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１．はじめに 

 近年，3D プリンティング（積層造形）技術が著しく向上している．ただし，一般的な 3D プリンタの材料は

樹脂であり，その強度や耐久性を考慮すると，量産品には適さない場合も多い．他方，金属粉末を融解・

焼結させるタイプの積層造形技術が航空宇宙や医療分野での量産品の製造を前提として研究開発が進

んでいるが，極めて高額であり，市場が限られる．そのため，従来の技術では，中四国の基幹事業である

自動車や機械分野での 3D プリンタの量産品適用は難しいのが現状であった．それに対し，近年，樹脂と

同様の低コストながらも，金属に匹敵する材料強度を実現した手法として，炭素繊維を用いた積層造形が

注目を集めている． 

 炭素繊維複合材料 3D プリンタの基礎研究は盛んに行われているものの，製品化されているものは米

Markforged社の製品に限られる．そのため，炭素繊維複合材料3Dプリンタを事業で用いるには，同社製

品を用いるのが唯一の選択肢となる．この装置は基本的には造形自由度の高い 3D プリンタではあるが，

炭素繊維を交えた造形という複雑な問題を扱うため，その配置はクラウド化されたソフトウェア内で決定さ

れ，部材寸法が不足すると炭素繊維が配置できない等の制約を有する． 

トポロジー最適化は，対象の穴の数（トポロジー）も含めた抜本的な最適化が可能であり，3D プリンタで

の活用が盛んに進められている．しかし，数値計算によって生み出される最適な構造では，製造性を考

慮することは難しく，時には3Dプリンタですら作ることが難しい複雑構造を創出する可能性もある．それに

対し，最低限の寸法を確保した上で最適化を行う等，トポロジー最適化に製造面の制約を導入する研究

が行われている．そこで本研究では，炭素繊維複合材料 3D プリンタで造形することを前提とし，トポロジ

ー最適化における寸法制約の活用法について検討する． 

 

２.概要 

 本研究では以下の項目を実施した．まず，米 Markforged 社の炭素繊維 3D プリンタである Mark X によ

り製造される炭素繊維材料の機械的特性を実験により検証した．そして，同装置の炭素繊維配置クラウド

ソフトウェアにおける，部品形状と炭素繊維配置との関係性について検証した．最後に，自動車部品を模

擬したサンプルを用いて，寸法制約を導入したトポロジー最適化の有効性について検証した． 

 

３.研究成果および今後の課題 

３．１ 炭素繊維複合材料の剛性・強度計測 

 炭素繊維複合材料における母材であるマイクロカーボン強化ナイロンフィラメント（商品名オニキス）のみ

で作られた試験片とそれに炭素繊維を配向した試験片を対象に，万能引張試験機を用いた強度計測を

行った．オニキスの試験片は JIS K7161 に準じ，炭素繊維複合材料については JIS K7164 に準じた．な

お，炭素繊維複合材料の試験片は引張方向に沿って繊維を配向した場合，引張方向に垂直に繊維を

配向した場合，層ごとに交互に配向角を変え，当方的な強度とした場合の三種類を用意した． 

表 1 炭素繊維複合材料の強度計測結果 

オニキス 等方的配向 引張方向配向 引張方向垂直配向

ヤング率（GPa） 1.48 28.3 62.4 13.3

引張強度（MPa） 30.6 259 353 81.1

比強度（kN・m/kg） 28.6 228 312 70.2



 表 1 に強度計測の結果を示す．引張方向と繊維方向が一致している場合に最大強度が発揮されてい

るのはもちろんのこと，配向角を交互に変えた場合についても，比強度ではアルミ合金を超える性能であ

ることがわかった． 

 

