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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
剛直なエポキシ発泡体の１の中央層に付着された少なくとも２の表面層を含むサンドイッ
チ構造を含む自動車で使用される複合物であって、上記表面層のそれぞれが０．２～１０
ミリメートルの厚さを持ち、エポキシ発泡体の層が、該少なくとも２の表面層の合計厚さ
の少なくとも１．５倍であり、かつ発泡体が０．２～１．５グラム／ｃｃの密度および２
～１５ミリメートルの厚さを持ち、該複合物が少なくとも５．０ミリメートルの厚さおよ
び１００ｍＰａ～７００ｍＰａの曲げ弾性率を持つ、ただし該曲げ弾性率は５～８ミリメ
ートルの厚さの試料についてＡＳＴＭ　Ｄ７９０/ＩＳＯ　１７８規格に従って測定され
る、上記複合物。
【請求項２】
構造体が中空の箱状区画である、請求項１に従う複合物。
【請求項３】
構造体が管である、請求項１に従う複合物。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に従う複合物を、乗物に衝突に対する強化材を与えるために
使用する方法。
【請求項５】
自動車ドア強化材を与える、請求項４に従う方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、改良された層状複合物構造体、およびその製造方法に関する。特に、本発明は
、高強度軽重量の剛直な複合材料、およびその製造方法に関する。本発明はさらに、この
ような複合物からの高強度軽重量物品の製造方法に関する。高強度が要求される構造体に
は、鋼鉄が典型的には使用される。しかし、鋼鉄は重くなりがちであり、したがって物品
に過剰な重量を加える。鋼鉄よりも強い、いくつかの軽重量の材料があるけれども、これ
らは極めて高価である。
【０００２】
本発明の軽量で剛直な複合物は、輸送産業における、たとえば自動車、飛行機および船舶
産業における材料として特に有用であり、これらの産業においては金属およびガラス強化
プラスチック物品、たとえばパネルおよび強化材を、該複合物が代替するために使用され
ることができることを、本発明者らは発見した。近年、伝統的な鋼鉄部品を、同等の強度
でより軽い材料、たとえばアルミニウム、繊維強化ポリマー材料、発泡体材料および複合
物、特に発泡層を含有する複合物で代替する傾向があった。しかし、増加された強度およ
び低減された重量の材料への継続的なニーズが存在する。
【０００３】
軽量とともに高強度が要求されるさらなる用途で、本発明の複合物は、非常に多様な使わ
れ方がされ、特に、そのことは、鋼鉄と比較して同等のまたは改善された強度を持つ、安
価な軽量材料を提供することができる。鋼鉄が使用されてきた用途、たとえば建設および
あらゆる形態の輸送で採用される金属管、金属構造体に、該複合物は特に有用である。加
えて、より軽い材料、たとえばアルミニウムが使用されている物品の強度を改善するため
に該構造体は使用されることができる。他の使用先は、スポーツ用品、たとえばスキーお
よびインラインスケートの製造における、並びに家具の製造における素材料としてのもの
を包含する。
【０００４】
材料に要求される強度は、それが置かれることになる使用先に依存するだろう。たとえば
、重要な特性は、ＡＳＴＭ　Ｄ７９０／ＩＳＯ　１７８規格によって測定される高い引張
強度および高い曲げ弾性率でありえ、あるいは、耐衝撃性、圧縮強度またはねじり強度で
ありえ、またある使用先では、これらの特性の組み合わせが要求されることがある。
【背景技術】
【０００５】
剛直なエポキシ発泡体の１層を取り囲む少なくとも２の表面層からなる複合物サンドイッ
チ構造体から、特に望ましい特性および特に低重量と高強度と剛性との組み合わせが得ら
れることができることを、本発明者らは発見した。
【０００６】
発泡体のコアを持つ複合物サンドイッチ構造物は知られており、重量への配慮から導かれ
る有利点とともに有意の強度および剛性を持つ材料として提案されてきた。たとえば、日
本国の特許出願公開公報、特開昭５８－０４９２２３号の要約は、２の金属板の間にサン
ドイッチされたエポキシ発泡体を含むサンドイッチ構造体を開示する。Ｓ．Ｖｅｎｋａｔ
ｒａｍａｎおよびＫｉｓｈｏｒｅによる２論文、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅｉｎｆｏｒ
ｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ誌、第１６巻、第７号／１９
９７年の第１報およびＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ
　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ誌、第１７巻、第８号／１９９８年の第２報は、ガラス
－エポキシ樹脂材料の２の厚い層の間にサンドイッチされた可撓性発泡体の１の薄い層を
含む複合物を開示する。これらの論文の第１報は、ガラス／エポキシ積層物についての衝
撃の研究に関し、第２報は、繰り返し衝撃を受けたガラス－エポキシ複合物の破壊におけ
る発泡体層の役割についての検討に関する。両論文において、可撓性エポキシ発泡体の層
は、予め発泡された可撓性の層として施与され、ガラス／エポキシ層に接着剤によって接
