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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
繊維強化プラスチック材の処理対象個所の表面に酸化物半導体を付着させる工程と、
前記酸化物半導体が付着した処理対象個所のみを、酸素の存在下、３５０℃以上５００
℃以下で、かつ前記酸化物半導体のバンド間遷移により大量の正孔と電子とが生成する温
度以上に加熱し、前記正孔の酸化力を利用して、強化繊維を損なうことなく前記ポリマー
を酸化分解して除去する工程と、
ポリマーが除去された前記処理対象個所にポリマーを補充し、ポリマーを硬化させる工
程と、を備えること、を特徴とする繊維強化プラスチック製品の部分修復方法。
【請求項２】
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前記酸化物半導体を付着させる工程において、
酸化物半導体の懸濁液を処理対象個所に塗布して処理対象個所に酸化物半導体を付着さ
せることを特徴とする請求項１記載の繊維強化プラスチック製品の部分修復方法。
【請求項３】
前記処理対象個所のみを、前記酸化物半導体が熱活性化する温度以上に加熱する加熱手
段として、
フレーム（ガスバーナー）、パラボラ付き赤外線ランプ、赤外線ヒータ、あるいはレー
ザーを用いることを特徴とする請求項１または２記載の繊維強化プラスチック製品の部分
修復方法。
【請求項４】
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前記ポリマーを硬化させる工程において、
繊維強化プラスチック材を構成するポリマーと同一のポリマーを使用することを特徴と
する請求項１〜３のいずれか一項記載の繊維強化プラスチック製品の部分修復方法。
【請求項５】
繊維強化プラスチック製品材の処理対象個所の表面に酸化物半導体を付着させる手段と
、
前記酸化物半導体が付着した処理対象個所のみを、酸素の存在下、３５０℃以上５００
℃以下で、かつ前記酸化物半導体のバンド間遷移により大量の正孔と電子とが生成する温
度以上に加熱し、前記正孔の酸化力を利用して、強化繊維を損なうことなく前記ポリマー
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を酸化分解して除去する加熱手段と、
ポリマーが除去された前記処理対象個所にポリマーを補充し、ポリマーを熱硬化させる
手段とを備えることを特徴とする繊維強化プラスチック製品の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カーボンファイバあるいはグラスファイバー等の強化繊維を用いて強化され
た繊維強化プラスチック材あるいは繊維強化プラスチック材からなる製品の修復に利用す
ることができる繊維強化プラスチック製品の部分修復方法及び繊維強化プラスチック製品
の処理装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
繊維強化プラスチック（fiber reinforced plastic: FRP）は

強くて軽い

を旗印に

開発が急速に進み、昨今では航空機や、船舶、浴槽、浄化槽、電子機器の基板、スポーツ
用品などに幅広く使われている。一方、その高い強度や安定性のため、廃棄処理を行うよ
うな場合には、FRPの分解やリサイクルが進まず、埋め立て処理を行なっているのが現状
である。
【０００３】
ところで、本願の発明者の一人は、有機物、ポリマー、ガス体等の被処理物を分解する
方法として、半導体を真性電気伝導領域（以下、真性領域と略記）となる温度に加熱して
電子・正孔キャリアーを大量に発生させ、酸化力の強い正孔の作用を利用することにより
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、酸素の存在下において被処理物を完全分解する処理方法について提案した（特許文献１
）。酸化クロム、酸化チタン等の酸化物半導体を350〜500℃程度に加熱すると、正孔が大
量に生成され、この正孔の強い酸化力により、被分解対象物は小分子に裁断化され、最終
的にこれらの小分子が空気中の酸素と反応して、水と二酸化炭素に完全分解される（非特
許文献１、２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４５１７１４６号
【非特許文献】
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【０００５】
【非特許文献１】J. Mizuguchi and T. Shinbara: Disposal ofused optical disks util
izing thermally‑excited holes in titanium dioxide athigh temperatures: A complet
e decomposition of polycarbonate, J. Appl. Phys. 96,3514‑3519 (2004)
【非特許文献２】Shinbara, T. Makino, K. Matsumoto and J. Mizuguchi: Completedeco
mposition of polymers by means of thermally generated holes at hightemperatures
in titanium dioxide and its decomposition mechanism, J. Appl. Phys98, 044909 1‑5
(2005)
【非特許文献３】水口
工技術47, 37‑47 (2012)

