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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一つの複合部品を製造するためのツールであって、該ツールは炭素発泡体ツー
ル本体を備え、該炭素発泡体ツール本体が、ツール面材料を支持し、該ツール面材料の熱
膨張係数と該炭素発泡体ツール本体の熱膨張係数が同じであることを特徴とする、ツール
。
【請求項２】
前記炭素発泡体の気泡の少なくとも一部が、充填材によって少なくとも部分的に満たされ
る請求項１に記載のツール。
【請求項３】
前記充填材が、硬化樹脂、ピッチ、硬化させた成形可能なセラミックス、炭化樹脂または
炭化ピッチの少なくとも一つである請求項２に記載のツール。
【請求項４】
前記ツール面の熱膨張係数が、該ツール面に形成される複合部品の熱膨張係数と同じであ
る請求項１に記載のツール。
【請求項５】
前記ツール面材料が、金属およびセラミックスからなる群から選択される請求項１に記載
のツール。
【請求項６】
前記ツール面材料が、硬化樹脂、繊維複合材料、炭素繊維複合材料、微粒子複合材料、Ｉ
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ＮＶＡＲ（登録商標）、炭化ケイ素セラミックス、およびジルコニアセラミックスからな
る群から選択される請求項１に記載のツール。
【請求項７】
前記炭素発泡体の少なくとも一部が、ピッチ、石炭、または石炭誘導体に由来する請求項
１に記載のツール。
【請求項８】
前記ツール本体が、マンドレルの形をした請求項１に記載のツール。
【請求項９】
さらにカバーを備え、該カバーが、少なくとも部分的に前記ツール面の上に位置し、該カ
バーが該ツール面の少なくとも一部を包囲する請求項１に記載のツール。
【請求項１０】
前記ツール面の包囲された部分と真空連通する樹脂レザバ接続ポートをさらに備え、ここ
で該樹脂レザバ接続ポートが、樹脂レザバ系に接続されるように作られていて、該ツール
面の包囲された部分を真空にすると、該樹脂レザバ系から該ツール面の包囲された部分に
樹脂の移送を提供する、請求項９に記載のツール。
【請求項１１】
少なくとも一つの複合部品を製造する方法であって、該方法は以下の工程：
　ツール面を有する炭素発泡体ツール本体を提供する工程であって、ここで該ツール面が
ツール面材料を含む工程と、
　該ツール面に、複合形成材料を配置する工程と、
　該複合形成材料を硬化させて複合部品を製造する工程と
　を含み、該ツール面材料の熱膨張係数と該炭素発泡体ツール本体の熱膨張係数が同じで
あることを特徴とする、方法。
【請求項１２】
前記複合形成材料は、樹脂と、微粒子強化材および繊維強化材からなる群から選択される
少なくとも一つの材料との混合物である請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記複合形成材料と前記ツール面との間に分離フィルムを配置する工程をさらに含む請求
項１１に記載の方法。
【請求項１４】
前記ツール面と前記複合形成材料とを接触させる前に、該ツール面の少なくとも一部を剥
離材で被覆する工程をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
前記ツール面材料が、金属およびセラミックスからなる群から選択される請求項１１に記
載の方法。
【請求項１６】
前記ツール面材料が、硬化樹脂、繊維複合材料、炭素繊維複合材料、微粒子複合材料、Ｉ
ＮＶＡＲ（登録商標）、炭化ケイ素セラミックスＩＮＶＡＲ（登録商標）、ジルコニアセ
ラミックスＩＮＶＡＲ（登録商標）、炭化ケイ素セラミックス、およびジルコニアセラミ
ックスからなる群から選択される請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
前記ツールが、少なくとも部分的に前記ツール面の上に位置し、該ツール面の少なくとも
一部を包囲するカバーをさらに備え、前記複合形成材料が、該ツール面の包囲された部分
に置かれ、かつ、該ツール面の包囲された部分内に真空を作り出す工程をさらに含む請求
項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は複合ツールおよびその複合ツールの使用方法、より具体的には複合材料製の部
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品を形成するためのツール本体に炭素発泡体（ｃａｒｂｏｎ　ｆｏａｍ）を導入する方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　一般に、複合材料は強化材をマトリックスに埋め込んで作られる。利用性の高い複合材
料は、通常、複合材料を形成する個々の材料と比べて、機械的性質やその他の特性が優れ
ている。複合材料の代表例としてファイバーグラスを挙げることができる。ファイバーグ
ラスは、ガラス繊維として強化材に使用され、マトリックスを構成する硬化樹脂に埋め込
まれる。
【０００３】
　組立体（ａｓｓｅｍｂｌａｇｅｓ）、たとえば航空機、ミサイル、船、整形外科用具、
およびスポーツ用品の構造、組立部品、組立集成体などの部品として使用する場合、複合
材料は利用性が高いことが知られている。このような用途に汎用されている複合材料はフ
ァイバーグラスである。このような用途に対して特に高い利用性を有するその他の複合材
料としては、炭素繊維とマトリックス、たとえば熱硬化性樹脂（たとえば熱硬化性樹脂な
ど）および熱可塑性樹脂とを組み合わせて作られる複合材料がある。そのような複合材料
は、炭素繊維複合材料（以下、ＣＦＣと略記する）、あるいはもっと普通には炭素複合材
料と呼ばれている。炭素複合材料は、たとえば航空機の表面、ミサイル本体、整形外科用
支持体およびゴルフクラブのシャフトとして使用されている。このような炭素複合材料の
利用性は、通常、きわめて大きな強度対重量比、耐疲労性および耐腐食性に関係している
。ほとんどの例において、これらの好ましい特性は、炭素複合材料によって取って代わら
れる金属、その他の材料のそれを上回っている。加えて、一部のタイプの炭素繊維複合材
料は、炭化させて炭素－炭素複合材料にすることができる。
【０００４】
　望めば、繊維を特定方向に配向させることによって、ある軸に沿った、最終製品の強度
、剛性、および／または可撓性を高めることができる。また、複合形成材料、特に炭素繊
維は、比較的価格が高いうえに浪費的（ｗａｓｔａｇｅ）であることが、広く使用を消極
的にさせている。それゆえ、複合材料は、目的用途が要求するサイズ、形状（ｓｈａｐｅ
ｓ）、および形（ｆｏｒｍｓ）にぴったり適合するサイズ、形状、および形に製造される
。実際に、宇宙航空分野やその他の多くの用途に使用される複合材料、特に炭素繊維複合
材料は、要求されるサイズに対してきわめて厳格な精密許容差の範囲内で日常的に製造さ
れている。
【０００５】
　炭素複合材料を含め、複合材料をこのように高い寸法の要求条件に合わせて作るには、
通常、ツールと呼ばれる金型に類似するデバイスが使われる。これらのツールは、ツール
面と呼ばれる一つ以上のツール表面を具備し、そのツール面で複合材料は、成形（ｆｏｒ
ｍ）、形状加工（ｓｈａｐｅ）、鋳造（ｍｏｌｄ）、またはその他の方法によって、所定
のサイズおよび形状をした組立部品に製造される。このような組立部品としては、構造体
、部品、組立集成体などが挙げられる。ツール面は、通常、所望する複合材料組立部品表
面の正確な三次元ネガ鏡像となるように形成される表面である。すなわち、複合部品の隆
起表面は、ツール面の等価な（ネガの）寸法に作られた表面凹部に適合し、その表面凹部
によって形成される。同様に、複合部品のくぼんだ表面は、ツール面の等価な（ネガの）
寸法に作られた表面隆起に適合し、その表面隆起によって形成される。実施においては、
強化材とマトリックス材料との混合物、たとえば炭素繊維と樹脂との混合物をいくつかの
手順によってツール面に置き、そのツール面と密接させる。ツール面の寸法は、型に入れ
たマトリックス材料と強化材との混合物の表面が、この接触によって効果的に所望の形状
と寸法とに成形されるような寸法である。通常は、次に、樹脂を硬化させてマトリックス
材料を固化させ、複合材料の組立部品が製造される。たとえば、樹脂を含む炭素繊維は、
普通、加熱して硬化させることにより、ツール面によって付与される形状および寸法を示



(4) JP 5044220 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

す表面を持つ固体ＣＦＣ組立部品を形成する。
【０００６】
　ツールは、通常、ツール面以外に、ツール本体と支持構造とからなる。ツール面はツー
ル本体に含まれる。すなわち、複合体、たとえばＣＦＣが形成されるツール面は、ツール
本体の表面である。さらに、ツール本体は、ツール面とツール面またはその一部を覆うカ
バーとの間に、実質的に閉鎖された空間が形成されるように、最低限、ツール面またはそ
の一部を覆うカバーを具備してもよい。支持体構造は、ツール本体に接続されていて、ツ
ール本体および面の支持、配向、ならびに運搬以外に、ツール本体および面を損傷から守
るといった、いくつかの目的を果たしてもよく、その機能はここに例示したものに限定さ
れない。
【０００７】
　ツールの重要な特性としては、たとえば品質、重量、強度、サイズ、コスト、修理のし
やすさなどを挙げることができる。これ以外に剛性および耐久性もツールの非常に重要な
特性と考えられる。これらの特性はいずれもツールのデザイン、ツールを構成する材料に
依存するほか、複合材料の形成に使用される材料にも依存する。
【０００８】
　非常に重要なツーリングの特性は、ツール面が示す熱膨張係数（以下ではＣＴＥ、そし
てその複数形はＣＴＥｓと略記する）である。ツール面はツール本体の表面であるからツ
ール面が示すＣＴＥはツール本体を構成する材料に依存する。一般的に言えば、ツール面
は、形成される複合部品のＣＴＥと実質的に似たＣＴＥを示すか、等価なＣＴＥを示すこ
とが望ましい。ツール面が示すＣＴＥは、好ましくは、広い温度範囲に亘って形成される
複合部品のＣＴＥに近いか、等価であることが望ましい。複合部品のＣＴＥとツール面が
示すＣＴＥが実質的に近いか、より好ましくは等価であることの重要性は、ツールを使っ
て複合部品を作る方法に関係している。すなわち、複合材料の形成に使われる材料は、通
常、室温でツール面に置かれる。つづいて、ツールおよび複合形成材料の温度をいくらか
高い温度、そして通常は、たとえば２５０゜Ｆ、またはそれより高い温度に加熱して複合
材料樹脂を硬化させる。樹脂を一旦硬化させると、できあがった複合部品、たとえばＣＦ
Ｃは剛直である。樹脂の硬化に続いて、ツール面と複合部品を室温まで冷却する。このよ
うに室温よりかなり高い温度にさらす理由は、ツールのＣＴＥと、形成される複合部品の
ＣＴＥとが一致することが望ましいからである。たとえば、複合部品のＣＴＥが、ツール
面のＣＴＥより大幅に小さいと、冷却したときにツール面の寸法の収縮が相対的に大きく
なり、その結果、複合部品がツール内に保持されるか、残るおそれがある。逆に、複合部
品のＣＴＥが、ツール面が示すＣＴＥより大幅に大きいと、収縮時に部品がやはりツール
内に残るか、硬化させた複合材料の寸法がツール面の寸法と異なる可能性がある。
【０００９】
　炭素複合材料のＣＴＥｓは、通常、比較的小さいのに対して、他のほとんどの材料はＣ
ＴＥｓがはるかに大きい。したがって、ツール本体の製作に使用できる材料で、ＣＴＥｓ
が十分小さい材料はわずかしかなく、ツール面が示すＣＴＥと、炭素複合材料のＣＴＥと
