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 新しいCFRPの開発に成功
　このような欠点を克服するために、NEDO（新エネルギー・産業
技術総合開発機構）は、2008〜2012年度の５カ年プロジェクトと
して「サステナブルハイパーコンポジット技術の開発」を進めてき
た。このプロジェクトでは、加熱すると軟化し、冷却すると固化す
る熱可塑性樹脂を用いたCFRPの実用化を目的としている。熱可塑
性樹脂であれば、成形時間が数分以下で済む上に、再加熱によって
部品の接合やリサイクルも可能なので、CFRPを使った部品の生産
性向上や価格低減を実現できる。プロジェクトは2013年９月、熱
可塑性樹脂を用いた炭素繊維強化プラスチック（以下CFRTPと略
す：Carbon Fiber Reinforced Thermo Plastics）の開発成果を発表
した。▲

 ４つの新しい技術開発成果
（１）新しい中間材料の開発
　第一は等方性CFRTP中間基材と一方
向性CFRTP中間基材という、２種類の
中間基材の開発。等方性CFRTP中間基
材は、ポリプロピレン樹脂（以下PPと
略す）中に、短めの炭素繊維を均一・等
方に分散させた中間基材である。これを
成形することで、パネルなどの複雑な形
状の部品を製造できる。課題の中間基材中の分散性や、繊維と樹脂
間の接着性を向上し、単位重量当たりの剛性・強度を高めることに
成功した。一方向性CFRTP中間基材については、繊維長の長い炭
素繊維にPPを含浸させたプリプレグテープを開発した。独自の表
面処理技術及び樹脂改質技術により、樹脂の含浸性を向上している。
この中間基材を成形すれば、フレームなどのより高い強度を求めら
れる構造部品を製造できる。

（２）新しい加工技術の開発
　等方性CFRTP中間基材向けの高速成形技術は、金型占有時間が
短く成形後の材料バラツキも小さい。自動車の荷重を伝達しない部
位に用いられる二次構造部材を製造するのに適している。これに対
して、一方向性CFRTP中間基材は、継ぎ目のない中空断面構造体
を成形できる。閉断面構造が求められる自動車の荷重を伝達する部
位に用いる一次構造部材に適している。

（３）新しい接合技術の開発である。
　熱可塑性樹脂製の部品は、鉄の
溶接と同様に熱を加えて融着し、
別々に製造した部品を接合して新
たな部品にすることも可能。今回
は、熱板融着・振動融着・超音波
融着などの接合面を重ね合わせて
加熱加圧する方法で可能なことを
実証した。接合部を一体化することによって繊維含有率が増加し、
繊維同士のからみによる高靭性化が達成され、接合部の強度を高め
られる。

（４）新しいリサイクル技術の開発
　今回の技術開発で基材製造から部品成形・二次加工を経て完成車
の組み立て、さらには使用から廃棄まで、廃材や不良品の循環を考
慮したクローズドリサイクルを達成できる可能性があることが分
かった。
 ※Wikipediaなどの資料から著者改編
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　炭素繊維強化プラスチック（以下CFRPと略す）は、母材に主
にエポキシ樹脂を用い、強化材に炭素繊維を用いた繊維強化プラス
チック。英語では、carbon-fiber-reinforced plasticとなり、略して
CFRPと書く。高い強度と軽さを併せ持つ材料のため、様々な用途
に使用されている。最初はゴルフクラブのシャフトや釣り竿などの
スポーツ用途から実用化が始まり、1990年代から航空機、自動車
などの産業用に用途が拡大している。また、建築、橋梁の耐震補強
など、建設分野でも広く使わ
れるようになった。現在で
は、既に、航空機や自動車、
宇宙産業、医療機器、産業
機器など、様々な分野に応
用されている。自動車、電
機製品などの産業用途、ス
ポーツ用途などで広く採用
されるようになった。▲

