
費用対効果に優れた少量生産向けのシート メタル成形

航空宇宙
機体製造を支える 
Flexform™ プレス



Shaping the 
aerospace airframe 
industry with Flexform
Quintus Technologies は、何十年にもわたり、Airbus、 
Boeing、 Bombardier、、Embraer、、Alenia、、British Aerospace、 
Aerospatial、、EADS、、Cessna、、China Aviation、 Kale Pratt & 
Whitney、、Daher-Socata、他多数の世界的な航空機メーカー
に、ゴム製ダイヤフラム高圧プレスを供給してきました。 

Flexform は、大手自動車メーカーでも小量のシート メタル成形
に使用されており、短いリードタイムで低コストで高品質な部品
製造を実現しています

超高圧成形圧力により、経済的に成形できるシート メタル部品の幅は大きく
広がります。少ないプレス回数と、少ない手作業での修正で、最終形状まで到
達できます。また、厚みがある難しい材料でも、狭い寸法公差で、複雑な形状に
成形できます。トリミングをプレス サイクルに含めることも可能です。 
 
成形圧力は 2 つの主要なパラメーター (ダイヤフラムによる成形曲率半径、 
スプリング バック) に影響します。圧力を高くすると、曲率半径は小さくなり、 
スプリングバックは減少して再現性が高くなります。 
 
プレストレス巻線プレス フレーム
高い成形圧力により、大きな力が発生します。 Quintus は、超高圧に対応し、
非常に長い設計寿命を持つ巻線プレス フレームを使って、力を制御する独自
の技術を開発しました。Quintus 巻線システムは疲労特性に優れており、最大
成形圧力下でも、圧力容器内で巻線が圧縮力だけを発生させるので、亀裂伝
播のリスクは排除されます。また、巻線設計により、プレスの省スペース化、軽
量化が可能になり、設置が容易です。50 年以上の商業運転において、1,000 を
超える巻線 Quintus プレスが納入されてきました。

「多くの部品において、不完全な成形を手作業で修正
する必要は全くなくなっています。皺や過剰なスプリン
グバックの発生は、以前より格段に抑えられています。非
常に大きな部品でも、現在では 1 回のプレスで正確に
成形可能です。

必要なサイクルが少なく、手作業による再加工が削減さ
れたため、サンプル部品において 25-42% の低コスト
化を記録しました。

J.J.Rousse 氏、 
Daher-Socata (仏) 

Flexformの原理 
ゴム製ダイヤフラムを介し、最大140MPaの静水圧で下型のみを使用して成形。

「A350 の増産に関する最近の課題と、新しい航空機
ビジネスにおける競争力の強化は、サプライ チェーン
にまったく新しい製造需要をもたらしました。この投資
は、当社の課題と需要の対応において、加速の原動力
となります。

高圧成形プロセスにより、製作工程を削減し、コスト
のかかる手修正の必要を最小化できることを期待して
います。

Quintus をパートナーとして選んだのは、最も高性能
な高圧機器のラインナップがあるからだけではありま
せん。長期の技術移転プログラムを提供する能力、そし
て緊密なビジネス関係を築こうとする意欲も決め手と
なりました。」

Antoine Crouÿ 氏、
Gardner Aerospace  
(仏) のコモディティ部門責任者



機体部品製造における 
Flexformのメリット

生産能力を 50-80% 向上 
Quintus の柔軟なゴム製ダイヤフラム技術により、製造リード タ
イムを一般的に 50% 短縮できます。高い品質の高圧加工により、 
工数と処理工程を削減できる場合があり、生産能力は 50-80% 
向上します。

Flexform により部品の品質向上とコスト削減を実現 
手作業での修正作業や中間熱処理を省略、または大幅に削減す
ることが可能です。また、高い成形圧力により、さまざまな厚さの
難しい合金を狭い寸法公差で、板厚減少を最小に抑えながら加
工できます。

機体製作に最適 
Flexform の高圧技術は、一般的に、多種類の部品を高い品質と
低い許容誤差で少量生産することが求められる、機体のシート メ
タル部品製造において、優れたソリューションを提供します。