着されている。可撓性発泡体のシート層が衝撃の方向に関して配置される様式が、繰り返
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し衝撃後の亀裂進路の広がりに影響すると、後者の論文は結論する。
【０００７】
米国特許第３５９８６７１号は、発泡体プラスチック積層化構造体を調製する方法におい
て、発泡体形成材料の少なくとも１の成分が、ベース材料の１のシートの表面上にコーテ
ィングとして施与される、上記方法を開示する。発泡体形成材料のさらなる成分が、ベー
ス材料のもう１つのシートの表面上にコーティングとして施与される。次に両シートは一
緒にされ、その結果、発泡体形成材料の両成分が一緒にされ、その結果、それらは発泡し
、そして発泡されたコアプラスチック積層化構造体を生成する。それぞれ約１／８インチ
（３．１８ミリメートル）厚さの繊維ガラスの２層間にサンドイッチされた１／４インチ
（６．３５ミリメートル）厚さのエポキシ発泡体の１層を含む、そのような積層物を、米
国特許第３５９８６７１号の実施例２は製造する。したがって、繊維ガラスの２層の合計
厚さは、発泡体の厚さと実質的に同じである。該発泡体はまた、１平方フィート当たり７
．５ポンド（３６６００グラム／平方メートル）の密度を持ち、極めて重い。したがって
、米国特許第３５９８６７１号は、本発明の高強度軽量材料を意図していない。
【０００８】
熱活性化可能な発泡性エポキシ物質は知られており、自動車の構造強化材の製造に使用さ
れている。たとえば、発泡性材料が金属またはプラスチックの担体の表面に施与されて、
強化を必要とする乗物構造体の一部の中に挿入される部品を製造することができる。乗物
構造体の金属表面へ防食コーティングを施与するために使用される電着塗装（ｅ－コート
）法で、または任意の他の塗装作業で、広く行われている条件下に発泡するように、熱活
性化可能な発泡性エポキシ物質は配合されることができる。このような発泡性エポキシ物
質およびその使用方法は、米国特許第４９２２５９６号、４９７８５６２号、５１２４１
８６号および５８８４９６０号に記載されている。
【特許文献１】特開昭５８－０４９２２３号公報
【特許文献２】米国特許第３５９８６７１号公報
【特許文献３】米国特許第４９２２５９６号公報
【特許文献４】米国特許第４９７８５６２号公報
【特許文献５】米国特許第５１２４１８６号公報
【特許文献６】米国特許第５８８４９６０号公報
【非特許文献１】Ｓ．ＶｅｎｋａｔｒａｍａｎおよびＫｉｓｈｏｒｅ著、Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ誌、
第１６巻、Ｎｏ．７／１９９７年
【非特許文献２】Ｓ．ＶｅｎｋａｔｒａｍａｎおよびＫｉｓｈｏｒｅ著、Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ誌、
第１７巻、Ｎｏ．８／１９９８年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
改良された軽量高強度複合材料が、このタイプの発泡性エポキシ物質から得られることが
できることを、本発明者らは今発見した。米国特許出願公開第０９／９３９１５２号は、
金属パネル、ロービングクロスを含み、かつエポキシ発泡体であってもよいマトリックス
材料の１面に結合された、構造的に強化されたパネルを開示する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
したがって、剛直なエポキシ発泡体の１の中央層に付着された少なくとも２の表面層を含
むサンドイッチ構造を含む自動車で使用される複合物であって、上記表面層のそれぞれが
０．２～１０ミリメートルの厚さを持ち、エポキシ発泡体の層が、該少なくとも２の表面
層の合計厚さの少なくとも１．５倍であり、かつ発泡体が０．２～１．５グラム／ｃｃの
密度および２～１５ミリメートルの厚さを持ち、該複合物が少なくとも５．０ミリメート
ルの厚さおよび１００ｍＰａ～７００ｍＰａの曲げ弾性率を持つ、ただし該曲げ弾性率は



(4) JP 5082030 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

５～８ミリメートルの厚さの試料についてＡＳＴＭ　Ｄ７９０/ＩＳＯ　１７８規格に従
って測定される、上記複合物を、本発明は提供する。特に、発泡体が０．３～０．６グラ
ム／ｃｃの密度を持つことを、本発明者らは好む。
【００１１】
さらなる実施態様では、各層が０．２～１０ミリメートルの厚さを持つ少なくとも２の表
面層および２～１５ミリメートルの厚さを持つ剛直なエポキシ発泡体の１のコア層を含む
複合物を、本発明は提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
本発明のさらなる実施態様では、本発明の複合物は、０．１～２．０グラム／ｃｃ、好ま
しくは０．１～１．０グラム／ｃｃの範囲の密度を持ち、該密度は表面層に使用された材
料の性質に依存する。他の実施態様では、５～８ミリメートル厚さである本発明の複合物
は、１００ｍＰａ～７００ｍＰａ、好ましくは２００ｍＰａ、より好ましくは２００ｍＰ
ａ～７００ｍＰａの、ＡＳＴＭ　Ｄ７９０／ＩＳＯ　１７８規格によって測定された曲げ
弾性率を持つ。
【００１３】
本発明の複合物の好まれる表面層は、任意の適当な材料であることができる。好適な材料