 自動車部材として期待が高いが
　CFRPでは炭素繊維を入れて補強することで、軽量かつ高強度な
材料になる。金属の剛性や強度といった長所を保ちながら軽量化で
き、金属に代わる先端材料として期待されている。CFRPの密度は、
自動車の構造部材として広く利用されている鉄の４分の１〜５分の
１、アルミニウムの３分の２〜２分の１と軽量でありながら、十

分な剛性を有している。BMWが
2013年７月に発表した電気自動
車では、コックピットモジュール
をCFRPで製造するなどして、大
容量リチウムイオン電池の搭載に
よる重量増加を相殺している。し
かし、CFRPが高価なこともあっ
て、一部の高級車を除いて量産車
の構造部材に採用されている例は、
まだまれだ。▲

 コスト高が欠点
　炭素繊維と母材（主にエポキシ樹脂）とをあらかじめなじませて
部材（プリプレグなどと呼ぶ）を造り、その部材をオートクレーブ
という加圧可能な窯で加熱し硬化させ成型する。生産工程はほぼ完
全な手作業となり、オートクレーブのような設備が必要で時間もか
かるため、コスト高となり量産には向かない。CFRPの製造コスト
が高くつく理由となっているのが、炭素繊維などの構成材料そのも
のが高価なことと、炭素繊維に含浸させる樹脂材料としてエポキシ
樹脂などの熱硬化性樹脂しか利用できないこと。加熱することで固
化し、再加熱しても軟化しない熱硬化性樹脂を用いることで、成形
にかかる時間が数分〜数時間と長くなり、生産性が非常に低いこと。
さらに、廃棄材料や不良品を再成形してリサイクルすることもでき
ないこと。これらが原因となって製造コストが高くなり、一般的な
材料として利用できる範囲が狭くなっている。

●CFRPの構造

●自動車への利用

●表面光沢

炭素繊維強化プラスチック
注目の新技術シリーズ 第４弾

●CFRPの特徴
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　みなさんは未来について、どれだけ考えていますか？リーマンショッ
ク、大震災、新技術の開発、TPPなど私たちの身の回りの環境は大き
く変わっていきます。これらの変化の中で私たちは、日々活動していま
す。未来を考えないとこれらの変化に振り回されてしまいます。なんと
か未来を先取りすることはできないのでしょうか。ここでは、そのため
の有効な手法としてシナリオプランニングを紹介します。

１．シナリオプランニングとは
　シナリオプランニングと
は、「強いものではなく、変
化にもっとも適応したものが
生き残る」というダーウィン
の言葉を実践するような手法
です。「変化」するものとは、
企業・機関や個人が活動する
場、すなわち事業環境です。
そして、「適応」するとは、その事業環境の変化に応じて、打つ手を変
えることを意味します。このように未来の事業環境（これを「シナリ
オ」と呼びます）を考え、そのシナリオに基づいて行動計画を事前に検
討すること（すなわち「プランニング」）がシナリオプランニングです。

２．なぜ未来を考えることが重要なのか
　私たちは、自分が何をするかは自由に決められます。しかし、その結
果がどうなるかは周りの環境次第です。環境が変わると、強みが逆に弱
みになったりします。例えば、在庫を持たずに都度商品を仕入れる事業
をしているとします。商品が納入され続ければいいですが、納入が滞る
とたちまち事業が立ち行かなくなります。東日本大震災では、このよう
なケースが多くみられたといいます。事業環境がどうなるか、というこ
とは私たちの自由にならず、しかも私たちの活動の生死を握っているの
です。

３．シナリオプランニング超入門
　ここでは、一般的なシナリオプランニングの手順をごく簡単にご紹介
しましょう。

（１）アジェンダの設定
　何についての未来を考えるかということを、「いつ」の「どこ」の

「何」という３項目で構成します。例：「2025年の京都における観光産
業を取り巻く状況」
（２）項目出し
　３C（自社、顧客、競争）やSEPTEmber（社会、経済、政策、技術、
地球環境）などのフレームワークを使い、アジェンダに関連する「重要
な項目」をできるだけ多く（100超程度）抽出します。
（３）グループ化
　KJ法などで項目をグループ化し、10〜20程度に絞り込みます。

