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技術内容説明書 

技術の名称 フィルム段差の吸収でロスを低減する巻取りコア「ｅ－コア」 

申 請 者 株式会社加貫ローラ製作所（大阪市生野区中川 5丁目 3－13） 

連 絡 先 電話 06-6751-1121 

１ 技術・製品について 
1.1 技術・製品の概要 

1.1.1 用途 
工業用、印刷、包装用のプラスチックフィルム、シート、金属箔等（以下：フィルム等）の巻き取り

芯（以下：巻取りコア）用途として使用する。フィルム等のウエブ製品は保管・製品熟成・移動等の目

的のため、スリッター装置、ワインダー装置等を使用した巻取り作業を必要とする。本開発製品はその

巻き取り芯に新たな機能を付与したものである。 
 

 
 
 
 ＜スリッター装置＞  出展：萩原工業㈱ HPより             ＜弊社開発製品＞  
1.1.2 機能 
巻取りコア表面層に段差吸収性の高いゴム素材を配置することでフィルム等の巻取り時に発生する

巻き始めのフィルム段差痕を大幅に軽減し、フィルムロス(欠点、不良)による廃棄物や余剰生産を削減
することができる。この機能を有する弊社巻取りコア商品には「e-コア K」「e-コア R」「e-コア RT」「e-
コア RTS」があり総称として「e-コアシリーズ」とした。 
シリーズ中、特に特徴的なものは「e-コア RT」および「e-コア RTS」であり、両面テープ等を使用

することなくフィルムを巻き付けることができる自己粘着性を備えているため、巻きほどいた後、巻取

りコア本体は繰り返し使用することができる。勿論、両面テープを貼り付ける手間やテープ起因のゴミ

の削減にも繋がる。自己粘着性を付与する位置や面積は任意に設定することができるため、顧客の生産

条件に合わせ最適な状態にすることができる。 
1.1.3 適用対象物 

この巻取りコアは「太陽電池・二次電池等の新エネルギー関連」、「液晶・タッチパネル等のディスプ

レイ関連」をはじめ、「医療」、「建材」、「食品用途」まで幅広い業種・用途向けに生産されるフィルム

等に適用範囲がある。これらのフィルム等は高付加価値製品として単位面積あたりの製造コストが高く、

各メーカーはロス低減を含めた生産性向上に努力をしている。「高機能化 ＝ 多層 ＝ 高単価」 
 
                                        
 
 
 
出展：㈱サンリッツ HP 高視野角偏光板      出展：藤森工業㈱HP 保護フィルム 
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1.2 原理 

1.2.1 従来技術 

巻取りコアとして普及しているものとしては、紙製いわゆる紙管が最も一般的であるが、発塵性、重

量に対する強度、寸法安定性等全てにおいて高い水準を求められる製品に対しては、紙管より数倍から

数十倍の高価ではあるが、ＡＢＳ、ＰＶＣ、ＰＰ、ベークライト等の樹脂製、あるいはＧ－ＦＲＰ、Ｃ

－ＦＲＰ等の繊維強化プラスチック製、鉄、アルミ、ステンレス等の金属製等のいずれも硬質のコアが

適宜利用されている。表－１に各種コア材の特徴をまとめた。 
紙管は強度が小さく繰り返しの使用に耐えないため、いわゆる「ワンウエイコア」としての取り扱い

となる。一方繊維強化プラスチック製あるいは金属製のものは、大きい強度を有するため、繰り返し使

え、工程間を行ったり来たりする、いわゆる「リサイクルコア」として取り扱われる。またコア材の強

度等は調達コストともほぼ比例関係にある。 
表－１各種コア材の特徴 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 これまでの課題点①(フィルム等の巻き初め段差によるロス) 

