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その分野に精通したエキスパートとの提携で、高性能熱交換の最先端技術を最大限に
ご活用ください。 Conflux CoreTMの特許技術へのアクセスで、熱交換器アプリケーションを
迅速に成熟させることができます。
 
 
Confluxは積層造形と熱交換の両方におけるパイオニアです。10年以上にわたって、
この分野でイノベーションを推進し、熱伝導アプリケーションに特化して取り組んで
きました。深い専門知識により、イノベーションと業界をリードする製品を提供します。
独立機関よりテストされ、実証された、適応性のある構成可能な熱交換器製品を是非
ご覧ください。

 

性能を一変させる 
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Conflux水冷式インターク
ケーススタディ

Confluxの水冷式インタークーラー(WCAC)は低圧力損失、

低容積、および低重量で業界最高レベルの熱交換を実現。

価格競争力がありながら、最高水準のベンチマーク、

結果：一定の熱伝導率で、代表的なマイクロチューブWCACと比較すると

・湿重量39% 削減

・空気側圧力損失24％削減

・コア容積15%縮小

・大幅なコスト削減

適応性の高い
デザイン

AMのメリット 高効率で低質量

Confluxの
設計プロセスでは、
お客様独自の
境界条件、性能要件、
パッケージ要件に
合わせたスケーリング、
構成、製造が容易に
なります

従来の製造法では
実現できなかった
複雑な形状と、
微細な形状が、
熱交換器全体の
流体力学の変化に
対応するフィンや
薄肉設計と並んで、
コア性能を支えて
います。

流体の分布と
その流れを最適化する
全体設計が、
コア内部の質量に
対する表面積の比率を
高め、単位重量、
あるいは
単位容積あたりの
熱交換効率を高めます。

目的: 超高性能でありながら、競争力のある価格を実現したパフォーマンスカー用

AM WCAC（積層造形法により製造された水冷式インタークーラー）の実現。特に、

積層造形で優位に立つ
 
Heat exchangers produced via additive manufacturing (AM) offer significant performance 
benefits for wide-ranging industries and applications. To maximise available performance 
opportunities team up with Conflux, thermal pioneers in AM Heat Exchange manufacturing.

• 開発開始から終了までの期間を短縮
• 工具不要

AMのその他のメリット

• 生産は拡大・縮小可能で分散化可能 
• 製造の冗長性向上                                

体積比に対する
表面積密度を高める
ことで、高度な熱交換

性能が得られます。

高い熱性能とモノリシック・
パーツ（一体型部品）が

部品サイズの大胆な変更を
実現します。

最適化されたフロー
設計は

圧力損失を減少させ、
システム効率を向上

設計の自由はフォーム
ファクター(形状因子)に

柔軟性を与えます；
形状を、設置可能スペースに

合うよう変形させることが
可能です。

高度な熱交換 軽量化 低圧力損失 トポロジーの変形

熱交換のエキスパートとの提携

アメリカ、EU、中国、日本、カナダ、オーストラリア、韓国、ニュージーランドで特許を取得したデザイン

 
特にAM熱交換器メーカーとして2015年に設立

 
モータースポーツ、自動車、防衛、航空宇宙分野における100年以上のエンジニアリング経験 

 
アメリカ、日本、ドイツ、オーストラリアにおかれたグローバルなエージェント陣 

 
ISO901認証取得(AS9100D & PPAP 手続進行中)

 
垂直統合型設備、最新鋭の粉末床レーザー加工機　

Quality 
ISO 9001



フォームファクターとパッケージング ダクト

ポートロケーション、フィッティングと構成 最小寸法と最大寸法

材料

Conflux WCAC  
（コンフラックス水冷式インタークーラー）

構成製品
Confluxの熱交換器製品は迅速なソリューションをご提供します。お客様独自の 
境界条件、性能要件、パッケージング要件に合わせ、拡大・縮小、構成が可能です。 
 