診断士のデスクから

（４）重要項目の選定
　グループ化した項目の中から、特に重要度が高く、また不確実性が高
いものを２つ選びます。ここで、不確実性の判断は、アジェンダに基づ
いて行います。例えば、日本の10年先を考えているのであれば、人口
減少という項目は、確実性が高いと判断します。一方、ある新技術の導
入というのは、生活者や規制・制度にも依存するので不確実性が高いと
判断する、という具合です。
（５）シナリオの策定
　選定した２項目を軸とするこ
とで、４つの異なる未来（すな
わちシナリオ）の骨子が固まり
ます。一例として、「社会の価
値観」と「新技術の導入」を選
んだ場合の「４つの未来」を図
に示しています。各未来（図の
①〜④）は、全く異なる未来を
表しています。各未来に実感が
沸くような情報を追加して、シ
ナリオは完成となります。
（６）示唆の分析と行動の計画　〜シナリオの活用〜
　４つの世界（図の①〜④）に身を置いて、これからの活動にどのよう
な影響がでるのかという示唆を分析し、それに対する対応策（行動の計
画）を考えます。これは、経営大学院などで行われるケース分析と似た
作業となります。シナリオ構築
と示唆の分析、そして行動の計
画という作業を繰り返すことは、
周りの環境変化に対する情報感
度を高めるとともに、組織の戦
略的思考を鍛え、人材育成や後
継者の育成にも役立ちます。

　以上が、シナリオプランニングの簡単なイメージです。一連の作業
は、10〜20人で、１日〜２日のワークショップとして行う方法が一般
的です。

４．まとめ
　今日、企業や個人をとりまく環境は大きく変化しています。変化に対
応するには「スピード」が必要です。しかし、やみくもにその場限りの
判断をしたのでは、本来の目的は達成できません。なんらかの羅針盤が
必要です。シナリオプランニングは、そのような羅針盤を提供します。
　かなり駆け足でのご紹介でしたので、消化不良の部分もあるかと思い
ます。ご関心をお持ちの方は、近年書籍も出版されていますので、一度
ご覧ください（書籍サイトで「シナリオプランニング」で検索すれば何
冊か出てきます）。ご連絡いただければ、関連情報のご紹介などをさせ
ていただきます。

　　 未来を先取りする思考法
　　 〜シナリオプランニング超入門〜

大阪ガス株式会社 エネルギー・文化研究所 主席研究員　　　　　　
中小企業診断士　奥田　浩二

●事業環境と行動計画

エネルギー・文化研究所では、「豊かな暮らし」「地域の活力」「持続可能
な社会」の実現を目指し、研究・実践・提言に取り組んでいます。

大阪ガス株式会社　エネルギー・文化研究所

http://www.og-cel.jp/area/k_okuda/index.html
okuda@osakagas.co.jp

主席研究員  奥田　浩二（中小企業診断士）

●シナリオプランニングの手順

●４つの未来

●シナリオプランニングの効用
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　前回は法人税法上の役員報酬のうち、①定期同額給与について
書きました。
　今回は、②事前確定届出給与と③利益連動給与について書かせ
ていただきます。
　まずは②事前確定届出給与についてです。事前確定届出給与と
は、①定期同額給与や③利益連動給与以外の、その役員の職務に
つき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する
給与です。
　原則として、株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決
議により、納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関す
る定めの内容に関する届出をしているものです。届出の期限は、
その定めをした場合におけるその決議をした日（その決議をした
日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日）
から１か月を経過する日か、その会計期間開始の日から４か月を
経過する日かのいずれか早い日までです。