を一致させることはきわめてむずかしい。ＣＴＥが小さく、ツール本体の製作に適する入
手可能なこうした材料としては、たとえば他の炭素複合材料、ＩＮＶＡＲ（登録商標）（
たとえば、膨張を制御されたニッケル鉄合金）などがある。
【００１０】
　ＩＮＶＡＲ（登録商標）は、耐久性があり、炭素複合材料と実質的に似かよったＣＴＥ
を持つ。しかし、ＩＮＶＡＲ（登録商標）をベースにした典型的なツールは重いうえに、
製作が難しく、たとえば製作するために１７段階の工程を必要とする可能性がある。この
ように多くの製造工程を必要とすると、非特許文献１（本明細書中に、参考として援用さ
れる）で論じられているように、ツールを使用するコストは約１４０～約２５０％上昇し
、リードタイムが４倍長くなる可能性がある。
【００１１】
　ＩＮＶＡＲ（登録商標）をベースにしたツールと同様、炭素繊維複合材料をベースにし
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たツールは、ＣＦＣ部品のＣＴＥのほか、たとえばＣＴＥが小さく、適合が難しい材料に
も適合可能である。このタイプのツールの場合、ツール面を規定するツール本体全体およ
び／または本体の一部に炭素繊維複合材料が使用される。このようなＣＦＣをベースにし
たツールは、価格が安く、軽く、熱質量が小さく、たとえばＩＮＶＡＲ（登録商標）をベ
ースにした通常のツールと比べてツール製造のリードタイムが短くてすむため、炭素繊維
複合材料をベースにしたツールが有利である。しかし、ＣＦＣをベースにしたツールは、
壊れやすく慎重に取り扱う必要があり、その傾向は複合材料がその上に置かれた場合に特
に顕著である。加えて、ＣＦＣをベースにしたツール表面は、構成要素間の接着やＣＴＥ
の不適合、および酸化的分解のため、プロセスでのくり返し使用によって劣化しやすい。
さらにまた、ＣＦＣをベースにしたツールの修理が必要になると、修理費と維持費の上昇
を招く。また、ＣＦＣをベースにしたツールは、支持にむらがあると寸法ストレスを受け
る。このように、ＣＦＣをベースにしたツールは、さまざまな問題点を有するためほとん
ど使用されることはない。
【００１２】
　複合体材料、特にＣＦＣツーリングの場合、考慮しなければならないさらに別の重要な
特性がある。ツーリングは、剛性、耐久性、強度が高く、かつＣＴＥが適合すること以外
に、たとえばコストが安く、かつ製造しやすいことが望まれる。すなわち、ツール本体の
材料を選定する場合に通常考慮される要素は、製造すべき部品総数である。すなわち、た
とえツールがコスト高であっても製造される部品数が多ければ、コスト高の問題は緩和さ
れる点が考慮される。しかし全体的には、計画部品数の多少にかかわらず、低いコストで
容易に製造できるため、剛性、耐久性、強度が高く、かつＣＴＥが適合するツーリングが
望ましいとする考えが一般的である。
【００１３】
　炭素発泡体は、炭素含量がきわめて高く、かつ空隙容量がかなり大きい材料である。炭
素発泡体の外観は、色は別にして、市販品の入手が容易なプラスチックフォームと似てい
る。炭素発泡体の空隙は無数の空の気泡内に存在している。これらの気泡は、炭素の構造
によって仕切られている。これらの気泡は、通常、サイズ、形、分布および向きが規則的
な、しかし必ずしも均質ではない球体、または卵形に近い形をしている。これらの気泡の
空隙は、通常、隣の空隙と直接つながっている。このようなタイプのフォームは連続気泡
型フォームと呼ばれている。これらのフォームの場合、炭素は、材料全体にわたって三次
元的に連続した構造をしている。炭素発泡体中の気泡は、通常、裸眼でも容易に見ること
ができる大きさである。加えて、炭素発泡体の空隙は、普通、炭素発泡体の体積の半分よ
りはるかに大きな体積を占めるような空隙である。炭素発泡体は、炭素内部の気泡のサイ
ズや形状、分布および配向が規則的である点で、他の材料、たとえば製錬用コークスと簡
単に識別することができる。炭素発泡体は各種の原料からさまざまな方法で製造されてい
る。炭素発泡体製造原料としてたとえばピッチや石炭および石炭誘導品が使用されている
が、これらに限定されるものではない。同じく、これらの原料から炭素フォームを製造す
る方法も確立されている。これらの方法のほとんどが、製造後に、炭素発泡体を高温、場
合によっては３０００℃といった高温で処理している。
【非特許文献１】“Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｉｎｖ
ａｒ　Ｆａｃｅｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　ｆｏｒ　Ｔｏｏｌｉｎｇ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎｓ”、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｔｏｏｌｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ　９
３，Ｐａｓａｄｅｎａ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　（発明の要旨）
　複合形成材料から複合部品を形成するための、少なくともツール本体の一部に炭素発泡
体を備えるツールを開示する。導入される炭素発泡体の表面は、ツールの１つのツール面
の少なくとも一部を規定することができる。あるいは、炭素発泡体は、ツール面材料を支
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持し得、そしてその表面が、ツールの１つのツール面の少なくとも一部を規定することが
できる。導入される炭素発泡体は、部分的か、または完全に充填剤で満たされ得る。いく
つかの充填材は、炭素発泡体に充填した後、炭化処理されてもよい。充填材を使用すると
、たとえばツール面が滑らかになり、そして／または炭素発泡体の一部領域が不透性にな
って、ガスまたは他の物質を通さなくすることも可能である。ツール面材料としては、複
合体、具体的には炭素繊維複合体、樹脂、アーク溶射金属（ａｒｃ　ｓｐｒａｙｅｄ　ｍ
ｅｔａｌ）などの金属、セラミックスおよび他の材料などが挙げられうるが、これらに限
定されるものではない。
【００１５】
　開示されるツールのツール面は、比較的小さい熱膨張係数（ＣＴＥｓ）を示し得る。こ
のようなＣＴＥが小さいツール面は、特に、低膨張係数複合体、たとえば炭素繊維複合体
（ＣＦＣ）の製造に有用であり得る。さらに、集成されるツール本体の構成要素を規定ま
たは支持するツール面として、他のＣＴＥを有するツール面が、異なるＣＴＥを有する炭
素発泡体、炭素発泡体の組み合わせ、充填材、および／またはツール面材料を使って作ら
れ得る。炭素発泡体のＣＴＥは、形成されるＣＦＣのＣＴＥと適合させることが可能であ
るため、たとえば、炭素発泡体を備え、その表面が炭素繊維複合体（ＣＦＣ）を製造する
ためのツール面となるツール本体は、特に有利である。別の実施例として、開示されるツ
ールの炭素発泡体は、ツール面材料、たとえばＣＦＣを支持し得、その表面は、炭素繊維
複合体（ＣＦＣ）を製造するためのツール面を提供する。この実施例では、炭素発泡体の
ＣＴＥは、ツール面材料および形成されるＣＦＣのＣＴＥと適合し得る。
【００１６】
　開示されるツールは、複合部品の製造に使用される従来のツール、具体的にはＣＦＣの
製造に使用されるツールより、製造および／または使用するのに、軽量で、耐久性が高く
、製造費用が安くなる可能性がある。そのうえ、このようなツールは、再使用および修理
が可能であり、かつ、先行技術のツールより容易に改変が可能である。
【００１７】
　特定の実施形態において、本発明は、少なくとも１つの複合部品を製造するためのツー
ルを含むことができ、そのツールは、ツール本体の少なくとも一部が炭素発泡体であるツ
ール本体を備える。ツール本体の表面はツール面を規定し得、そのツール面の一部は、少
なくとも部分的に、炭素発泡体を含むツール本体の表面をなすことができる。いくつかの
実施形態において、炭素発泡体の気泡は少なくとも部分的に充填材で満たしてもよい。充
填材は、硬化させた樹脂、ピッチ、硬化させた成形可能セラミックス、炭化樹脂、または
炭化ピッチであり得る。特定のいくつかの実施形態において、ツール面の熱膨張係数は、
ツール面上に形成される複合部品の熱膨張係数と実質的に似ている。さらなる実施形態に
おいて、ツール本体を構成する炭素発泡体の少なくとも一部はツール面材料を少なくとも
部分的に支持する。ツール面材料は、金属、セラミックス、硬化させた樹脂、繊維複合体
材料、炭素繊維複合体、微粒子複合体、ＩＮＶＡＲ（登録商標）、炭化ケイ素、またはジ
ルコニアセラミックスであり得る。炭素発泡体は、少なくとも部分的にピッチ、石炭、ま
たは石炭誘導体から誘導することができる。別の実施形態において、ツール本体はマンド
レルの形をしていてもよい。さらにまた、ツールは、ツール面の少なくとも一部の上に置
かれたカバーを備えていてもよく、ツール面の少なくとも一部を包囲してもよい。また、
ツールは、ツール面の包囲された部分と真空連通する樹脂レザバへの接続ポートを具備す
ることもできる。樹脂レザバへの接続ポートは、樹脂レザバ系に接続されるように作られ
、ツール面の包囲された部分が真空になると、樹脂が、樹脂レザバ系からツール面の包囲
された部分に移送されるように設けられる。
【００１８】
　本発明の特定の実施形態は、ツール面を有するツール本体を提供する工程を包含する、
少なくとも１つの複合部品を製造する方法も含み得る。ここでこのツール本体の少なくと
も一部は炭素発泡体である。その方法は、複合形成材料をツール面に置く工程と、それに
よって複合形成材料を硬化させて複合部品を作る工程とを包含する。複合形成材料は、樹
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脂と、微粒子強化材および繊維強化材からなる群から選択される少なくとも一つの強化材
との混合物を含むことができる。さらに、前記方法は、複合形成材料とツール面との間に
分離フィルムを置く工程を含むこともできる。また、前記方法は、ツール面を、複合形成
材料に接触させる前に、ツール面の少なくとも一部に剥離材で被覆する工程を含むことも
できる。さらに、ツールは、ツール面の少なくとも一部の上に置かれ、かつツール面の少
なくとも一部を囲むカバーを含むことができ、そして複合形成材料を、そのツール面の包
囲された部分に、置くこともできる。ツール面の包囲された部分の中は真空にすることが
できる。
【００１９】
　本発明は、本発明によるツールおよび方法によって製造されるさまざまな複合部品も含
み得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　（発明の実施形態の詳細な説明）
　ツールは、寸法の精度が高い、さまざまなタイプ、形状、サイズ、および材料の組立部
品（複合材料の部品を含む）を製造するために使用することができる。ツールの設計は、
通常、形成する部品の所望の形状、部品を形成するために使われる材料、部品を形成する
ために必要な材料を支持するためにツールが有すべき強度および剛性、および／または部
品を形成するための材料を提供するために使用される方法に依存する。
【００２１】
　ツールはツール面と呼ばれる一つ以上の表面を有し、そのツール面で複合材料は、成形
、形状加工、鋳造、またはその他の方法によって、所定のサイズおよび形状の表面を有す
る部品に製造される。このような部品としては、成形された表面を有する、任意の固体成
形物を含む、構造体、部品、組立集成体、組立部品の一部、部分的組立部品などが挙げら
れ得るが、これらに限定されるものではない。通常、ツール面は、所望する部品表面の正
