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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合材料からタービンエンジンブレードを製作するために繊維プリフォームを作成する
方法にして、ブレード（１０）は、長手方向に延在して２つの反対側の側面（２４、２６
）を有する翼（２０）と側面から延在する少なくとも１つのプラットフォーム（４０）と
を有し、
　複数の長手方向糸（Ｃ１からＣ２４）が、製作されるべきブレードの長手方向に対応す
る方向に延在し、複数の糸の横方向層（ｔ１からｔ２４）の糸によって相互接続される状
態で３次元織りによって単一片の繊維ブランク（１００、１００’）を作成することと、
　翼プリフォームを形成する第１部位とプラットフォームプリフォームを形成する少なく
とも１つの第２部位とを有する単一片の繊維プリフォームを得るように繊維ブランクを成
形することとを備える方法であって、
　繊維ブランクの製織中に、ブレードプラットフォームプリフォームに対応するブランク
の部位（１２０）を形成するために、長手方向糸の第１グループの糸（ｃ５からｃ７、ｃ

１８からｃ２０）が繊維ブランクから繊維ブランクの少なくとも一方の側面（１１０ａ、
１１０ｂ）の傍で引き抜かれ、長手方向糸の第２グループの糸（ｃ３、ｃ４、ｃ２１、ｃ

２２、およびｃ２３；ｃ’１からｃ’３）が繊維ブランクの中に挿入されて、第１グルー
プの糸と第２グループの糸とが相互に交差する状態となることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　第１グループの糸と第２グループの糸との交差が、ブレードプラットフォームプリフォ
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ームに対応するブランクの部位と翼プリフォームに対応するブランクの部位との接続部の
付近で起こる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　繊維ブランクの中に挿入される糸の第２グループの糸が、ブランクのその幅にわたる厚
みの低減を得るために、繊維ブランクから以前に引き抜かれた長手方向糸の層から到来す
る、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　繊維ブランクの成形が、糸が繊維ブランクから引き抜かれる区域とその中に挿入される
区域との間に位置付けられる糸の第２グループの糸の部位を切り離すことを含む、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　ブレードプラットフォームプリフォームに対応するブランクの部位の下流でブランクの
厚みをその幅にわたって低減するために、糸の第２グループの糸の少なくとも一部が、そ
れらが繊維ブランクの中に挿入された区域の下流で前記繊維ブランクから引き抜かれる、
請求項３または請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　繊維ブランクの中に挿入される糸の第２グループの糸の少なくとも一部が長手方向糸の
追加の層から到来する、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　２つのブレードプラットフォームプリフォームに対応するブランクの部位を形成するた
めに、糸が繊維ブランクのそれぞれの側面で繊維ブランクから引き抜かれ、その中に挿入
される、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　繊維ブランクの成形が、ブレードプラットフォームプリフォームに対応するブランクの
部位を、所望寸法を有するように切断することと、ブランクの前記部位をその側面に実質
的に直角の方向に展開することとを含む、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　製作されるべきブレードの長手方向に対応する方向に延在する長手方向糸が縦糸である
、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　製作されるべきブレードの長手方向に対応する方向に延在する長手方向糸が横糸である
、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　長手方向に延在し、２つの反対側の側面（２４、２６）を有する翼（２０）とともに、
側面から延在する少なくとも１つのプラットフォーム（４０）とを有するタービンエンジ
ンブレード（１０）用の繊維プリフォームにして、長手方向糸（ｃ１からｃ２４）の複数
の層が製作されるべきブレードの長手方向に対応する方向に延在し、横方向糸（ｔ１から
ｔ２４）の複数の層の糸によって相互接続される状態で３次元織りによって単一片として
織られる繊維ブランク（１００、１００’）を備える繊維プリフォームであって、ブレー
ドプラットフォームプリフォームに対応するブランクの部位（１２０）を形成するように
、繊維ブランクから繊維ブランクの少なくとも一方の側面（１１０ａ、１１０ｂ）の傍で
長手方向糸の第１グループの糸（ｃ５からｃ７、ｃ１８からｃ２０）が引き抜かれ、長手
方向糸の第２グループの糸（ｃ３、ｃ４、ｃ２１、ｃ２２、およびｃ２３；ｃ’１からｃ
’３）が繊維ブランクの中に挿入されて、第１グループの糸と第２グループの糸とが互い
に交差する状態となることを特徴とする、繊維プリフォーム。
【請求項１２】
　第１グループの糸と第２グループの糸との交差が、ブレードプラットフォームプリフォ
ームに対応するブランクの部位と翼プリフォームに対応するブランクの部位との接続部の
付近で起こる、請求項１１に記載のプリフォーム。
【請求項１３】