仁：半導体の熱活性によるFRPの完全分解とリサイクル技術、加
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上述したように繊維強化プラスチック（FRP）は分解やリサイクルが困難であるという
問題の他に、FRPからなる製品が部分的に損傷した際に、その損傷部分を修復することが
困難であるという問題がある。部分的に損傷したFRP製品を修復する場合、従来は、グラ
インダー等で損傷箇所を削り取り、そこに新たに強化繊維の織布をあて、ポリマーを塗布
する方法、あるいはチップ状の強化繊維を含んだポリマーを塗布する方法をとっている。
この修復方法は、見かけ上は綺麗に修復されても、修復時に強化繊維を削り取るため、強
化繊維を切断してしまうという大きな欠点があり、FRPの強度低下は避けられない。
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【０００７】
本発明はこれらの課題を解消すべくなされたものであり、FRP製品に使用されている強
化繊維を損なうことなく損傷個所を修復する繊維強化プラスチック製品の部分修復方法及
びその処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明に係る繊維強化プラスチック製品の部分修復方法は、繊維強化プラスチック材の処
理対象個所の表面に酸化物半導体を付着させる工程と、前記酸化物半導体が付着した処
理対象個所のみを、酸素の存在下、３５０℃以上５００℃以下で、かつ前記酸化物半導体
のバンド間遷移により大量の正孔と電子とが生成する温度以上に加熱し、前記正孔の酸化
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力を利用して、強化繊維を損なうことなく前記ポリマーを酸化分解して除去する工程と、
ポリマーが除去された前記処理対象個所にポリマーを補充し、ポリマーを硬化させる工程
とを備えることを特徴とする。
本出願に係る繊維強化プラスチック製品の部分修復方法は、繊維強化プラスチックから
なる各種製品（最終製品）についてはもちろん、繊維強化プラスチック材料そのものにつ
いて適用することもできる。処理対象である繊維強化プラスチック製品は、材質、形状、
用途が限定されるものではなく、使用される強化繊維の素材についても限定されるもので
はない。
【０００９】
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前記酸化物半導体を付着させる工程においては、酸化物半導体の懸濁液を処理対象個所
に塗布して処理対象個所に酸化物半導体を付着させることにより、好適に繊維強化プラス
チック製品を処理することができる。なお、懸濁液を塗布する方法の他に、粉末状の酸化
物半導体を処理対象個所の表面に敷き詰めるようにして処理することもできる。酸化物半
導体を付着させるとは、酸化物半導体の懸濁液あるいは粉末を処理対象個所に接触させる
ようにして供給する操作を意味する。
【００１０】
前記酸化物半導体を付着させた前記処理対象個所を熱活性化する加熱手段としては、カ
ートリッジ・ヒータ、赤外線ヒータ、フレーム（ガスバーナー）あるいはレーザー等の加
熱手段を利用することができる。フレーム（ガスバーナー）や赤外線集光用のパラボラを
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備えた赤外線ランプを利用する方法は手軽に利用できる点で特に有効である。
前記ポリマーを硬化させる工程においては、繊維強化プラスチック材を構成するポリマ
ー母体と同一のポリマーを使用することにより好適に処理することができる。
【００１１】
また、本発明に係る繊維強化プラスチック材の処理装置は、繊維強化プラスチック製品材
の処理対象個所の表面に酸化物半導体を付着させる手段と、前記酸化物半導体が付着した
処理対象個所のみを、酸素の存在下、３５０℃以上５００℃以下で、かつ前記酸化物半導
体のバンド間遷移により大量の正孔と電子とが生成する温度以上に加熱し、前記正孔の酸
化力を利用して、強化繊維を損なうことなく前記ポリマーを酸化分解して除去する加熱手
段と、ポリマーが除去された前記処理対象個所にポリマーを補充し、ポリマーを熱硬化さ
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せる手段と を備えることを特徴とする。
処理対象個所に酸化物半導体を付着させる手段としては、酸化物半導体の懸濁液をスプ
レーするスプレー装置等がある。また、加熱手段としては、パラボラ付き赤外線ランプと
X‑Y移動が可能な制御装置とを組み合わせ、パラボラ付き赤外線ランプを処理対象個所に
合わせて走査させて加熱する方法などが可能である。
【発明の効果】
【００１２】
本発明に係る繊維強化プラスチック製品の部分修復方法によれば、処理対象物の強化繊