表面層が硬質の巻取りコアではフィルム等の巻き初め段差が吸収できず、重なりの２枚目以降に段差

痕を残すことになる。巻き取り方法、フィルム等の種類、製品の品質スペックによっても大きく変化す

るところではあるが、巻き取り開始より数百メートルに渡って巻き初めの段差痕の影響が残ってしまう

こともある。その対策としてこれまではロス相当を予め製品仕様に盛り込んだ上で必要以上の生産(余尺
対応)をすることがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

G-FRP ABS等

フィルム等の巻き初め一層目に起因する折れジワが発生し、数百メートルに渡り影響することがある 

例えば必要長さ＝10,000ｍの場合、200ｍのロスを考慮して 10,200ｍの余尺込みの生産を行うことが 

多く見受けられる。 
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1.2.2.1 課題を解決する技術 
巻き初めの段差痕をなくす、あるいは軽減するために本技術は素材上に低硬度で高弾性のゴム等を２

～１０mmの厚みで成形し、フィルム段差をゴム層全体で吸収し二層目以降のフィルム等に段差痕を残
さない仕組みである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
フィルム段差を吸収する巻き取りに適したゴム硬さは２０～６０度が好ましく、６０度を超えるとフ

ィルム巻き初めの段差吸収能力が小さくなり、また２０度未満ではフィルム等の巻きが安定せず巻き締

まり等の不具合を誘発することもある。そのためフィルムの特性や巻き取り装置の設定条件等を考慮し

最適なゴム硬さを選定することが必要である。 
ゴム素材はウレタン系、NBR系、EPT系などフィルムの種類および生産環境に合わせ適宜選択する

ことができる。特にウレタン系ゴムは柔軟性と歪み回復性に優れるためフィルム段差の吸収性と繰り返

し使用ができることなど巻取りコア材質に適している。 
 
1.2.3 新たな課題点②(フィルム等巻き初め部における粘着部の問題) 

フィルム等を巻き始める際には巻取りコア表面に両面テープやそれに替わる粘着物質を貼り付ける

ことが一般的であるが、高機能性を付加した多くのフィルム等は両面テープの厚みでさえ段差痕原因と

なると見て厚さ 10μm未満の極薄い基材レスの両面テープを用いることがある。 
しかしその薄さ故、巻取りコア表面への両面テープの貼り付けが難しく、また使用後の剥がし作業に

も手を焼いている実態がある。有機溶剤を使用した剥がし作業や場合によっては強引に砥石研磨を行う

など、作業環境の悪化、作業工数の増加が深刻化していることもある。その他両面テープに付着する異

物があると同様に段差痕の原因ともなる。 
 
 
 
 
 
 

一層目の巻き取り段差痕が周

期的に現れ、フィルムロスを発

生させる 

一層目の段差はゴムが吸収し 

２層目以降の影響を大きく軽

減させる 
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1.2.3.1 課題を解決する技術② 

開発品については、ゴム表面の一部、任意の位置に両面テープに代わる「フィルム貼り付け部」を付

加する事も可能である。この機能があれば、両面テープの厚みが原因で段差痕が発生してしまうことや、

その貼り付けミスによるやり直しや面倒な剥がし作業の手間が掛からず、粘着力の低下も起こらないの

で巻取りコア本体が劣化するまで何度でも繰り返し使用することができる。 

フィルム貼り付け部が粘着力ではなく吸着効果にて貼り付けるタイプ「e-コア RT」と自己粘着性で

貼り付けるタイプ「e-コア RTS」の２種類を開発した。 

 
1.2.3.2 吸着タイプ「ｅ-コアＲＴ」 
吸着効果で貼り付ける「e-コアＲＴ」は特殊軟質樹脂を約２０μｍ程度の膜厚で基材ゴムに極薄く成
形硬化させ(粘着部段差が発生しない様なだらかなエッジ処理を施し)、且つ表面を算術平均粗さ Ra=０.
３未満に調整することでフィルム等の密着度が向上し、両面テープ不要で巻き取りが可能となる。また

