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(57)【要約】
【課題】炭化ホウ素セラミックスが本来有する高い比剛性を著しく損なうことなく、構造
材料とした場合の課題であった破壊靱性値を改善し、比較的高強度化を維持でき、高速で
可動する用途に使用した場合の信頼性をも満足できる炭化ホウ素系セラミックスの提供。
【解決手段】室温での曲げ強度が２００ＭＰａ以上、破壊靱性値が２．５ＭＰａ・ｍ0.5

以上であり、かつ、比剛性が１５０乃至１８０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇである炭化ホウ素－炭
化ケイ素複合セラミックスであって、少なくとも、炭化ホウ素の含有量が５０質量％より
も多く、炭化ケイ素の含有量が５０質量％未満であり、遊離炭素及びその他の成分の合計
含有量が３質量％以下であり、該その他の成分のうちの１つであるアルミニウムの含有量
が１質量％以下である組成を有し、かつ、セラミックス中の粒子サイズの平均粒径が２０
μｍ以下である炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックス及び、その製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室温での曲げ強度が２００ＭＰａ以上、破壊靱性値が２．５ＭＰａ・ｍ0.5以上であり
、かつ、比剛性が１５０乃至１８０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇである炭化ホウ素－炭化ケイ素複
合セラミックスであって、少なくとも、炭化ホウ素の含有量が５０質量％よりも多く、炭
化ケイ素の含有量が５０質量％未満であり、遊離炭素及びその他の成分の合計含有量が３
質量％以下であり、該その他の成分のうちの１つであるアルミニウムの含有量が１質量％
以下である組成を有し、かつ、セラミックス中の粒子サイズの平均粒径が２０μｍ以下で
あることを特徴とする炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックス。
【請求項２】
　前記アルミニウムの含有量が、０．０３質量％乃至１．０質量％である請求項１に記載
の炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックス。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスの製造方法であって
、平均粒径が０．２μｍ以上２．０μｍ以下である炭化ホウ素の原料粉末を５０質量％よ
りも多く含有し、平均粒径が０．２μｍ以上２．０μｍ以下である炭化ケイ素の原料粉末
を５０質量％未満で含有し、かつ、遊離炭素及びその他の成分の合計含有量が３質量％以
下である組成を有する混合物からなるセラミックス材料で成形体を作成し、該成形体を加
圧せずに常圧で焼成する際に、焼成雰囲気中にアルミニウムを少なくとも含有する蒸気を
存在させ、焼成中に、上記成形体に該蒸気を含浸させることを特徴とする炭化ホウ素－炭
化ケイ素複合セラミックスの製造方法。
【請求項４】
　前記混合物中に遊離炭素を含有させる場合に、平均粒径が、０．０５μｍ以上２．０μ
ｍ以下である遊離炭素の原料粉末を用いる請求項３に記載の炭化ホウ素－炭化ケイ素複合
セラミックスの製造方法。
【請求項５】
　焼成する温度が、２，２００℃よりも低い請求項３又は４に記載の炭化ホウ素－炭化ケ
イ素複合セラミックスの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高速で可動する機械部材や、化学的な反応が起こりうる環境下で使用される
構造部材、さらには、バルブ等の耐摩耗性が要求される摺動部材にも適用可能なセラミッ
クス、及び該セラミックスの製造方法に関する。さらに詳しくは、炭化ホウ素と炭化ケイ
素との複合材料からなる優れた機械的特性を有する炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミッ
クス（以下、単に複合セラミックスとも呼ぶ）を経済的に製造することができる技術の提
供に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セラミックスは、金属材料と比較して軽量で硬く、弾性率の高い材料であることから、
構造用部材として工業製品に幅広く応用されている。その代表的なものであるアルミナセ
ラミックスは、かさ密度が３．９ｇ／ｃｍ3と、セラミックスとしては比較的高く、構造
部材の重量が相対的に高くなってしまうため、高速で可動する機械部材としては最適な材
料とは言い難い。そのため、かさ密度が相対的に低く、アルミナと機械的特性がほぼ同等
である炭化ケイ素セラミックスが、可動する機械部材の材料として期待されている。
【０００３】
　一方、近年、可動する機械部材の高速化は目覚しく、例えば、セラミックス材料が適用
されている、半導体製造装置用露光装置やロボットアーム等においても高速化が進んでい
る。これに対し、可動する機械部材の重要なパラメーターである比剛性（弾性率／かさ密
度）を、アルミナセラミックスと炭化ケイ素セラミックスとについて比較すると、それぞ
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れが約１００ＧＰａ・ｃｍ3／ｇと、約１２８ＧＰａ・ｃｍ3／ｇであり、僅かな差異しか
ない。このことは、炭化ケイ素セラミックスは、従来のレベルであればアルミナセラミッ
クスの代替品として十分であるものの、高速化が目覚しい半導体製造装置用露光装置やロ
ボットアーム等への適用を考えた場合、十分とは言えない。
【０００４】
　これらの状況により、比剛性が高い材料の開発が行われ、軽量で高弾性率を示す炭化ホ
ウ素セラミックスに注目が集まり、様々な研究機関や企業にて研究開発が行われている。
しかしながら、炭化ホウ素セラミックスは共有結合性が強く、工業用セラミックスの一般
的な製造方法である常圧焼結法により緻密化が困難であることから、常圧焼結によって緻
密質のものを作製する場合には、焼結助剤である炭素や様々な化合物を添加することが行
われている（特許文献１及び２等参照）。しかし、このような方法で得られたセラミック
スは、添加する焼結助剤により炭化ホウ素セラミックスの有する優れた特性が阻害される
傾向があり、工業製品として実用化するには至っていない。高純度の炭化ホウ素セラミッ
クスは、微量の添加物、例えば、炭素を添加し、ホットプレスに代表される加圧焼結法に