維を損傷させることなく、処理対象個所のポリマーを選択的に除去することができ、処理
対象個所にポリマーを補充して硬化させることにより、繊維強化プラスチック材の本来の
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強度、安定性を保持した状態に復元させることができる。また、加熱操作は、処理対象個
所のみを加熱すればよく、加熱温度も酸化物半導体を熱活性化できる温度であればよいか
ら、処理に過大なエネルギーを要さない。また処理操作も極めて容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】FRP板を処理する基本プロセスを示す説明図である。
【図２】酸化物半導体の熱活性作用を利用してプラスチック基板のポリマーを分解した例
を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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図１に、本発明に係る繊維強化プラスチック製品の部分修復方法（処理方法）の基本プ
ロセスを示す。図１では、FRP板１０を処理対象として示す。
図１(a)は、処理対象物であるFRP板１０の上面に損傷個所が生じた状態を示す。この損
傷個所が、本方法によって処理する処理対象個所１２である。
【００１５】
本発明に係る処理プロセスでは、まず、この処理対象個所１２に酸化物半導体１４を付
着させ、次いで、処理対象個所のみを部分的（集中的）に加熱する（図１(b)）。
処理対象個所を加熱すると、処理対象個所の加熱された部位のポリマーが徐々に分解さ
れて除去される。ポリマーが除去されることにより、FRP基板１０の強化繊維１６が露出
する（図１(c)）。
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処理対象個所のポリマーを除去した後、処理対象個所に新たにポリマー１８を補充し、
ポリマー１８を熱硬化させる。これにより、損傷前のFRP板と同様の機械特性、安定性を
備えるFRP基板が得られる。
【００１６】
本発明に係る処理方法において特徴的な工程は、処理対象個所１２に酸化物半導体１４
を付着させ、処理対象個所１２のみを部分的に加熱して、処理対象個所１２のポリマーを
選択的に除去する工程である（図１(b)）。
酸化物半導体を利用して処理対象物のポリマーを分解、除去する処理は、酸化物半導体
が熱活性されることによりポリマーが分解される作用を利用している。
【００１７】
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酸化物半導体の熱活性を利用してポリマーを分解する作用は以下のような作用による（
非特許文献３）。半導体の熱活性とは、室温では全く触媒効果を示さない半導体を350‑50
0℃に加熱すると突如として顕著な触媒効果が発現する現象である。半導体が熱励起され
る（つまり加熱される）と価電子帯の電子は伝導帯に励起され、価電子帯には電子が抜け
た穴（正孔）が大量に生成する。この正孔は電子に早く戻って来てもらい、元の安定状態
に戻りたいと言う性質がある。つまり、電子を引っ張る力が強く、換言すれば強い酸化力
を有する。
【００１８】
この正孔の強い酸化力は、ポリマー等の被分解化合物から結合電子を奪い、ポリマー内
にカチオンのラジカルを生成する。この不安定ラジカルは350〜500℃の温度でポリマー内
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を伝播し、ポリマー全体を不安定化し、ラジカル開裂を誘起して巨大分子を小分子化する
。その結果、エチレンやプロパンのように裁断化された分子は、空気中の酸素と反応して
完全燃焼反応により炭酸ガスと水になる。このようにポリマーの分解過程は、大量の正孔
生成、ラジカル開裂による小分子化、そして完全燃焼の3つから構成される。
【００１９】
酸化物半導体を利用してポリマーを分解する作用は、不安定ラジカルがポリマー内を伝
播し、ポリマー全体を不安定化させて分解する作用であり、繊維強化プラスチック製品（
FRP板）にこの方法を適用すると、製品を構成するポリマー成分のみが選択的に分解され
、製品中の強化繊維が残留する。ポリマーの分解作用は、処理対象物を加熱している個所
のみに作用するから、処理対象個所を集中的に加熱することで、損傷個所のポリマーのみ
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を分解、除去することができる。
【００２０】
ポリマーの分解に利用できる酸化物半導体としては、以下の化学式で示される物質が挙
げられるが、これらに限定されるものではない。
ＢｅＯ，ＭｇＯ，ＣａＯ，ＳｒＯ，ＢａＯ，ＣｅＯ２，ＴｉＯ２，ＺｒＯ２，Ｖ２Ｏ５
，Ｙ２Ｏ３，Ｙ２Ｏ２Ｓ，Ｎｂ２Ｏ５，Ｔａ２Ｏ５，ＭｏＯ３，ＷＯ３，ＭｎＯ２，Ｆｅ
２Ｏ３，Ｆｅ３Ｏ４,