(3) JP 6038178 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

　２つのブレードプラットフォームプリフォームに対応するブランクの部位を形成するた
めに、糸が繊維ブランクのそれぞれの側面で繊維ブランクから引き抜かれ、その中に挿入
される、請求項１１または請求項１２に記載のプリフォーム。
【請求項１４】
　マトリックスによって高密度化された請求項１１から１３のいずれか一項に記載の繊維
プリフォームを含む、複合材料で作成されたタービンエンジンファンブレード。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のブレードを少なくとも１つ含むタービンエンジンファン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合材料から特にタービンエンジンブレードを製作するために、少なくとも
１つのプラットフォームを有するブレードの繊維プリフォームを作成することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合材料からタービンエンジン用のブレードを作成するための提案が既になされている
。一例として、欧州特許第１５２６２８５号明細書を参照することができる。これは、３
次元織りによって繊維プリフォームを製作し、プリフォームを有機マトリックスで高密度
化することによってファンブレードを製作することについて述べている。
【０００３】
　さらに、タービンエンジンファンは、ファン内への環状の空気流入路の内部を画定する
ようにブレード同士の間に配置されるプラットフォームを含む。この流入路の外部はケー
シングによって画定される。これらのプラットフォームは、それらの翼と根元部を延長す
る舌状部との間に別々に付け加えられてもよく、あるいはファンブレードの基部に直接一
体化されてもよい。本発明は、より詳しくは、第２分類の部品を形成するブレード、即ち
１つまたは複数のプラットフォームが一体化されたブレードに関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】欧州特許第１５２６２８５号明細書
【特許文献２】国際公開第２００６／１３６７５５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　１つまたは複数の一体型プラットフォームを備え、複合材料から、特に、以下に限定さ
れる訳ではないが有機マトリックス複合（ＯＭＣ）材料から作成されたタービンエンジン
ブレードを有することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的のために、本発明は、複合材料からタービンエンジンブレードを製作するため
に繊維プリフォームを作成する方法にして、ブレードは、長手方向に延在して２つの反対
側の側面を有する翼と側面から延在する少なくとも１つのプラットフォームとを有し、
　複数の長手方向糸が、製作されるべきブレードの長手方向に対応する方向に延在し、複
数の糸の横方向層の糸によって相互接続される状態で３次元織りによって単一片の繊維ブ
ランクを作成することと、
　翼プリフォームを形成する第１部位とプラットフォームプリフォームを形成する少なく
とも１つの第２部位とを有する単一片の繊維プリフォームを得るように繊維ブランクを成
形することと、
　繊維ブランクの製織中に、ブレードプラットフォームプリフォームに対応するブランク
の部位を形成するために、長手方向糸の第１グループの糸を繊維ブランクから繊維ブラン
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クの少なくとも一方の側面の傍で引き抜き、長手方向糸の第２グループの糸を繊維ブラン
クの中に挿入して、第１グループの糸と第２グループの糸とが互いに交差する状態にする
こととを備える方法を提案する。
【０００７】
　製織中、繊維ブランクから引き抜かれた糸を繊維ブランクの中に挿入された糸と交差さ
せることによって、翼プリフォームを形成する部位とプラットフォームプリフォームを形
成する別の部位との両方による３次元織りによる単一片の繊維プリフォームを得ると同時
に、第１グループの糸を引き抜くにも関わらず、繊維ブランク内で一定の繊維密度を維持
することが可能である。
【０００８】
　これは、翼を形成するプリフォームの部位とプラットフォームを形成するプリフォーム
の部位との間の繊維の連続性も保証し、それによってプラットフォームが一体化されたブ
レードに必要な機械的特性を付与することを可能にする。
【０００９】
　本方法の特徴によると、第１グループの糸と第２グループの糸との交差は、ブレードプ
ラットフォームプリフォームに対応するブランクの部位と翼プリフォームに対応するブラ
ンクの部位との接続部の付近で起こる。
【００１０】
　繊維ブランクの中に挿入される糸の第２グループの糸は、ブランクのその幅にわたる厚
みの低減を得るために以前に繊維ブランクから引き抜かれた長手方向糸の層から到来する
ことが好ましい。翼外形の厚みの低減（ブレードの根元部から先端にかけて）を考慮に入
