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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　強化繊維を含む複合材部品を製造する方法であって、該方法は、
　マスターレスのレイアップマンドレルツールを製造現場で製造することであって、該ツ
ールはレイアップ表面を提供する複合材表面板を含む製造すること；及び
　前記強化繊維のレイアップを形成するため当該製造現場でマスターレスのツールを使用
すること
を含み、
　前記製造現場は、製造時のマンドレルツール上及び前記部品の硬化後に前記部品上でダ
ーティ（汚れる）作業を行うためのダーティセクション；並びに前記表面板及び前記複合
材部品の複合レイアップを行うためのクリーンセクションを含む、方法。
【請求項２】
　前記表面板は少なくとも１フィート×１フィートの表面積を有する、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記表面板の前記レイアップ表面は複雑な起伏のモールドライン表面を提供する、請求
項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記レイアップマンドレルツールを製造することは、
　前記部品に屈曲をもたらすセル型構造体を作成すること；
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　前記セル型構造体に発泡状材料を充填すること；
　機械加工された表面を得るため前記発泡状材料を機械加工すること；及び
　前記表面板を形成するため前記機械加工された表面に複合材料をレイアップすること
を含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　硬化に先立って前記発泡状材料を取り除くことをさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記表面板は母材に埋め込まれた強化繊維を含む、請求項４又は５に記載の方法。
【請求項７】
　前記セル型構造体は複数の前立板から形成される、請求項４から６のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項８】
　前記前立板はエポキシから成り、前記前立板の厚み及び間隔は限られた部品が動作する
ように選択される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記クリーンセクションの温度、湿度、及び粒子状物質数は複合材料プロセス要件を満
たすように維持される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記マンドレルツールは前記ダーティセクションで組み立てられ機械加工され、前記部
品用の複合材料は前記クリーンセクション内の前記マンドレルツール上にレイアップされ
、前記部品用の前記複合材料は隣接する硬化セクションで硬化され、さらに前記硬化部品
は前記ダーティセクションで機械加工される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記クリーンセクションと前記ダーティセクションとでの作業を行うための互換性のあ
るエンドエフェクタを有するエンドエフェクタ位置決めシステムを使用すること；及び前
記クリーンセクションと前記ダーティセクションとの間で前記エンドエフェクタ位置決め
システム及び前記マンドレルツールを移動することをさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記ダーティセクションでの作業は前記マンドレルツール及び前記硬化部品のトリミン
グ及び機械加工を含み；さらに前記クリーンセクションでの作業は前記レイアップ及び材
料の切断を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記レイアップの形成に先立って、前記強化繊維に対して許容可能なテープ幅を決定す
るため、材料のレイダウンを管理する一連のルールを工学的定義に適用すること；及び前
記レイアップの形成を高速化する許容可能なテープ幅を選択することをさらに含む、請求
項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ルールは経験的なデータからテープ幅の関数として導かれる、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記ルールは前記強化繊維の種々のプライに対して種々のテープ幅を決定する、請求項
１３又は１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ルールは前記レイアップの種々の部分に対して種々のテープ幅を決定する、請求項
１３から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　母材に埋め込まれた強化繊維を有する複合材部品を製造する方法であって、該方法は、
　クリーンセクション及び隣接するダーティセクションを有する製造現場でマスターレス
のレイアップマンドレルツールを製造することであって、前記ツールはモールドライン表
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面を提供する複合材表面板を含み、前記ツールを製造することは、セル型構造体を作成す
ること、前記セル型構造体のセルに発泡状材料を充填すること、前記ダーティセクション
で機械加工された表面を得るために前記発泡状材料を機械加工すること、並びに前記クリ
ーンセクションで前記表面板を形成するため前記機械加工された表面上に複合材料をレイ
アップすることを含む製造すること；及び
　前記クリーンセクションで前記強化繊維のレイアップを形成するため、当該製造現場で
前記マスターレスのツールを使用すること
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　母材に埋め込まれた強化繊維のプライを含む複合材は、軽量化及び高強度化にとってき
わめて好ましい。このような複合材の一例は、構成要素にエポキシ母材に埋め込まれた炭
素繊維を含む、炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）である。
【０００２】
　複合材部品の製造は、レイアップマンドレルツールのツール表面に強化繊維を堆積させ
ることを含む。繊維は、堆積時に樹脂が含浸済みであってもよく（「プリプレグ」）、或