ＭｇＦｅ２Ｏ４，ＮｉＦｅ２Ｏ４，ＺｎＦｅ２Ｏ４，ＺｎＣｏ２Ｏ

４，ＺｎＯ，ＣｄＯ，ＭｇＡｌ２Ｏ４，ＺｎＡｌ２Ｏ４，Ｔｌ２Ｏ３，Ｉｎ２Ｏ３，Ｓｎ

Ｏ２，ＰｂＯ２，ＵＯ２，Ｃｒ２Ｏ３，ＭｇＣｒ２Ｏ４，ＦｅＣｒＯ４，ＣｏＣｒＯ４，
ＺｎＣｒ２Ｏ４，ＷＯ２，ＭｎＯ，Ｍｎ３Ｏ４，Ｍｎ２Ｏ３，ＦｅＯ，ＮｉＯ，ＣｏＯ，
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Ｃｏ３Ｏ４，ＰｄＯ，ＣｕＯ，Ｃｕ２Ｏ，Ａｇ２Ｏ，ＣｏＡｌ２Ｏ４，ＮｉＡｌ２Ｏ４，
Ｔｌ２Ｏ，ＧｅＯ，ＰｂＯ，ＴｉＯ，Ｔｉ２Ｏ３，ＶＯ，ＭｏＯ２，ＩｒＯ２，ＲｕＯ２
。
【００２１】
酸化物半導体１４はポリマー分解を誘起するので、処理対象個所のみに付着させること
が肝要である。具体的には図１(b)に示すように、処理対象物で修復等の処理を行う個所
１２のみである。酸化物半導体１４を処理対象個所１２に付ける方法としては、粉末状の
酸化物半導体を分散液に分散させた懸濁液を処理対象個所１２にスプレーあるいは筆等で
塗布して付着させる方法、粉末状の酸化物半導体を処理対象個所１２に振りかけて付着さ
せる方法がある。酸化物半導体１４の懸濁液を塗布したり、振りかけて敷き詰めるように
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したりする際に、処理対象個所１２以外の部分に酸化物半導体が付着しないように処理対
象個所１２以外をマスクで遮蔽して付着させる方法を利用してもよい。
【００２２】
酸化物半導体を処理対象個所１２に付着させた後、酸化物半導体が熱活性する温度にま
で処理対象個所１２を加熱する。使用する酸化物半導体にもよるが、350〜500℃に加熱す
ることによって、ポリマー中に不安定ラジカルを生成させ、ポリマーを分解することがで
きる。
ポリマーの分解は、処理対象物を加熱している個所に作用するから、処理対象物を加熱
する際には、処理対象個所１２のみを集中的に加熱する。このため、処理対象個所１２以
外の部位が加熱されないように、遮蔽体を用いて遮蔽しながら加熱してもよい。
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【００２３】
処理対象物を加熱する方法としては、カートリッジ・ヒータ、赤外線ヒータ、フレーム
（ガスバーナー）あるいはレーザー等の加熱手段を利用することができる。フレーム（ガ
スバーナー）を用いる加熱方法は手軽に使え、XY移動（走査）も自在に行なえる利点もあ
る。また、集光用のパラボラを装着した赤外線ランプを用いると、処理対象個所１２に焦
点を結ばせることが可能で、低パワーでも高温が達成できるメリットがある。さらに赤外
線ランプは小さく軽量であるので、XY移動（走査）も容易である。
【００２４】
処理対象個所１２のポリマーを除去した後、処理対象個所１２に新たにポリマーを補充
し、ポリマーを硬化させ、処理対象個所１２を補修する。新たに補充するポリマーには、
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通常、処理対象物で使用しているポリマーと同一のものを使用すればよい。強化繊維とポ
リマーの相溶性を増すためにサイジング材で繊維をコーティングする場合がある。サイジ
ング材としてはシラン・カップリング材（ガラス・ファイバーFRP）やエポキシ樹脂（炭
素繊維FRP）が一般的に用いられている。必要に応じてサイジング材を添えてポリマーを
補充すればよい。
ポリマーの硬化特性も室温硬化、熱硬化等、さまざまであるので、ポリマーの特性に応
じて適宜硬化させる。
【００２５】
（酸化物半導体によるポリマーの分解作用）