確な三次元ネガ鏡像（ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｍｉｒｒｏｒ　ｉｍａｇｅ）となるように形成
されたツール本体の表面である。すなわち、部品、たとえば複合部品の隆起表面は、ツー
ル面の等価な（ネガの）寸法に作られた表面凹部に適合し、その表面凹部によって形成さ
れる。同様に、部品のくぼんだ表面は、ツール面の等価な（ネガの）寸法に作られた表面
隆起表面に適合し、その表面隆起によって形成される。
【００２２】
　実施においては、複合部品を含む材料は、多くの手順のうちのいずれかによってツール
面に置かれ得る。複合体は、マトリックス材料に樹脂を使用し、強化材に繊維を使用する
のが普通である。しかし、樹脂および微粒子をそれぞれマトリックスおよび強化材として
使うこともできる。場合によっては、形成される複合部品が特定の繊維間隔および／また
は配向を示すように、繊維の配置が細かく制御される。繊維および樹脂は、ツール面に置
く前に混合してもよく、または他の方法で組み合わせてもよい。あるいは、繊維をツール
面に置き、そのあとで多くの手順のうちのいずれかによって樹脂を繊維の中に注入しても
よい。いくつかの例では、複合体を含む材料を置く前に、ツール面を、分離シート（ｐａ
ｒｔｉｎｇ　ｓｈｅｅｔ）または剥離フィルム（ｒｅｌｅａｓｅ　ｆｉｌｍ）と呼ばれる
こともある材料の薄いシートで覆うこともでき、これらのシートはツール面に近接して形
成される。このようなシートはツール面に設けられる一時的な被膜と考えることができる
。この場合は、このシートのツール面と接触しない方の表面、すなわちシートの外側表面
が効果的にツール面となる。このようなシートは、ツール面を保護し、そして／または、
形成された複合部品を除去または剥離しやすくするために使用することができる。あるい
は、ツール面に剥離材を被覆して、複合体を含む材料がツール面と固着しないようにする
こともできる。剥離材としては、さまざまなポリマー（たとえばＰＶＡ）やワックスなど
の材料を挙げることができる。剥離フィルムは、複合体を含む材料のいずれとも固着しな
い、多くのポリマー材料であれば、いかなるポリマーで構成されていてもよい。多くのタ
イプの剥離材、フィルム、化合物、作用物が、関連技術分野で公知であり、本発明と一緒



(8) JP 5044220 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

に使用することができる。
【００２３】
　ツール面の寸法は、複合部品、普通には樹脂を含む繊維を含む材料の表面が、所望の形
状と寸法に効果的に成形される。次に、複合部品を含む材料に添加された樹脂を、通常の
場合、熱を加えて硬化させると、ツール面によって付与された形状および寸法の表面を有
する固体複合部品が形成される。加熱は、多くの場合、加熱炉かオートクレーブ中で行わ
れる。加圧下で複合部品を形成するにはオートクレーブが使用され得る。
【００２４】
　ツール面に加えて、ツールは、ツール本体および、通常、支持構造とからなる。ツール
本体は、ツール面を規定する。すなわち、複合部品が形成されるツール面は、ツール本体
の表面をなす。支持構造がある場合、それはツール本体に接続され、ツール本体およびツ
ール面が損傷しないよう保護するために、いくつかの目的、たとえばツール本体およびツ
ール面の支持、配向および移動などの目的に役立つことが考えられるが、これらの目的に
限定されるものではない。
【００２５】
　普通、炭素発泡体は、強度および耐久性が高く、安定で、切削しやすく、比較的反応性
が低く、軽量な連続気泡型材料である。加えて、炭素発泡体は、熱膨張係数がきわめて小
さく、炭素繊維複合体のそれとほとんど同じ熱膨張係数であり得る。炭素発泡体のＣＴＥ
は、製造時に炭素発泡体にかける最高温度を調節するか、炭素発泡体の製造に使用する原
料を選択することによって変えることができる。
【００２６】
　本発明によるツールは炭素発泡体を導入するツール本体を有する。このツール本体は、
完全かまたは部分的に炭素発泡体からなり得る。個々のツール本体の炭素発泡体は、炭素
発泡体の一つ以上の単一片であることが可能である。個々のツール本体は、炭素発泡体の
二つ以上の片からなる場合、接着剤、樹脂などを、炭素発泡体の複数個の片をつなぎ合わ
せるために使うことができる。ツール本体が部分的に炭素発泡体からなるときは、ツール
面のＣＴＥが、炭素発泡体および複合体、具体的には炭素繊維複合体、その上に作られる
部品のそれと実質的に近いか、同じになるようにツール本体を構成することが好ましい。
ツール本体全体が炭素発泡体で構成されるときは、この炭素発泡体のＣＴＥは、複合体、
具体的には炭素繊維複合体、およびその上に作られる部品のＣＴＥと実質的に近いか、同
じである。
【００２７】
　本発明によるツールは、再使用および修理が可能であって、かつ従来技術のツールより
変更が容易である。すなわち、本発明のツールは、再使用可能であるので、これを用いる
と１つの複合部品よりも多く連続的に製造することができる。本発明によるツールのツー
ル本体の少なくとも一部を構成する炭素発泡体は、従来の接着剤、樹脂などを使って接合
でき、容易に使用できる力と工作機械とを使って精密許容差で機械加工され得る。これら
の特徴により、ツールは修理が可能であり、ツールを形成する複合材料に使われている炭
素発泡体が損傷した場合は、その部分を損傷していな炭素発泡体と容易に交換することが
できる。また、炭素発泡体がこれらの特徴を持つことが、ツールを形成する複合体に使用
される炭素発泡体部分の交換を容易にし、ツール面全体を交換しなくても、希望によって
、一部だけを変えることを可能にしている。
【００２８】
　本発明において、ツール本体に導入される炭素発泡体の表面は、ツール面の少なくとも
一部を規定する役割を果たすか、またはツール面の少なくとも一部を規定する他の材料を
支持する役割を果たす。あるいは、ツール本体に導入される炭素発泡体の表面は、ツール
面全体を規定する役割を果たすか、あるいはツール面全体を規定する他の材料を支持する
役割を果たす。ツール面を規定することにより、炭素発泡体またはその他の材料の表面は
、その上に形成される複合体材料部品の表面に所望の形状を付与するに十分な幾何学的形
状または配置を持つ。本明細書の中で「ツール面材料」と呼ぶこれらその他の材料は、炭
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素発泡体のＣＴＥおよびその上に形成される複合部品、具体的には炭素複合部品のＣＴＥ
と実質的に似たＣＴＥまたは同じＣＴＥを持つことができる。ＣＦＣ部品を製造するため
のツール面材料は炭素複合材料とすることができる。あるいは、ツール面の実測ＣＴＥが
、炭素発泡体およびその上に形成される複合部品、具体的には炭素複合部品のＣＴＥと実
質的に似ているか、同じになるような量または形でツール面を使用することも可能である
。
【００２９】
　本発明の実施形態において、ツール面材料がいかなるものであっても、それを含め、ツ
ール本体の炭素質発泡体およびツール本体のツール面の部分は、両者とも、ツール面上に
形成される複合部品と実質的に似ているか、または同じＣＴＥを持つ。さらなる実施形態
においては、ツール本体の少なくとも一部、具体的にはツール面を支持するか、あるいは
ツール面を規定するツール本体のその部分のＣＴＥは、低い値に設定される。炭素発泡体
のＣＴＥは、一般には小さく、そして炭素繊維複合材料のＣＴＥと実質的に似ているか、
同じである。それゆえ、一般的には、寸法を制御した炭素繊維複合材料の製造に本発明の
ツールを使うことは特に好ましい。ここで、ツール面材料を適切に選んでツール面のＣＴ
Ｅを変えることができることを付け加えておきたい。また、炭素発泡体の製造に使われる
原料の選択および／またはプロセス条件の制御によって、ツール本体のＣＴＥを変ること
も企図される。このようなプロセス条件として発泡体を製造する間に炭素発泡体が置かれ
る最高温度をあげることができるが、これに限定されるものではない。
【００３０】
　本発明のツール本体に導入される炭素発泡体は、所定の幾何学的形状を反映したツール
面を備えるように、あらかじめ決められたさまざまな幾何学的形状に製作することができ
る。あるいは、ツール面材料は、所望の幾何学的形状を反映したツール面を備えるように
、あらかじめ決められたさまざまな幾何学的形状に形成するか、製作することができる。
つづいて、これらの幾何学的形状は、ツールを使って形成される複合部品の表面に導入さ
れる。ツール面は、ツールを使って形成される少なくとも一つの複合部品の少なくとも一
つの表面を規定する。同じツール本体上に異なるツール面を複数個配置することができる
。さらに本発明のツールは既知タイプの別のツールと一緒に使用することができる。
【００３１】
　本発明において、ツール面はツール本体に組み込まれた炭素発泡体の表面であってもよ
い。複合体を形成する材料が炭素発泡体に固着するのを防止するには、分離フィルムを使
用する必要がある。分離フィルムを使ってさえ、炭素発泡体の気泡サイズを、形成される
複合部品の可能な表面パターン形成に反映させることができよう。このパターン形成のこ
のサイズは、ツール本体および形成されるツール面に別の気泡を持つ炭素発泡体を使って
変えることができる。一つのツール本体に気泡サイズが異なる炭素発泡体を使うことがで
きる。たとえば、密で小さな気泡フォームをツール面の規定に使用し、大きな気泡発泡体
を、ツール面を規定するより密な炭素発泡体の支持に使用することが考えられる。あるい
は、小さい気泡発泡体の表面と大きな気泡発泡体の表面の両方がツール面に導入される。
その場合、形成される複合部品表面のパターン形成は、気泡サイズが異なる炭素発泡体の
使用を反映することになる。
【００３２】
　このような表面のパターン形成は気泡、すなわち炭素発泡体内部の空隙を、充填物で満
たすことで極力少なくしたり、除去したりすることができる。充填材の例として硬化樹脂
、ピッチ、硬化させた成形可能なセラミックスなどをあげることができるが、これらに限
定されるものではない。硬化樹脂およびピッチなど、これらに限定されるものではないが
、いくつかの充填材を炭化して炭素充填材を製造してもよい。炭素発泡体は部分的に充填
してもよいし、完全に充填してもよい。たとえば、ツール面に最も近い炭素発泡体の空隙
だけを充填材で満たしてもよい。あるいは、炭素発泡体の内部空隙を部分的にまたは完全
に満たしてもよい。このような充填は、各気泡を充填材でそれぞれ完全に満たすように完
全充填も可能であるし、各気泡を充填材でそれぞれ部分的に満たす不完全充填も可能であ
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る。炭素発泡体の気泡を部分充填するとパターン形成は最小限に抑えられる。しかし、炭
素発泡体の気泡を、ツール面の表面では最小限、完全充填すればより平滑なツール面が得
られる。加えて、より平滑なツール面は、複合形成材料がツール面に固着するのを防止す
るため、分離フィルムの代わりの剥離材の使用に備えてもよい。ツール面より上に真空を
作り出すことが望まれる例では、おそらくツール面表面の炭素発泡体の気泡の充填を含め
、ツール面周辺一部の炭素発泡体の気泡にガス不透過性充填材を完全に満たす必要がある
かもしれない。加えて、発泡体の機械的性質、たとえば発泡体の強さを高めるため、炭素
発泡体の気泡を充填材で部分的に、あるいは完全に満たしてもよい。
【００３３】
　一部しか充填材で満たしていない炭素発泡体は、気泡に充填する前のＣＴＥと本質的に
同じＣＴＥを示すものと予想される。また、炭化充填材は、充填の程度には無関係に炭素
発泡体のＣＴＥに対してほとんど影響を及ぼさない。気泡に他の充填材を満たした場合は