いは乾いた状態にあってその後樹脂が注入されてもよい。樹脂が注入された繊維又は含浸
済みの繊維は、バギングされて硬化される。
【０００３】
　様々な理由により複合材部品の迅速製造は望ましい。迅速製造を利用して、航空機、自
動車又はその他の構造体用の部品のプロトタイピングを行い、競争力評価、得失評価、或
いは実用模型を提供することができる。迅速製造は、航空機、自動車、風力タービン又は
土木構造物（例えば、橋梁）などの製品の修理に使用して、直ちに当該製品を有効な運用
状態に戻すことができる。
【発明の概要】
【０００４】
　本明細書の実施形態によれば、強化繊維を含む複合材部品を製造する方法は、製造現場
でマスターレスのレイアップマンドレルツールを製造すること含む。ツールはレイアップ
表面を提供する複合材表面板を含む。方法はさらに、強化繊維のレイアップを形成するた
め、当該製造現場でマスターレスのツールを使用することをさらに含む。
【０００５】
　本明細書の別の実施形態によれば、複合材部品を製造する方法は、クリーンセクション
と隣接するダーティセクションを有する製造現場でマスターレスのレイアップマンドレル
ツールを製造することを含む。ツールはモールドライン表面を提供する複合材表面板を含
む。ツールを製造することは、セル型構造体を作成すること、セル型構造体のセルに発泡
状材料を充填すること、ダーティセクションで機械加工された表面を得るため発泡状材料
を機械加工すること、及びクリーンセクションで表面板を形成するため機械加工された表
面上に複合材料をレイアップすることを含む。方法はさらに、クリーンセクションで強化
繊維のレイアップを形成するため当該製造現場でマスターレスのツールを使用することを
さらに含む。
【０００６】
　本明細書の別の実施形態によれば、複合材部品を製造する方法は、強化繊維に対して許
容可能なテープ幅を決定するため、材料のレイダウンを管理する一連のルールを複合材部
品の工学的定義に適用すること；レイアップの形成を高速化する許容可能なテープ幅を選
択すること；マスターレスのレイアップマンドレルツールを製造現場で製造することであ
って、該ツールはモールドライン表面を提供する複合材表面板を含む製造すること；及び
強化繊維のレイアップを形成するため、モールドライン表面上に選択されたテープを堆積
させることを含む。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】レイアップマンドレルツールの図である。
【図２Ａ】様々な製造段階におけるマスターレスのレイアップマンドレルツールを示して
いる。
【図２Ｂ】様々な製造段階におけるマスターレスのレイアップマンドレルツールを示して
いる。
【図２Ｃ】様々な製造段階におけるマスターレスのレイアップマンドレルツールを示して
いる。
【図２Ｄ】様々な製造段階におけるマスターレスのレイアップマンドレルツールを示して
いる。
【図３】隣接するクリーンセクション及びダーティセクションを有する製造セルを示して
いる。
【図４】レイアップマンドレルツール及び複合材部品の両方を製造するために製造セルを
使用する方法を示している。
【図５】複合材部品のレイアップに関してテープ幅が増大するかどうかを判断する方法を
示している。
【図６】複合材部品を製造するセルを選択するための方法を示している。
【図７】図６の方法を実施するための計算機を示している。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　複合材部品を製造するためのマスターレスのレイアップマンドレルツールを作成する方
法を示す、図１を参照する。マスターレスのツールは、永久鋳型によって形成されていな
いツールを意味する。
【０００９】
　ブロック１１０では、部品設計の寸法に従ってセル型構造体が製造される。セル型構造
体は、ツール全体を網羅して部品の大まかな起伏と断面形状を含むビレットを提供する。
航空機の部品など、ある種の部品に関しては、ビレットは一定の曲率を有する起伏又は複
合的で複雑な起伏となることがある。セル型構造体は前立板から形成されてもよい。材料
系、及び前立板の密度及び厚みは、マンドレルツールの所望の耐久性に応じて調整するこ
とができる。材料系は、限定しないが、エポキシ及びビスマレイミド（ＢＭＩ）を含んで
もよい。前立板は、ウォータージェット、ルーター、又は他のツールで切断することがで
きる。前立板は接着、機械的締結、またはその両方によってつなぎ合わせることができる
。強度を高めるため、角度を付けてもよい。
【００１０】
　次に、「卵ケース状の」セル型構造体１１２を示す、図２Ａを参照する。このセル型構
造体は開放セル１１６の配列を定義する前立板１１４から形成されている。卵ケース状の
構造体１１２は上部と底部が開放されている。
【００１１】
　ブロック１２０では、セル型構造体１１２は膨張性の発泡状材料１２２で充填されてい
る（図２参照）。発泡状材料１２２は、レイアップ及び硬化などの加工条件時の寸法の安
定性を維持する。例えば、発泡状材料１２２は、樹脂注入及び硬化、或いはプリプレグ硬
化の温度で、分解又は収縮又は膨張してはならない。発泡状材料１２２は、このような温
度で、分解又は収縮又は膨張してはならない。発泡状材料１２２は、樹脂注入時の圧力（
又はプリプレグ硬化時のオートクレーブ圧力）下で変形してはならない。寸法安定性及び
圧縮強度要件は、セル型構造体１１２上にその後形成される複合材表面板が予測可能な位
置で硬化されるように、維持されなければならない。発泡状材料１２２の寸法安定性が実
現されない場合には、表面板に付加的な材料が追加されることがある。これは好ましくな
い。例えば、表面板が所望の配置にない場合には、表面板の一部の領域は切除不足（未除
去の状態）となり、他の領域は切除過剰（材料を過剰に除去した状態）となることがある
。
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【００１２】
　発泡状材料１２２の実施例は、限定しないが、ポリウレタン、ポリイソシアヌレート、
炭素発泡体、セラミック、及び軽量気泡コンクリートを含む。発泡状材料１２２はブロッ
クの形態であってもよく、又は注入及び硬化したものであってもよく、或いはこれらの何
らかの組み合わせによって追加されてもよい。発泡状材料１２２は、発泡状材料の注入に
よる過剰な接着を避けるため、互換性のある材料（例えば、原樹脂又は代替樹脂）で密閉
されてもよい。
【００１３】
　ブロック１３０では、発泡状材料１２２及び前立板１１４は、表面板のレイアップに対
して所望の表面を得るために機械加工される。結果として得られる機械加工された表面１
３２の実施例は図２Ｃに示されている。
【００１４】