れるために、ブランクから糸の層が引き抜かれることができる。したがってそれらを使用
してプラットフォームを作成することは、これがそれらを無駄にすることを回避すること
から、特に有利である。
【００１１】
　このような状況下で、繊維ブランクの成形は有利に、糸が繊維ブランクから引き抜かれ
る区域とその中に挿入される区域との間に位置付けられた糸の第２グループの糸の部位を
切り離すことを含む。さらに、ブレードプラットフォームプリフォームに対応するブラン
クの部位の下流でブランクの厚みをその幅にわたって低減するために、糸の第２グループ
の糸の少なくとも一部が、それらが前記繊維ブランクの中に挿入された区域の下流で繊維
ブランクから引き抜かれることができる。
【００１２】
　ブレードの翼外形がブレードの根元部と先端部の間で厚みの低減を有しないとき、ある
いはそのような厚みの低減によっても、ブレードプラットフォームの形成に充分な大量の
糸が利用可能にならないとき、繊維ブランクの中に挿入されることができる糸の第２グル
ープの糸の少なくとも一部が長手方向糸の追加の層から到来することができる。
【００１３】
　本方法の他の特徴によると、２つのブレードプラットフォームプリフォームに対応する
ブランクの部位を形成するために、繊維ブランクの両側面のそれぞれで糸が繊維ブランク
から引き抜かれ、その中に挿入される。このような状況下で、そこから製作されるブレー
ドは、片側（圧力側と吸入側）に１つずつ、２つのプラットフォームを有する。
【００１４】
　本方法のさらに他の特徴によると、繊維ブランクの成形は、所望の寸法を有するように
ブレードプラットフォームプリフォームに対応するブランクの部位を切断することと、ブ
ランクの前記部位をその側面に実質的に直角の方向に展開することとを含む。
【００１５】
　製作されるべきブレードの長手方向に対応する方向に延在する長手方向糸は縦糸である
ことができる。別法として、製作されるべきブレードの長手方向に対応する方向に延在す
る長手方向糸は横糸であることもできる。
【００１６】
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　本発明は、長手方向に延在して２つの反対側の側面を有する翼とともに、側面から延在
する少なくとも１つのプラットフォームとを有するタービンエンジンブレード用の繊維プ
リフォームにして、長手方向糸の複数の層が製作されるべきブレードの長手方向に対応す
る方向に延在し、横方向糸の複数の層の糸によって相互接続される状態で３次元織りによ
って単一片として織られる繊維ブランクを備える繊維プリフォームであって、本発明によ
って、ブレードプラットフォームプリフォームに対応するブランクの部位を形成するよう
に、長手方向糸の第１グループの糸が、繊維ブランクから繊維ブランクの少なくとも一方
の側面の傍で引き抜かれ、長手方向糸の第２グループの糸が繊維ブランクの中に挿入され
て、第１グループと第２グループの糸が互いに交差した状態となる、繊維プリフォームも
提供する。
【００１７】
　本発明は、複合材料から製作され、マトリックスで高密度化された上記の通りの繊維プ
リフォームを備えるタービンエンジンファンブレードも提供する。本発明は少なくとも１
つのそのようなブレードを含むタービンエンジンファンも提供する。
【００１８】
　制限的な性質を有さない実装形態を示す添付図面を参照して掲げられる以下の説明から
、本発明の他の特徴および利点が明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】２つのプラットフォームが一体化されたタービンエンジンファンブレードの斜視
図である。
【図２】図１で示されたもののようなファンブレードを作成するための３次元織り繊維ブ
ランク内の糸層の配置の極めて概略的な図である。
【図３】図２の繊維ブランクを織る１つの方法を示す縦糸平面の概略図である。
【図４】本発明の変化実装形態で繊維ブランクを織る別の方法を示す縦糸平面の概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明は、１つまたは複数のプラットフォームが一体化されたタービンエンジンブレー
ドを複合材料から製作するのに適用することができ、以下に限定される訳ではないが特に
図１に示されたブレードのようなファンブレードに適応される。
【００２１】
　よく知られている形で、図１のブレード１０は、翼２０と、より大きな厚みの部位によ
って形成された、例えば球形状の断面を有し、舌部３２によって延在される根元部３０と
、舌部３２と翼２０の間に位置付けられた２つのプラットフォーム４０とを備える。
【００２２】
　翼２０は、プラットフォーム４０とブレードの先端部２２との間で長手方向に延在し、
その２つの反対側の側面（即ちその前縁２４とその後縁２６）の間で変化する厚みの断面
において湾曲化された外形を有する。
【００２３】
　ブレード２０は、その半径方向内側端部で、プラットフォーム４０に、空気をファン内
に入れるための環状流入路の内側を画定する働きをするその外側面を介して接続される。
