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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂組成物を熱硬化させる樹脂成形品の製造方法であって、
　前記樹脂組成物は２官能以上の（メタ）アクリレート（Ａ）と下記式（１）および／ま
たは（２）で表されるラジカル重合開始剤（Ｂ）とを含み、前記（メタ）アクリレート（
Ａ）はビスフェノールＡジグリシジルエーテルメタクリル酸付加物であり、かつ、前記熱
硬化の温度が１４５～１５５℃であり、
　前記（メタ）アクリレート（Ａ）１００質量部に対して、前記ラジカル重合開始剤（Ｂ
）が２．２４～１０質量部であることを特徴とする樹脂成形品の製造方法。
【化１】
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【化２】

（式（２）中、ＲおよびＲ’はそれぞれ独立に、下記式（３）または（４）である。）
【化３】

【請求項２】
　強化繊維の存在下で、樹脂組成物を熱硬化させる繊維強化複合材料の製造方法であって
、
　前記樹脂組成物は２官能以上の（メタ）アクリレート（Ａ）と下記式（１）および／ま
たは（２）で表されるラジカル重合開始剤（Ｂ）とを含み、前記（メタ）アクリレート（
Ａ）はビスフェノールＡジグリシジルエーテルメタクリル酸付加物であり、かつ、前記熱
硬化の温度が１４５～１５５℃であり、
　前記（メタ）アクリレート（Ａ）１００質量部に対して、前記ラジカル重合開始剤（Ｂ
）が２．２４～１０質量部であることを特徴とする繊維強化複合材料の製造方法。

【化４】

【化５】

（式（２）中、ＲおよびＲ’はそれぞれ独立に、下記式（３）または（４）である。）
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【化６】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂成形品の製造方法および繊維強化複合材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビニルエステル樹脂や不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性のラジカル重合性樹脂から
なる樹脂成形品は、熱可塑性樹脂の成形品に比べると耐熱性に優れ、樹脂の取り扱い性も
容易であることから、様々な分野で幅広く使用されている。また、マトリクス樹脂が強化
繊維で補強された成形品である繊維強化複合材料（ＦＲＰ）は、比強度、比剛性、靭性等
に優れ、かつ軽量であることから、航空機用構造材料などの航空宇宙用途、船舶用船体、
自動車用部品から、ラケット、ゴルフシャフト等のスポーツ用品部材等にまで広く用いら
れているが、そのマトリクス樹脂としても、取り扱い性が容易である上述のラジカル重合
性樹脂が古くから利用されている。また、これらラジカル重合性樹脂には、有機過酸化物
系の重合開始剤として、ベンゾイルパーオキサイドが一般に使用されている（特許文献１
）。
【特許文献１】特開２００１－４８９０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、ベンゾイルパーオキサイドを重合開始剤として使用した従来のラジカル
重合性樹脂は、取り扱い性が容易な分、その硬化物のガラス転移点が低く耐熱性が不充分
であって、近年成長が著しい航空機用構造材料への適用は困難である。
　耐熱性を向上させるためには、ラジカル重合性樹脂の単位質量当たりのビニル基の数を
多くしたり官能基数を多くしたりして、得られる硬化物の架橋密度を上げる方法等がある
が、これらの方法でもその効果には限度がある。また、硬化させる際の温度を上げたり加
熱時間を長くしたりして、熱履歴を増す方法もあるが、これらの方法は生産効率の点で制
約がある。
【０００４】
　また、熱硬化性樹脂のように熱硬化により架橋構造を形成させる樹脂の場合、一般には
、得ようとする硬化物の耐熱温度（ガラス転移点）よりも高い硬化温度で硬化させる必要
がある。よって、特に高い耐熱性が要求される航空機用構造材料用途の樹脂成形品や繊維
強化複合材料を製造する場合などには、硬化の際に非常に高い温度が必要になり、熱エネ
ルギーコストが嵩むだけでなく、特別な設備（高温に耐えうる成形型、硬化炉などの成形
装置）や副資材の選定など、製造コスト面で問題があった。
【０００５】
　このような事情から、充分な耐熱性を有する樹脂成形品や繊維強化複合材料を効率よく
低い製造コストで製造する技術が求められている。また、その際には、樹脂成形品や繊維
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強化複合材料の有する曲げ強度、曲げ伸度などの特性を低下させないことも重要である。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、航空機用構造材料などの航空宇宙用途にも
充分に使用できる高い耐熱性を有し、曲げ強度、曲げ伸度をも備える樹脂成形品および繊
維強化複合材料をその耐熱温度よりも低い硬化温度で、効率よく低コストで製造できる方
法の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は鋭意検討の結果、驚くべきことに、特定の構造のラジカル重合開始剤を選定
し、特定の硬化温度で硬化させることで、生産効率や製造コストに悪影響を与えることな
く、硬化温度よりも高いガラス転移点を発現する硬化物が得られることを見出し、本発明
を完成するに至った。
　すなわち、本発明の樹脂成形品の製造方法は、樹脂組成物を熱硬化させる樹脂成形品の
製造方法であって、前記樹脂組成物は２官能以上の（メタ）アクリレート（Ａ）と下記式
（１）および／または（２）で表されるラジカル重合開始剤（Ｂ）とを含み、前記（メタ
）アクリレート（Ａ）はビスフェノールＡジグリシジルエーテルメタクリル酸付加物であ
り、かつ、前記熱硬化の温度が１４５～１５５℃であり、前記（メタ）アクリレート（Ａ
）１００質量部に対して、前記ラジカル重合開始剤（Ｂ）が２．２４～１０質量部である
ことを特徴とする。
【化１】