の例は、金属、たとえばアルミニウム箔または鋼鉄箔のような金属箔、プラスチックフィ
ルムまたはシート、たとえばポリプロピレンフィルム若しくはポリエチレンフィルムまた
はポリエチレンテレフタレートフィルムを含む。しかし、該材料は繊維状物質であること
が好まれる。該表面層は多孔性であることが特に好まれ、その結果、エポキシ物質が表面
層の孔中に浸透することができ、その結果、表面層がエポキシ発泡体中に埋め込まれる。
中空断面の軽量複合材料、たとえば管または箱構造体の製造に、本発明は特に有用であり
、そしてこの場合、該表面は、プラスチック若しくは金属（アルミニウムが好まれる。）
の、たとえば、同心の管または相対応する箱状区画であることができる。これら表面層は
同じであっても異なっていてもよく、ある実施態様では、該層は所望の特性を付与するた
めに選ばれることができ、たとえば管のような複合物中空部分では、外層は耐衝撃性を付
与するためにアルミニウムのような金属であることができ、また内層は強度を付与するた
めに炭素繊維のような管であることができる。
【００１４】
繊維状物質が使用される場合には、それは任意の適当な材料であることができ、その選択
は複合材料が置かれることになる使用先に依存するだろう。使用されることができる繊維
状物質の例は、織布または不織布のウェブ、たとえばポリエステル、ポリアミド、ポリオ
レフィン、紙、炭素繊維およびケブラー繊維から得られたウェブを含む。これらのウェブ
は、織られていてもよく、または織られていないウェブの製造技術、たとえばニードルパ
ンチ法およびポイントボンディング法によって得られることもできる。本発明者らは、ガ
ラス繊維を使用することを好むけれども、金属性繊維状ウェブも使用されることができ、
これらもまた、織られていても織られていなくてもよい。特に、４０グラム／平方メート
ル～４００グラム／平方メートルの重量を持つガラス繊維ウェブを使用することを、本発
明者らは好む。他の好まれる繊維状物質は、炭素繊維およびケブラー繊維を包含する。同
じであっても異なっていてもよい材料の２以上の層の重ね合わせによって、表面層自体が
製造されることができる。
【００１５】
表面層が、その複合物の表面においてではあるけれども、エポキシ物質で大部分包まれて
いるところの複合物、を記述するために、「埋め込まれる」の語は使用される。これは該
材料の断面の顕微鏡写真、たとえば図４から判断されることができ、表面層中へ、時には
それを貫通して伸びているエポキシ物質の実質的に連続の層を、図４は示す。埋め込まれ
るためには、表面材料の全てがエポキシ物質ですっぽり包み込まれることは必ずしも必須
ではないことが、正しく理解されるだろう。表面層中へ、時にはそれを貫通して伸びるエ
ポキシ物質は、エポキシ発泡体と同じであってもよい。とはいえ、本発明の好まれる実施
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態様では、それは、発泡性エポキシ物質と相容性であり、エポキシ物質の発泡によって形
成された空隙を考慮に入れて、該発泡性材料と実質的に連続のマトリックスを形成する、
別の発泡していないエポキシ物質である。したがって、表面層材料は、このエポキシマト
リックス中に埋め込まれる。
【００１６】
発泡体層は、剛直なエポキシ発泡体である。「剛直な」とは、それが触ると硬く、かつ手
で加えられた圧力に抵抗することを意味する。発泡体層は、５～１５ミリメートル、好ま
しくは７～１３ミリメートル、最も好ましくは８～１３ミリメートルの厚さを持つことが
好まれる。本発明の複合材料の製造においては、それから発泡体が製造されるところの発
泡性材料が、１～５ミリメートル、好ましくは２～４ミリメートル、より好ましくは２～
３．５ミリメートルの未発泡状態での厚さを持つことが好まれる。
【００１７】
本発明はさらに、複合材料の製造方法において、第一層を用意すること、その上に熱活性
化可能な発泡性エポキシ物質の層をかさねること、そして第一層から離れた熱活性化可能
な発泡性エポキシ物質の層の表面上に第二の表面層を施与すること、そしてエポキシ物質
を活性化するために加熱して、その発泡、硬化を引き起こして、そうすることによって表
面層に結合された剛直な発泡したエポキシ物質を形成することを含む、上記の方法を提供
する。
【００１８】
１のさらなる実施態様では、本発明は複合材料の他の製造方法において、２の表面層間に
発泡性エポキシ物質を噴霧すること、そして該発泡性材料が膨張し硬化し該複数の表面層
に結合することを許すことを含む、上記の方法を提供する。
【００１９】
本発明の方法の好まれる実施態様では、表面層は多孔性であり、好ましくは繊維状物質の
ものである。さらに好まれる実施態様では、表面層は、加熱前にエポキシ物質で被覆され
および／または含浸される。好ましくは、このようなエポキシ物質が使用される時は、前
に記載されたように、熱活性化可能な発泡性エポキシ物質とともに実質的に連続のマトリ
ックスを形成するように、それは熱活性化可能な発泡性エポキシ物質と相容性である。こ
のようにして、表面層が多孔性であるときは、それらは該エポキシ物質中に埋め込まれる
ことができる。好ましくは、熱活性化可能な発泡性エポキシ物質が硬化するのと同じ条件
下に、該エポキシ物質も硬化する。この実施態様では、本発明の方法の加熱段階は、両エ
ポキシ樹脂を硬化するだろう。多孔性層がそれによって被覆されおよび／または含浸され