この流路はケーシング（図示されず）によって外側が画定される。
【００２４】
　図１の実施例では、このようにブレード１０は、ブレード２０の両側面（その圧力側面
２０ａとその吸入側面２０ｂ）から延在する２つのプラットフォーム４０を有する。当然
ながら、本発明は、１つのプラットフォーム（例えばブレードの吸入側面から延在し、圧
力側面はプラットフォームを有さない）しか有さないブレードにも適用される。
【００２５】
　図２は、図１に示されるもののようなファンブレードを作成するのに使用するための３
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次元織り繊維ブランク１００内の糸の層の配置を示す。
【００２６】
　繊維ブランク１００は、翼および根元部用プリフォームを形成する中央部位１１０と、
成形後にプラットフォームプリフォームを形成するべき２つの側方部位１２０とを備える
。ブランクのこれらの部位１１０および１２０は一般的に、作成されるべきブレードの長
手方向に対応する方向Ｘに延在する。この図ではこれらの２つの部位のエンベロープのみ
が示されている。中央部位１１０は２つの反対側の側面１１０ａと１１０ｂを有し、そこ
から２つの側方部位１２０が延在する。単一のプラットフォームを有するファンブレード
を作成するときは、これらの側方部位の一方だけが存在する。
【００２７】
　中央部位１１０は、根元部プリフォームを形成するべきその部位１１２で、作成される
べきブレードの根元部の厚みに応じて決定される余分の厚みを有する（側面１１０ａと１
１０ｂの間に）。中央部位１１０は、翼プリフォームを形成するべきその部位１１４で、
作成されるべきブレードの翼外形の厚みに応じて決定される変動厚みを有する。
【００２８】
　簡単に述べれば、作成されるべきファンブレードの形状に近い形状を有する繊維プリフ
ォームが以下のような繊維ブランク１００から得られることが可能である。品質制御の後
、繊維ブランク１００は、織物から余分の長さが全て除去されるように、かつ部品が射出
金型に一致する寸法を有するように平らに切り抜かれる。切り抜くステップは、特に根元
部プリフォームを形成するべきブランクの部位１１２と、前縁と、後縁と、ブレードプリ
フォームを形成する中央部位１１０の先端部と、プラットフォームプリフォームを形成す
るべき側方部位１２０の端部とに適用される。
【００２９】
　切り抜きが完了された後は、ブランクは、それを平らに置き、一方の側方部位を持ち上
げて、それが中央部位の対応する側面に対して９０°で延在するようにして形成される。
この位置はブロックされ、プリフォームはひっくり返される。次いでブランクの中央部位
は、ブレードの湾曲化された外形を再現するように変形される。その後、側方部位は、中
央部位の対応する側面に対して９０°に展開される。これは、翼および根元部用プリフォ
ームを形成する１つの部位と、プラットフォーム用プリフォームを形成する２つの部位と
を備える単一片の繊維プリフォームを作り出す。次いで、結果としてもたらされた繊維プ
リフォームが乾燥され、射出金型内の定位置に置かれる。
【００３０】
　プリフォームを金型内に少なくともプリフォームが硬化（または固結）するまで保持す
ることによって、マトリックスが繊維プリフォーム内に堆積される。マトリックスは、目
的の用途に応じて選択された性質のもの、例えば、特にポリマーマトリックスの前駆物質
である樹脂、即ちエポキシ、ビスマレイミド、またはポリイミド樹脂から得られる有機マ
トリックス、あるいは炭素マトリックス、セラミックマトリックスなどである。有機マト
リックスについては、繊維プリフォームは、ツーリング内で成形される前にマトリックス
の前駆物質樹脂を含む組成物で含浸され、あるいは成形後に、例えば注入によってまたは
樹脂トランスファ成形（ＲＴＭ）式のプロセスによって含浸が実施される。炭素マトリッ
クスまたはセラミックマトリックスについては、高密度化は、化学気相浸潤法（ＣＶＩ）
によって、あるいは炭素ないしセラミックの前駆物質である樹脂を含む液状組成物での含
浸によって、次いで前駆物質に熱分解熱処理またはセラミック化熱処理を加えることによ
って実施されることができる。これらの方法は元々よく知られている。
【００３１】
　繊維ブランク１００が３次元的に織られることが可能な方法について以下に詳しく述べ
られる。
【００３２】
　織りは、ブランクの長手方向Ｘに延在する縦糸で実施されると想定されているが、横糸
がこの方向に延在する状態で織りが実施されることも可能であることが理解される。
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【００３３】
　図３は、図２に示されたもののような繊維プリフォームを作成するのに使用するための
３次元繊維ブランク１００の縦糸平面である。用語「縦糸」平面は、ここでは横糸に対し
て直角に延在して縦糸のカラムを含む繊維ブランク内の平面を指す（図２では実線が縦糸
を表す）。
【００３４】
　一例として、繊維ブランクは、根元部プリフォームを形成するべき部位１１２でその反
対側の側面１１０ａと１１０ｂの間に縦糸ｃ１からｃ２４の２４層と横糸ｔ１からｔ２４