【化２】

（式（２）中、ＲおよびＲ’はそれぞれ独立に、下記式（３）または（４）である。）
【化３】

　また、本発明の繊維強化複合材料の製造方法は、強化繊維の存在下で、樹脂組成物を熱
硬化させる繊維強化複合材料の製造方法であって、前記樹脂組成物は２官能以上の（メタ
）アクリレート（Ａ）と下記式（１）および／または（２）で表されるラジカル重合開始
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剤（Ｂ）とを含み、前記（メタ）アクリレート（Ａ）はビスフェノールＡジグリシジルエ
ーテルメタクリル酸付加物であり、かつ、前記熱硬化の温度（以下、硬化温度という。）
が１４５～１５５℃であり、前記（メタ）アクリレート（Ａ）１００質量部に対して、前
記ラジカル重合開始剤（Ｂ）が２．２４～１０質量部であることを特徴とする繊維強化複
合材料の製造方法。
【化４】

【化５】

（式（２）中、ＲおよびＲ’はそれぞれ独立に、下記式（３）または（４）である。）
【化６】

【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、航空機用構造材料などの航空宇宙用途にも充分に使用できる高い耐熱
性を有し、曲げ強度、曲げ伸度をも備える樹脂成形品および繊維強化複合材料をその耐熱
温度よりも低い硬化温度で、効率よく低コストで製造できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の樹脂成形品の製造方法は、樹脂組成物を熱硬化させる樹脂成形品の製造方法で
あって、樹脂組成物として、２官能以上の（メタ）アクリレート（Ａ）と特定の構造のラ
ジカル重合開始剤（Ｂ）とを含むものを使用し、かつ、熱硬化の温度、すなわち硬化温度
を１４５～１５５℃とするものである。
【００１０】
［（メタ）アクリレート（Ａ）］
　本発明で使用される２官能以上の（メタ）アクリレート（Ａ）は、樹脂組成物の主剤と
して用いられるものであって、市販のものを使用できる。
 ２官能以上の（メタ）アクリレート（Ａ）の市販品としては、商品名として、共栄社化
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Ａ、ＢＰ－１０ＥＡ、ＨＰＰ－Ａ、ＴＭＰ－Ａ、エポキシエステル３０００Ｍ、３０００
Ａ、３００２Ｍ、３００２Ａ、昭和高分子株式会社製のリポキシＳＰ１５０９、リポキシ
ＶＲ７７、ＳＰ１５０７、ＶＲ－６０、ＶＲ－９０、東亞合成株式会社製アロニックスＭ
２０３、Ｍ２０８、Ｍ２１０、Ｍ２１１Ｂ、Ｍ２１５、Ｍ２２０、Ｍ２２５、Ｍ２４０、
Ｍ２４３、Ｍ２４５、Ｍ２６０、Ｍ２７０、Ｍ３０５、Ｍ３０９、Ｍ３１０、Ｍ３１３、
Ｍ３１５、Ｍ３２０、Ｍ３２５、Ｍ３５０、Ｍ３６０、Ｍ４０２、Ｍ４０８、Ｍ４５０、
Ｍ１１００，Ｍ１２００、Ｍ１２１０，Ｍ１６００，Ｍ１９６０，Ｍ６１００、Ｍ６２０
０、Ｍ６２５０、Ｍ６５００、Ｍ７１００、Ｍ７０３０Ｋ、Ｍ８０３０、Ｍ８０６０、Ｍ
８１００、Ｍ９０５０、日本化薬株式会社製カヤラッドＲ－５２６、ＮＰＧＤＡ、ＰＥＧ
４００ＤＡ、ＭＡＮＤＡ、Ｒ－１６７、Ｒ－５５１、Ｒ－６０４、Ｒ－６８４、Ｒ－７１
２、Ｒ－７９０、ＨＸ－２２０、ＨＸ－６２０、ＴＭＰＴＡ、ＴＰＡ－３２０、ＴＰＡ－
３３０、ＰＥＴ－３０、Ｔ－１４２０、ＤＰＨＡ、ＵＸ－２２０１、ＵＸ－２３０１、Ｕ
Ｘ－３２０４ＵＸ－０３９７、Ｒ－３８１、Ｒ－１１５等が挙げられる。
【００１１】
［ラジカル重合開始剤（Ｂ）］
　本発明で使用されるラジカル重合開始剤（Ｂ）は、下記式（１）および／または（２）
で表される有機過酸化物であり、加熱によりラジカルを発生するものである。
　このような特定の構造のラジカル重合開始剤（Ｂ）を上述の（メタ）アクリレート（Ａ
）とともに使用し、硬化温度を１４５～１５５℃とすることによって、ガラス転移温度が
硬化温度よりも高い１６０～１７５℃であって充分な耐熱性を有し、曲げ強度、曲げ伸度
をも備えた優れた硬化物（樹脂成形品）を特別な設備や副資材を使用することなく、効率
的に得ることができる。
【００１２】
【化７】

【化８】

（式（２）中、ＲおよびＲ’はそれぞれ独立に、下記式（３）または（４）である。）
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【化９】