当社の適応性の高いソリューションは、開発期間とリードタイムを最小限に抑える 
だけでなく、お客様の仕様に合わせてカスタマイズされ、優れた性能を実証しています。 
 
当社の専門的な設計ツールと最先端の技術力、そして積層造形を組み合わせることで、 
お客様のアプリケーションに応じた機能やフィッティングを適応させる迅速な構成が 
可能になります。

 
 

Conflux Cartridge 
（コンフラックス・カートリッジ）

3Dプリントされた熱交換器、「Conflux Cartridge」は、 
コンパクトで超高性能な熱交換を必要とされる場所に組み込みます。

Conflux Cartridgeは、競合技術を上回る、低圧力損失と 
高熱伝導率を実現し、アクセスが容易なユニットのため、 
メンテナンスコストとダウンタイムの削減を可能にします。

この業界最高レベルの水冷式インタークーラーは自動車用の 
油・水アプリケーションに開発されましたが、お客様が 
提示される厳密な要件に合わせて構成することが可能です。

詳細はこちら  
www.confluxtechnology.com/products-services/overview

パッケージングと構成

柔軟性の高い熱交換器
特異な課題に対するソリューションに、Confluxは完全なエンドツーエンドの製品開発を

提供します。特許取得済みのConflux CoreTM技術を活用し、お客様のアプリケーションに

特化した適応デザインで開発を加速させます。

エネルギー産業、航空宇宙産業、防衛産業、石油・ガス産業、エレクトロニクス産業、

自動車産業といった各産業の幅広いアプリケーションに対応する超高性能熱交換

ソリューション



Confluxの設計プロセスでは、お客様独自の境界条件、性能要件、パッケージング要件に 
合わせたスケーリング、構成、製造が容易になります。

構成可能な製品群と蓄積されたジオメトリのデザインライブラリを活用し、様々なシナリオに 
おいて最適な熱交換性能を提供します

各段階を通して複数のデザインコンセプトを迅速に展開することで、最も革新的な 
ソリューションに素早くたどりつくことが可能となります。

CFD（数値流体力学）シミュレーションやFEA（有限要素解析）を行って、部品の性能を 
予測し、デザインの可能性を最大限に引き出しています。熱流束と流体の流れを最適化する

ことで、排熱や圧力損失などの特性を改善します。

適応デザインを迅速に実現

成功への道

最高の性能を実現する信頼性の高い製造

粉末床レーザー融解法(LPBF)は、当社の金属AM技術です。LBPFは、ファイバーレーザーを 
使って微細な金属粉末を選択的に溶かし、層を重ねることで3次元構造物を形成する 
プロセスです。

LBPF技術は、AM熱交換器の性能を最適化するために重要となる、高密度で薄肉な 
複雑形状を作り出す能力を備えています。 
 
この製造分野にこれから参入するにしても、既存のプログラムを加速させるにしても、 
本技術の利点をフルに活用するためには幅広い知識が必要です。

最先端設備により、信頼性の高い連続生産が可能、そして「ライトアウト（完全自動）」製造を 

カスタムパラメーターセットとスキャン戦略で製造の
限界に挑む
 
Confluxでは、材料に設定された標準的なパラメーターセットの制約にとらわれず、 
はるかに微細な形状のプリントを可能にする「カスタムパラメーターセット」を 
開発しています。その結果、より微細な形状、安定した密度、スクラップ率の低減、 
造形時間の短縮などを実現した、より高品質な部品を生み出しています。

当社独自の熱交換器の形状や製造に 
合わせて特別に開発された 
Conflux Quantify。

 Conflux Quantifyは品質管理を向上させ、 
パラメータ開発を導き、開発能力の向上 
によるHXの軽量化・薄型化・高性能化と、 
開発プロセスにおける試行錯誤の必要性の
低減によるHXの低価格化を実現します。