るところのエポキシ物質は、発泡性である必要はないけれども、好都合には、熱活性化さ
れた発泡性材料の基礎として使用されるのと同じエポキシ物質である。
【００２０】
他の好まれる実施態様では、両層は相対応する中空の輪郭であり、両輪郭の間に発泡体が
生成される。たとえば、該層は同心の管または相対応する箱状区画であることができる。
この実施態様では、所望の厚さの発泡体層の形成を許すために、好ましくは離れて保持さ
れている２の相対応する輪郭間に、発泡性材料を施与することによって、構造体は製造さ
れることができる。たとえば、移動する、空間を空けた２の同心の管の間に、発泡性材料
が押出され、そしてその後発泡されて、本発明の複合物を製造することができる。
【００２１】
本発明の各種の実施態様は、さらに、４以上の層を有するサンドイッチ複合物、その製造
方法、およびそれから作られた材料を意図する。たとえば、３層サンドイッチ構造体に加
えて、２の外層、たとえば繊維状、金属性、またはプラスチックの層、および繊維状、金
属性、またはプラスチックの材料の内層、並びにこれらの層間に挿入されたエポキシ発泡
体または熱活性化可能エポキシ発泡体形成材料の２層からなる５層を、複合物は含むこと
ができる。より大きい数の層を有する複合物も意図されるが、ただし該複合物の２の表面
層が、本発明に従うことを条件とする。
【００２２】
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発泡性エポキシ物質は、典型的にはエポキシ樹脂、発泡剤および硬化剤を含有し、またし
ばしば充填剤も含有する。発泡および硬化（硬くなること）が所望の温度範囲内で起きる
ように、発泡剤および硬化剤は選択されることができる。したがって、発泡および硬化に
要求される温度が表面層を損なわないように、該材料は選ばれなければならない。生成物
に要求される剛性の程度に従って、エポキシ樹脂は選ばれることができる。アミン硬化剤
がしばしば使用されることができ、その場合には少なくとも１００℃の硬化温度が一般に
要求される。硬化温度より僅かに下の温度で発泡が開始するように、発泡剤および硬化剤
は選ばれることが好まれる。発泡性エポキシ樹脂は、典型的には溶媒、たとえばアルコー
ルの使用を介して液体として施与されることができる。この実施態様では、エポキシ樹脂
は、表面層の一方または両方の上に噴霧されまたは塗布されることができる。溶媒は次に
、蒸発によって除かれて、発泡性エポキシ物質の連続または不連続の層を与えることがで
きる。あるいは、発泡性エポキシ物質は押出され、本発明に使用するための片へと切断さ
れてもよく、あるいは、表面層の一方の上へと、好都合には２の表面層の間に押出されて
もよい。
【００２３】
熱活性化されたエポキシ発泡体形成材料は、該複合物が置かれるべき用途に従って選ばれ
なければならない。しかし、熱活性化されたエポキシに基づいた樹脂は、熱の使用を介し
た活性化による発泡可能な特性を持たなければならず、それによって膨張し、架橋して、
硬くて剛直な発泡体を製造し、そして硬化して、表面層に結合する。好まれる配合の例は
、重合体変性剤、たとえばミシガン州Ｒｏｍｅｏの、Ｌ　＆　Ｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社か
らＬ－５２０４、Ｌ－５２０６、Ｌ－５２０７、Ｌ－５２０８、Ｌ－５２０９、Ｌ－５２
１４およびＬ－５２２２の名称の下に、並びにＣｏｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社からｃｏｒ
ｅ　５２０７、５２１４、５２３４および５２３１として、商業的に手に入るエチレン共
重合体または三元重合体を含んでいてもよい、エポキシに基づいた物質である。発泡体の
密度を下げることができる充填剤、たとえばガラス微小球、炭酸カルシウムおよびタルク
をも、これらの生成物は含むことができる。これらの好まれる熱活性化された発泡性材料
の１の利点は、これらがいくつかの様式で加工されて、本発明の熱活性化可能な発泡性層
を製造することができることである。発泡性活性化可能エポキシ物質の層は、連続であっ
ても不連続であってもよい。発泡性活性化可能材料の層を施与するための可能な手法は、
シート材料の施与、射出成形、ブロー成形、熱成形、ペレット化された材料の直接堆積、
押出または小型塗工機の押出機を用いた押出を包含する。好まれるエポキシ物質は、活性
化前には可撓性であり、そして複雑な形状物の製造を許し、かつほとんどの従来技術の高
強度材料の設計適応性能力を超える、設計の創製を、この可撓性は可能にする。
【００２４】
熱活性化可能な発泡性エポキシ樹脂は、それが細片状であれスポット状であれ、熱膨張性
である。すなわち、熱をかけられると、典型的には発泡反応によって、および好ましくは
未発泡状態の体積の少なくとも１３０％まで、より好ましくは少なくとも１５０％まで、
しかしより好ましくは発泡した状態の体積の少なくとも２倍まで、これは膨張するだろう
。該材料はまた、硬化して、表面層に結合された剛直なエポキシ発泡体を与える。発泡性
材料は、室温で好ましくは指触粘着性でなく、かつ発泡剤の活性化によって軟化しそして
それから膨張することになるようなものであり、該エポキシは次に硬化し始め、そして表
面層に結合することになるように接着特性を発現するだろう、そして最後に硬化が完了し
て、発泡されたエポキシ樹脂を硬くするだろう。得られた生成物は、硬い剛直なエポキシ