【００１３】
　ラジカル重合開始剤（Ｂ）としては、１０時間半減期温度が１００～１５０℃のものが
好ましい。１０時間半減期温度が１００℃以上であれば、ラジカル重合開始剤（Ｂ）を含
有する樹脂組成物の常温での可使時間が充分となる。１０時間半減期温度が１５０℃以下
であれば、１４５～１５５℃の硬化温度で硬化した際の繊維強化複合材料の耐熱性、曲げ
強度、曲げ伸度が向上する。１０時間半減期温度は、１１０～１３０℃であるものがより
好ましい。
【００１４】
　このようなラジカル重合開始剤（Ｂ）は市販品として入手できる。具体的には、商品名
として、日本油脂株式会社製のパーブチルＰ、パーブチルＰ－４０、パーブチルＣ、パー
クミルＤ、パークミルＤ－４０、パーブチルＤ等が挙げられる。これらのなかでは、樹脂
組成物の硬化物のガラス転移温度や曲げ強度が高い点から、パーブチルＰが好ましい。
【００１５】
［樹脂組成物］
　樹脂組成物における上述の（メタ）アクリレート（Ａ）とラジカル重合開始剤（Ｂ）と
の比率は、（メタ）アクリレート（Ａ）１００質量部に対して、ラジカル重合開始剤（Ｂ
）０．０５～１０質量部が好ましい。ラジカル重合開始剤（Ｂ）の量が０．０５質量部以
上であれば、硬化時間を充分に短くできる。ラジカル重合開始剤（Ｂ）の量が１０質量部
以下であれば、充分な耐熱性を有する樹脂成形品が得られるとともに、樹脂成形品に残存
するラジカル重合開始剤（Ｂ）の量が抑えられ、樹脂成形品からラジカル重合開始剤（Ｂ
）が滲出することがない。
【００１６】
　樹脂組成物は、上述の（メタ）アクリレート（Ａ）とラジカル重合開始剤（Ｂ）以外に
、樹脂成形品の諸物性（耐熱性、曲げ強度、曲げ伸度、剛性、難燃性、表面平滑性、ひず
み、成形型からの剥離性、色調等）の調整や、樹脂組成物の粘度等の調整を目的として、
熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、エラストマー、無機フィラー、添加剤等の他の成分を含ん
でもよい。また、特に後述の繊維強化複合材料を製造する場合には、強化繊維に樹脂組成
物を含浸させたプリプレグを用いる場合が多いが、プリプレグの粘着性を調整する目的の
ために、これら他の成分を樹脂組成物に添加してもよい。
【００１７】
　熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、トリアジン樹脂、ビスマレイミド樹脂、シアネ
ートエステル樹脂等の硬化性樹脂やその硬化剤が挙げられる。
　熱可塑性樹脂としては、ポリスルフォン、ポリエーテルスルフォン、ポリイミド、ポリ
エーテルイミド、ポリビニルフォルマール、ポリアミド、フェノキシ樹脂、ポリウレタン
、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリアクリレート、ポリシロキサン、ポリフェニレンエ
ーテル、ポリフェニレンサルファイド等が挙げられる。
【００１８】
　エラストマーとしては、ブタジエンゴム、アクリルゴム、スチレンゴム、クロロプレン
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ゴム、スチレン－ブタジエンゴム、ブタジエン－アクリロニトリルゴム、カボキシル末端
変性ブタジエン－アクリロニトリルゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、熱可塑性エ
ラストマー等が挙げられる。
　無機フィラーとしては、水酸化アルミ、水酸化マグネシウム等の水酸化金属類；酸化マ
グネシウム、酸化アルミニウム等の酸化金属類；炭酸カルシウム、炭酸アルミニウム、炭