、充填材を満たす前と後とでフォームのＣＴＥが変化する可能性がある。気泡充填後に観
察されるＣＴＥは、炭素発泡体のＣＴＥと充填材のＣＴＥの間の値を示すかもしれない。
あるいは、気泡充填材が十分な圧縮性を持つときは、観察されるＣＴＥは炭素発泡体のＣ
ＴＥであるかもしれない。上で述べたように、炭化充填材が、ツール面の炭素発泡体のＣ
ＴＥに非常に近いか、等しいＣＴＥを持つことがあるかもしれない。そのような事例では
、ツール面のＣＴＥは炭素発泡体のＣＴＥであろう。
【００３４】
　本発明の別の実施形態において、ツール面材料と呼ばれる材料は、ツール本体の炭素発
泡体表面上に形成、堆積、被覆、層形成、固定またはそれ以外の方法によって置かれ、そ
の結果ツール面の少なくとも一部をなすことができる。ツール面材料は、ツール面の性質
およびツール面材料を適用する表面の使用目的によって、比較的厚く使用される場合もあ
るし、比較的薄く使用される場合もあろう。ツール面材料はツール面全体を覆ってもよい
。また、ツール面材料は、ツール面でないツール本体の表面を覆ってもよい。通常、ツー
ル面でない表面を覆った場合、その表面は複合部品の形成に使われる樹脂、その他の材料
と接触するかもしれない。炭素発泡体は、ツール面材料を形成および／または堆積する前
に、機械加工されるか、別の方法で輪郭削りされ、あるいは形成させて特定の形状をした
表面を作り出す。次に、作り出された表面にツール面材料を形成または堆積し、所望の形
状および寸法を持つツール面を作ることができる。あるいは、炭素発泡体面の上にツール
面材料を形成および／または堆積させたのち、この材料は機械加工されるか、別の方法で
形成され、あるいは輪郭削りされて所望形状のツール面を作り出すことができる。炭素発
泡体またはツール面材料の機械加工は、ツール本体に境界目印（ｗｉｔｎｅｓｓ　ｍａｒ
ｋｓ）、合わせピン（ｉｎｄｅｘ　ｐｉｎｓ）などを設けることによって、より精密に所
望の寸法に制御することが可能である。
【００３５】
　ツール面材料の使用により、寸法精度の高いきわめて滑らかなツール面が得られよう。
ツール面材料の使用により、形成した複合部品の取り出しも容易になる。通常、ツール面
材料によって供されるツール面に対しては、分離フィルムまたは剥離材が使用される。加
えて、ツール面材料のＣＴＥは、形成される複合部品のＣＴＥおよびツール面材料を支持
するツール本体部分と適合することができよう。このような適合は形成された複合部品の
寸法および構造の精度を保証する。加えて、このような適合は、自然硬化とは異なり、次
に行われるツールにおける部品の硬化に対する備えとなるものである。特定の実施形態に
おいて、ツール本体、ツール面、ツール面材料および複合材料のＣＴＥは、実質的に似て
いるか、同等である。
【００３６】
　本明細書で使用されている用語「実質的に似ている」ＣＴＥｓという表現は、所望の臨
界寸法を有し、かつ、複合部品およびツール面の膨張および収縮が同じでないために、製
造された複合部品がツールに捕捉されたり、保持されたり、あるいはツールから飛び出し
たりすることがないよう、ＣＴＥ値が十分に近いか、複合部品およびツール面の膨張およ
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び収縮が同じでないために、ツール面が損傷を受けることがないよう、ＣＴＥが十分に近
いことを意味する。ツール面材料のＣＴＥが、その下の炭素発泡体のＣＴＥに適合しない
場合、ツール面は、２つの材料の中間のＣＴＥを示すかもしれない。そのような現象は、
他の方法では得られないツール面のＣＴＥを実現する方法を提供するかもしれない。ツー
ル面材料の薄い層からなるツール面は、その下にある炭素発泡体のＣＴＥを示すことが予
想される。特に、多少とも弾性を有するツール面材料の非常に薄い層の場合は、このよう
なことが起きるかもしれない。
【００３７】
　ツール面材料としては、いくつかの異なる材料が、単独で、あるいは組み合わせによっ
て使用することができよう。これらの材料には、たとえば単独で、または組み合わせで使
用されるフェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＭＩ樹脂、エポキシ樹脂、などの硬化樹脂
や、プリプレグ（ｐｒｅｐｅｇｓ）、接着フィルム、被膜などが含まれる。ツール面材料
は、複合体、たとえばファイバーグラス、炭素繊維、カーボン－カーボンならびに他の繊
維状および微粒子複合材料を含む他の類似材料であり得る。さらに、ＩＮＶＡＲ（登録商
標）、炭化ケイ素、ジルコニアセラミックス、およびその他の金属およびセラミックスも
ツール面材料であり得る。これらのタイプのツール面材料は、たとえばアークおよびフレ
ームスプレー法や蒸着法などの技術を使って炭素発泡体上に堆積させることにより、ツー
ル面を形成することができる。好適なツール面材料は基本的にガス不透過性であろう。金
属、セラミックスおよび炭素複合材料はＣＴＥが小さく、特にＣＦＣの製造に使われるツ
ールのためのツール面材料として特に有用である。
【００３８】
　樹脂および／または樹脂をベースにした複合ツール面材料を置くのを助ける補助手段と
して炭素発泡体ツール本体内部を真空にすることができる。さらに、ツール本体上に置い
たあと、ツール面材料が、表面に好ましくない多孔構造を見せないよう、ツール面材料を
薄い樹脂層で被覆して孔をふさぐことができる。ツール面材料表面の多孔構造へのこのよ
うな薄い樹脂層の浸透は、炭素発泡体ツール本体の内部を真空にすることで促進され得る
。
【００３９】
　さらに、ツールによって形成される複合部品の表面に組織（ｔｅｘｔｕｒｅ）を付与す
るように、ツール面を形成することができる。このパターンのポジ像が、形成される複合
部品の表面に付与されるように、ツール面に寸法的にネガのパターンを書き込むことがで
きる。このようなパターンには、複合部品の外形および／または組織を決めるための複数
個の異なる組織、ハッチング、けがき線などの組み合わせが含まれる。また、ツール面の
表面は均質でなくともよい。たとえば、ツール面のある部分は第一の組織を持ち、ツール
面の別の部分はそれとは異なる組織を持つ。
【００４０】
　ツール本体の幾何学的形状はたとえばマンドレル様の形状である。その場合、ツール面
は、このマンドレル様の形状をした外表面であろう。つづいて、マンドレル表面（すなわ
ちツール面）には、樹脂を含浸させた紙、織物、繊維などが手作業で、あるいは自動化し
た手段で置かれ、表面、通常は、その寸法が外側マンドレル表面の寸法を忠実に反映する
内表面を持つ複合部品を形成する。
【００４１】
　さらに、ツール面は、空洞および／または突起を持つオス部品および／またはメス部品
の形をしており、向かい合うツール面は反対の形をしている。本発明において、向かい合
うツール面の一方の少なくとも一部は、ツール本体に導入された炭素発泡体によって規定
されるか、あるいはツール本体の炭素発泡体によって少なくとも部分的に支持されたツー
ル面材料の表面によって規定される。このような向かい合うツール面の間の空隙は、複合
形成材料で満たすことができる。これらの材料を硬化させたのち、形成される複合部品の
形状は、オス型ツール面とメス型ツール面間の空隙の形状を模する。また、ツール面か、
またはツール面として働く空洞の壁の一つの表面を構成する少なくとも一つの表面を有す
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るただ一つのツール本体を持つことも可能である。ツール本体にはカバーを導入してもよ
い。そのようなカバーとしては、プラスチック材料、エラストマー材料、たとえばシリコ
ンエラストマーのシートまたはメンブラン、あるいはその他のフレキシブルなシート材料
からなるフレキシブルカバーであり得る。カバーは表面または空洞を覆うように置いて閉
鎖空間を形成することができる。形成された閉鎖空間を真空にすることができる。閉鎖空
間の外側の大気圧による力は、カバーを変形させて、複合形成材料に接触させる。この接
触によってこれらの材料は表面または空洞の壁に押しつけられる。複合形成材料を硬化さ
せると、表面またはツール本体の空洞の壁の形状を持つ複合部品が作られる。
【００４２】
　本発明のツールを使って複合部品を形成するのに適する複合形成材料には、関連技術分
野で公知の材料が包含される。好適なマトリックス材料には、樹脂、プリプレグ、ビニル
エステル、接着フィルムおよび被覆材などがあるが、これらに限定されるものではない。
樹脂は熱可塑性樹脂でもよいし、熱硬化性樹脂でもよく、触媒を働かせることもできる。
好適なマトリックス材料の別の例は、エポキシ樹脂である。このような樹脂は、一般に、
ビスフェノールＡの低分子量グリシジルエーテルから作られる。このような樹脂は、分子
量によって、液体樹脂から固体樹脂にまで亘り、アミン、ポリアミド、酸無水物などの触
媒で硬化させることができる。適当な固体樹脂は、他の樹脂および不飽和脂肪酸で変性し
てもよい。エポキシ樹脂は、繊維に対する接着性に優れており、かつ、ある種の繊維と組
み合わせると、その熱膨張係数を、炭素発泡体をベースにしたツールの熱膨張係数に適合
させることができる。また、それらの粘度が低いことは、さまざまな強化材の濡れに効果
的である。より具体的に述べれば、複合部品の製造において、使用に適する樹脂は、市販
の樹脂、たとえば、Ｄｏｗ　３３０、Ｇｏｕｇｅｏｎ　ＷＥＳＴ、Ｇｏｕｇｅｏｎ　ＸＲ
０２―０９９―２９Ａ、ＰｒｏＳｅｔ　１２５、ＰｒｏＳｅｔ　１３５、ＰｒｏＳｅｔ　
１４５、およびＭＧＳのいかなる組み合わせをも包含する。また、ツール面材料に使われ
る市販の樹脂は、たとえば、ＰＴＭ＆Ｗ　ＨＴ２Ｃ、ＡｉｒＴｅｃｈ　Ｔｏｏｌｍａｓｔ
ｅｒ　２００１、ＪＤ　Ｌｉｎｃｏｌｎ　Ｌ－９５６、およびＶａｎｔｉｃｏ　ＲＰ　４
００５を包含する。また、複合部品は、本発明のツールで、ビニルエステルを使って製造
することができる。また、本発明における有用なマトリックス材料には、マトリックス材
料系の重合または硬化を開始するために使われる触媒、硬化剤、およびその他の硬化剤が
包含される。本明細書の目的に合わせて、本明細書では、好適なマトリックス材料は集合
的に樹脂と呼ぶ。
【００４３】
　プリプレグは、本発明のツールを使って複合部品を製造するための複合形成材料として
使用するのにも適する。プリプレグはあらかじめ含浸させた（ｐｒｅｉｍｐｒｅｇｎａｔ
ｅｄ）という語の省略語であり、ツール面に置く前に未硬化マトリックス材料と組み合わ
されるあらかじめ含浸させた強化材を包含する。プリプレグには、マット、織物、不織材
料、およびロビングと樹脂とのいかなる組み合わせをも含むことができる。プリプレグは
、すぐ成形できるＢ段階まで硬化させるのが普通である。プリプレグ材料の別の例は、Ｊ
Ｄ　Ｌｉｎｃｏｌｎ　Ｌ－５２６のような混合物、ＪＤ　Ｌｉｎｃｏｌｎ　Ｌ－９５６、
ＡＣＧ、およびＡｉｒＴｅｃｈ　Ｔｏｏｌｍａｓｔｅｒのようなエポキシ／カーボン混合
物、および、Ｂｒｙｔｅのようなエポキシ／ガラス混合物などである。さらに、ツール面
材料に対して使用される市販プリプレグ材料には、エポキシ／カーボンの組み合わせ、た
とえばＪＤ　Ｌｉｎｃｏｌｎ　Ｌ－９５６、　ＡＣＧ、およびＡｉｒＴｅｃｈ　Ｔｏｏｌ
ｍａｓｔｅｒが含まれる。
【００４４】
　さらに、複合部品は、本発明のツールで接着フィルムを使って製造することができる。
接着フィルムは、樹脂の薄い乾燥フィルムで、通常、熱硬化性樹脂でラミネート、たとえ
ば合板の製造における間紙（ｉｎｔｅｒｌｅａｆ）として使われる。積層工程で熱と圧力
を加えると、フィルムは両層と接合される。いくつかの市販接着フィルムとしては、たと
えば、ＪＤ　Ｌｉｎｃｏｌｎ　Ｌ－３１３　Ｅｐｏｘｙ、ＳＩＡ－ＭＡ－５６２、および