発泡体に結合された表面層を含むサンドイッチ構造体である。
【００２５】
エポキシ樹脂は、好ましくは活性化可能発泡性エポキシ物質組成物の約５重量％～約７５
重量％、より好ましくは約１５重量％～６５重量％を形成する。充填剤は、好ましくは該
組成物の約０重量％～約７０重量％、より好ましくは約２０重量％～約５０重量％を形成
する。発泡剤は、好ましくは該組成物の約０．５重量％～約１０重量％、より好ましくは
約０．２重量％～５重量％を形成する。硬化剤は、好ましくは該組成物の約０重量％～約
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１０重量％、より好ましくは約０．５重量％～５重量％を形成する。促進剤は、好ましく
は該組成物の約０重量％～約１０重量％、より好ましくは約０．３重量％～５重量％を形
成する。好まれる配合が、以下の表に示される。
【表１】

【００２６】
本発明の方法の好まれる実施態様では、熱活性化可能エポキシ物質を発泡し硬化するため
に加熱する前に、１以上の表面層がエポキシ物質で被覆されおよび／または含浸される。
この実施態様では、表面層を被覆しおよび／または含浸するために使用されるエポキシ物
質は、熱活性化可能な発泡性材料が硬化する条件と同じ条件下で硬化することが好まれる
。特に好まれる実施態様では、該エポキシ物質は、熱活性化された発泡性材料が基づいて
いるエポキシ物質と同じである。表面層がエポキシ物質で含浸されることができるように
、表面層が多孔性であるときに、この実施態様は特に好まれる。あるいは、液体状の発泡
性エポキシ物質の施与を介して、含浸は達成されることができる。
【００２７】
発泡性材料に好ましく使用されるエポキシ樹脂は、約２００～５０００、より好ましくは
３００～３０００のエポキシ当量値を持つ。というのは、これらの樹脂が好適な硬化反応
性および融点を持つからである。その故に、十分な剛性を持つ発泡体が調製されることが
できる。より好ましくは、エポキシ樹脂は約５００～２５００、最も好ましくは約５００
～１５００のエポキシ当量を有する。
【００２８】
好適なエポキシ当量を持つエポキシ樹脂は、ただ一つのタイプのエポキシ樹脂に限定され
ない。むしろ、エポキシ樹脂の組み合わせが使用されることができる。代表的なエポキシ
樹脂は、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、臭素化ビスフェノールＡ、水素化ビスフ
ェノールＡ、ビスフェノールＳ、ビスフェノールＡＦ、ビフェニル、ナフタレン、フッ素
、フェノールノボラック、オルトクレゾールノボラック、ＤＰＰノボラック、３官能性ト
リス－ヒドロキシフェニルメタン、テトラフェノールエタンを包含するが、これらに限定
されない。また、他のグリシジルエーテルタイプが好まれる。
【００２９】
硬化剤は、エポキシ樹脂を硬化する能力のある物質である。好ましくは、硬化剤は、室温
または通常の貯蔵温度で、膨張していない形のエポキシ樹脂と反応することなく、一方同
時にその硬化反応性を維持しつつ、該エポキシ樹脂と共存することができる。硬化剤は、
好ましくはエポキシ樹脂の融点より上の温度でエポキシ樹脂を硬化し、したがって発泡性
エポキシ樹脂配合物がコンパウンドされおよび／または押出されるときに、硬化剤の硬化
反応性は減少してはならない。
【００３０】
好ましくは、所望のときにエポキシ樹脂を硬化するために、発泡性材料の製造および貯蔵
の間、硬化剤は十分な反応性を保持する。したがって、発泡体前駆体材料の製造および貯
蔵の間に、エポキシ樹脂のいくらかの限定された硬化が起きるかも知れないけれども、こ
のような硬化は、硬化剤の硬化反応性に実質的に影響を与えてはならない。したがって、
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発泡性材料が長期間貯蔵されることを許すために、硬化剤もまた、室温または通常の貯蔵
温度で貯蔵されたときに、好ましくはエポキシ樹脂との低い反応性を持つ。好ましくは、
約１００℃～２００℃の温度範囲で硬化を開始する硬化剤が、利用される。より好ましく
は、硬化温度は約１３０℃～１８０℃である。
【００３１】
好まれる硬化剤は、重付加タイプ、触媒タイプおよび縮合タイプの硬化剤を包含する。ポ
リアミンに基づいたジシアンジアミドおよび酸無水物に基づいたメチルナジック酸無水物
を、重付加タイプの硬化剤は包含するが、これらに限定されない。イミダゾールに基づい
た２－メチルイミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾールおよび２－ヘプタデシ
ルイミダゾール、ルイス酸に基づいたモノエチルアミン三フッ化ホウ素、ピペラジン三フ
ッ化ホウ素並びに他の関連した化合物を、触媒タイプの硬化剤は包含するが、これらに限
定されない。
【００３２】
発泡体前駆体材料に使用される硬化剤の量は、エポキシ樹脂のエポキシ当量に応じて色々
であり、剛直な発泡体構造を与えるのに十分なものだろう。一般に、エポキシ樹脂を効果
的に硬化することになる硬化剤の量が使用される。好ましい量は、エポキシ樹脂の１～２
５重量部～１００重量部、より好ましくは、１～１０重量部である。
【００３３】
発泡剤は、使用されるエポキシ樹脂の融点よりも高い温度で分解しかつ膨張し、発泡性材
料のコンパウンディングおよび製造の間、たとえばコンパウンディングおよび／または押