成形シミュレーション
比較的最近、ハイドロフォームと Flexform の両方に信頼度の高い成形シミュ
レーション ソフトウェアが導入され、技術が新しいレベルに引き上げられまし
た。熟練したオペレーターに頼って試行錯誤を繰り返す、旧来のコストのかか
る方法は排除され、技術は新たな時代を迎えています。最新の効率的な金型
設計と高圧力の組み合わせは、開発期間、工数及び手作業を劇的に低減する
ことが実証されています。

成形シミュレーションを Flexform テクノロジーと組み合わせることにより、大幅にコ
ストを節約し、リード タイムを短縮できます。

アプリケーションサポート
Quintus Technologies はトレーニング コースと金型設
計コンサルティング サービスを提供しており、Flexform 
プロセスにおいて最高の結果を達成する方法をご理解
いただけるようサポートしています。

「Quintus Technologies について特に感銘を受けた
のは、当社の生産における課題の解決能力です。チーム
は実行可能なソリューションを示し、目的を達成するた
めに適切な機器を提供してくれました。彼らの熟練した
工程分析と最適化、革新的な金型設計、システム化され
たプロジェクト管理、そして現場での技術サポートは、確
かに高い評価に値します。」

Wayne Walden 氏、 
Robinson Helicopter (米) の生産担当副社長

Robinson R44 Raven



高圧技術のグローバル リーダー 
Quintus Technologies は、シートメタル成形や新
素材および重要な工業部品の緻密化に使用され
る高圧機器の設計、製造、導入、サポートを専門と
しています。

本社はスウェーデン、ヴェステロースにあり、米国や
中国での強い存在感に加え、世界 45 か国以上に
展開しています。 Quintus Technologies は高圧技
術のグローバル リーダーであり、世界中の航空宇
宙、自動車、エネルギー、医療用インプラントなどの
業界で、1,900以上の装置を提供しています。

クオリティ パートナー 
Quintus Technologies のプレスは、メーカーが試
作品の製造や自動車部品製造において、高い品質
と信頼性を発揮できるようサポートします。

Quintus Technologies のプレスは、自動車の製造
や試作の一般的な厳しい運用条件下でも、長いラ
イフ サイクルでお使いいただけるよう、設計、製造
されています。

シート メタルにおいて長い経験を持つ当社のエン
ジニアが、金型の設計をサポートします。また、シー
ト メタル メーカー様と協力し、実稼働に向けて、 
Flexformプレスの効率的な導入を実現します。

Quintus Technologiesについて

Flexform による製造
Flexform は小規模のシート メタル成形に最適で
す。 柔軟なゴム製ダイヤフラム技術により、複数部
品の同時成形も可能です。

北アイルランドの Bombardier Shorts に導入され
た液圧プレスは、140 MPa (20,000 psi) の最大成
形圧力と、パレット ハンドル システムを備えており、
高い生産性を誇ります。

Flexform のプロトタイピング
Flexform プレスは、複雑な曲面などのシート メタ
ル部品の成形を簡略化します。

ビジネス ジェット業界の巨人、Gulfstream では 2
機の高圧 Quintus 液圧プレスが稼働しており、
新しく導入された方のプレスは、0.7x1.8 メート
ル (27.6x72 インチ) の成形テーブル上で、80 MPa
(11,700 psi) の圧力を供給します。

Flexform の多用途性
深絞り液圧プレスにより、3 種類の成形方法を同時
に使用できます。

Flexform ダイヤフラム技術を使用することで、深絞
りパンチ成形、キャビティ ダイ成形、拡張ダイ成形
をすべて深絞りプロセスの中で実施でき、経済的な
少量のシートメタル成形が可能です。
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Quintus Technologies AB
本社
Quintusvägen 2
SE 721 66 Västerås
Sweden
電話: +46 21 32 70 00

Quintus Technologies LLC
米州 販売とサービス
8270 Green Meadows Drive N
Lewis Center, Ohio 43035
USA
電話: +1 614 891 2732

Quintus Technologiesアジ
ア太平洋 販売とサービス 
12 F Sail Tower
266 Hankou Road Huangpu
Shanghai 200001, China
電話: + 86 21 6218 9955

詳細については www.quintustechnologies.com をご覧いただくか、 info@quintusteam.com までメールにてお問い合わせください。

日本総代理店 ㈱神戸製鋼所 
〒141-8688
東京都品川区
北品川5丁目9-12
電話: (03) 5739-6762
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