の同数層とを備えることができる。この部位１１２では、織りはインタロック式であるが
、反対側の側面１１０ａと１１０ｂに隣接する部位内の縦糸ｃ１とｃ２４についてはサテ
ン式の織りを用いている。インタロック式の織りを芯部に、２Ｄまたは３Ｄのサテン式の
織りを表皮部に用いた繊維構造物の３Ｄ織りは、元々知られている。国際公開第２００６
／１３６７５５号パンフレットを参照することができる。
【００３５】
　翼プリフォームを形成するべき部位１１４内では、繊維ブランクのその側面１１０ａと
１１０ｂの間の厚みは変化する。このように、製作されるべきブレードの外形のこの薄化
を考慮に入れるために、縦糸の層と対応する数の横糸とが繊維ブランクから徐々に引き出
される。図３の実施例では、側面１１０ａの傍から連続的に引き出されるのは縦糸ｃ２、
ｃ３およびｃ４であり、反対側の側面１１０ｂの傍から連続的に引き出されるのは縦糸ｃ

２３、ｃ２２およびｃ２１である。繊維ブランクの製織中に織られている糸を引き出すこ
とから成るこの操作は、元々知られている。欧州特許第１５２８２８５号明細書を参照す
ることができる。
【００３６】
　繊維ブランクの部位１１４の区域１１６内に、プラットフォームプリフォームを形成す
るべき側方部位１２０が織られてある。この目的のために、縦糸の層が繊維ブランクから
そのそれぞれの側面の傍で引き出され、それらは横糸の特定層と織られる。図３の実施例
ではこのように、側面１１０ａの傍から引き出され、横糸ｔ１からｔ３と織られて一方の
側方部位１２０を形成するのは隣接する縦糸ｃ５からｃ７である。同様に、隣接する縦糸
ｃ１８からｃ２０が他方の側面１１０ｂの傍で引き出され、それらは横糸ｔ２２からｔ２

４と織られて他方の側方部位１２０を形成する。非相互接続区域は、部位１２０を形成す
る縦糸の層と翼のプリフォームを形成するべき部位１１４の縦糸の層との間に配置される
。
【００３７】
　さらに、側方部位１２０を形成するようにこれらの縦糸が引き出されるにも関わらず、
繊維ブランク内で一定の繊維密度を維持するために、ブレードの外形の厚みを先細りさせ
るために繊維ブランクから引き出された縦糸の少なくとも一部が、区域１１６内で繊維ブ
ランクの部位１１４の中に挿入される（ここでは縦糸ｃ３およびｃ４が側面１１０ａの傍
で、ｃ２１、ｃ２２およびｃ２３が側面１１０ｂの傍で）。このように、これらの縦糸は
、好ましくは翼プリフォームに対応する部位１１４とプラットフォームプリフォームに対
応する側方部位１２０との接続部で、縦糸ｃ５からｃ７（側面１１０ａの傍で）とｃ１８