酸化物半導体を利用してプラスチック基板のポリマーを実際に分解した例を示す。
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図２は、強化繊維としてカーボンファイバーを使用した市販のプラスチック基板（厚さ
2.4mm）の表面に酸化クロム（Cr2O3)の粉末を敷き詰め、その上に４５０℃に加熱したロ
ッドヒータの端面を当てて１０分間加熱した後の状態を示す。図のように、プラスチック
基板のロッドヒータの端面が接触していた部位（円形範囲）については、ポリマーが完全
に分解され、カーボンファイバーの繊維の間からも完全に除去されて、カーボンファイバ
ーが露出している。このように、酸化物半導体の熱活性作用は、プラスチック基板のポリ
マー成分を、選択的に、かつきわめて強力に分解・除去する作用を有する。
【実施例】
【００２６】
本発明に係る繊維強化プラスチック製品の部分修復方法をプラスチック基板の処理に適
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用した例について説明する。
プラスチック基板には、炭素繊維を強化繊維としたプラスチック基板（CFRP)と、グラ
スファイバーを強化繊維としたプラスチック基板（GFRP)を使用した。これらのプラスチ
ック基板は、炭素繊維には、トレカ製のカーボンファイバー（Torayca Cloth CO6343）を
使用し、グラスファイバーにはユニチカ製のグラスファイバー（Glass Rosen Cloth R300
N100V）を使用し、これらの強化繊維にエポキシ樹脂（Nagase Chemtex：XNR6815）と硬化
剤（Nagase Chemtex：XNH6815）を浸透させ、室温で24時間硬化させた後、さらにポスト
硬化として50℃で12時間硬化処理を行って作製した。プラスチック基板の損傷深さを１ｍ
ｍ程度と仮定し、基板のポリマー部分の厚さを2.5ｍｍ程度とした。
【００２７】
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（実施例１）
上述した方法によって作製したカーボンファイバーを強化繊維とするプラスチック基板
（CFRP）の表面に、酸化クロム（Cr2O3）粉末を直径１０mmの範囲にわたり、約20‑50μｍ
の厚さで敷きつめた（酸化物半導体を付着させる工程）。
次に、酸化クロムを敷きつめた基板上にロッドヒータの端面（頭部）を接触させて酸化
クロムとともに基板を加熱した。空気中、450℃、10分加熱することにより、ロッドヒー
タの端面が接触していたプラスチック基板の表面にカーボンファイバーの繊維があらわれ
、ポリマー成分が完全に除去されたことを確認した（ポリマー成分を除去する工程）。
その後、修復作業として、上述のエポキシ樹脂と硬化剤とからなるポリマーをスプレー
で塗布し、カーボンファイバーの繊維内に浸透させ、残っている基板表面にならった厚さ
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に被覆した後、硬化させることにより、元のプラスチック基板の状態に修復することがで
きた（ポリマーを硬化させる工程）。
【００２８】
（実施例２）
カーボンファイバーを強化繊維とするプラスチック基板（CFRP）の表面に、マスクを通
して、10×30mmの範囲にわたり、酸化クロム（Cr2O3）の分散液をスプレーで塗布した。
酸化クロムの分散液は、ポリマーを1重量％含むケトン系溶剤に酸化クロムを10重量％入
れ、ペイント・シェイカーで２０分間、分散させて作製した。分散液の塗布厚は７μｍで
ある。
プラスチック基板の基板面とロッドヒータを平行にし、酸化クロムの分散液を塗布した