　ブロック１４０では、表面板は機械加工された表面１３２上に形成される。しかしなが
ら、表面板の形成に先立って、前立板１１４への表面板の接着を支援し、樹脂が発泡状材
料１２２に浸透するのを防ぐため、機械加工された表面１３２に接着剤層を塗布してもよ
い。接着剤は原樹脂と互換性があることが好ましく、支持されていても支持されていなく
てもよい。
【００１５】
　表面板は接着剤層の上に強化繊維を含む織布を配置することによって形成される。繊維
は乾いた状態であってもよく、又はプリプレグであってもよい。繊維が乾いた状態にある
ときには、乾燥繊維にはその後樹脂が注入される。この樹脂は「原」樹脂と呼ばれている
。樹脂が注入された繊維又はプリプレグは、バギングされて硬化される。表面板は、接着
及び機械締結の組み合わせによって、前立板に結合されてもよい。機械締結はクリップ又
はブラケットで実施されてもよい。
【００１６】
　ブロック１５０では、発泡状材料１２２はセル型構造体から取り除かれる。樹脂が注入
された繊維に関しては、発泡状材料１２２は樹脂注入後、硬化に先立って取り除かれるこ
とがある。プリプレグに関しては、発泡状材料１２２は硬化後に取り除かれることがある
。幾つかの実施形態では、発泡状材料１２２はセル型構造体１１２の背面から削り取られ
、掘り出されてもよい。他の実施形態では、発泡状材料１２２はブロックとしてそのまま
取り除かれてもよい。
【００１７】
　幾つかの実施形態では、発泡状材料１２２はセル型構造体１１２から完全に取り除かれ
てもよい。発泡状材料１２２は、硬化中の熱要件が満たされることを保証するために（例
えば、熱がツールの背面を通って運ばれることを保証するために）、取り除かれることが
ある。発泡状材料１２２はツールの背面を熱源から絶縁することができる断熱材であるた
め、硬化特性要件によって決定される所要時間で必要な温度になるのを妨げる。短い前立
板を有するツールに関しては、発泡状材料は熱の影響が小さいため、結果的にその場に残
してもよい。
【００１８】
　発泡状材料１２２のブロックを無傷のまま取り除いた場合には、ブロックは再利用可能
である。ブロックの再利用は将来の費用を削減し、製造速度を高める。無傷のまま取り除
くことを可能にするため、セル型構造体の充填に先立って幾つかのステップが実行される
。例えば、前立板１１４の壁はスリップシート（シートはテフロン（登録商標）ナイロン
、フッ素エラストマーなどの材料から成る）で裏打ちされてもよく、或いは剥離フィルム
、又は発泡状材料１２２と前立板１１４との間の接着又は摩擦係数を軽減する他の材料で
裏打ちされてもよい。加えて、セル型構造体１１２の抜き勾配は、発泡状材料１２２が容
易に引き出されるようになっているため、除去作業を促進することができる。
【００１９】
　ブロック１６０では、表面板の露出している表面が機械加工され、最終断面がベンチ試
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験される。最終的な機械加工によって、一般的なマスターツール鋳造では通常得ることが
難しい許容誤差が保証される。最終の表面板の厚みは、ツールの耐久性及びツールに付与
される応力負荷の関数となっている。０．２５インチの最終厚みの最小値で耐久性が保証
されるとすると、最初の厚みの値（例えば、１インチ）は、この最終厚みまで機械加工で
きるように決定される。機械加工はフライス盤で実施されてもよい。研磨によって、モー
ルドライン表面には、所望の空力品質の表面仕上げを与えることができる。
【００２０】
　機械加工された表面板の表面は、複合材部品の目的の応用に応じて、部品の内側又は外
側のモールドライン表面を形成することができる。部品のバギングした側により良好な表
面仕上げを作るためにコールシート（ｃａｕｌ　ｓｈｅｅｔ）が使われていない場合には
、複合材部品のツール側は一般的にバギングされた側よりも良好な表面仕上げを有する。
【００２１】
　ブロック１７０では、機械加工された表面板の表面は洗浄、密閉、及び剥離剤被覆され
る。密閉によって小さな孔隙は充填され、剥離剤被覆によって非粘着処理が施され、硬化
した製品は固着することなくツールから取り外すことが可能になる。
【００２２】
　さらに図２Ｄを参照すると、機械加工された表面板１４２を含むレイアップマンドレル
ツールの例が図解されている。表面板１４２は、前立板１１４に共接着されている。前立
板１１４は表面板１４２への一体補剛をもたらし、高断面ツール用の下部構造体への取り
付けを可能にし、（そのまま使用される）低断面ツール用の基礎水準システムを提供する
。より大きな表面板１４２の一体補剛は有用であるが、これは表面板が大きくなるにつれ
てより「薄く弱く」なるためである。一体補剛はまた、表面板１４２の剛性を高める。
【００２３】
　ブロック１８０では、レイアップマンドレルツールは使用する準備が整っている。幾つ
かの実施形態では、複合材部品を製造するためにツールだけが使用されることがある。
【００２４】
　他の実施形態では、マンドレルツールはより大きなマンドレルツールシステムの１セク
ションとなることがある。マンドレルツールシステムは複数のセクションを一体に組み立
てることによって形成される。マンドレルツールシステム全体にわたって完全な真空を確
保するため、セクション間に真空密閉プレーンが使用されることがある。１つのセクショ
ンを製造現場からレイアップの現場へ出荷する必要がある場合には、過大な積載物を出荷
する際の費用及び遅延を回避するため、レイアップの現場でセクションの組み立てを行う
ことが有利となる。
【００２５】
　高断面ツール（一般的に高さ約２４インチを超える）は、前立板の高さ及び発泡状材料
の容積を低減するため下部構造体を使用してもよい。下部構造体は、ツールの剛性を損な
うことなく（前立板は表面板の表面に剛性をもたらす）床又は台車の上方のツールを支持
することができる。これとは対照的に、低断面ツールは部品製造用の比較的短い前立板と
共に「そのまま」使用可能であり、床又は台車からツールを支持するための付加的な構造
体を必要としない。
【００２６】
　マスターレスのツールの耐久性は、表面板の厚みを増すこと、及び前立板の剛性と厚み
を増すことによって高めることができる。前立板の剛性は前立板間の間隔を狭めることに
よって高められる。耐久性はまた、前立板により耐久性の高い材料を選択することによっ
て高められる。例えば、ＢＭＩはエポキシよりも耐久性が高い。
【００２７】
　複合材部品は大きさが変わることがある。複合材部品は少なくとも約１フィート×１フ
ィートの表面積を有することがある。
【００２８】
　図３を参照すると、マンドレルツールを製造し、またそのマンドレルツールを使用して