　なお、臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務
について事前確定届出給与に関する定めをした場合は、前述の期
限のうちいずれか早い日か、臨時改定事由が生じた日から１か月
を経過する日のいずれか遅い日が届出期限になります。
　事前に税務署長に届け出るために、届け出た日に届け出た額を
支給しなければ、損金の額として認められません。例えば、届け
出た日より１日遅れたとか、届け出た金額よりも少し少なかった
ということであっても、その全額が認められないということにな
りますので、特に注意が必要です。
　③の利益連動給与は、同族会社以外の法人が業務を執行する役
員に対して支給する利益連動給与で、一定の要件を満たすものに
なります。利益連動給与は、主に大企業で活用されるものになり
ますから、本稿では割愛させていただきます。

第12回 役員報酬に関して
知っておくべきこと
〜その２〜

税務のコーナー

法　人　名　　税理士法人りたっくす
代 表 者 名　　久乗  哲
住　　　所　　京都市中京区橋弁慶町234ゆたかビル8F
電 話 番 号　　075-255-9990
ＦＡＸ番号　　075-255-9991
Ｕ　Ｒ　Ｌ　　http://rita-x.tkcnf.com/pc/
ア ド レ ス　　satoshi-kunori@rita-x.com

シリーズ

施設紹介
京都
の 京都鉄道博物館

1 貴重な53両の展示車両！
　日本の近代化を牽引した53両の「蒸気機
関車から新幹線まで」を収蔵。０系新幹線
の第１号車や、時速300kmでの営業運転を
実現した500系新幹線、国鉄最大のC62形
蒸気機関車など歴史的価値ある貴重な車両
を数多く展示。

4 走行車両も蒸気機関車も京都の景観も！
スカイテラス

　本館３Fの南側スカイテラスは、花や緑が
いっぱいの誰もが憩える空間。鉄道ビュー
ポイントとしても抜群の眺めを誇り、目の
前すぐにJR京都線や東海道新幹線など多く
の走行車両が。

5 あの車両を間近で見ることができる！
車両工場

　実際の営業線とつながっている引込線を
活用して、現役で運行している車両なども
臨時で展示。

第9回

4

5

※施設の概要
所 在 地：京都市下京区観喜寺町
　　　　　　（梅小路公園西南）
開館時間：10：00〜17：30
　　　　　　（入館17：00まで）
料　　金：一　般　　　　 　1,200円
　　　　　大学生・高校生 　1,000円
　　　　　中学生・小学生 　  500円
　　　　　幼児（３歳以上）　  200円
　　　　　　（団体20名以上で20％OFF）
休 館 日：毎週水曜日（祝日は開館）・年末年始

平成28年４月29日、「京都鉄道博物館」が開業します。

2 大迫力！鉄道ジオラマ
　実物車両の約１/80スケールの鉄道模型を
係員が運転する巨大なジオラマは幅約30m・
奥行約10mの大きさ。車両基地など鉄道に
欠かすことのできない施設を再現。

3 蒸気機関車ファン必見！
連絡デッキとSL第２検修庫

　京都の景観を楽しむことができる本館
２Ｆ連絡デッキでは、眼下に扇形車庫と蒸
気機関車群を望む。梅小路運転区内に新設
されたSL第２検修庫では、蒸気機関車の検
査修繕作業の見学ができる。

3

1

2
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送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

2016年が始まった。今年は経済が激動する予感がしてならない。中国経済がどうなるのか。さらに海外へのM&Aが加速するだろう。
国内経済はなかなか消費回復の兆しがみられない。そんな中でも抜きんでたベンチャー企業が一気に加速して成長する。万遍なくみん
なが仲良く成長する時代は終わった。勝ち組に残るには非常に厳しい環境だ。相当覚悟して腹を据えて取り組まないといけない。環境
は待ったなしで変わっていく。（な）