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ＳＩＡ－７７７１　ＦＲなどが挙げられるが、これらに限定されない。
【００４５】
　本発明のツールで製造される複合材料に使用される強化材には、関連技術分野で知られ
ている強化材のすべてが含まれる。そのような材料には、たとえば繊維（これには一方向
繊維およびチョップドファイバが含まれる）、織材料、および不織材料、および布材料を
含む形のカ―ボン（グラファイトを含む）、Ｋｅｖｌａｒ、アリールイミド（ａｒｉｍｉ
ｄｅ）、ガラスなどが含まれる。微粒子強化材を使用することもできる。
【００４６】
　複合形成材料をツール面に置きながらこれらの材料に補強構造を加えることもできる。
このような補強構造は、形成される複合部品を強化し、および／または複合部品を取り付
けて組み立て体を作るための基礎をなす。これらの補強構造には、特定の幾何的形状を持
つ棒、管、薄板、スクリーン、フラット、プレートなどの形が含まれ得る。このような補
強構造を構成する材料には、基本的には、十分な強度を持ち、複合形成材料および関係す
る硬化条件の両方と適当な適合性を備えたいかなる固体材料も含まれる。そのような材料
には、金属、セラミックス、プラスチック、木材、ガラス、あらかじめ硬化させた複合材
料などが含まれよう。実際の使用では、補強構造は、ツール面上の複合形成材料に導入す
るか、あるいは複合形成材料の表面に押しつけるように置かれる。複合形成材料を硬化さ
せたのち、望むか、必要な場合には、補強構造は、ねじ、クリップ、接着剤などで、複合
部品に固定される。具体的に言えば、強化材は、形成される複合部品と実質的に似たＣＴ
Ｅｓか、あるいは同じＣＴＥｓを持つことが望ましい。
【００４７】
　複合材料を形成するさまざまな技術が、本発明によるツールと一緒に使用できる。これ
らの技術は当業者には周知であり、たとえば、手作業によるレイアップ、自動化によるレ
イアップ、手作業によるスプレーアップ、自動化によるスプレーアップ、樹脂注入成形法
（ＲＴＭ）および真空含浸工法（ＶＡＲＴＭ）などをあげることができる。さらに、これ
らの方法を組み合わせて使用することもできる。
【００４８】
　樹脂注入成形法は、包囲された空間内、たとえばツール本体またはツール面の内部また
は上に作られた空洞または流路内に液状の熱硬化性樹脂を移送する方法である。強化材、
たとえばチョップドファイバは分配前に樹脂に配合することができる。あるいは、繊維強
化材は前記空間内、具体的には、ツール面によって規定される空間領域内に置かれる。普
通、ＲＴＭは、触媒を添加した樹脂、たとえば、エポキシポリマー、ビニルエステルポリ
マー、メタクリル酸メチルポリマー、フェノール系ポリマー、およびポリエステルを、ツ
ール面によって少なくとも部分的に規定される空間内に移送するか、注入することによっ
て実施される。樹脂は前記空間を満たし、あらかじめ空間内に置かれた強化材の中に浸透
する。この方法による場合は、気泡が残ると生成する複合材料の強度が弱くなるので、気
泡が混入しないように注意しなければならない。典型的な強化材はファイバーグラスおよ
び炭素繊維などが挙げられる。
【００４９】
　樹脂をツール空間に移送しやすくするため、真空系を使用することもできる。この方法
は真空含浸工法と呼ばれる。真空系は、適当な装置を使えば多くの複合材料形成工程で使
用することができる。本明細書の目的に対しては、真空系は、それに接続することによっ
て閉鎖空間の内部圧力を大気圧よりかなり低い圧力まで下げることができる真空系を指す
ことに留意しなければならない。すなわち、真空系によって包囲された空間、たとえば閉
鎖空間の排気が行われる。通常、真空系は真空ポンプと、それに付属する接続配管とから
なる。
【００５０】
　また、複合部品の形成中に複合形成材料から空気を除くことは、形成される複合部品の
寸法および構造精度の確保を促進する。すなわち、このような空気の除去により、形成さ
れる複合部品に空気の気泡ができるのを減らすことができるし、排除することさえできる
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。このように気泡を排除することで複合部品の強度を高めることができる。空気の除去は
、普通、複合形成材料を含む閉鎖空間に少なくとも部分的な真空を作ることによって行わ
れる。また、このような閉鎖空間が、少なくとも可撓性の壁またはカバーによって規定さ
れる場合、その閉鎖空間を真空にすると、通常は設計によって、可撓性の壁またはカバー
に大気圧がかかり、複合材料がツール面に押し当てられるようにすることができる。
【００５１】
　さらに具体的に述べれば、前記閉鎖空間は、たとえばそこに通じる開口部、ポートおよ
び／または境界部を閉鎖またはシールすることで作ることができる。これは、ツールの上
に置かれる複合材料のレイアップの上および／または下に置かれる真空バッグ、たとえば
可撓性の材料のシート、ブリーダークロス（ｂｌｅｅｄｅｒ　ｃｌｏｔｈ）および剥離フ
ィルムと、シートの端とで行われ、これらを密封することによって閉鎖空間が作り出され
る。真空系は、ブリーダークロス、剥離フィルムおよび複合材料のレイアップを含む閉鎖
空間に接続される。混入した空気は複合材料のレイアップから機械的に排出され、真空系
によって除去される。複合部品は、制御された温度および圧力条件の下で時間をかけて硬
化される。複合形成材料および／または最終的な製品の特性によって、複合形成材料は、
およそ環境温度から約４００゜Ｆまでの範囲の温度および水銀柱で約０から約２８までの
真空範囲で硬化され得る。これらの範囲は使用される樹脂の種類によって変わる。すなわ
ち、任意の好適な温度および／または圧力が使われ得る。
【００５２】
　さらに、炭素発泡体を既存の複合材料ツールに導入して本発明の利点を与えることも可
能である。このような導入は、性能の向上、修理の実行、または別の点で本発明の利点を
備えることである。このような導入は本発明の範囲内で完全に実現される。
【００５３】
　本発明の実施形態は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体と関連してい
る。ツール本体の少なくとも一部を構成する炭素発泡体の表面はツール面の材料を支持す
る。ツール面の材料の表面、すなわちこの実施形態では炭素繊維複合材料の表面はツール
面を規定する。炭素発泡体は、そのＣＴＥが、ツールによって形成される硬化させた複合
材料のＣＴＥと実質的に似ているか、同じになるように製造または選定される。使用時、
ツール面は剥離材で被覆される。それから、ツール面に炭素複合形成材料が置かれ、ツー
ル面はその材料で本質的に一様に覆われる。形成材料の複合体は、ツール面に対して圧さ
れ得る。つづいて、複合形成材料を加熱温度で硬化させて炭素繊維複合材料となし、それ
をツールから取り出す。
【００５４】
　次ぎに、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳しく述べる。これらの
実施形態のさまざまな態様は、本発明の教示する内容のもとに組み合わせることによって
、さらに追加的な実施例が得られるが、ここではそれらについては具体的な記述はしない
ことにする。したがって、ここに挙げる実施形態は、単に本発明を説明するためのもので
あって、これによって本発明の範囲が限定されるものではない。
【００５５】
　図１は、本発明によって、少なくとも一つの複合部品を作るためのツールおよびシステ
ムの第一の代表的実施形態である。このツールでは、複合部品の形成にマンドレル型のツ
ール本体が使用される。
【００５６】
　図１は、マンドレル１００を備える再使用可能なツールの断面図である。マンドレルは
、図１に矢印で示すように、備えられるシャフト１１０を軸として反時計方向に回転する
。マンドレルは炭素発泡体１２０を備える。炭素発泡体の外表面は、この実施例に示すよ
うに、ツール面材料１３０で被覆され得る。ツール面材料は炭素複合体であり得る。ある
いは、炭素発泡体の気泡、少なくとも炭素発泡体表面上のそのような気泡は、充填材で満
たされ得る。マンドレルの外表面はツール面１４０である。ツール面１４０は、好ましく
は剥離材で被覆される。十分な長さの繊維を長手方向に配置した束１５０は、繊維が、通
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常は張力を受けて、回転するマンドレル１００の円周の周りに引き取られる（すなわち巻
き取られる）ように、回転するマンドレルと接線をなして接するように向けられる。繊維
は、効果的な複合強化材であることが知られているタイプの、任意の繊維である。そのよ
うな繊維はたとえばガラスまたはカーボンで構成され得る。繊維には、マンドレルと接触
する前、接触している間、および／または接触したあとで、樹脂が注入される。あるいは
、繊維の束には長手方向に配列させた繊維プリプレグが使用される。プリプレグまたは樹
脂を注入した繊維の束は、プリプレグまたは樹脂を注入した繊維が所望の厚さになるまで
、マンドレルの円周の周りに引き取られる。通常、繊維の束とマンドレルとの接線方向の
接触は、繊維プリプレグまたは樹脂を注入した繊維が、マンドレルの長さに沿って一様に
配置されるように、マンドレルの回転軸に対して平行に移動される。プリプレグまたは樹
脂を注入した繊維が所望の厚さになったら、マンドレルへの繊維の供給は停止し、マンド
レルの回転を止める。それから、マンドレル上のプリプレグまたは樹脂を注入した繊維の
被膜は硬化される。いくつかのプリプレグおよび樹脂によっては、硬化させるためにマン
ドレル上の注入された繊維被膜を加熱することが好ましいか、必要である。加熱は、オー
トクレーブ、加熱炉、個別加熱エレメント、および／またはその他の類似加熱装置を使っ
て行うことができる。個別加熱エレメントは、ツール本体の外部に設置してもよいし、あ
るいは内部に設置してもよい（すなわち、内側に埋め込んでもよい）。硬化されると、樹
脂を注入した繊維被膜は複合部品を形成する。次に、複合部品はマンドレルから取り出さ
れる。複合材料の硬化に熱を使用する場合、マンドレルおよび複合体の相対的なＣＴＥ値
が重要になる。複合部品のＣＴＥが、マンドレルのＣＴＥより小さいか、本質的に同じで
あれば、複合部品はマンドレルから容易に取り外すことができる。しかし、複合部品の内
側の寸法は、加熱されていないマンドレルの外径のそれよりも大きいかもしれない。複合
部品のＣＴＥが、マンドレルのＣＴＥより大きいと、複合部品はマンドレルに「くい込む
」おそれがあり、損傷なしにマンドレルから取り外すことは、不可能ではないにしても、
困難である。
【００５７】
　注意しなければならないのは、マンドレルが、必ずしもこの実施形態で示したように回
転する必要はないという点である。たとえば、マンドレルは時計回りに回ってもよい。あ
るいは、マンドレルは、静止したままでもよく、プリプレグまたは樹脂を注入した繊維束
は、静止したマンドレルの外周の周りに巻き取られるような方向に向けられる。
【００５８】
　図２は、本発明によって少なくとも一つの複合部品を作るためのツールおよびシステム
の第二の代表的実施形態である。
【００５９】
　図２は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体２００を備える再使用可能
なツールの断面図である。ツール本体に導入された炭素発泡体の表面は、所望の形状に機
械加工されるか、別の方法で輪郭削りされるか、あるいは形成されてツール面２１０とな
る。このツール面は、炭素発泡体の表面に沿って２１０－Ａから２１０－Ｂまでのびてい
る。このツール面の表面は、非透過性分離シート２２０で覆われる。分離シートは、ツー