(7) JP 5976800 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

複合材部品を製造するための単一の製造セル３１０が図解されている。同一の現場でマン
ドレルツールを構築し、それを使用することによって、費用、時間、及び出荷の物流管理
（大型商用航空機ではこれらはすべて相当な量となる）が低減される。製造された複合材
部品のみが出荷される。
【００２９】
　製造セル３１０はダーティセクション３２０及びクリーンセクション３３０を含む。ダ
ーティセクション３２０での作業は、限定しないが、マンドレルツール及び硬化した複合
材部品の組み立てと機械加工（例えば、トリミング、フライス加工及び穿孔）を含む。作
業が、未硬化の複合材料を処理するためのクリーンルーム要件を損なう塵芥を発生させる
可能性がある場合には、作業はダーティなものとみなされる。機械加工などの「ダーティ
」な作業に対しては、ダーティセクション３２０は塵芥及び破片を最小限に抑えるための
真空システム３２２を含んでもよい。真空システム３２２は塵芥除去に９８％以上の高い
有効性を有することができる。
【００３０】
　クリーンセクション３３０での作業は、マンドレルツール上での複合材レイアップを含
むことがある。幾つかの実施形態では、繊維は静止したレイアップマンドレルツール上に
堆積されてもよい。他の実施形態では、繊維はツールが回転されている間に、レイアップ
マンドレルツール上に堆積されてもよい。複合材レイアップは表面板レイアップ及び部品
レイアップを含むことがある。
【００３１】
　クリーンセクション１３０での作業は、コールプレートの設置、バギング、及び材料の
切断をさらに含むことがある。例えば、樹脂注入又は事前含浸のための織布は、超音波ナ
イフ或いはプライカッター又は手工具などの他の装置で切断可能である。樹脂注入はまた
、クリーンセクション３３０で実施されてもよい。
【００３２】
　作業がクリーンルーム要件を損なうことがなく、汚染の懸念によりクリーンルームで実
施されることを必要としない場合には、作業はクリーンなものとみなされる。クリーンセ
クション３３０は、仕様の範囲内の環境条件を維持するため、空気ろ過及び空調システム
を含むことがある。一般的に、複合材施設は、温度、湿度、及び監視される粒子状物質数
に関してクラス４００，０００のクリーンルームを必要とする。機器及び工作機械はダー
ティセクション３２０からクリーンセクション３３０に移されたとき、これらの要件を満
たさなければならない。クリーンセクション３３０が仕様に影響するのであれば、空気か
ら塵芥を取り除くため、システム３３２の空気循環フィルタに対して待ち時間が必要とな
ることがある。
【００３３】
　製造セル３１０は、このようなクリーン作業とダーティ作業をすべて実施するため、ダ
ーティセクション３２０とクリーンセクション３３０との間で移動可能な、共通のエンド
エフェクタ位置決めシステム３４０を含む。エンドエフェクタ位置決めシステム３４０は
、作業を実施するため複数の交換可能なエンドエフェクタを使用することができる。エン
ドエフェクタは、ダーティセクション３２０とクリーンセクション３３０に配置されるエ
ンドエフェクタステーション３５０に配置されてもよい。ダーティセクション３２０とク
リーンセクション３３０の双方でエンドエフェクタを交換するには、手動、自動、又は半
自動のチェンジャーを使用することができる。
【００３４】
　エンドエフェクタは、機械加工（例えば、フライス加工、穿孔）のためのツール、ツー
ル前立板用のウォータージェットカッター、トリミング用ツール、テープ又はスリットテ
ープのトウのレイダウンのための積層ヘッド、塗装用の塗料噴霧ヘッド、プリプレグ又は
乾燥材料を切断するための超音波カッター、部品又はツール表面板の超音波検査のための
（必要なシューを備えた）ＮＤＩヘッド、複合材部品エレメントを形成するためのストリ
ンガーロール成形機、ツール又は部品材料用の材料供給機、２部品ポリイソシアヌレート
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システムなどの工具発泡体用途の発泡材料供給機、ツール前立板内に事前に硬化した発泡
体工具ブロックを配置するためのハンドリングエンドエフェクタ、ツール表面板又は複合
材部品の幾何形状及び寸法の検査のための検査プローブを含んでもよい。
【００３５】
　幾つかの実施形態では、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０は、複数の運動軸（
例えば、最大７本までの軸）を有するガントリ３４２など、単一の位置決め機械を含んで
もよい。他の実施形態では、位置決めシステム３４０は、クリーン作業及びダーティ作業
を実施するため、１台又は複数台のロボットを含んでもよい。１台のロボットは交換可能
なエンドエフェクタを含んでもよい。複数台のロボットは専用のエンドエフェクタの組み
合わせを使用することができる。
【００３６】
　他の種類のエンドエフェクタ位置決めシステムは、リニアデカルト軸プラットフォーム
、回転軸プラットフォーム、及び並行運動学を利用するスチュワートプラットフォームの
組み合わせを含むことができる。具体的な実施例は、ガントリ、ロボット、レール移動式
ロボット、回転風車式プラットフォーム、及びスチュワートプラットフォーム（例えば、
ヘキサポッド）を含む。これらの実施例の各々では、エンドエフェクタ位置決めシステム
３４０は、性能要件（例えば、角度、速度、加速度、剛性度、移動範囲、有用性、着脱が
容易な結合）を満たしつつ、選択されたエンドエフェクタの機能を実行するためにある位
置まで又はある経路に沿って、そのエンドエフェクタを運ぶように構成されている。
【００３７】
　エンドエフェクタ位置決めシステム３４０は、ダーティセクション３２０とクリーンセ
クション３３０との間で移動可能である。幾つかの実施形態では、エンドエフェクタ位置
決めシステム３４０は機械のレールシステム３６０によって移動されてもよい。他の実施
形態では、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０は空気ベアリング又は車輪によって
移動され、さらに局所的に位置決めされてもよい。
【００３８】
　マンドレルツール支持体３７０は、レイアップ中にマンドレルツールを支えるために提
供される。幾つかの実施形態では、マンドレルツール支持体は、ダーティセクション３２
０とクリーンセクション３３０との間で移動可能なテーブル３７０を含んでもよい。テー
ブル３７０はガントリ３４２の機械脚部の間に配置可能であってもよい。
【００３９】
　エンドエフェクタ位置決めシステム３４０は、洗浄のための滑らかな表面をもたらす金
属薄板又は他の材料で被覆されてもよい。エンドエフェクタ位置決めシステム３４０はま
た、保護被覆としてポリウレタン系プラスチックを利用してもよい。このようなプラスチ
ックは、ダーティセクション３２０からクリーンセクション３３０へエンドエフェクタ位
置決めシステム３４０を移動する前に、洗浄のため容易に取り除くことができる。これは