編集
後記

今月の
推薦図書

2020年の
「勝ち組」自動車メーカー

　国内自動車産業は、いろいろな苦難や困難
を乗り越えて、各社とも非常に好調な業績を
見せている。この背景には各社の構造改善の
努力に加えて、新興国市場での販売数の増加、
アベノミクス効果である円高是正の影響など
が大きい。このまま果たして、東京五輪が開
催される2020年まで行くのであろうか？
　過去の業績数字を分析するのは簡単だが、
未来を予測することは難しい。情報通信技術
と融合した自動車の電子化の動きはとどまる
ことを知らない。自動車は、もはや電子機器
の塊のような物体になりつつある。自動運転
技術、燃料電池車の開発など、自動車産業の
将来は明るいながらも、不確定な要素も多い。
本書は2020年という時刻を決めて、アナリ
スト的な目線で「勝ち組」となる自動車メー
カーを推測したものだ。自動車産業に関係な
い方にも、お薦めの１冊だ。自動車業界を知
ることは世界を知ることにつながる。

書　名：�2020年の�
「勝ち組」自動車メーカー

発　行：日本経済新聞出版社
著　者：中西　孝樹
発行日：2015年07月24日
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おかげさまで2002年に始まったNMO勉強会（当時はIT経営塾勉強会）
は、京都地区、大阪神戸地区での通算開催回数が300回を数えるまでに
なりました。
今回300回を記念して、特別講演会、交流会を開催いたします。多数の
皆様のご来場をお待ちしております。
 特別講演会 
⃝日　時：2016年01月30日（土）
　　　　　14:30開場／15:00開会／17:00終了
⃝会　場：キャンパスプラザ京都
　　　　　（京都駅烏丸中央口西ビッグカメラ京都店前）第１会議室
　　　　　http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access
⃝参加費：無料
⃝定　員：60名
 交流会 
⃝日　時：同日17：00〜18：30
⃝会　場：アパホテル京都駅前
　　　　　Ｂ１Ｆレストラン　ラ・ベランダ
⃝参加費：3000円
・基調講演
　　株式会社ファーマフーズ 代表取締役社長　 金 武祚氏
　　　　http://www.pharmafoods.co.jp/
　　「バイオビジネス　着想の原点」～タマゴの神秘に導かれて～
・NMO勉強会主宰者より
　　株式会社成岡マネジメントオフィス 代表取締役　 成岡 秀夫
　　　　http://www.nmo.ne.jp/
　　NMO勉強会の今までとこれから

特別講演会NMO勉強会
300回記念

2 月度・3 月度勉強会のご案内  ［いずれも参加費1,000円］

NMO勉強会 京都例会　http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

第171回
日　時： 03月10日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です

会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下

車すぐ　「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講　師： 片山　貴史氏�
� � � �（メンタルビジネスパートナー 代表） 
    http://ameblo.jp/taka-katayama/

テーマ：人財と業績が成長し続ける強いチーム作りの秘訣 
    〜仮想体験ゲームで社員が自発的に行動する仕組みを体験！〜

第170回
日　時： 02月11日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
当日は祭日ですが会場の都合もあり祭日に開催します
会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下

車すぐ　「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講　師： 松田　雅子氏�
� � � �（ 京都城南診療所　健康増進部保健師）

テーマ：始まった「ストレスチェック制度」 
    〜具体的に何をやるの？どう活用するの？〜

第132回
日　時： 03月15日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です

会　場： 大阪産業創造館６F-D会議室（地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）

講　師： 片山　貴史氏 
    （メンタルビジネスパートナー 代表） 
    http://ameblo.jp/taka-katayama/

テーマ： 人財と業績が成長し続ける強いチーム作りの秘訣
    〜仮想体験ゲームで社員が自発的に行動する仕組みを体験！〜

第131回
日　時： 02月16日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です

会　場： 大阪産業創造館６F-D会議室（地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）

講　師： 松田　雅子氏�
� � � �（ 京都城南診療所　健康増進部保健師）

テーマ：始まった「ストレスチェック制度」 
    〜具体的に何をやるの？どう活用するの？〜

NMO勉強会 大阪例会　http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html