からｃ２０（側面１１０ｂの傍で）とに交差する。
【００３８】
　結果として、側面１１０ａの傍の縦糸ｃ３およびｃ４と側面１１０ｂの傍のｃ２１、ｃ

２２およびｃ２３は、それらが繊維ブランクの部位１１４から出る区域とそれらが再挿入
される区域１１６との間で浮かされる（即ちそれらは横糸と相互接続されずに繊維ブラン
クの表面にとどまる）。翼外形の先細りする厚みの必要に応じて、これらの縦糸の少なく
とも一部が繊維ブランクの部位１１４内のさらに下流でもう一度引き抜かれることができ
る。例えば、図３ではこれは縦糸ｃ３、ｃ２１、ｃ２２、およびｃ２３に当てはまる。繊
維ブランクを成形する後続のステップでは、これらの縦糸ｃ３、ｃ２１、ｃ２２、および
ｃ２３の、繊維ブランクからの出口とその中への挿入口との間に位置付けられた部位が切
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り離される。
【００３９】
　図３は、プラットフォームプリフォームを形成するべき側方部位１２０を織るための、
区域１１６で繊維ブランクの部位１１４の中に再挿入された縦糸とそこから引き抜かれた
縦糸との交差の実装形態を示す。当然ながら、特に急激過ぎる交差を回避するために、他
の知られているタイプの交差も使用されることが可能である。
【００４０】
　図４は、タービンエンジンファンブレード用の繊維ブランクを作成するために異なった
方式で織っている繊維ブランク１００’の横糸平面を示す。
【００４１】
　この実装形態では、少なくともプラットフォームから離れてゆくブレードの底部位では
、　作成されるべきブレードの翼外形の厚みは先細りしない（即ち厚みは一定のままであ
る）。
【００４２】
　繊維ブランク１００’は、根元部プリフォームを形成するべきその部位１１２’内で、
かつその反対側の側面１１０ａ’と１１０ｂ’の間で、縦糸ｃ１からｃ２４の２４層およ
び横糸ｔ１からｔ２４の同数層備える。この部位１１２’では、織りはインタロック式で
あり、反対側の側面に隣接する部位内の縦糸ｃ１とｃ２４についてはサテン式の織りを用
いている。
【００４３】
　翼プリフォームを形成するべき部位１１４’では、繊維ブランクの側面１１０’ａと１
１０’ｂの間の厚みは一定のままで、糸の層が引き抜かれることはない。
【００４４】
　上述の実装形態のように、繊維ブランクの部位１１４’の区域１１６’では、プラット
フォームプリフォームを形成するべき側方部位１２０’が織られてある。この目的のため
に、図４の実施例では、隣接し合う縦糸ｃ５からｃ７が側面１１０’ａの傍から引き出さ
れ、横糸ｔ１からｔ３と織られて一方の側方部位１２０’を形成する。同様に、隣接し合
う縦糸ｃ１８からｃ２０が他方側面１１０’ｂの傍で引き出され、横糸ｔ２２からｔ２４

と織られて他方の側方部位１２０’を形成する。
【００４５】
　側方部位１２０’を形成するべきこれらの縦糸を引き出すにも関わらず、繊維ブランク
内で一定の繊維密度を維持するために、区域１１６’内で繊維ブランクの部位１１４’の
中に追加の縦糸ｃ’１からｃ’３とｃ’２１からｃ’２３とが導入される。このように、
これらの縦糸は、好ましくは翼プリフォームに対応する部位１１４’がプラットフォーム
プリフォームに対応する側方部位１２０’に接続されるところで、縦糸ｃ５からｃ７（側
面１１０’の傍で）とｃ１８からｃ２０（側面１１０’ｂの傍で）とに交差する。
【００４６】
　本発明の繊維プリフォームを織る他の変形方法を構想することも可能である。
【００４７】
　特に、製作されるべきブレードがプラットフォームを１つだけ有するとき、そのプリフ
ォームを織るための糸層の引き抜きは、繊維プリフォームの一方側面の傍のみで起こる。
この解決法は、プラットフォームプリフォームを織るのに利用できる糸が２から３層しか
ない場合に、より大きな柔軟性を達成することを可能にする。
【００４８】
　繊維プリフォームの側面から延在する半プラットフォーム用プリフォームを有する繊維
プリフォームを作成することも可能である。このようなプリフォームから製作されるブレ
ードの半プリフォームは、隣接し合う２つのブレード間の空間を完全に覆わず、欠けてい
る半プラットフォームを個別に作成する必要がある。それにも関わらず、それらの織りは
翼の曲率が考慮されることを必要としないことから、それらは比較的作成し易い。
【００４９】
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　図３の織りの代わりに、製作されるべきブレードの翼の厚みが、可変重量の横糸を使用
することによって変化されることができる。この代替えは、繊維ブランクから糸の層を引
き抜いてそれらを少し下流で再挿入するのを回避することを可能にする。
【００５０】
　繊維ブランクを織る他の代替え方法では、プラットフォームプリフォームを構成する縦
糸を２倍にし、それらを並べて織ることによって、プラットフォームが位置付けられるべ
き特定の場所で繊維ブランクからそれらを引き抜き易くするようにする。

【図１】

【図２】

【図３】
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