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3. TEPEX の選択方法 3.1 ユーザー要求 3.2 TEPEX の機械特性
第1 節 CFRP の亜臨界・超臨界流体法によるリサイクル技術
4. 一般的な成形方法
1. 亜臨界・超臨界流体とは
4.1 プレス成形 4.2 ダイヤフラム成形（圧空成形）
2. 亜臨界・超臨界流体を用いるCFRP のリサイクル
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3. 層間の高靭化
4. 検討
3.1 母材や層間材料の高靭化 3.2 三次元強化構造 3.3 縫合 3.4 Zanchor 法
5. 結論
第4 章 CFRP/CFRTP の接着・接合
第4 節 CFRP における高速衝突損傷評価
第1 節 CFRTP の溶着技術
1. 複合材料中の応力波伝播
1. 溶着技術
2. 複合材料の衝撃特性評価
1.1 溶着面の用意 1.2 加熱 1.3 加圧 1.4 分子間拡散 1.5 冷却
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