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3.1.1 ポリプロピレン(PP)
※ 記述項目は 3 章共通
－－－－－－－－－－－－－－－－
(1) 概要
(2) 用途動向
1) 種類別の具体的用途例
2) 用途例写真と部品の解説
－－－－－－－－－－－－－－－－
3.1.2 ポリエチレン（PE)、PO 系ポリマー
3.1.3 ABS 樹脂
3.1.4 ポリ塩化ビニル(PVC)
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(2) 新規開発グレード
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5) DSI(ダイスライド射出成形)法、
・ DRI(ダイ回転射出成
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7) ヒート＆クール成形
8) インプレスウエルドレス成形(共伸プラスチック)
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10) コンパウンディング同時射出成形
11) ホットメルトモールディング
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14) フィルムインサート成形(FIM／IMD)
15) 水インジェクション成形
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17) サクションブロー成形文献)
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4 章 自動車用プラスチック構成部品と用途例
4.1 内装部品
(1) 概要
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(2) インストルメントパネル(インパネ)
(3) ドアトリム
(4) シート
4.2 外装部品（フロント周辺、エアロパーツなど)
(1) 概要
(2) バンパー材
(3) ボディー外板関係部品
4.3 エンジンルーム内部品
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(4) エアーインテークパイプ
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(2) 燃料タンク
4.5 駆動系の部品
4.6 その他の部品
4.7 次世代自動車(EV、HEV、FCV など)の新規部品
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