クリーンルーム要件を維持するのに大いに役立つ。
【００４０】
　幾つかの実施形態では、ファストドア、ストリップドア又はフリーザードアなどの障壁
３８０は、ダーティセクション３２０とクリーンセクション３３０とを分離する。これら
のドアは条件の異なる領域間の環境制御を維持するように設計されている。クリーンセク
ション３３０は、塵芥及びその他の汚染物質を締め出すため、陽圧にされてもよい。
【００４１】
　幾つかの実施形態では、障壁３８０は気密室を含むことがあり、この気密室は固定式ま
たは移動式であってもよい。気密室は、連続した２つの気密ドアを有する部屋を含んでも
よい。ドアは同時には開かない。一般的に、気密室は、室内の圧力変化及び容器からの空
気の損失を最小限に抑えつつ、圧力室とその周囲との間で人及び物の通過を可能にする。
エンドエフェクタ位置決めシステムはクリーンセクション３３０から汚染物質を締め出す
ようにセクション３２０と３３０との間で移動できるように、蛇腹設計を有する気密室は
、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０を覆う携帯型の密閉室を含んでもよい。
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【００４２】
　クリーンセクション３３０からダーティセクション３２０への移動に関しては、クリー
ンセクションのドアが開けられ、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０（既に洗浄済
み）が気密室に移動され、クリーンセクションのドアが閉じられ、ダーティセクションの
ドアが開けられ、さらにエンドエフェクタ位置決めシステム３４０がダーティセクション
３２０に移動される。次にダーティセクションのドアが閉じられる。
【００４３】
　ダーティセクション３２０からクリーンセクション３３０への移動に関しては、ダーテ
ィセクションのドアが開けられ、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０（既に汚染さ
れている）が気密室に移動され、ダーティセクションのドアが閉じられる（クリーンセク
ションのドアは既に閉じられている）。エンドエフェクタ位置決めシステム３４０は洗浄
されている（例えば、保護被覆は剥ぎ取られ、システム３４０は拭き取られている）。気
密室内部の環境が清潔であることが検証された後、クリーンセクションのドアが開けられ
、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０はクリーンセクション３３０内へ移動される
。
【００４４】
　製造セル３１０は、表面板及び複合材部品を硬化するための隣接した硬化セクション３
９０を含むことがある。幾つかの実施形態では、硬化セクション３９０は、プリプレグを
加熱及び加圧下で硬化するためのオートクレーブ３９２を含んでもよい。他の実施形態で
は、硬化セクション３９０は加熱下での樹脂注入織布又はオートクレーブ外での処理用に
設計されたプリプレグ材料の硬化用のオーブン３９４を含んでもよい。
【００４５】
　硬化セクション３９０は、好ましくはクリーンセクション３３０に隣接している。近接
していることにより物流の取扱いが簡素化される。ツール又は部品は、底面に加熱に適し
たキャスター又は車輪を有するマンドレルツール、又はオートクレーブ硬化に耐えるよう
に設計された台車に載せられて、オートクレーブとの間を往復してもよい。
【００４６】
　硬化された部品の非破壊検査は、クリーンセクション３３０で実施されてもよい。非破
壊検査は、塵芥が非破壊検査に影響しないのであれば、ダーティセクションで実施されて
もよい。
【００４７】
　製造セル３１０は比較的小さな設置面積となることがある。長さ４５フィート、幅２０
フィート、高さ１２フィートの複合材部品を製造するための製造セルの例を考えてみる。
このようなセルは、約５，０００平方フィートの床面積と約２５フィートの天井高を有す
ることがある。製造セル３１０の床は平らで、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０
の重量及び負荷に対して十分な基礎を有することができる。比較的小さな設置面積にする
ことにより、中央の大きな施設に単一の大きなセルを建設するのではなく、様々な位置に
複数の製造セルを建設することが可能になる。
【００４８】
　製造セル３１０の利点は、航空機製造業者の主要製品施設から離れて位置に配置できる
ことにある。例えば、製造セルは空港または航空機の修理が行われる他の場所に近接して
配置されてもよい。近接して配置することにより、物流費用（例えば、梱包、輸送）が大
幅に削減され、フロー時間が短縮される。これにより航空機のダウンタイムがさらに低減
される。
【００４９】
　製造セル３１０はまた、レールシステム３６０に沿ってエンドエフェクタ位置決めシス
テム３４０を移動し、且つエンドエフェクタ位置決めシステム３４０にクリーン作業とダ
ーティ作業を実施するように命令するための、共通の制御装置３４４を含むことができる
。制御装置３４４には、プログラミング及びシミュレーションツールからプログラムが与
えられることがある。このプログラミング及びシミュレーションツールは、製造セル３１
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０内で使用されるエンドエフェクタ全種に必要な指示を与えるように設計されてもよい。
【００５０】
　ここで図４を参照すると、レイアップマンドレルツール及び複合材部品の両方を製造す
るために製造セル３１０を使用する方法が示されている。ブロック４００では、制御装置
３４４はツール及び部品を製造するための指示を受信する。この指示は、エンドエフェク
タ位置決めシステム３４０がエンドエフェクタを選択し、所望の機能を実施するため選択
したエンドエフェクタを使用する命令を提供する。エンドエフェクタの穿孔に関しては、
指示はドリルの位置と角度、送り速度、回転速度、及び穿孔サイクル指示を含むことがあ
る。ツールのフライス加工又は部品のエッジトリミングに関しては、エンドエフェクタの
フライス加工指示は、カッターの経路、角度位置、回転速度、及び送り速度を含むことが
ある。繊維配置エンドエフェクタに関しては、指示はヘッドの経路、角度位置、及び種々
のトウに対する切断と追加のコマンドを含むことがある。指示は、製造セル３１０に対し
て設計されるプログラミング及びシミュレーションモジュールによって作成されてもよい
。プログラミング及びシミュレーションモジュールは、複合材部品及びツールに関連する
工学的定義から指示を導き出す。工学的定義は、孔、トリミング場所、及びプライの境界
など、表面の幾何形状及び特性を特定することができる。プログラミング及びシミュレー
ションモジュールは、工学的定義からこれらの要件を取得し、これを製造セル３１０で処
理可能な指示に変換する。制御装置３４４は次に以下を実施するための指示を実行する。
【００５１】