酸マグネシウム等の炭酸金属類；ガラスバルーン、シリカ、マイカ、タルク、ウォラスト
ナイト等が挙げられる。
　添加剤としては、脱泡剤、湿潤剤、レベリング剤等が挙げられる。
【００１９】
　このような樹脂組成物は、上述の（メタ）アクリレート（Ａ）およびラジカル重合開始
剤（Ｂ）と、必要に応じて使用される上述の他の成分とを適当な温度下、攪拌脱泡装置等
などで混合することにより調製できる。
【００２０】
［樹脂成形品の製造方法］
　本発明の樹脂成形品の製造方法は、上述の樹脂組成物を１４５～１５５℃の硬化温度で
熱硬化させるものである。硬化温度が１４５℃未満になると、樹脂組成物の硬化物は硬化
温度以上のガラス転移点を発現しにくくなり、耐熱性が不充分となる。一方、１５５℃を
超えると、熱エネルギーコストが嵩むだけでなく、通常の副資材の耐用温度を超えるため
に特殊な副資材を用いたり、特別な装置を選択したりする必要が生じる。
　硬化時間には制限はないが、好ましくは１～５時間である。このような範囲であると、
短時間、低コストで、充分に硬化させることができる。
　具体的な成形方法としては、熱硬化性樹脂の成形に一般に使用される各種成形装置を用
いた公知の方法がいずれも採用可能である。
【００２１】
［繊維強化複合材料の製造方法］
　本発明の繊維強化複合材料の製造方法は、強化繊維の存在下で、上述の樹脂組成物を１
４５～１５５℃の硬化温度で熱硬化させるものである。硬化温度が１４５℃未満になると
、樹脂成形品についても説明したとおり、樹脂組成物の硬化物は硬化温度以上のガラス転
移点を発現しにくくなり、耐熱性が不充分となる。一方、１５５℃を超えると、熱エネル
ギーコストが嵩むだけでなく、通常の副資材の耐用温度を超えるために特殊な副資材を用
いたり、特別な装置を選択したりする必要が生じる。
　硬化時間には制限はないが、好ましくは１～５時間である。このような範囲であると、
短時間、低コストで、充分に硬化させることができる。
【００２２】
　繊維強化複合材料の成形方法としては、例えば樹脂組成物を強化繊維に含浸させたプリ
プレグを調製し、これをオートクレーブ成形、真空バッグ成形、プレス成形等により硬化
、成形する方法が挙げられる。なかでも低コストな成形方法としては、プレプレグを積層
しながら１層ずつ順次硬化していくオートファイバープレイスメント（ＡＦＰ）成形法が
挙げられる。また、樹脂を含浸したファイバートウをマンドレルに巻き付けながら順次硬
化していくフィラメントワインディング（ＦＷ）成形法も低コストな成形方法として挙げ
られる。
【００２３】
　強化繊維としては、炭素繊維、黒鉛繊維、アラミド繊維、炭化珪素繊維、アルミナ繊維
、ボロン繊維、高強度ポリエチレン繊維、タングステンカーバイド繊維、ＰＢＯ繊維、ガ
ラス繊維等が挙げられる。強化繊維は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わ
せて用いてもよいが、好ましくは炭素繊維を使用する。
【００２４】
　強化繊維の形態としては、トウの形態、トウを一方向に引き揃えた一方向材の形態、製
織した織物の形態、短く裁断した強化繊維からなる不織布の形態等が挙げられる。織物の
形態としては、平織、綾織、朱子織；ノン・クリンプト・ファブリックに代表される、繊
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維束を一方向に引き揃えたシート、または繊維束が角度を変えて積層されたシートをほぐ
れないようにステッチしたステッチングシート等が挙げられる。強化繊維の形態としては
、繊維強化複合材料の機械特性が優れる点からは、一方向材の形態が好ましく、取扱性の