「フィルム貼り付け部」に粘着はないため、フィルム剥がし時には引っ張る角度を変えるだけで簡単に

剥がすこともできる。しかもホコリや汚れが付着することも少なくいつも安定した貼り付け性が望める。 
 
 
 
 
 
特殊軟質樹脂を極薄くコーティング           コーティングのエッジ部分はなだらかに加工 

 
1.2.3.3 自己粘着タイプ「e-コアＲＴＳ」 

自己粘着性で貼り付ける「e-コアＲＴＳ」は特殊な表面処理方法にて基材ゴムそのものを改質し、粘
着を発現することに成功したため、粘着層の剥がれや盛り上がりは皆無でフィルム貼り付けには大変有

利となる。しかし微粘着性があるため、前述のホコリや汚れが付着しないよう巻取りコアの保管管理に

は十分注意する必要がある。 
 

 

 

 

 

 
基材を改質し自己粘着性を発現                 粘着層の剥がれや盛り上がりは皆無     

 

キレイに剥がせない時には 

①キツイ有機溶剤で無理に溶かして剥がす 

②砥石を使って研磨する 

    等 作業環境の悪化や工数の増加を招く 

段差ロス改善のため「極薄(基材レス)両面テープ」を使用 

両面テープ糊残り 

①使用時、貼付けが難しい 

時間を掛け、まっすぐ、重ならない様に注意 

②使用済みの両面テープが剥がし難い 

基材レスの為、キレイに剥がせない 
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1.2.4 知的財産権等 

前記、貼付け部を付加した巻取りコアについては特許出願済み。 
出願：特願２０１３－５５４０９   
公開：特開２０１４－１８１０９５ 

 
1.3 特徴・長所 

「e-コアシリーズ」はフィルム・シート等の巻き初めの段差ロスを低硬度でクッション効果に優れる

専用ゴム層で吸収しロスなくソフトに巻き取ることができ、更にフィルムの巻き初めにコア側に貼り付

ける両面テープの働きをする「フィルム貼り付け部」が任意の位置に施工できるため両面テープの厚み

でさえ段差ロスとなる高機能性フィルムをロスなく巻取るために最適な「ゴム巻取りコア」である。 

巻取りコア材質がＧ－ＦＲＰ等の高耐熱性コアであれば、ゴム素材の施工ができるものもあったが、

本開発製品である「e-コアシリーズ」であれば従来ゴム施工が不可能であったＡＢＳ，ＰＶＣ等の低耐

熱性コアに対しても施工が可能となる。「e-コアシリーズ」の代表的な商品名と特徴を表－２に示す。 

                   表－２「e-コアシリーズ」の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 
※弊社商品：スベラックス処理、グリップレス処理 

 

1.3.1 低耐熱性樹脂コアへのゴム成形 

ゴムは様々な形状に加工ができるが、原料(生ゴム)の段階では伸縮する性質、いわゆる弾性を有しな

いため、加硫工程という化学反応を行なう必要がある。その反応条件は最低でも１５０℃は必要である。

そのためコア素材にもこの温度条件に耐えるだけの耐熱性が必要となってくる。表－１に示した通り、

樹脂コアの耐熱温度は８０℃以下であるものが殆どであり、従来のゴム成形手法では樹脂コアとの組合

せは不可であった。つまりゴム巻取りコアとして成立するものとしては、繊維強化プラスチックコアも

しくは金属コアということになる。 

しかし高機能フィルム等の市場ではコスト・強度・リサイクル性等のバランスが取れたＡＢＳ、ＰＶ

Ｃ、ＰＰ等の樹脂コアが利用されるケースが多く、これらへのゴム成形が業界から所望されていた。そ

こで弊社は巻き取りコア専用のゴム配合処方および製法を鋭意研究した結果、低耐熱性の樹脂コアを劣

化させることなく、低温の化学反応条件でも巻取りコアに適した特性を得ることに成功した。 

 