　ブロック４１０では、マンドレルツールのセル型構造体は、ダーティセクションで組み
立てられ、発泡体が充填され、機械加工される。レイアップマンドレルツールは複合材前
立板と共に組み立てられ、前立板はウォータージェットツール又はルーターツールで切断
することができる。幾つかの実施形態では、前立板を組み立てて可動式テーブルに工程し
てもよく、これにより可動式テーブルはマンドレルツールの一部となる。
【００５２】
　その結果得られるセル型構造体は、調製された混合液、プレキャスト材料のブロック、
又はこれらの組み合わせを使用して、組み立てられて発泡状材料で充填される。組み立て
に続いて、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０は、エンドエフェクタステーション
３５０からフライス加工エンドエフェクタを選択し、フライス加工エンドエフェクタを装
着し、発泡状材料及び前立板を機械加工する。次にエンドエフェクタ位置決めシステム３
４０は、プローブヘッドを選択して装着し、位置の照合又は幾何形状を認証するための検
査にプローブヘッドを使用する。
【００５３】
　ブロック４２０では、表面板用の強化繊維は、クリーンセクションで機械加工されたセ
ル型構造体上にレイアップされる。幾つかの実施形態では、織布は織布調製用エンドエフ
ェクタによって調製されてもよく、調製された繊維は超音波切断ナイフエンドエフェクタ
によって切断されてもよい。織布は、自動繊維配置（ＡＦＰ）又は自動テープ積層（ＡＴ
Ｌ）を実施するエンドエフェクタによって堆積されてもよい。他の実施形態では、レイア
ップはドレーピング及びハンドレイアップなどによって手作業で実施されてもよい。調製
された織布は超音波切断ナイフエンドエフェクタによって切断されてもよい。
【００５４】
　ブロック４３０では、複合材料は硬化セクション３９０で硬化される。樹脂注入レイア
ップはオーブン内で硬化されるか、プリプレグレイアップはオートクレーブ内で硬化され
るか、或いはオートクレーブ外のシステムはオーブン内で硬化される。樹脂注入は、エポ
キシ材料に関しては約３５０°Ｆで、ＢＭＩ材料に関してはさらに高温での後硬化を含む
ことがある。特により高い前立板を有するツールに関しては、後硬化に先立って、発泡状
材料はマンドレルツールから取り除かれることがある。
【００５５】
　ブロック４４０では、表面板の露出している表面が機械加工され、最終断面がベンチ試
験される。必要となる何らかの手作業による仕上げもダーティセクションで実施される。
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塵芥の収集に関しては適切な電気掃除機が利用される。ツールの密閉も自動エンドエフェ
クタ（ローラーの噴霧）又は手動プロセスを用いて実施されてもよい。終了したレイアッ
プマンドレルツールは洗浄され、部品レイアップのためクリーンセクションに移送される
。
【００５６】
　ブロック４５０では複合材部品用の複合材料は、クリーンセクションで表面板上にレイ
アップされる。部品レイアップは、エンドエフェクタ位置決めシステム３４０（例えば、
ＡＦＰ又ＡＴＬを実施するエンドエフェクタ）によって自動的に実施されてもよく、或い
は部品レイアップは手作業で実施されてもよい。
【００５７】
　コールプレートは（仕上がり要件に応じて）部品レイアップ上に配置されてもよい。部
品レイアップは次にバギングされ、硬化セクションに移動される。
【００５８】
　ブロック４６０では、部品用の複合材料は硬化セクション３９０で硬化される。ブロッ
ク４７０では、硬化された部品はダーティセクション３２０へ転送され、トリミング及び
穿孔が実施される。
【００５９】
　ブロック４８０では、トリミングと穿孔に続いて、仕上げられた複合材部品がレイアッ
プツールから取り外される。比較的大きな部品は吊り上げ治具によって取り外される。仕
上げられた部品は、超音波検査を可能にするため、ＮＤＩ治具上に配置される。エンドエ
フェクタ位置決めシステム３４０は、部品の幾何形状に適応しうるＮＤＩエンドエフェク
タ（シュー）を選択することによって、ＮＤＩを実施する。
【００６０】
　ブロック４９０では、ＮＤＩに続いて、複合材部品はダーティセクションに移動され、
そこで塗装される（他の実施形態では、塗装は別の施設で実施されてもよい）。エンドエ
フェクタ位置決めシステム３４０は塗装用エンドエフェクタを使用してもよい。ダーティ
セクション３２０での塗装を促進するため、何らかの付加的な換気（ポータブルダクトな
ど）が提供される。
【００６１】
　レイアップマンドレルツール及びエンドエフェクタ位置決めシステム３４０は、ダーテ
ィセクション３２０からクリーンセクション３３０への移動に先立って洗浄される。発泡
体又はカーボン繊維が切断される場合には、塵芥を最小限に抑えるため、可能であれば浮
遊微粒子を最小限に保つため何らかの冷却材と共に、高性能の真空集塵システム３２２が
配備されてもよい。
【００６２】
　複合材部品を締結するための添接重ね板（ｓｐｌｉｃｅ　ｄｏｕｂｌｅｒ）及び他のエ
レメントを製造するために、従来の複合材及び金属（例えば、チタン）の製造技術が使用
されることがある。幾つかの実施形態では、チタン締結具のみ、又は複合材エレメントの
み、又はチタン締結具と複合材締結エレメントの組み合わせが使用されてもよい。チタン
からなるエレメントは、加熱成形及び機械加工などの従来のチタン製造プロセスによって
製造されてもよい。複合材締結具エレメントは、ハンドレイアップ、バギング、硬化、ト
リミング、及び非破壊超音波検査などの従来の複合材プリプレグ製造技術によって製造さ
れてもよい。一方向性材料に関しては、ハンドレイアップの代わりに自動繊維配置が使用
されてもよい。幾つかの実施形態では、複合材重ね板、充填材、接合材は、複合材部品と
同一の又は類似のプロセスに従って、同一の製造現場を使用して組み立て可能である。
【００６３】
　幾つかの実施形態では、分離されたクリーンセクションを使用しない。その代り、すべ
ての作業は単一の部屋で実施される。例えば、単一の部屋は、クリーンルームの仕様を維
持するのに十分な集塵システムを含んでもよい。他の実施形態は、クリーンルームを清潔
に保つために機械上及びツール領域に配置される、一時的な／使い捨ての被覆を使用して
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もよい。例えば、被覆はポリエチレンフィルムを含む。機械及びツールの拭き取りは作業
の間に実施されてもよい。クリーンルーム内で同一の機械でレイアップを実施することは
可能で、材料切断用の超音波切削ヘッドを使用する。
【００６４】
　幾つかの実施形態では、レイアップマンドレルツールはある現場で組み立てられ、別の
現場で使用されてもよい。しかしながら、追加のステップには、組み立て現場へのマンド
レルツールの出荷、ツールの開梱、及び組み立て現場でのツールの据え付けが含まれるこ
とがある。同一現場でマンドレルツールを製造し使用することにより、物流費用が大幅に
削減され、フロー時間が短縮される。