出の間は分解しない。
【００３４】
分解し、かくしてエポキシ樹脂を膨張する発泡剤は、使用される硬化剤に応じて、所定の
加熱温度範囲で選ばれる。硬化剤がエポキシ樹脂を硬化することができる温度範囲は、好
ましくは、発泡剤が分解しかつ膨張する温度範囲と重なり合わなければならない。具体的
には、発泡（分解）温度は、好ましくは約１００℃以上、より好ましくは約１２０℃以上
である。
【００３５】
好ましくは、有機の分解タイプの発泡剤が利用される。たとえば、アゾジカルボンアミド
、アゾビスホルムアミド、アゾビスイソブチロニトリル、アゾジカルボン酸バリウム、Ｎ
，Ｎ’－ジニトロソペンタメチレンテトラミン、Ｎ，Ｎ’－ジニトロソ－Ｎ，Ｎ’－ジメ
チルテレフタルアミド、パラトルエンスルホニルヒドラジド、ベンゼンスルホニルヒドラ
ジド、４，４’－オキシベンゼンスルホニルヒドラジドおよび他の関連した化合物が、使
用されることができる。これらの発泡剤の任意の１つまたは２以上の組み合わせが、使用
されることができる。アゾジカルボンアミドが特に好まれる。
【００３６】
約３０％～１００％、好ましくは５０％～４００％、より好ましくは約１００％～３００
％の発泡比を与える量で、発泡剤は好ましくは加えられる。すなわち、使用される発泡剤
の量は、発泡体前駆体材料の体積より１．３～１０倍大きい、好ましくは１．５～５倍大
きい、より好ましくは約２～４倍大きい体積を持つ発泡体材料を製造するだろう。具体的
な量は、選ばれる特定のエポキシ樹脂に依存するだろうけれども、エポキシ樹脂の100重
量部に対して約０．５～１５重量部～１００重量部、より好ましくは０．５～１０重量部
で、発泡剤は加えられることができる。
【００３７】
たとえば熱硬化性樹脂および／または熱可塑性樹脂を包含する他の樹脂成分、たとえば炭
酸カルシウム、タルクまたはマイカを包含する無機添加剤、反応性希釈組成物、硬化促進
剤、発泡助剤、難燃剤、着色剤、並びにたとえばガラス、金属、セラミックスまたは同様
な材料を包含する（粉体形状、チップ形状、繊維形状、ビーズ形状等の）強化材料のよう
な各種の他の添加剤が、発泡性組成物に加えられてもよい。
【００３８】
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たとえばポリエステル樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂およびフェノール樹脂を包含する、
エポキシ樹脂以外の熱硬化性樹脂が、加えられてもよい。このような熱硬化性樹脂が使用
されるならば、熱硬化性樹脂の量は、硬化剤に基づいて適切に決定されることができる。
熱可塑性樹脂が加えられるならば、得られる発泡体は、一般に熱硬化性樹脂だけが使用さ
れるときよりも弾力性がある。このようにして、発泡体前駆体材料に含められる熱可塑性
樹脂および熱硬化性樹脂の量を変えることによって、種々の特性を持つ発泡体材料が製造
されることができる。たとえば、このような添加剤を加えることは、発泡体材料の靭性を
増加することができる。
【００３９】
熱可塑性樹脂が添加剤として加えられるならば、該樹脂成分は、好ましくはポリエチレン
、ポリ酢酸ビニルまたはエチレンとアクリル酸アルキルとの共重合体である。エチレンと
アクリル酸アルキルとの共重合体は、エチレン－アクリル酸メチル重合体、エチレン－ア
クリル酸エチル重合体、エチレン－アクリル酸ブチル重合体等を包含することができ、好
まれる共重合体は、エチレンとアルキル基中に約１～４の炭素原子を持つアクリル酸アル
キルとのものである。熱可塑性樹脂は単一の化合物若しくはその組成物または２以上の化
合物の組み合わせ若しくはその組成物であってもよい。
【００４０】
熱可塑性樹脂が加えられるならば、重合性単量体も加えられることができる。好適な重合
性単量体は、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、トリメチロールプ
ロパントリメタクリレートおよび同様な化合物を包含する。
【００４１】
（粉体形状、チップ形状、繊維形状、ビーズ形状等の）強化材料、たとえばガラス、金属
またはセラミックスを加えることによって、得られる発泡体材料の剛性は増加されること
ができる。特に、繊維形状の材料が加えられるならば、得られる発泡体材料の弾力性が増
加されることができる。加えられるべきこのような強化材料の量は、好ましくは樹脂成分
の100重量部に対して１～３００重量部～１００重量部、より好ましくは１～１００重量
部である。
【００４２】
表面層が繊維状の層である本発明の実施態様では、該繊維状の層は、好ましくは前記の炭
素繊維またはガラス繊維の層であり、かつ好ましくは該組成物の約５重量％～約７５重量
％、より好ましくは約１５重量％～６５重量％のエポキシ樹脂を含むエポキシ物質で被覆
されおよび／または含浸されている。充填剤は、好ましくは該組成物の約０重量％～約７
０重量％、より好ましくは約２０重量％～約５０重量％を形成する。硬化剤は、好ましく
は該組成物の約０重量％～約１０重量％、より好ましくは約０．５重量％～５重量％を形
成する。促進剤は、好ましくは該組成物の約０重量％～約１０重量％、より好ましくは約
０．３重量％～５重量％を形成する。好まれるコーティングの配合が、以下の表に示され
る。
【表２】

【００４３】
本発明の複合物は、任意の所要の形状であり、該所要の形状を与えるように設計された金
