@gifu-u.ac.jp y_tsuchi@gifu-u.ac.jp

３名 ４名

主な研究テーマ

航空機や自動車向け材料として，CFRPの持つ優れた引張り強度
と金属の持つ優れた圧縮強度とを組み合わせたハイブリッド材料
を用いた、コストパフォーマンスに優れた衝撃吸収複合部材や防
音・振動吸収技術の開発を目指して、構造材料の性能評価を行
なっている。
 

・形状精度（±5μm），耐久性（100万回）に優れた冷間鍛造
金型の提案
・金型材料，表面処理，潤滑剤各メーカによる講演，相談会
の開催
・分科会メンバーによる研究紹介，事例研究会の開催"
 

協力可能な技術

・CFRPの成形加工・２次加工（切断穴あけ）技術
（熱硬化性ＣＦＲP・熱可塑性ＣＦＲP の技術全般）
・筒状体(材料：鉄鋼[溶接構造]、アルミ合金[接着構造])の衝撃軸
圧縮特性
・慣性力を利用した「剛性が低下しない座屈しわ発生方法」
・弾塑性有限要素法によるクラッシュ計算など
・航空機部品の製造加工技術など"
 

・プロセストライボロジー（評価試験法，可視化挙動解析，金
型表面処理）
・冷間鍛造，板鍛造（工程設計，型設計）
・せん断加工工具摩耗の予測
・金型材の高温における機械的特性評価
・延性破壊条件および延性破壊に関する材料定数測定法の
開発
 

研究会：年４回開催予定
研究成果報告会：年度末に予定

年4回の研究会、うち1回は研究報告会を開催予定です

必要 必要に応じて結んでいただきます

一部あり（相談） 特にありません

航空機・自動車向け
（振動・衝撃吸収等）複合部材研究分科会

高精度成形金型技術研究分科会

深川　仁
複合材料研究センター　特任教授

土屋　能成
複合材料研究センター　　特任教授

研究内容に応じて研究費が発生するケースあり
ぎふ技術革新センター協議会助成金あり
研究内容に応じて実費をご負担ください



 
＜Q & A＞ 
Q：会費等の負担はありますか。 
A：GCC パートナーズの会員に会費等のご負担はありません。ただし、研究分科会による

試験評価等の際に実費は必要となります。 
 
Q：入会資格はありますか。 
A：複合材料にご興味のある法人・個人の方でしたら、地域や業種等の制限はありません。 
しかし、各研究分科会によって、企業数や業種を制限している場合等もありますので、ご

相談下さい。 
 
Q：研究分科会とはなんですか。 
A：研究分科会は、岐阜大学複合材料研究センター内に設置した、研究組織です。 
それぞれ、将来を見据え独自の方向性を持ち研究を進めると同時に、技術協力、評価・解

析、共同研究を行うグループとなります。 
 
Q：GCC パートナーズの入会と研究分科会への入会は同じものですか。 
A：GCC パートナーズに入会と同時に参加する研究分科会も決めて頂きます。GCC パー

トナーズに入会されますと、参加する研究分科会の変更や追加も可能です。 
 
Q：研究分科会への参加企業について教えて下さい。 
A：研究分科会によって参加企業を公表していない場合もあります。同業他社が参加され

る場合などについては、配慮していますのでご相談ください。 
 
Q：秘密の保持や特許出願などの扱いは決められていますか。 
A：研究分科会により方針が異なりますが、基本的には秘密保持契約を行った上で参加し

て頂きます。特許出願等も積極的に対応しますが、その方法については研究分科会にてご

相談下さい。 
 
Q：複数の研究分科会への登録はできますか。 
A：複数の研究分科会への登録は可能です。しかし、秘密の保持など各研究分科会の方針

に従って下さい。 
 
Q：研究分科会をすぐには決められないのですが。 
A：入会時に参加する研究分科会が決まらない場合は、入会後 3 か月を目途に決定するよ

うにお願い致します。 
 
Q：CFRP 研究会は GCC パートナーズと異なるのですか。 
A：CFRP 研究会は、今後も開かれた講演会として情報発信を続けて行きます。GCC パー

トナーズは、岐阜大学複合材料研究センターの研究分科会に参加し研究活動や技術開発を

行うための入口となる会です。 
 
この他の疑問点に関しましては、下記の相談窓口にお問い合わせ下さい。 
 
 岐阜大学複合材料研究センター（ＧＣＣ）  〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸 1- 

事務室                   TEL＆FAX 058-239-2495 
E-mail  g_cc@gifu-u.ac.jp 