【００６５】
　部品及び表面板のレイアップ中に、織布はマンドレルツールの表面（前立板／発泡体の
機械加工された表面又は表面板のモールドライン表面）上に堆積される。幾つかの実施形
態では、マンドレルツール支持体はレイアップ中に静止していてもよい。
【００６６】
　他の実施形態では、マンドレルツール支持体はレイアップ中に回転されていてもよい。
これらの他の実施形態では、マンドレルツール支持体は回転式マンドレルツール支持体を
含んでもよい。支持体はマンドレルツールの回転に使用され、一方、強化繊維はマンドレ
ルツールのレイアップ表面上に堆積される。
【００６７】
　複合材部品の設計に関しては、工学的定義は複合材レイアップ中に使用されるテープの
幅を規定する。当該の工学的定義は元の部品のレイアップ中に使用されるテープの幅を規
定してもよい。しかしながら、幅の広いテープを使用することにより、製造速度はレイア
ップ中に高めることができる。幅の広いテープを使用することにより、経路内での同じ数
のトウに対してレイダウンが速くなるため、レイアップのフロー時間は短縮可能である。
幅の広いテープでも製造の選択肢として手作業によるレイアップは可能である。幅の広い
テープは、例えば、ＡＦＰ機械が修理のため稼動していない場合でも、一定の起伏を有す
る小さな部品又は平坦な部品、或いは相当に大きな部品を迅速に製造する解決策を提供す
る。
【００６８】
　ここで図５を参照すると、幅の広いテープが使用しうるかどうかを判断する方法が示さ
れている。ブロック５１０では、複合材部品の工学的定義がアクセスされる。材料及び表
面の幾何形状を規定することに加えて、工学的定義はまた複合材部品に対するプロセス仕
様を定義してもよい。これらのプロセス仕様は、レイアップ指示、処理指示、硬化指示、
プロセッサの能力認定、及び検査指示を含んでもよい。プロセス仕様はまた、レイダウン
時に許容しうる偏差（例えば、重なり、間隙、及びロゼット（ｒｏｓｅｔｔｅ）からの角
度偏差）及びレイアップ内の許容しうる不具合（例えば、しわ及び縮み）を記述すること
ができる。
【００６９】
　ブロック５２０では、材料のレイダウンを管理する一連のルールが、レイダウンに先立
って工学的定義に適用される。このルールは、所定の幅の材料が仕様の配向及び位置にレ
イダウンされている場合に生ずる偏差及び不具合を特定する。幅の異なる材料の積層物は
、異なる機械性能を有する。種類の異なる積層物はまた、種々の機械性能を有する。
【００７０】
　これらのルールは、テープの各層に対してテープの経路を決定するアルゴリズムを含む
（テープの経路は、機械加工作業時のツール（例えば、繊維配置ヘッド）の移動を決定す
る一連の座標位置を含む）。アルゴリズムは、異なるテープ幅の各々に対して最小ステア
リング半径を決定する経路生成アルゴリズムを含む。アルゴリズムは、限定されるもので
はないが、ロゼット（の配向）を指定するロゼットアルゴリズム、及び自然な経路（テー
プの両端の間で同一の距離が連続的に維持される場合には、自然な繊維張力を生む経路と
して特徴付けられる）をさらに含む。
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【００７１】
　ルールは、部品のロゼット及び起伏に基づいて、しわ又は縮みなどの不具合なしで所定
の幅の材料を所望の配向及び位置にレイダウンしうるかどうかを示している。以下の実施
例を考えてみる。幅の広いテープ又はスリットテープは一般的に、幅の狭いテープよりも
小さな最小ステアリング半径を有する（最小ステアリング半径とは、しわ又は縮みが許容
しうるレベルで材料を旋回させることができる最小の半径である）。ルールは、幅の広い
テープが最小ステアリング半径に違反するかどうかを決定することができる。
【００７２】
　ルールはプロセス仕様及び経験的な材料性能から導かれる。例えば、最小ステアリング
半径は、平面上で試験を行い、許容範囲内にあるしわ又は縮みを探すことによって、様々
な種類（材料系、織り方、樹脂含有量、など）及び幅の複合材料に対して得ることができ
る。使用される機械の種類及びその機械のプロセスパラメータ（例えば、張力、圧縮力）
は、結果に影響を及ぼすことがある。積層物の機械特性性能は、張力及び圧縮力試験など
の試験から得られるデータの別の実施例である。最初に、経験的なデータは試験材料の切
り取り試験片から得てもよい。追加データは、時間をかけて、試験サブコンポーネント又
は完成された組み立て品から得てもよい。
【００７３】
　ルール適用の結果は、複合材部品の製造に使用されるテープのリスト（種類及び幅によ
る）である。幾つかの例では、リストはプライ又は部品の一部ごとに許容しうるテープを
示している。第１の実施例として、起伏のある又は複雑な起伏のある胴体部分を考えてみ
る。この部品に関しては、リストは、９０度の繊維配向に対して最大６インチの幅のテー
プを許容するが、他の繊維配向（例えば、０度及び４５度）に対しては、わずか０．５イ
ンチの幅しか許容されない。
【００７４】
　第２の実施例として、リストは、１つの小さなゾーンを除くと、部品のすべての領域及
びすべての繊維配向に対して、１／２インチ幅の材料を許容する。このリストにより、当
該の小さなゾーンに対してはさらに幅の狭い（１／４インチ）材料が許容される。
【００７５】
　図５の方法により、部品が実際に製造される前に複合材部品の生産可能性（又は製造可
能性）を試験することができる。複合材部品の設計時にテープ幅を増すことを検討するこ
とにより、経験的な試験を最小限に抑え、その結果、部品生産を高速化することができる
。試行錯誤は避けられる。部品の再設計、再製造、及び再検証を何度も繰り返すことは回
避される。検証用の切り取り試験片を物理的に構成し、試験プロセスの繰り返しに従う必
要はなく、相当な時間と費用が節約される。この時間の短縮は、カスタマイズされる複合
材部品の設計及び製造に関しては、特に貴重である。
【００７６】
　幾つかの事例では、複数の製造セルは複合材部品の製造に利用可能である。これらの施
設は、限定しないが、実施されるレイアップの種類（ハンドレイアップ対自動レイアップ
）、利用可能な機械の種類、利用可能なエンドエフェクタの種類、及び堆積可能な最も幅
の広いテープなど、種々の機能を有する。
【００７７】
　ここで図６を参照すると、テープ幅を増すだけでなく、複合材部品を製造するための製
造セルを探すための、ルールに基づく生産性解析を実施する方法が図解されている。ブロ
ック６１０では、解析は、部品の起伏の大きさを理解するため、複合材部品の工学的定義
に基づいて実施される。大きさと起伏を理解することによって、テープ幅の選択を狭める
ことができる。典型的な自動繊維配置材料に関しては、１／８インチ、１／４インチ、及
び１／２インチの典型的な幅の材料が使用されることがある。ハンドレイアップ及び自動
テープレイアップに関しては、３インチ、６インチ、及び１２インチのより幅の広いテー
プが使用されてもよい。ハンドレイアップに関しては、典型的に３６インチ、４８インチ
、及び最大６０インチの幅広テープが使用されることがある。