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型内で好都合に形成されることができる。ある実施態様では、表面層および（発泡前の）
熱活性化可能な発泡性材料は、一般に可撓性材料である。したがって、第一の表面層を金
型内に敷き、当該第一の層をエポキシ物質で任意的に被覆しおよび／または含浸し、次に
熱活性化可能な発泡性エポキシ物質の層を第一表面層に向かって施与し、第二の表面層を
熱活性化可能材料の層に向かって施与することによって、複合物は製造されることができ
る。この第二の層は、エポキシ物質で任意的に予め被覆されおよび／または含浸され、あ
るいは、熱活性化可能材料の層に向かって施与された後で、任意的に被覆されおよび／ま
たは含浸されることができる。金型は次に閉じられ、そして熱活性化可能な発泡性エポキ
シ物質の発泡、硬化を引き起こし、かつ、表面層を被覆しおよび／または含浸するために
使用された任意のエポキシ物質の硬化を引き起こすために要求される温度まで加熱される
ことができる。３以上の層を持つ複合物が製造されるべき場合には、金型を閉じそして発
泡および硬化を起こすために加熱する前に、追加の層は施与されることができる。追加の
層は、任意の適当な材料、たとえば連続のシートまたは繊維状の層であることができる。
【００４４】
あるいは、表面層は、相対応する箱構造体または同心の管のように剛直であることができ
、この実施態様では、発泡性材料の所望の膨張を許す適当な手段によって離れて保持され
ている、相対応する構造体または管の間に、発泡性エポキシ物質は施与されることができ
る。好まれる実施態様では、箱型構造体または管は金属性である。
【００４５】
エポキシ物質を発泡し硬化するための加熱に使用されなければならない温度は、発泡剤お
よび硬化剤の選択に依存するだろうが、１００℃～２４０℃の範囲の温度が特に有用であ
ることを、本発明者らは発見した。もっとも、もっと低い温度で成分を混合すると発泡す
るエポキシ樹脂系は知られている。あるいは、より低い温度で発泡する系、たとえば２以
上の成分が用意され周囲温度で混合されるものが使用されることができる。熱活性化可能
な発泡性エポキシ樹脂がそれ自体十分な内部圧力を発生することができるという点で、所
望の表面仕上げを達成するために、成形の際に外部圧力が要求されなくてもよいことが、
本発明の方法の利点である。
【００４６】
成形工程の後、金型は開かれ、そして所望の複合物が得られることができる。複合物が金
型に付着しないことを確実にするために、必要により金型表面は剥離ライニング物質を施
与されてもよい。
【００４７】
本発明の複合物は低い重量とともに高い曲げ強度を持つことを、本発明者らは発見した。
典型的には、５ミリメートル～８ミリメートルの厚さを持つ複合物は、０．１～１．０グ
ラム／ｃｃの密度において１００ｍＰａ～７００ｍＰａ、典型的には３００ｍＰａ～７０
０ｍＰａの曲げ強度を持ち、これは、単位面積当たり同等の重量の本発明の生成物の複合
物の曲げ弾性率の約１０％の曲げ弾性率を持つ、単位面積当たり同じような重量の現行の
軽量のアルミニウムに基づいた材料と比較して、該複合物は有利である。本発明の複合物
は、現行の鋼鉄の箱構造体または管状構造体よりもかなり大きい最大荷重に耐えることが
できることをも、本発明者らは発見した。特にアルミニウムに基づいていれば、該複合物
は軽量でもある。したがって、該複合物は、かなりの重量の節減を伴った強い系を提供す
る。
【００４８】
加えて、本発明の複合物は、匹敵する鋼鉄およびアルミニウムに基づいた材料よりも、荷
重下にかなり大きい弾性領域を持つことを、本発明者らは発見した。標準３点曲げ試験に
おける、増加する荷重下の弾性領域の拡張によって、改良された弾性は証明される。
【００４９】
本発明の複合物は、高強度および軽量が要求される、広い範囲の使用先を見出す。たとえ
ば、建設産業に、輸送産業、たとえば自動車、飛行機、航空宇宙機および輸送船舶産業に
、該複合物は使用されることができる。強度および／または強化を付与するために箱状区
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画または管が使用される用途に、該複合物は使用されることができる。たとえば、該複合
物は、飛行機、特に軽量無人偵察飛行機への用途を見出し、そこで、該複合物は、軽量管
状構造体を提供することができ、また機体を支持するための強い軽量パネルをも提供する
ことができる。他の用途は、乗物の強化材、たとえば乗物の正面および側面衝突に対する
ドアの強化材を包含し、そこでは、現在は鋼鉄構造体を採用している用途に、低減された
重量で増加された強度を付与するために、該複合物が使用されることができる。強度と軽
量との組み合わせが要求される多数の用途で、同様な利益が達成されることができること
は明らかである。さらに、該複合物は、スポーツ用品、たとえばスキー、ローラースケー
ト、ローラーブレード等の製造に使用されることができる。
【００５０】
該複合物は、建物、乗物、スポーツ用品および家具における部品としても使用されること
ができる。
【００５１】
該複合物が完成物品内の他の部品に取り付けられることになる場合には、取付手段は、組
立てを可能にするように該複合物内に施与されることができる。本発明のこの実施態様で
は、発泡および硬化のために加熱する前に、活性化可能発泡性材料内に、取付具は置かれ