ル面を覆うだけでなく、他のツール表面と、複合形成材料との望ましくない接触を防止す
るために、ツール面に近接する表面も覆う。複合形成材料２３０は、ツール面を覆う分離
シート上に置かれる。これらの複合形成材料は、実質的に一様に分布するように、機械を
使って、あるいは手で、ツール面を覆う分離シートの領域の上に置かれる。さらに、複合
形成材料は、ツール面を覆う分離シートに押しつけられる。この押しつけ操作によって、
複合形成材料はツール面の形状にぴったり適合することになる。さらに、ツール面が未充
填炭素発泡体であるため、ツール面上の未充填炭素発泡体の気泡を表す、あるタイプのパ
ターン形成を、ツール面によって規定される複合部品の表面に付与する。
【００６０】
　次に、複合形成材料を硬化すると、ツール面によって付与された形状を持つ複合部品が
作られる。いくつかの複合形成材料によっては、硬化させるために、複合形成材料を加熱
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することが好ましいか、あるいは必要である。加熱は、オートクレーブ、加熱炉、個別加
熱エレメント、および／またはその他の類似加熱装置を使って行うことができる。個別加
熱エレメントは、ツール本体の外部に設置してもよいし、あるいは内部に設置（すなわち
、埋め込み）してもよい。すでに述べたように、加熱すると、加熱された材料はすべて寸
法が変化する。このような寸法変化の大きさは、個々の材料のＣＴＥによって変化する。
この実施例およびこの明細書に含まれるすべての実施例に対して、ツール面および形成さ
れる複合部品のＣＴＥは、似ているか本質的に同一であることが好ましく、形成される複
合部品がＣＦＣの場合がその事例に当たろう。複合部品のＣＴＥが、ツール面のＣＴＥと
似ていないか、本質的に同一でない場合は、複合部品のサイズが、所望の臨界寸法に適合
しない可能性がある。さらに、複合部品のＣＴＥがツール面のＣＴＥより大きい場合は、
複合部品はツール面に「くい込む」おそれがあり、ツール面または複合部品を傷つけない
でツール面から取り外すことは、不可能ではないにしても、困難である。
【００６１】
　この実施例はいくつかの方法やり方で改変することができる。たとえば、ツール面は、
炭素発泡体で支持されたツール面材料の表面であり得る。あるいは、炭素発泡体ツール面
の気泡を充填材で完全に満たしてもよい。両改変に対しては、分離シートを剥離材に替え
ることが可能であろう。当業者であればそのほかの改変も明らかであろう。
【００６２】
　図３は、本発明によるツールの第３の代表的実施例である。
【００６３】
　図３は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体３００を備えた、再使用可
能なツールの断面図である。ツール本体に導入された炭素発泡体の表面は、実質的にガス
不透過性のツール面材料３１０を支持する。このツール面材料の露出した表面部分は、所
望の形状に輪郭削りされるか、別の方法で形成され、ツール面３２０を作り出す。このツ
ール面は、３２０－Ａから３２０－Ｂまでのびている。ツール面に近いツール本体表面３
３０もガス不透過性ツール面材料で仕上げられる。ガス不透過性カバー３４０が、ツール
面、ツール面近くのツール本体の表面、および複合形成材料３５０を包囲する。カバーは
、たとえばプラスチックのような可撓性の材料で作ってもよいし、炭素質発泡体や金属な
どのような剛直な材料で作ることもできる。
【００６４】
　炭素発泡体をカバーとして使う場合は、少なくとも複合形成材料と接触することが予想
される炭素発泡体の表面は、ツール面材料、気泡充填材、または分離シートで被覆され得
る。すなわち、炭素発泡体をカバーとして使用することは、本発明の記載のように、ツー
ル本体に炭素発泡体が導入される場合とほとんど同じようにして行われ得る。カバーがガ
スの通過に対して不透過性であるためには、炭素発泡体のカバーを被覆する必要がある。
さらに、カバーとして使用される任意の剛直な材料は、複合形成材料と接触することが予
想される表面上で、輪郭削りされるか、形成されるか、別の方法で賦形され、その結果、
ツール本体のそのツール面から、複合形成材料の反対側にツール面を形成する。つづいて
、この第二のツール面は、複合形成材料表面に形を与える。この表面は、ツール本体のツ
ール面が作り出す表面に対して、形成される複合部品の反対側にあることになる。分離シ
ートおよび剥離材は、任意の表面、特に、複合形成材料が接触することが予想される表面
に適用され得る。
【００６５】
　ツール本体とカバーとが交差する箇所は、交差箇所の全周囲の周りに開口部３５５を形
成する。この開口部は、大気またはガスを通さない境界を作る必要があるので、さまざま
な材料３６０で密封され得る。これに適する材料は、密封作用を備えながら、カバーと複
合材料との接触を考慮した材料である。例をあげれば、テープ、ガスケット材、すき間ふ
さぎ用材料、シール材などが開口部の密封に使用できよう。ツール本体のカバー（図３に
図示）または開口部には接続ポート３７０が設けられ、この接続ポートは、ツール本体、
ツール面、カバーおよびいずれかの開口部シール材によって規定される空間に通じている
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。この接続ポートには真空系３８０が接続される。
【００６６】
　開口部および接続ポートが、シールまたは別の方法で閉鎖されると、ツール面上の複合
形成材料は、閉鎖空間３９０の中に収容される。ツール本体およびカバーの表面、ならび
にツール本体とカバーとの間の開口部は密封されるか、あるいは他の方法でガスが透過し
ないようにされ、この閉鎖空間は実質的に密封され得る。
【００６７】
　使用時には、複合形成材料はツール面に置かれ、ツール本体とカバーとの間の開口部は
、接続ポート以外は密封される。真空系を作動させると、閉鎖空間および閉鎖空間に含ま
れる複合強化材から空気が排除される。真空系を作動させると大気圧が局所的に作用し、
カバーが、複合形成材料の外側境界部に押しつけられる。その結果、カバーはツール面に
接してこれらの材料を押すことになる。また、カバーが剛直な材料で作られている場合は
、カバーの形状が、そのカバーの内表面に隣接する複合部品表面の形状に影響を及ぼす。
すなわち、剛直なカバーは第二のツール面として働くことができる。
【００６８】
　次に、複合形成材料を硬化させると、ツール面によって形状が付与された複合部品がで
きあがる。いくつかの複合形成材料については、複合形成材料を加熱することが硬化させ
るために好ましいか、または必要である。カバーに追加的な圧力を加え、そして／または
複合形成材料を加熱、硬化させるために、ツールおよびカバーの組立体をオートクレーブ
中に置くこともできる。閉鎖空間に収容された複合形成材料を硬化させて複合部品を作る
には、他のデバイス、たとえば加熱炉および／または個々の加熱エレメントを使って、閉
鎖空間に収容された材料を加熱することも考えられる。望めば、個々の加熱エレメントを
ツール本体内に埋め込むことも考えられる。複合体の形成に使用される樹脂の性質によっ
ては、室温または環境温度でも材料を硬化させて複合部品を製造するのに十分であり得る
。
【００６９】
　上で述べたように、加熱すると加熱された材料はすべてその寸法に変化が生じる。この
ような寸法変化の大きさは個々の材料のＣＴＥｓに依存している。ツール面と、形成され
る複合部品のＣＴＥとは、実質的に似ているか同じであることが好ましく、形成される複
合部品およびツール面材料がＣＦＣの場合がその事例に当たろう。
【００７０】
　図４は、本発明によるシステムの第四の代表的実施例である。
【００７１】
　図４は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体４００を備えた、再使用可
能なツールの断面図である。ツール本体に導入された炭素発泡体の表面は、不透過性ツー
ル面材料４０５を支持する。このツール面材料の露出した表面部分は、所望の形状に輪郭
削りされるか、別の方法で賦形され、ツール面４１０を提供する。このツール面は、４１
０－Ａから４１０－Ｂまでのびている。ツール面に近いツール本体表面４１５も不透過性
ツール面材料で仕上げられる。カバー４２０は、ツール面、ツール面に近いツール本体表
面、および複合強化材４２５を包囲する。複合強化材は繊維であってもよい。カバーは、
たとえばプラスチックのような可撓性の材料で作ってもよいし、炭素質発泡体や金属など
のような剛直な材料で作ることもできる。
【００７２】
　炭素発泡体をカバーとして使う場合は、複合形成材料と接触することが予想される炭素
発泡体の表面は、ツール面材料、気泡充填材、または分離シートで被覆され得る。すなわ
ち、炭素発泡体をカバーとして使用することは、本発明の記載のように、ツール本体に炭
素発泡体が導入される場合とほとんど同じようにして行われ得る。カバーがガスの通過に
対して不透過性であるためには、炭素発泡体のカバーを被覆する必要がある。さらに、カ
バーとして使用される任意の剛直な材料は、複合形成材料と接触することが予想される表
面上で、輪郭削りされ得るか、形成され得るか、別の方法で賦形され得、その結果、複合
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形成材料に対して、ツール本体のそのツール面とは反対側にツール面を形成する。つづい
て、この第二のツール面は、複合形成材料表面に形を与える。この表面は、ツール本体の
ツール面が作り出す表面とは、形成される複合部品の反対側にあることになる。分離シー
トおよび剥離材は、任意の表面、特に、複合形成材料が接触することが予想される表面に
適用され得る。
【００７３】
　ツール本体とカバーとが交差する箇所は、交差箇所の全周囲の周りに開口部４３０を形
成する。この開口部は、空気またはガスを通さない境界を作る必要があるので、さまざま
な材料４３５で密封され得る。これに適する材料は、密封作用を備えながら、カバーと複
合材料との接触を考慮した材料である。例をあげれば、テープ、ガスケット材、すき間ふ
さぎ用材料、シール材などが開口部の密封に使用できよう。（この実施例に示すように）
カバーまたは開口部４３０には第一接続ポート４４０が設けられており、この接続ポート
は、ツール本体、ツール面、カバーおよびいずれかの開口部シール材によって規定される
空間に通じている。複数の第一接続ポートを使用することも可能である。第一接続ポート
には真空系４４５が接続される。（この実施例に示すように）カバーまたは開口部４３０
には第二の接続ポート４５０が設けられていて、この接続ポートは、ツール本体、ツール
面、カバーおよびいずれかの開口部シール材によって規定される空間に通じている。第二
接続ポートには大気に開いた樹脂レザバ４５５が接続される。
【００７４】
　開口部および接続ポートが、シールか、または別の方法で閉鎖されると、ツール面上の
複合形成材料は、閉鎖空間４６０の中に収容される。ツール本体およびカバーの表面、な
らびにツール本体とカバーとの間の開口部は密封されるか、または別の方法でガスが透過
しないようにされ、この閉鎖空間は実質的に密封され得る。
【００７５】
　使用時には、複合強化材はツール面に置かれ、ツール本体とカバーとの間の開口部は、
接続ポート以外は密封される。真空系を作動させると、閉鎖空間と、閉鎖空間に含まれる
複合強化材から空気が排除される。また、真空系を作動させると、大気圧が局所的に作用
し、カバーが、複合強化材の外側境界部に押しつけられる。その結果、カバーはツール面
に接してこれらの材料を押すことになる。また、カバーが剛直な材料で作られている場合
は、カバーの形状が、そのカバーの内表面に隣接する複合部品表面の形状に影響を及ぼす