点からは、織物の形態が好ましい。
【００２５】
　強化繊維の目付は、１０～６５０ｇ／ｍ2 が好ましく、５０～５００ｇ／ｍ2 がより好
ましく、５０～３００ｇ／ｍ2 がさらに好ましい。強化繊維の目付が１０ｇ／ｍ2 以上で
あれば、繊維幅のムラおよび目開きが目立たず、繊維強化複合材料の意匠性が良好となる
。強化繊維の目付が６５０ｇ／ｍ2 以下であれば、樹脂組成物の強化繊維への含浸性が良
好となる。
【００２６】
　強化繊維として炭素繊維を用いた場合、繊維強化複合材料中の樹脂組成物の含有率は、
３０～７０質量％が好ましい。樹脂組成物の含有率が３０質量％以上であれば、強化繊維
に充分樹脂が含浸できる。樹脂組成物の含有率が７０質量％以下であれば、充分な機械特
性を有する繊維強化複合材料が得られる。
【００２７】
　以上説明したように、特定の構造のラジカル重合開始剤（Ｂ）を上述の（メタ）アクリ
レート（Ａ）とともに使用し、硬化温度を１４５～１５５℃とすることによって、ガラス
転移温度が硬化温度よりも高い１６０～１７５℃であって充分な耐熱性を有し、曲げ強度
、曲げ伸度も備えた優れた硬化物を特別な設備や副資材を使用することなく、効率的に製
造することができる。よって、上述の（メタ）アクリレート（Ａ）とこのようなラジカル
重合開始剤（Ｂ）とを有する樹脂組成物を使用することによって、航空機用構造材料など
の航空宇宙用途にも充分に使用できる樹脂成形品および繊維強化複合材料を低コストで効
率的に提供することができる。
【実施例】
【００２８】
　以下、実施例を示して本発明を具体的に説明する。
〔実施例１～４〕
　表１に示す配合（質量部数）の樹脂組成物を得た。具体的には、（メタ）アクリレート
（Ａ）（エポキシエステル３０００Ｍ）を株式会社キーエンス製のハイブリッドミキサー
ＨＭ－５００で攪拌、溶解し、ついでその中に、室温にてラジカル重合開始剤（Ｂ）を添
加し、再度ＨＭ－５００で攪拌・脱泡した。
【００２９】
　各例で得られた樹脂組成物について、下記に示す各種測定と評価を実施した。結果を表
１に示す。
（１）ＤＭＡ測定によるガラス転移温度測定
　厚さ２ｍｍのポリテトラフルオロエチレンのスペーサーを挟んだ２枚のガラス（厚さ２
ｍｍ）の間に樹脂組成物を注入し、ＩＳＵＺＵ製乾燥機ＨＴ－３１０Ｓにて１５０℃×１
時間の条件で加熱硬化させ、樹脂板を得た。
　この樹脂板から試験片（長さ４５ｍｍ×幅１０ｍｍ×厚さ２ｍｍ）を切り出し、ジャス
コインターナショナル社製のレオメーターＶＡＲ－１００を用い、測定周波数１Ｈｚ、昇
温速度５℃／分の条件で、貯蔵弾性率Ｇ’を測定した。貯蔵弾性率Ｇ’を温度に対して対
数プロットし、ｌｏｇＧ’の平坦領域の近似直線と、Ｇ’が転移する領域の近似直線との
交点から求まる温度をＧ’－Ｔｇ（表中では単に「Ｔｇ」と表記）とした。
（２）示差走査熱量測定による反応開始温度の測定
　樹脂組成物を数十ｍｇ計り取り、ＴＡインスツルメンツ社製Ｑ１０００ＤＳＣ装置を用
いて５℃／ｍｉｎの昇温スピードで示差走査熱量を測定し、そのチャートから反応開始温
度を読み取った。
（３）曲げ特性の測定
　上記（１）と同様の方法にて製造された樹脂板から試験片（長さ５０ｍｍ×幅８ｍｍ×
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厚さ２ｍｍ）を切り出し、３点曲げ治具（圧子、サポートとも３.２ｍｍＲ、サポート間
距離３６ｍｍ）を設置したインストロン社製の万能試験機を用い、曲げ特性を測定した。
具体的には、試験片の破断時点で加えられた荷重を「曲げ強度」とし、破断時点での伸度
を「曲げ伸度」とした。
【００３０】
【表１】