1.3.2 巻取りコア専用ゴム配合 

フィルム段差を吸収する巻取りコアとして必要な特性は、まず低硬度であること。ゴム硬度(shore A

タイプ)で２０－６０度の範囲が適し、適度に沈み込み、適度に弾む丁度良いゴム弾性がフィルム巻取り

に適することが多くの経験から分かっている。JIS反発弾性率で表せば３５－６０％程度となる。 

 

またゴム巻取りコアは繰り返し使うことが前提となるため、フィルム巻き取りを解かれた後、短時間
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で元の形状に戻る特性も必要である。それが歪み回復特性であり JIS規格「圧縮永久歪み試験」で２０％

以下、JIS、ASTM規格等に準拠する「DIGI test：クリープ／回復モード」で９５％以上であれば繰り

返し使用に耐える巻取りコアと言える。「e-コアシリーズ」はそれら性能を備えている。 

 

1.3.3 類似品との差別化 ①「ゴム弾性」 

市場には低硬度のスポンジシートをコア材の周囲に貼り付けた製品や予め加硫成形したゴム筒を樹

脂コア等にはめ込んだゴムコア製品も存在する。また硬質コア材と軟質熱可塑性樹脂を同時押出成型す

るタイプのものもあるが、フレ精度(同心円)や円筒度に問題があり、ゴム肉厚一定性が担保されずフィ

ルム段差の吸収性が均一にならないという課題がある。弊社の巻取りコア「e-コアシリーズ」はゴムロ

ーラの成形・研磨技術を応用し巻取りコアとして最適な寸法精度を達成することができる。 

 

 1.3.4 類似品との差別化 ②「フィルム貼付け性」 

「e-コア RT」および「e-コア RTS」の特徴である自己粘着性に類似する競合製品も存在する。例えば

表面のゴム層全面が粘着を帯びているもの、スティック糊タイプあるいはスプレー糊タイプでコア材に

使用直前に粘着物を塗布するものがそれである。前者の全面粘着タイプはフィルム等を貼り付けた直後

のフィルムの動きを制約してしまうため、シワや空気の混入があるなど決して使い勝手が良いとは言え

ない。後者のスティック糊、スプレー糊タイプは塗布の仕方で粘着力が変化することや塗布後の最適可

使時間が短いため、安定した貼り付け力を備えているとは言い難い。 

 

以上よりフィルム厚み、張力、巻取り総重量など生産装置、製品グレードによっても大きく仕様が異

なるフィルム等の巻き取りについては「高弾性で歪み回復性の良いゴム性能」や「コア材との接着性」、

更に「表面ゴムの研磨加工精度」など巻取りコア専用に開発したものを使用することが確実な製品ロス

の低減への近道であると考える。 

２ 環境性能に関する事項 
2.1 環境保全・改善効果 

本開発品である「e-コアシリーズ」を使用するお客様が評価したフィルム等のロス低減量を表－３にて

紹介する。 

表－３ お客様評価情報（フィルム等のロス低減量） 
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評価先であるＡ社～Ｊ社の１０社は生産品目や巻取り条件は異なるが、弊社 e-コアシリーズのご使用

で２００ｍ程度発生していた巻き初めロスのうち６５～９５％程度低減ができている。中にはロスがゼ

ロ、つまり１００％低減できた事例もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルム等のロス量が低減することにより、これまでロスを見込んだ生産量(予尺対応)の削減が可能

となり、原材料費や加工に必要なエネルギー消費が低減される。また産業廃棄物は減少し、廃棄物の運

搬に関わるエネルギー低減にも効果が見込まれる。 

 

フィルム等のメーカー各社により慣習の違いがでる所ではあるが、一般に巻き取り品のほどき作業時、

少量のフィルムを残しカッターナイフ等の刃物でフィルムを幅方向に切断することがある。これは両面

テープで貼り付けたフィルムが簡単には剥がせないことや、巻き始めにはフィルム段差によるロス発生

が日常化しているため、巻き初め付近でカットすることになるが、その際に刃物がコアを傷付けコア表

面にササクレ等の突起が発生し再使用できなくなることがある。 

「e-コアシリーズ」の場合、表層が柔軟で耐刃物性があるため傷が入りにくく、巻取りコア寿命とし

ては幾分か延長する傾向がある。また硬質コア単体を購入するより高額になった「e-コア」の初期調達

コストが影響してより慎重に扱うため延命の方向へと働くとも推測される。 

 