ることができる。このようにして、発泡性材料は取付具のまわりに膨張して、エポキシ物
質が硬化するときに取付具を適所にしっかりと保持することができる。典型的な取付手段
は、クリップ、びょう、ボルト等を包含し、これは、活性化および発泡に使用される条件
下にその強度を保持する限り、任意の物質であることができる。
【００５２】
本発明は、以下の実施例を引用することによってさらに例証される。
【実施例１】
【００５３】
Ｃｏｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社からＣＯＲＥ－５２３４として手に入る、押出された発泡
性エポキシ物質が、該発泡性材料に使用されたのと同じエポキシ樹脂で含浸された、２４
５グラム／ｍ２の織られた炭素繊維マットの２層間に置かれる。それから、該３層は金型
内に置かれ、そして１７５℃で４５分間、通常の圧力で硬化されて、５．４ミリメートル
厚さの複合物を形成する。
【実施例２】
【００５４】
繊維ロービングが、別途のエポキシ樹脂で含浸されるのではなくて、メタノール溶媒で液
状であるように変性された発泡性材料自体で含浸されること以外は、実施例１の方法が繰
り返される。
【００５５】
その違いは、この複合物サンドイッチ（埋め込まれた繊維ロービング＋発泡性材料＋埋め
込まれた繊維）がこの例では指触乾燥していて、容易に扱われることができることである
。
【００５６】
実施例１で製造された複合物のサンプルのＡＳＴＭ　Ｄ７９０／ＩＳＯ　１７８に従う曲
げ弾性率を、１．２５ｍｍ厚さの、単位面積当たり同じような重量の伝統的な高強度アル
ミニウムのサンプルと、図５は比較する。本発明の複合物は０．５グラム／ｃｃの密度を
持っていたが、一方、アルミニウム層の密度は２．７グラム／ｃｃである。本発明の複合
物は６．９５５グラム／平方メートルの重さであったが、一方、アルミニウムサンプルは
７．１３グラム／平方メートルの重さであった。アルミニウムサンプルについての３１．
５ｍＰａの弾性率と比較して、本発明の複合物は３６０ｍＰａの曲げ弾性率を持っていた
ことを、図５は示す。本発明の複合物によって耐えられることができる最大荷重は５９０
ニュートンであるが、一方、アルミニウムサンプルのそれは１００ニュートンであること
もまた、図５は示す。
【００５７】
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 ａ）　外径３５ミリメートル、鋼鉄厚さ１．５ミリメートル、メートル当たり重量１１
３３グラムおよび密度７．２グラム／ｃｃの鋼鉄管。
 ｂ）　外径３５ミリメートル、アルミニウム厚さ１．５ミリメートル、メートル当たり
重量４２５グラムおよび密度２．７グラム／ｃｃのアルミニウム管。
　ｃ）　外径３５ミリメートルおよびアルミニウム厚さ１．５ミリメートルの外側アルミ
ニウム管、外径２５ミリメートルおよびアルミニウム厚さ１ミリメートルの内側アルミニ
ウム管からなる、メートル当たり重量８３７グラムおよび密度１．６グラム／ｃｃの本発
明に従う複合物管。厚さ４．２５ミリメートルの剛直なエポキシ発泡体の層が、同心のア
ルミニウム管の間に挟みこまれ、該発泡体密度は０．６６グラム／ｃｃである。
【００５８】
Ｃｏｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社からＣｏｒｅ　５２０７として手に入る配合物からの発泡
性エポキシ樹脂組成物を押出すことによって、本発明の生成物が調製されて、厚さ３ミリ
メートルの発泡性材料の細片が用意された。細片は次に切断され、そして内側アルミニウ
ム管の周りに手で施与された。次に、外側管が発泡体細片の周りに施与され、発泡性材料
と外側管の内表面との間の隙間を画定し維持するために両端に栓が設けられた。該構造体
は次に１７０℃で３０分間加熱されて、発泡性材料の膨張および両金属管への接着を引き
起こして、図６の（ｃ）に示された構造体を製造した。
【００５９】
これらの管は、図７に示された３点曲げ試験機を使用する曲げ試験に付された。そして試
験の結果が図８に示される。曲げ試験に適用された速度は２０ｍｍ／分であった。
【００６０】
鋼鉄管（約３２５０Ｎまで）およびアルミニウム管（約１２５０Ｎまで）と比較して、本
発明の複合物は、より大きい弾性領域（５０００Ｎまで）を持っていたことを、図８は示
す。さらに、該複合物の強度は鋼鉄およびアルミニウムの両管よりもかなり大きく、鋼鉄
管の約４７５０Ｎおよびアルミニウム管の約３２５０Ｎと比較して、該組成物は約７２５
０Ｎまでの抵抗力を持っていた。本発明の複合物で得られた強度の改良、および重量の有
意な減少を、該結果は明らかに示す。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
本発明は、添付の図１～５によって例示される。
【図１】本発明に従うシート複合物を示す模式図
【図２】本発明に従う管を示す模式図
【図３】発泡前に、金属挿入物が発泡性材料内に置かれた実施態様を示す模式図
【図４】実施例に従って製造された複合物の１の外表面の断面の顕微鏡写真
【図５】本発明の材料の性能を現行の高強度アルミニウム合金の性能と比較するグラフ
【図６】鋼鉄管、アルミニウム管、および本発明の複合物管を示す写真
【図７】三点曲げ試験機を示す写真
【図８】三点曲げ試験の結果を示すグラフ
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