(14) JP 5976800 B2 2016.8.24

10

20

30

40

【００７８】
　これらのテープ幅候補の一部は、このステップで除外されることがある。例えば、複雑
な起伏のある部品は、ハンドレイアップの候補にはきわめてなりにくい（その可能性は事
前の生産可能性の知識に基づくであろう）。幅の狭い（１／８インチ、１／４インチ、１
／２インチ）テープによる自動レイアップのみが検討される。他方、比較的均一な表面を
有する部品は、６インチ幅テープによるハンドレイアップの候補となりうる。初期解析に
より、レイアップの種類（例えば、ハンドレイアップ対自動レイアップ）、候補テープ幅
（例えば、１／２インチテープ対１／４インチテープ）、候補自動化機械（例えば、１／
４インチテープをレイダウンする能力を有していない機械は、その後の検討から除外され
ることがある）、及び候補セル（例えば、１／４インチテープをレイダウンする能力を有
していないセルは、その後の検討から除外されることがある）を狭めることによって、全
体の解析時間を短縮する。
【００７９】
　ブロック６２０では、最も幅の広いテープと複合材部品の製造に最適なセルを特定する
ため、一連のツールが工学的定義に適用される。ルールは、（１）レイダウン機械の構成
及びテープ幅と；（２）複合材積層物のバランス及び対称性、（３）構造性能、（４）複
合材部品の重量、及び（５）複合材部品の製造速度（例えば、材料切れ期限、機械能力、
機械が利用可能な時間帯、労働時間／費用、顧客ニーズのデータ、などの範囲内）、との
間の最適なバランスを実現するこれらのセルを特定する。バランスされる他の要因は、限
定しないが、自動レイダウン、及び工学的な変更作業を含みうる。工学的な変更作業は、
種々のテープ幅を組み込むための、既存の生産構成からの修正を意味する。このバランス
は、生産に時間を使う代わりに設計変更に時間を使うことを含む。
【００８０】
　例えば、部品表面の適合性により、コースサイズには限界があるため、レイダウン機械
の構成が規定されているテープ幅でレイアップを実施できるかどうかはルールによって判
断してもよい。３２個の１／２インチ幅のトウ又は材料のスリットテープを有する機械、
及び１６個の１／２インチ幅のトウを有する他の機械の実施例を検討する。３２個の１／
２インチ幅のトウを有する機械のための圧縮ローラーは１６インチで、一方、１６個の１
／２インチ幅のトウを有する機械のための圧縮ローラーは８インチである。同一幅のトウ
の場合、速度が一定であると仮定すると、同時に使用可能なトウの数量が大きくなるほど
、レイダウン時間は速くなる。幾つかの場合では、部品の起伏に応じて、全体的に利用可
能なトウの数は限られることがある。例えば、複雑な起伏を有する部品全体にわたって３
２個のトウを有する機械は、ローラーの適合性により効果的に使用しうる１８個又は１９
個のトウを上限とすることがあり、したがって、１／２インチ幅のトウ（３２個）を有す
る機械は、所定の部品構成に対して不必要な生産能力を提供することがある。より幅の広
いテープは、とりわけ全般的に複雑な起伏の場合には、適合性に関してさらに多くの課題
を有することがある。共通のレイダウン速度を仮定すると、トウが増えるほど、材料はよ
り速くレイダウンすることが可能になり、部品はより速く製造することが可能になる。
【００８１】
　ここで図７を参照すると、プロセッサ７２０及びメモリ７３０を含むコンピュータ７１
０が図解されている。メモリ７３０は、図６の方法をコンピュータ７１０に実行させるた
めの命令７４０を含む。
【００８２】
　本明細書に記載の迅速製造は、特定の種類の複合材部品に限定されない。複合材部品の
実施例は、限定しないが、主翼パネル、貨物室ドアパネル、自動車のフード及びパネル、
トラックのフード及びパネル、複合材タンク用パネル、及び複合材ドームを含む。これら
の部品の幾つかは複雑な起伏の表面を有することがある。



(15) JP 5976800 B2 2016.8.24

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図３】



(16) JP 5976800 B2 2016.8.24

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】



(17) JP 5976800 B2 2016.8.24

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  13/267,878
(32)優先日　　　　  平成23年10月6日(2011.10.6)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  13/291,083
(32)優先日　　　　  平成23年11月7日(2011.11.7)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(72)発明者  ドステルト，　スティーヴン　ジェー．
            アメリカ合衆国　ワシントン　９８０２０，　エドモンズ，　１３番　ウェイ　サウスウエスト　
            ７２７
(72)発明者  ロウダーバック，　マイケル　ジェー．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９２６９２，　ミッション　ビエホ，　バーチクレスト　２２
            ５０１

    審査官  大塚　徹

(56)参考文献  特開平０５－１９３０２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０４８６３６６３（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０４０７３０４９（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開２００７－１７２６３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００２／００９６６２０（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第９８／０５０１８０（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１３／００９９０９（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２９Ｃ　　７０／００　－　７０／８８　　　
              Ｂ２９Ｃ　　３３／００　－　３３／７６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