「e-コア RT」や「e-コア RTS」を使用した場合は巻き始めの一層目まで簡単に剥がすことができる

ため、生産し巻取られたフィルム等はほとんどすべて次工程で使用することができ、ロス量は最小限に

抑えられる。もちろんフィルムをカットする必要はないためカッター刃で手指を切ってしまうこともな

く安全性の向上にも貢献できる。 

 

2.2 副次的な環境影響 

ゴム巻取りコアの製品寿命が到来し廃棄処分が顧客で行われる際、G-FRPや ABS等の硬質コア部分
とゴム部分は化学接着されているため、専用加工設備を持たない顧客でのゴムのはぎ取りは困難となる。

そのため従来行われている ABS や PP、PVC 等の単一材料でのマテリアルリサイクルができなく、サ
ーマルリサイクルのみとなる。 

３ 経済性 
3.1従来技術との経済性比較 

これまでの評価事例を元に従来技術「硬質コア」とフィルム段差吸収性の高い新技術「e-コアシリー
ズ」を使用した際の経済性比較を行なう。 

 

表－３の読み方 

A社様では３８ミクロンの PETフィルムを生産し硬質コアに巻取りを行っているがフィルム段

差ロスが「ジャンボロール１巻きに対し２００－３００ｍ発生」していた。ロス軽減のため「e-

コアＫ３０」に巻取りコアを変更されたところ、ロス量が「ジャンボロール１巻きに対し約４分の

１以下となる５０ｍに低減」した。（１５０－２５０ｍのロスを低減） 

同程度のロス低減量であっても顧客評価点（◎○△×判定）に差があるのは生産されるフィルム

単価やメーカー各社の状況から顧客満足度が異なるためである。 
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表－４  巻取りコア「e-コアシリーズ」による損失金額改善の程度(原反１本あたり) 
 
 
 
 
 

 
 
【試算条件】 
・仕様の異なるフィルムを巻き径φ６００まで巻取る際のロス量の変化を３品種にて試算 
    (表－４中の巻長(ｍ)は巻き径とフィルム厚みより算出した値である) 
・フィルム等の面積単価根拠：表－５ 
 
 
 
 
 
 

   出典：「2005液晶関連市場の現状と将来展望(下巻)」出版：(株)富士キメラ総研 
 
試算では『原反１本当たりの損金改善』効果は 51,300円～60,000円であった。平均的な巻取り回数
を一年間に 40回とすると、年間の損金改善効果は 200万円～240万円と試算できる。 
また e コアシリーズはこれまでの実績より約 20 回の繰り返し使用が可能であるため、半年に一度新

規に調達するだけでよく、調達にかかるコストは概ね２～３回の使用で回収することが可能できる。 
 

3.2 まとめ 

フィルム等の巻き初め段差を軽減することによりこれまで製品の納入仕様に盛り込まれていたロス

を見込んだ生産(予尺対応)を削減するとともに、原材料費や加工に必要なエネルギー消費も低減するこ

とができる。またフィルム等の製品販売先についても産業廃棄物の削減、廃棄物運搬に関わる費用低減

効果も見込まれる。 

 
４ その他 

4.1 技術・製品に対する法規制及び関係法令 

規制対象の法令はない 
 

4.2 品質管理体制等 

ISO-9001認証(JCQA-0727) 
登録：2000年 7月 31日 更新：2014年 12月 24日 

ISO-14001認証(JCQA-E-0850) 
登録：2008年 12月 24日 更新：2014年 12月 24日 

 

以上 


