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第二の皮膚のようなシールド材料 

自由な形状表現を可能にした、軽量 KRAIBURG TPE ボディ

ー・プロテクター 

 

フランスの企業である Hexaflex は、THERMOLAST
®
 K 製の六角錐形状

のモジュールを組み合わせた、特許を取得したパッディング技術を開発し

ました。KRAIBURG TPE（クライブルグ TPE）の熱可塑性エラストマ

ー・コンパウンドは、スポーツウェア、身体保護具からヘルスケアや他の

高度な要求の産業用途に至るまで、数限りない衝撃と振動を吸収するアプ

リケーションに応える、このモジュラー・システムの柔軟性、軽量および

十分な追従性などの性能を支えています。 

 

このクリエィティブな技術の最初のアプリケーションは、自転車やオート

バイのライダーのための、高強度のケブラー
®
繊維の伸縮構造で覆われた

背中の保護のための製品でした。この軽量素材の組合せはあたかも第二の

皮膚のように機能し、THERMOLAST K によるインターロック構造を備え

た Hexaflex パッディングは、最大の衝撃吸収性能を確保しながら、身体

の動作に完全に追従するのです。 

 

「当社の Hexaflex システムのような革新的なコンセプトの場合、アイデ

アを実際の製品として実現するためには、同じく革新的な材料が必要なの

です。」Hexaflex 企業の創業者であり CEO である Stephane Desnoyers

氏はそう語っています。「発泡体よりも、むしろエラストマーによるソリ

ューションの方が良いであろうことは判っていましたが、このプロジェク

トの成功は、基本的に KRAIBURG TPE の協力関係のなかで見出された専

門知識によるところが非常に大きかったのです。 
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最適な熱可塑性エラストマーの決定を支援してくれたことに加え、彼らは、

デザインの段階から試作成形に至るまで、早期から包括的な支援を行って

くれました。」 

 

Hexaflex
®
の形状は様々なサイズ、厚みおよびカスタムカラーでの制作が

可能です。THERMOLAST K は、過酷な繰り返し曲げ試験により検証され

た性能によって、アセンブルされたパッディングに求められる自由な追従

性での長期柔軟性をプロテクターのライフサイクルを通じて発揮します。

パッドが変形される場合も、この材料は反発力を減少します。これは優れ

た衝撃吸収性能に結び付きます。 

 

さらに、これらの仕様は広い範囲の温度条件のもとでも良好な機械的性質

と耐久性を持つものでなければなりません。また顧客にとって重要なのは、

そのコンパウンドが高懸念物質（SVHC）に指定されているような有害化

学物質を含まないことと共に、容易にリサイクルが可能であることです。

これらの長所に加え、パッディングは完全に洗濯可能で防水性を持ち、し

かし、ベンチレーション設計を取り入れているため、通気性も確保されて

います。 

 

背面プロテクターでの成功に続き、Hexaflex は、スケートボード、スノー

ボード、スキーおよび乗馬のようなアクティビティのためのひざやひじの

保護パッドなど、他のスポーツウェアにこの技術を拡大することを計画し

ています。同社はさらに、耐振床用のパッディング、パンク防止のタイヤ

構造、また様々なヘルスケア製品、ヘルメットの緩衝材から通気性ハーネ

スまで、呼吸できるハーネスまで、身体保護機器の領域で広い範囲でのア

プリケーションの可能性を見出しています。  
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「当社の THERMOLAST K 材料が採用されている Hexaflex のパッディン

グ・システムは、専門家同志の密接な共同作業によって生み出された、製

品開発における素晴らしい成功例のひとつです。」KRAIBURG TPE のセ

ールス＆マーケティング・ディレクターである Michael Pollmann はそう

強調しています。 「私たちはこの偉大なイノベーションに真に貢献するこ

とができたことを、大変嬉しく思っています。これは巨大なマーケット・

ポテンシャルを持っていますし、また、このような厳しい要求のアプリケ

ーションにおいても、私たちの TPE 製品が理想的な適性を示してくれた

からです。」 

 

Hexaflex の技術はヨーロッパ、中国および米国で特許を取得しており、ま

た、その技術は、脊椎プロテクター用の基準である EN 1621-2 のレベル 1

と、他のすべての防弾服に対する EN 1621-1 レベル 2 の認証を受けていま

す。フロア用のアプリケーションにおいては、Hexaflex は構造体への伝導

の 23dB 減少を可能としています。 
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THERMOLAST
®
 K 열가소성 엘라스토머(TPE)로 몰딩된 유연하고 연결 가능하며 완전 

굴절의 Hexaflex 형상은 모듈 패딩 기술로 발전, 타이어 뿐만 아니라 개인 보호 장비, 헬스케어, 

건축&건설을 비롯한 여러 업계에서 사실상 무제한 응용이 가능합니다.  

(写真: © 2018 Hexaflex) 
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KRAIBURG TPE について 

KRAIBURG TPE（クライブルグ TPE、www.kraiburg-tpe.com） は、熱可

塑性エラストマーの世界的なメーカーです。1947 年創立の歴史ある

KRAIBURG グループの一員として 2001 年に設立されて以来、

KRAIBURG TPE は、まさにその創成期から業界の先駆的な役割を担って

来ました。ドイツ、アメリカおよびマレーシアの工場を通じ、KRAIBURG 

TPE は自動車、産業機器、消費者向け製品、そして厳格な規制のある医療

分野の各用途に向けて、幅広い樹脂製品群を提供しています。

THERMOLAST
®
（サーモラスト）、COPEC

®
（コーペック）、HIPEX

®

（ハイペックス）、そして For Tec E
®
（フォーテック E）の定評ある製品

群は、射出成形または押出成形による加工方法を通じて、メーカーに対し

プロセスおよび製品設計における数々の利点をもたらします。クライブル

グ TPE はイノベーションをもたらす能力、グローバルレベルでの顧客志

向、カスタム製品ソリューションと信頼のおけるサービスをその特色とし

て掲げています。 当社はドイツ本社およびマレーシア工場において

ISO50001 の認証を受けており、またすべてのグローバルサイトにおいて

も ISO9001 および ISO14001 の認証を受けています。2017 年の時点で、

KRAIBURG TPE は世界中に 620 名の社員を有し、1 億 7800 万ユーロの売

上高を記録しています。 

 

  

http://www.kraiburg-tpe.com/
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Hexaflex 社について 

2011 年に設立された、フランス・ベルネーに本社を持つ Hexaflex 社は、

スポーツウェアおよびボディー・プロテクター、ひざ・ひじの保護用品や

ヘルメットなどの身体保護用のアプリケーションに特にフォーカスした、

衝撃吸収、耐振および快適性の技術に専門性を有するダイナミックな企業

です。身体の動作に完全に追従する Hexaflex の緩衝技術において、同社

はグローバルでの特許権保護（WO 2014 079 839）を取得しています。詳

しくは同社のウェブサイト：www.hexaflex-technology.com をお訪ねくだ

さい。 

 

 

このプレス・リリースと関連の写真は www.PressReleaseFinder.com より
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