【００３１】
〔比較例１～３〕
　配合を表２に示すように変更した以外は、実施例１と同様にして樹脂組成物を得て、同
様に各種測定と評価を実施した。結果を表２に示す。
【００３２】
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【表２】

【００３３】
　使用した各成分の詳細は以下のとおりである。
　エポキシエステル３０００Ｍ：ビスフェノールＡジグリシジルエーテルメタクリル酸付
加物（分子量：５１２）
　パーブチルＰ：式（１）の化合物（Ｃ２０Ｈ３４Ｏ４）、分子量３３８．４９、１０時
間半減期温度１１９．２℃
　パーブチルＤ：式（２）において、ＲおよびＲ’がいずれも式（４）である化合物、分
子量１４６．２３、１０時間半減期温度１２３．７℃
　パーブチルＣ：式（２）において、Ｒが式（３）で、Ｒ’が式（４）である化合物、分
子量２０８．３０、１０時間半減期温度１１９．５℃
　パークミルＤ：式（２）において、ＲおよびＲ’がいずれも式（３）である化合物、分
子量２７０．３８、１０時間半減期温度１１６．４℃
　パークミルＰ：下記式（５）の化合物
　パーメンタＨ：下記式（６）の化合物
　パーブチルＥ：下記式（７）の化合物
【００３４】
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【００３５】
　表の結果から各実施例では、１５０℃×１時間の加熱条件で硬化させることによって、
この硬化温度よりも高い１６０～１７５℃のガラス転移温度を示し、優れた耐熱性を有す
る硬化物（樹脂成形品）が得られることが示された。また、この硬化物は、曲げ強度、曲
げ伸度のいずれもが良好であった。
　よって、これらの結果から、各実施例の樹脂組成物を強化繊維の存在下で、上記加熱条
件で硬化させることによって、耐熱性、曲げ強度、曲げ伸度などに優れた繊維強化複合材
料が得られることも示された。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明によれば、高い耐熱性を有し、曲げ強度、曲げ伸度をも備える樹脂成形品および
繊維強化複合材料をその耐熱温度よりも低い硬化温度で、効率よく低コストで製造できる
。こうして製造された樹脂成形品および繊維強化複合材料は、航空機用構造材料などの航
空宇宙用途を始めとした幅広い各種産業用途で好適に利用できる。
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