３．２ 炭素繊維配置クラウドソフトウェアにおける，部品形状と炭素繊維配置との関係性 

 米 Markforged 社の炭素繊維 3D プリンタでは，同社の Eiger と呼ばれる web ベースのクラウドソフトウェ

アにより，炭素繊維配向情報を含むスライスデータを作成する．なお，炭素繊維配置のアルゴリズムは，

等方性を目指し層毎に炭素繊維の配向を変えるものと（以下等方アルゴリズム）と，全ての層において外

形に沿った炭素繊維配置にするもの（以下外形アルゴリズム）の二種類があり，それぞれに対して分析を

行う． 

まず，寸法 10cm，厚さ 2mmの正方形平板の中央に空孔を設けた部品について検証を行った．図 1に

外形アルゴリズムで炭素繊維を配置した例を示す．空孔と外周形状によって繊維配置が決まるため，そ

れらに相違があると炭素繊維の配置に不都合が生じる場合があることがわかった．それらが一致する場

合は問題なく炭素繊維が配置された．なお，等方アルゴリズムでも同様の傾向が得られた． 

 次に，部材寸法が炭素繊維の配置に与える影響について検証を行った．幅 10cm 厚さ 2mm の板状部

材の高さを変化させ，炭素繊維を配置した．結果を図 2 に示す．部材寸法が小さくなるにつれ，中央に炭

素繊維が配置されていない箇所が生じていることがわかり，炭素繊維配置に影響する最も単純な因子と

して部材寸法を考慮する必要があることがわかった． 

 

 

３．３ 寸法制約を導入したトポロジー最適化 

図 1 空孔を有する平板に対する炭素繊維の配置例（外形アルゴリズム）．赤い線が

炭素繊維を示す． 

図 2 部材寸法が炭素繊維の配置に与える影響の検証．赤い線が炭素繊維を示す． 
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 以上の検討より，炭素繊維材料と母材との間には著しい強度差があり，また，部材寸法は炭素繊維の配

置量に影響するため，部材設計時にトポロジー最適化を実施する際にも寸法制約を導入することが効果

的であるとの予想ができる．ここでは，図 3 に示す自動車部品を模した部材を対象に最適化を実施する．

なお，最適化計算にはアルテアエンジニアリング社の Optistruct を用いた．目的関数はコンプライアンス

の最小化とし，体積制約は設計領域の総体積の 30%とした． 

 図 4 に寸法制約なしで最適化を実施した最適解と，20mm の寸法制約を導入して最適化を実施した最

適解との比較を示す．寸法制約により，細い補強部材が消失していることがわかる．また，さらに寸法制約

の値を変化させ得た最適解に，炭素繊維を配置し，その含有量を検証した結果を表 2 に示す．寸法制約

の値を増加させることで，炭素繊維の含有割合を増加させられることがわかった．ただし，有効な寸法制

約には上限値があり，70mm 以上の制約値では最適解に変化が見られなかった．以上の検討より，トポロ

ジー最適化で炭素繊維 3D プリンタの部材を設計する際に，炭素繊維を有効配置するには寸法制約の

導入が効果的であることがわかった． 

  

４．おわりに 

 本研究では，炭素繊維複合材料 3D プリンタで造形することを前提とし，トポロジー最適化における寸法

制約の活用法について検討した．まず，炭素繊維複合材料の機械的特性を求め，母材と炭素繊維材料

との間に著しい強度差があることがわかった．そして，クラウド化されたソフトウェアにおける造形品の形状

や寸法と炭素繊維配置との関係性の分析を行い，部材寸法が炭素繊維の配置に大きな影響を与えるこ

とがわかった． そして，トポロジー最適化に寸法制約を導入することで，最適構造を求めつつも，炭素繊

維の体積含有率を向上させられることがわかった． 

 

図 3 トポロジー最適化の検討用モデル． 
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図 4 トポロジー最適化結果．左図：寸法制約なし．右図：寸法制約 20mm． 



５．本研究の今後の計画 

 現時点では，商用の炭素繊維複合材料 3D プリンタでは炭素繊維の配向角を指定することはできない

が，将来的には可能になると考えている．その場合は構造と同時に炭素繊維の配向角を最適化すること

で，部材の性能を最大限向上させることができる．それに備え，そのような構造最適化法の開発を計画し

ている． 
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表 2 トポロジー最適化結果における寸法制約値と炭素繊維体積含有率との関係． 

(a) 等方アルゴリズム

なし 20mm 30mm 70mm

母材体積

(cm
3
)

183 180 161 152

炭素繊維体積

(cm
3
)

231 233 245 279

炭素繊維
体積含有率

55.8% 56.4% 60.3% 64.7%

(b) 外形アルゴリズム

なし 20mm 30mm 70mm

母材体積

(cm
3
)

194 187 166 150

炭素繊維体積

(cm
3
)

217 221 235 267

炭素繊維
体積含有率

52.8% 54.2% 58.6% 64.0%
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寸法制約
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