大規模なCTデータセットを定量的に解析し、
表面粗度、壁厚、細孔形態などを見ることが
できます。

独自開発の
品質管理ソフトウェア
Conflux Quantify® 

（コンフラックス・
クオンティファイ）

（オーストラリアン・
シンクロトロン）
の利用
熱交換器の開発プロセスの一環として、 
Australian Synchrotronを使い、 
完成部品の内部に潜む異常をCTで 
確認しています

Synchrotronは電子を使って、太陽の 
100万倍以上の明るさの強力な光線を 
発生させます。約299,792km 

（186,282mph）の速度で移動しながら、 
磁場をかけて高エネルギー電子を 

「同期」させ、円軌道に強制的に送り込み 
ます。

この電子の摂動により、強いX線ビームが 
発生し、熱交換器をサブマイクロレベルで 
調べることができるのです。このスケールと 
解像度によって、我々の検査能力は 
飛躍的に向上します。

カスタムパラメータ開発の成果を検証し、 
重大な欠陥がないかを検査することが 
でき、その結果、性能の向上、 
部品の品質向上、開発期間の短縮 
といった利点をお客様に提供することが 
できます。

すべての工程で品質を追求
Confluxは、独自の方法を用い、後処理だけでなく、すべてのプロセスで情報に基づいた 
テストデータを使用しています。綿密で堅牢な開発プログラムでは、圧力・リークテスト、 
熱量測定、試験リグでの耐久性テスト（圧力脈動、熱サイクル、熱衝撃、熱振動）など、 
さまざまな物理テストを行って、耐久性を調査し、統計的な信頼性を高めています。 
信頼できる独立したテスターとプラットフォームに基づいたテストを活用し、実際の環境下での 
性能と耐久性を確認することで、妥当性を確保しています



複雑な部品のデパウダリング（粉末除去）とその後

複雑で狭い流路を持つモノリシック・パーツからの粉末除去のポストプロダクションは 
困難であり、すべてのプロジェクトにおける設計段階で検討されます。Conflux熱交換器の 
場合、ただ単なるデパウダリングではなく、クリーンさが重要です。複雑化する形状に 
対応するために、デパウダリングプロセスや検証プロセスと技術の定義に時間をかけて 
きました。

Confluxが最近購入したAddiBlast社の粉体除去キャビネットMARS01は、密閉された 
環境下で安全かつ完全な粉末のバルク除去を可能にします。振動、真空、気圧を利用して、 
HXの様々な方向で粉末の大部分を除去し、HXの複雑な内部構造の個別の領域に粒子が 
入り込まないようにします

お客様のニーズに合わせた認証

当社は、認可をうけた認証機関からISO9001:2015の独立した認証を取得して 
おり、またAS9100dの認証も手続進行中です（2023年初頭完了予定）。 
お客様の指定する品質マネジメントシステム（QMS）に柔軟に対応し  
より専門的な分野のお客様のニーズにお応えするため、当社のマネジメント 
システム認証の拡大にも積極的に取り組んでいます

Quality 
ISO 9001

Confluxで一歩先へ

グローバル＆パシフィック
Ben Batagol
Head of Business Development
+61-408-516-900
ben.batagol@confluxtechnology.com

北アメリカ
Abe Masoud
Business Development Manager, North America
+1 562 303 8464
abe.masoud@confluxtechnology.com

アジア＆インド
ロバート・アルヴィー  
アジア地域担当マネージャー  
 
Robert Alvey  
Regional Manager, Asia 
+81-90-9435-3818 
robert.alvey@confluxtechnology.com

日本
郡山　雅夫 
セールスエンジニア（アジア） 
 
Masao Koriyama 
Sales Engineer, Asia 
+81-90-1782-1206 
masao.koriyama@confluxtechnology.com

ヨーロッパ、中東＆アフリカ
Peter Rosker
Business Development Manager EMEA
+49-1525-540-96-77
peter.rosker@confluxtechnology.com



最新ニュース＆リソース  
L ATEST NEWS & RESOURCES
Linkedin: conflux-technology 
Twitter: ConfluxTechnol1 
Youtube: Conflux Technology
Website: www.confluxtechnology.com