。
【００７６】
　また、真空系を作動させると樹脂レザバにいれられた樹脂はレザバから閉鎖空間へ移送
される。樹脂を移送するため、任意選択的にポンプが使用され得る。閉鎖空間内の樹脂は
、複合強化材の中に浸透して複合形成材料を形成する。強化材を用いて所望の複合組成物
を作るために必要な量の樹脂が閉鎖空間に移送されたら、第二接続ポートを閉じる。
【００７７】
　強化材を樹脂と一緒に注入し終わったら、複合形成材料を硬化させ、ツール面によって
形状を付与した複合部品を作る。いくつかの複合形成材料によっては、これを加熱するこ
とが硬化させるために好ましいか、あるいは必要である。カバーに追加的な圧力を加え、
そして／または複合形成材料を加熱し、硬化させるために、ツールおよびカバーの組立体
をオートクレーブ中に置くこともできる。樹脂の移送はオートクレーブ中でも行われ得る
。閉鎖空間に収用された複合形成材料を硬化させて複合部品を作るには、他のデバイス、
たとえば加熱炉および／または個々の加熱エレメントを使って、閉鎖空間に収容された材
料を加熱することもできる。望めば、個々の加熱エレメントをツール本体内に埋め込むこ
ともできる。複合体の形成に使用される樹脂の性質によっては、室温または環境温度でも
材料を硬化させて複合部品を製造するのに十分であり得る。
【００７８】
　上で述べたように、加熱すると加熱された材料はすべてその寸法に変化が生じる。この
ような寸法変化の大きさは個々の材料のＣＴＥｓに依存している。特にツール面と、形成
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される複合部品のＣＴＥとは、実質的に似ているか同じであり、形成される複合部品およ
びツール面材料がＣＦＣの場合がその事例に当たろう。
【００７９】
　図面を引用しながら説明するこの実施例のツールの使用方法（ｔｏｏｌｉｎｇ）は、当
業者によれば、ＶＡＲＴＭ（真空含浸工法（Ｖａｃｕｕｍ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｒｅｓｉ
ｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｌｄｉｎｇ））の例として分類することができる。この実施
例の教示にわずかな改変を加えれば、ＲＴＭ（樹脂注入成形法（Ｒｅｓｉｎ　Ｔｒａｎｓ
ｆｅｒ　Ｍｏｌｄｉｎｇ））の例示的な例となり得る。これらの改変は、真空系を取り去
って閉鎖空間に開口部を設けることである。閉鎖空間に開口部を設けることは、開いた接
続ポートを使用するか、カバーとツール本体との間の開口部を密封しないことによって行
われ得る。
【００８０】
　ＲＴＭでは、複合強化材がツール面に置かれる。
【００８１】
　次に、一般にはポンプの作用により樹脂レザバ中の樹脂を樹脂レザバから開口部を持つ
閉鎖空間に移送する。閉鎖空間内の樹脂は、複合強化材に浸透して複合形成材料を形成す
る。十分な量の樹脂を閉鎖空間および／または強化材に移送したら第二接続ポートを閉じ
る。
【００８２】
　図５は、本発明によるシステムの第五の代表的実施例である。
【００８３】
　図５は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体５００を備えた、再使用可
能なツールの断面図である。このツール本体は、上側部分５００－Ａと下側部分５００－
Ｂとの二つに分割される。この実施例では図示されていないが、２つより多くの部分を一
つのツール本体として使用することもできよう。これらの部分の表面は、分離表面５０５
と呼ばれる相互の表面で密接する。各部分の分離表面の一部は、機械加工されるか、輪郭
削りされるか、成形されるか、別の方法で賦形されて、所望の寸法のツール面５１０を作
り出す。各部分のツール面は、ツールで製造するために計画された形状および複合部品の
寸法を有する空間５１５が規定されるように分離表面上に置かれる。さらに、ツール面は
、各部分の分離表面がツール面の外縁部で互いに接触するように分離表面上に置かれる。
分離表面の接触領域は所望に従い、あるいは必要性に応じて、テープ、ガスケット材、す
き間ふさぎ用材料、シール材など、多様な材料で密封され得る。本実施例ではツール上半
分のツール面は５２０－Ａから５２０－Ｂまでのびている。ツール下半分のツール面は５
２０－Ｃから５２０－Ｄまでのびている。
【００８４】
　各部分について、ツール本体に導入した炭素発泡体表面が、ツール面材料５２５を支持
する。このツール面材料は、ツール面の表面と、好ましくは各部分の分離表面とを形成す
る。このツール面材料は、好ましくは炭素繊維複合体である。あるいは、ツール本体の上
半分および下半分の炭素発泡体表面はツール面および／または分離表面としての役割を果
たし得る。この炭素発泡体の気泡は部分的充填されてもよいし、完全に充填されてもよい
。所望し、かつそれが適当であれば、分離シートおよび剥離化合物を使用することができ
る。これらの方法は、単独に行ってもよいし、組み合わせて行ってもよい。
【００８５】
　縦孔は、ツール面によって規定される空間とツール本体の外とを連絡する。通気用縦孔
５３０は、空間最上部と大気とを連絡する。このタイプの縦孔は、ツール本体の上部に設
けるのが最も好都合である。別の縦孔５３５は、樹脂を含むレザバ５４０に連絡する。こ
のタイプの縦孔は、空間の最も低い位置に連絡する。
【００８６】
　使用時、複合強化材は、ツール面によって規定される空間に置かれる。次に、付属する
レザバから、普通はポンプの作用によって、樹脂を空間へ供給する。樹脂は空間を満たし
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、強化材に浸透する。樹脂が、空間と大気とを連絡する縦孔に入ったら樹脂の供給を止め
る。
【００８７】
　次ぎに、複合形成材料を硬化させると、ツール面によって賦形された複合部品ができあ
がる。いくつかの複合形成材料を硬化させるとき、複合形成材料によっては加熱すること
が好ましい場合や、必要な場合がある。加熱は、オートクレーブ、加熱炉、個別加熱エレ
メント、および／または他の類似加熱デバイスを使って行うことができる。個別加熱エレ
メントは、ツール本体の外部にあってもよいし、あるいは内部にあってもよい（すなわち
、内部に埋め込まれてもよい）。上で述べたように、加熱すると加熱された材料はすべて
寸法が変化する。このような寸法変化の大きさは、個々の材料のＣＴＥによって変化する
。具体的には、ツール面および形成される複合部品のＣＴＥは、似ているか、本質的に同
一であって、形成される複合部品およびツール面材料がＣＦＣの場合がその事例に当たろ
う。
【００８８】
　図面を引用しながら説明するこの実施例のツールの使用方法は、当業者によれば、ＲＴ
Ｍ（樹脂注入成形）法の一例に分類できる。この実施例の教示にわずかな改変を加えれば
、ＶＡＲＴＭ（真空含浸工）法の例示的な例になり得る。これらの改変では、通気用縦孔
と連絡するのは大気ではなく真空系である。ツール面、分離表面、および／または分離表
面の接触領域をガス不透過性にするためには、これらの密封性をもっと高める必要がある
かもしれない。
【００８９】
　図６は、本発明によるシステムの第６の代表的実施例である。
【００９０】
　図６は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体６００を備える、再使用可
能なツールの断面図である。ツール本体に導入された炭素発泡体表面は、所望の形状に輪
郭削りされるか、別の方法で賦形されて、ツール面６０５を作り出す。図６に示すように
、ツール面は、６０５－Ａから６０５－Ｂまでのびている。このツール面に導入される炭
素発泡体の気泡は、ツール面のガス透過性を残しておくために、部分的な充填にとどめて
おくことができる。あるいは、炭素発泡体が、ガス透過性ツール面材料を支持する。そし
て、ツール面材料の露出表面部分が、所望の形状に輪郭削りされるか、別の方法で賦形さ
れて、ツール面を作り出す。ツール面および接続領域６１０を除いて、ツール本体の外表
面領域は、ガス不透過性材料６１５で密封される。第一接続ポート６２０を接続領域に設
ける。この接続ポートは真空系６２５に連結される。
【００９１】
　ツール面のすぐ周辺を囲むツール本体表面６３０に、上フレーム６３５および下フレー
ム６４０の、二つのフレームを取り付ける。各フレームは、弾性ガス不透過性メンブラン
を保持している。上フレームは上メンブラン６４５を保持する。下フレームは下メンブラ
ン６５０を保持する。これらのフレームは同じサイズのフレームであり、両メンブランの
間に第一の閉鎖空間６５５が形成されるように重ね合わせられている。さらに、重ね合わ
されたフレームは、ツール面と下メンブランとの間に第二の閉鎖空間６６０が形成される
ように、ツール面のすぐ周辺を囲むツール本体の表面上に置かれる。想定外のガスがこれ
らの空間で移動したり、空間から外に移動したりしないように、フレーム同士の間、およ
び下フレームと、ツール面のすぐ周辺を囲むツール本体表面との間にシール材６６５を使
ってこれらの閉鎖空間を密封することができる。シール材としては、テープ、ガスケット
材、ウェザーストリップ材、シール材など、さまざまな材料が使用できる。第二接続ポー
ト６７０をフレーム同士の間か、または上メンブランに設けて、第二接続ポートによる第
二真空源６７５と第一閉鎖空間との間の連通を確保する。
【００９２】
　使用時、複合形成材料６８０は、第一閉鎖空間に置かれる。真空系を作動させて第一閉
鎖空間および第二閉鎖空間から空気を除く。ここで、第二閉鎖空間から除かれる空気は、
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ツール本体を通過して第一接続ポートに至り、そこから真空系に吸引される点に留意する
必要がある。第一閉鎖空間を真空にすることで、複合形成材料から空気が除去される。第
二閉鎖空間を真空にすると上メンブランに環境大気圧が作用することによって、エラスト
マーで作られたメンブランが湾曲する。その結果、複合形成材料が押されてツール面に当
たる。
【００９３】
　次に、複合形成材料を硬化させると、ツール面によって賦形された複合部品ができあが
る。いくつかの複合形成材料によっては、複合形成材料を硬化させるときに加熱すること
が好ましい場合や、必要な場合がある。硬化させるために、複合形成材料にさらに圧力を
加えてこれらの材料を加熱するために、ツールをオートクレーブに入れてもよい。閉鎖空
間内に収容された複合形成材料を硬化させるために、閉鎖空間内に収容された材料を加熱
するには、他の加熱装置、たとえば加熱炉および／または個別加熱エレメントが使用され
得、その結果、複合部品が形成される。個々の加熱エレメントは、望めば、ツール本体に
埋め込むことができる。複合体の形成に使用する樹脂の性質によって、たとえば材料を硬
化させて複合部品を作るのに、室温または環境温度で十分な場合もあろう。
【００９４】
　上で述べたように、加熱すると加熱された材料はすべて寸法が変化する。このような寸
法変化の大きさは、個々の材料のＣＴＥによって変化する。具体的には、ツール面および
形成される複合部品のＣＴＥは、似ているか、本質的に同じであって、形成される複合部
品とツール面材料とがＣＦＣの場合がその事例に当たろう。
【００９５】
　図７は、本発明によるシステムの第７の代表的実施例である。
【００９６】
　図７は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなる再使用可能なツールの第一の半分の三
次元図である。ツール本体７００のこの部分は、分離表面７０５を有する炭素発泡体から
なり、形状７１０に、機械加工されるか、賦形されるか、成形されるか、別の方法で形成