50

(7)

JP 6095205 B2 2017.3.15

位置の上方に、基板表面からロッドヒータの最下面位置までの間隔を１０ｍｍとし、ロッ
ドヒータを５００℃に加熱した状態で、空気中、１０分加熱した。この加熱処理により、
プラスチック基板の表面にカーボンファイバーの繊維が露出し、ポリマー成分が完全に除
去されたことを確認した。
その後、修復作業として、上述したポリマーを、カーボンファイバーが露出した部位に
スプレーで塗布し、繊維内に浸透させるようにして充填し、硬化させることにより、元の
プラスチック基板の状態に修復することができた。
【００２９】
（実施例３）
実施例２と同じCFRP試料を用いて、同じ方法により直径30mmの範囲にわたり、マスクを
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通して、酸化クロム（Cr2O3）の分散液をスプレーで塗布した。被処理部分の端に熱電対
を置き、パラボラ付き赤外線ランプ（300W：焦点距離約35 mm）を用いて、CFRPの温度を
観察しながら、被処理部分の温度が500℃近傍になるように投入電力を調節し、焦点距離
の位置で5分間加熱した。
この加熱処理により、プラスチック基板の表面にカーボンファイバーの繊維が露出し、
ポリマー成分が完全に除去されたことを確認した。
その後、修復作業として、上述したポリマーを、カーボンファイバーが露出した部位に
スプレーで塗布し、繊維内に浸透させるようにして充填し、硬化させることにより、元の
プラスチック基板の状態に修復することができた。
【００３０】
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（実施例４）
実施例３と同じCFRP試料を用いて、同じ方法により50×50mmの範囲にわたり、マスクを
通して、酸化クロム（Cr2O3）の分散液をスプレーで塗布した。被処理部分の端に熱電対
を置き、フレーム（ガスバーナー）を用いて、CFRPの温度を観察しながら、被処理部分の
温度が500℃近傍になるようにバーナーをXY移動（走査）させて被処理部分を５分ほど加
熱した。
この加熱処理により、プラスチック基板の表面にカーボンファイバーの繊維が露出し、
ポリマー成分が完全に除去されたことを確認した。
その後、修復作業として、上述したポリマーを、カーボンファイバーが露出した部位に
スプレーで塗布し、繊維内に浸透させるようにして充填し、硬化させることにより、元の
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プラスチック基板の状態に修復することができた。
【００３１】
（実施例５）
実施例３と同様のフレーム（ガスバーナー）処理実験をグラスファイバーFRP（GFRP）
で行なった。また、酸化物半導体として酸化クロムの代わりに酸化チタン（TiO2）を使っ
た。被処理部分の面積は50x50mm、処理時間は5分間であった。
この加熱処理により、プラスチック基板の表面にカーボンファイバーの繊維が露出し、
ポリマー成分が完全に除去されたことを確認した。
その後、修復作業として、上述したポリマーを、グラスファイバーが露出した部位にス
プレーで塗布し、繊維内に浸透させるようにして充填し、硬化させることにより、元のプ
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ラスチック基板の状態に修復することができた。
【００３２】
（実施例６）
実施例３のパラボラ付き赤外線ランプの実験をグラスファイバーFRP（GFRP）で行なっ
た。この場合にも直径30mmにわたり、マスクを通して、酸化チタン（TiO2）の分散液をス
プレーで塗布した。酸化チタンの分散液も実施例２と同様にして作製した。分散膜の厚さ
は約７μｍである。加熱条件は実施例３と同じである。
この加熱処理により、プラスチック基板の表面にカーボンファイバーの繊維が露出し、
ポリマー成分が完全に除去されたことを確認した。
その後、修復作業として、上述したポリマーを、グラスファイバーが露出した部位にス
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プレーで塗布し、繊維内に浸透させるようにして充填し、硬化させることにより、元のプ
ラスチック基板の状態に修復することができた。
【００３３】
上述した実施例に示すように、繊維強化プラスチックを部分的に補修する際には、損傷
した表面層に存在するポリマーのみを除去する必要があり、これにはヒータのパワーを出
来る限り表面に集中させ、短時間で処理するのがよい。これによって、ポリマー中に生成
されるラジカルの作用により、損傷した個所のポリマー成分が効率的に分解、除去される
。
【００３４】
上記実施例では、平板状のプラスチック基板を処理対象物の例として説明したが、任意

10

の形状のFRPでも処理することができる。特にフレーム法は、平板体以外の屈曲状のもの
等にも適用できる点で有効である。本発明はプラスチック基板に限らず、各種の繊維強化
プラスチック材からなる製品については、その形状や大きさを問わす、使用されている強
化繊維の素材に関わらず、適用することができる。処理対象物を加熱する際の温度は、酸
化物半導体を熱活性化させるに必要な温度（300℃〜500℃程度）であり、強化繊維プラス
チック材に使用されている強化繊維は、このような加熱温度で損傷を受けることはない。
【００３５】
本発明に係る強化繊維プラスチックの部分修復方法においては、以上、説明したように
、処理対象物に内在する強化繊維をなんら損なうことなく、強化繊維プラスチックのポリ
マー成分のみを除去する方法によって処理するから、繊維強化プラスチックからなる製品
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の種類、形状、大きさ等を問わず、処理対象物の強度を損なうことなく処理対象物を処理
することが可能であり、種々の用途にこの処理方法を利用することを可能にする。
【符号の説明】
【００３６】
１０

FRP板

１２

処理対象個所

１４

酸化物半導体

１６

強化繊維

１８

ポリマー
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【図１】

【図２】
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