される。この図面においてこの部分の形は半球である。通路７１５も、炭素発泡体の分離
表面に機械加工されるか、賦形されるか、成形されるか、別の方法で形成される。この通
路は、ツール本体の一部の分離表面を形状からその表面の端まで走っている。
【００９７】
　再使用可能なツール本体の第二の半分（図示されていない）は分離表面を有する。この
第二の半分も、分離表面に、機械加工されるか、賦形されるか、成形されるか、別の方法
で形成された通路と形状とを有する。第二の半分のこの通路および形状は、第一の半分の
それらと鏡像の関係にあり得る。第二の半分の分離表面は、それが第一半分の分離表面と
寸法的に鏡像関係になるように構成され得る。そうすれば、第一の半分および第二の半分
の分離表面を一つに合わせたときにぴったり適合し得る。特に、通路が、存在する場合は
、表面を横切って、第一の半分の通路が接触する端と、本質的に鏡像関係にある端にまで
達するように、第二の半分を設計することができる。
【００９８】
　通路と形状がツール本体の両半分に付与する形はツール面を構成する。分離表面と平行
な面からツール面のあらゆる部分に線を引けば、これらのツール面はいかなる形をなすこ
ともできる。ツール面の表面は、炭素発泡体でもよいし、充填された炭素発泡体でもよい
。あるいは、ツール面材料の層を炭素発泡体上に形成させてツール面とすることもできる
。これらのツール面材料は、炭素繊維複合体を含め、当該分野で公知の任意の材料であり
得る。
【００９９】
　使用する時は、ツール本体の半分を分離面で一つに合わせる。その場合、合わせピンか
境界目印を使用すれば２つの半分を正しく合わせることができる。分離表面の接触を維持
するにはさまざまな方法が使用され得る。そのような方法の例としてクランプ留め、ボル
ト留め、およびストラップ留めなどが挙げられ得るが、これらに限定されるものではない
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。複合形成材料、たとえば粒子を含む樹脂または短繊維強化材が通路にそそぎ込まれ得る
。複合形成材料は、通路を通って、ツール面の形状で規定される空間に運ばれる。あるい
は、ツール面の形状によって規定される空間に複合強化材、たとえば繊維が置かれ得る。
通路に導入される樹脂は、この複合強化材の中に浸透して複合形成材料を形成し得る。望
めば、複合形成材料がツール面を均等に被覆するように、ツール本体の向きを変えたり、
そして／または回転させたりすることができる。
【０１００】
　両半分を分離面で一つに合わせる前に、ツール本体の両半分の形状部分に複合強化材を
満たすことも可能である。両半分を合わせたら、通路内に樹脂を流し込むことができる。
樹脂は重力によって、ツール面の形状部分で規定された空間に移送される。あるいは、ポ
ンプを使って樹脂をツール面の形状部分で規定された空間に送り込むこともできる。樹脂
は、この空間の中で強化材の中に浸透し、複合形成材料を形成する。
【０１０１】
　次に、複合形成材料を硬化させると、ツール面によって賦形された複合部品ができあが
る。いくつかの複合形成材料によっては、複合形成材料を硬化させるときに加熱すること
が好ましい場合や、必要な場合がある。硬化させるために、複合形成材料にさらに圧力を
加えてこれらの材料を加熱するには、ツールをオートクレーブに入れてもよい。ツール空
間内に収容された複合形成材料を硬化させるために、ツール空間内に収容された材料を加
熱するには、他のデバイス、たとえば加熱炉および／または個別加熱エレメントの使用も
考えられる。個々の加熱エレメントは、望めば、ツール本体に埋め込むことができる。複
合体の形成に使用する樹脂の性質によって、たとえば材料を硬化させて複合部品を作るの
に、室温または環境温度で十分な場合もあろう。
【０１０２】
　図８Ａ、８Ｂ、および８Ｃは、本発明によるシステムの第８の代表的実施例である。
【０１０３】
　図８Ａ、８Ｂ、および８Ｃは、本発明による複合ツールの再使用可能なツール本体の製
造方法を説明する図である。図８Ａは、炭素発泡体ブロック８００の説明図である。炭素
発泡体ブロックは、ツール本体の少なくとも一部を構成する。炭素発泡体ブロックは、所
望の任意の望むいかなる幾何学的形状でも作ることができる。さらに、この炭素発泡体は
、２つ以上の個別の炭素発泡体ブロックからなり得る。この図解例では、ツール本体の炭
素発泡体ブロック８００を作るために、３個の炭素質発泡体ブロック８０２、８０４、お
よび８０６が、接着物質またはそれに類するもので一つにつなぎ合わされる。個々の炭素
発泡体ブロックのつなぎ合わせに使用される接着材料物質は、たとえば、接着フィルム、
樹脂などであり得る。さらに具体的には、市販の接着剤が使用され得る。たとえば、Ｇｒ
ａｐｈｉ　Ｂｏｎｄ　５５１、Ｅｘｐａｎｄｏおよび／または耐火セメントが使用可能で
ある。特に、ＣＴＥが実質的に似ているか、あるいは同じになるように、さまざまな炭素
発泡体ブロック８０２、８０４、および８０６が作られる。あるいは、単一の炭素発泡体
ブロックを使ってツール本体８００を作ることもできる。
【０１０４】
　次に、炭素発泡体ブロック８００の表面は、所望の幾何学的形状８１０に賦形される。
たとえば、炭素発泡体ブロック８００の表面８１２は、所定の幾何学的形状に機械加工さ
れる。通常、炭素ブロックの賦形表面の寸法は、ツール面材料、本実施例の場合は、形成
されて最終的にはツール面を規定することになるラミネートの寸法に合わせて調整される
。すなわち、ツール面材料は、使用されることを想定しない場合より、輪郭をわずかに大
きめに形削りされ得る。
【０１０５】
　図８Ｂに示すように、賦形した後、炭素発泡体ブロック８００の賦形表面８１２上に、
樹脂および強化材のラミネート８１４が配置される。このラミネートはツール面材料を構
成する。通常、ラミネートの形成に使用される材料は、硬化後のラミネートと炭素発泡体
ブロック８００のＣＴＥが、実質的に似ているか同じになるように選定される。炭素発泡
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体ブロックと反対側のラミネート８１４の表面は、ラミネートの硬化が終わると、ツール
本体のツール面として働く。それゆえ、ラミネート８１４は、所望ツール面の寸法を有す
る表面が得られるように作られる。本発明のこの実施形態では、ラミネート８１４は炭素
繊維複合体である。本発明の別の実施形態では、ラミネートの代わりにすでに上で述べた
ツール面材料のいずれかを使用できる。
【０１０６】
　ラミネート８１４は、カバーとラミネート８１４との間の空間８１５の圧力を下げるこ
とができるように、真空系（図示されていない）に接続されるカバー８１６で覆われる。
カバー８１６は、ラミネート８１４および／またはツール本体８００に対してシールが必
要である。このようにして、局所的に環境大気圧がカバーにかかることによって、ラミネ
ートは炭素発泡体ブロック８００の賦形表面８１２を圧迫する。カバー８１６は、シリコ
ンメンブラン、エラストマーバッグ（ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　ｂａｇ）などであり得る。次
に、ラミネートを硬化する。
【０１０７】
　図８Ｃに示すように、硬化したラミネート８１４を炭素発泡体ブロック８００から一時
的に取り去る。炭素発泡体ブロック８００とラミネート８１４との間の境界面を接合する
ため、接着剤ペースト８１６を炭素質発泡体ブロック８００の表面に塗布する。次に、硬
化したラミネート８１４を炭素発泡体ブロック上に置く。接着が終わったら、必要に応じ
て、ラミネート８１４の外表面８１８を任意選択的に機械加工し、そして／または所定の
幾何学的形状および寸法に仕上げる。炭素質発泡体ブロック８００と硬化ラミネート８１
４との組立体は、ラミネートの外表面であるツール面を備えるツール本体を構成する。
【０１０８】
　上で述べたように、本発明のツールの使用方法において、ラミネート８１４の代わりに
ツール面材料を使用できる。たとえば、アーク溶射金属は、炭素発泡体ブロック８００表
面に適用するとツール面材料として働き、ツール面を与え得る。次に、このようなツール
面材料は、従来の金属製作技術によって正確な所望の幾何学的形状となるよう、機械加工
され得るか、別の方法で形成され得る。さらに、ラミネートの代わりに樹脂または他のツ
ール面材料を炭素発泡体ブロック８００上に適用することができる。この方法では、樹脂
を炭素質発泡体ブロック８００の表面８１２に塗布して硬化させる。つづいて、樹脂を型
押し（ｍｉｌｌ）するか別の方法で所望の幾何学的形状に賦形して複合部品の製造にその
まま使用できるツール面を得る。
【０１０９】
　望めば、前記方法のいずれかで製作したツール面にけがき、クロスハッチング、パター
ンなどを入れることができる。これらのパターンなどは、最終的には、ツール本体と一緒
に形成されるツール部品に導入される。
【０１１０】
　本発明の精神と範囲から逸脱することなく、本発明においてさまざまな変更および改変
が可能であることは、当業者にとって明白であろう。かくして、本発明は、添付する特許
請求の範囲およびその均等物の範囲内にある限りにおいて、本発明の変更および改変を包
含することを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】図１は、部分的に炭素発泡体からなるマンドレルを備えた、再使用可能なツール
の断面図である。複合部品を形成するために、このマンドレル外表面には、複合形成材料
が置かれる。
【図２】図２は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体を備えた、再使用可
能なツールの断面図である。炭素発泡体の表面は、所望の形状に機械加工されるか、別の
方法で輪郭削りされ、あるいは形成されてツール面として使用される。
【図３】図３は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体を備えた、再使用可
能なツールの断面図である。ツール本体に導入された炭素発泡体の表面は、非透過性ツー
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ル面の材料を支持する。このツール面材料部分は、所望の形状に機械加工されるか、別の
方法で輪郭削りされるか、または形成されてツール面として使用される。
【図４】図４は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなるツール本体を備えた、再使用可
能なツールの断面図である。ツール本体に導入された炭素発泡体の表面は、非透過性ツー
ル面材料を支持する。このツール面材料部分は、所望の形状に機械加工されるか、別の方
法で輪郭削りされるか、または形成されてツール面として使用される。
【図５】図５は、少なくとも部分的に、炭素発泡体の、互いに向かい合う２つの部分から
なるツール本体を備えた、再使用可能なツールの断面である。炭素発泡体の各部分の互い
に向かい合う表面はツール面を支持し、その材料表面はツール面として使用される。
【図６】図６は、少なくとも部分的に、炭素発泡体からなるツール本体を備えた、再使用
可能なツールの断面図である。ツール本体に導入した炭素発泡体の表面は、所望の形状に
機械加工されるか、別の方法で輪郭削りされるか、または形成されて、ツール面として使
用される。
【図７】図７は、少なくとも部分的に炭素発泡体からなる再使用可能なツールの第一の半
分であって、通路または形状が形成される表面を有する。

【図１】 【図２】
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