より作製するのが一般的であることから、現状では、僅かに線引きダイスやサンドブラス
トノズル等、単純な形状の部材への応用が進んでいるのみである。
【０００５】
　上記した実情から、炭化ホウ素セラミックスの優れた特性を示すものが得られ、しかも
、工業製品を提供する手段として有用な常圧焼結法によって、炭化ホウ素セラミックスを
製造することが種々試みられている。代表的な例として、微量の炭素を添加し、焼成雰囲
気をＨ2／Ｈｅとすることで焼結を阻害する要因を抑制し、常圧焼結法により緻密なセラ
ミックスを得る方法についての提案がある（特許文献３等参照）。一方、焼成雰囲気中に
、焼結を促進する金属アルミニウムやシリコンの蒸気を共存させることで、常圧で、高純
度の炭化ホウ素を容易に緻密化することについての提案がある（特許文献４参照）。かか
る技術によれば、優れた機械的特性を示し、比剛性としても、１６０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇ
と、加圧焼結法により作製された炭化ホウ素セラミックスとほぼ同等なセラミックスを、
容易に得ることができる。
【０００６】
　しかしながら、炭化ホウ素セラミックスは、軽量で高弾性で高硬度である特長とともに
、他のセラミックスと比較して極めてもろい性質を示すことから、可動部材としての信頼
性に欠けるという問題がある。これに対し、比較的、破壊靱性値の高い炭化ケイ素をベー
スとし、比剛性を高くする試みとして、炭化ケイ素に、炭化ホウ素を添加することで、比
剛性が１３０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇ以上の複合セラミックス材料とすることが提案されてい
る（特許文献５参照）。該文献には、焼成を不活性ガス雰囲気中（常圧）で行うことも記
載されている。しかしながら、前記したように、近年、半導体製造装置（例えばステッパ
ー）などでは、さらにセラミックス部材が高速に可動する条件に移行しており、後述する
ように、このようなものに適用する材料としては十分なものとは言えない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭５７－１５６３７２号公報
【特許文献２】特公昭５８－０３０２６３号公報
【特許文献３】米国特許第４，１９５，０６６号明細書
【特許文献４】国際公開第２００８／１５３１７７号パンフレット
【特許文献５】特開２００６－３４７８０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記した従来技術では、下記のことを具体的に開示しているが、これらの技術によって
得られるセラミックス材料は、使用目的によっては十分なものとは言えず、改良の余地が
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あった。前記した特許文献４では、炭化ホウ素セラミックスが相対密度８９％以上で、ア
ルミニウム含有量が０．０３以上１．０質量％以下である緻密なセラミックスが簡易に得
られること、さらに、その製造方法として、焼成雰囲気を、アルミニウムを少なくとも含
有しているものとすることで、常圧焼結が可能となることを開示している。また、前記特
許文献５には、炭化ケイ素５０～９５質量部、炭化ホウ素５～５０質量部、遊離炭素０．
１～５質量部を含み、比剛性が１３０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇ以上であるセラミックス材料が
開示されており、その製造の際に、焼結助剤として、原料混合時に、アルミニウム換算で
０．１～５質量部のアルミニウム或いはアルミニウム化合物を添加することが記載されて
いる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献４に記載されている緻密質炭化ホウ素セラミックスは、可動す
る部材に求められている高比剛性の観点では極めて高い値を示すものの、高純度炭化ホウ
素セラミックスであることから、破壊靱性値（もろさの指標）が低いという課題がある。
すなわち、この場合は、構造部材、特に高速で可動する用途に適用することへの信頼性が
低く、このことが、これらの用途への実用化の妨げになっている。これに対し、炭化ケイ
素に炭化ホウ素を添加することにより得られた複合セラミックスは、炭化ケイ素セラミッ
クスが、炭化ホウ素セラミックスに比較して破壊靱性値が高いことから、より高い破壊靱
性値が期待される。ところが、特許文献５に記載されている複合セラミックスは、炭化ホ
ウ素の含有量が５０質量％以下であることから、複合則に従って緻密化したとして算出し
ても、その比剛性は炭化ケイ素の１．２５倍程度が上限であり、この複合セラミックスの
比剛性は、高純度炭化ホウ素セラミックスのおおよそ８５％程度になってしまう。これに
対し、半導体製造装置（例えばステッパー）などでは、近年、さらにセラミックス部材が
高速に可動する条件に移行していることから、これに適用するためには、さらなる高比剛
性化を達成した工業生産が可能なセラミックス材料が待望されている。
【００１０】
　従って、本発明の目的は、炭化ホウ素セラミックスが本来有する高い比剛性を著しく損
なうことなく、構造材料とした場合に課題であった破壊靱性値を改善し、比較的高強度化
を維持でき、高速で可動する用途に使用する場合における信頼性をも満足できる炭化ホウ
素系セラミックスを提供することにある。より具体的には、本発明の目的は、室温での曲
げ強度が２００ＭＰａ以上、破壊靱性値が２．５ＭＰａ・ｍ0.5以上であり、かつ、比剛
性が１５０乃至１８０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇである複合セラミックスを提供することにある
。本発明の別の目的は、上記の優れた特性の炭化ホウ素系セラミックスを、常圧下で、よ
り低い焼成温度で、容易に、かつ、安定して製造することができる経済的な製造技術を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的は、下記の本発明によって達成される。すなわち、本発明は、室温での曲げ
強度が２００ＭＰａ以上、破壊靱性値が２．５ＭＰａ・ｍ0.5以上であり、かつ、比剛性
が１５０乃至１８０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇである炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックス
であって、少なくとも、炭化ホウ素の含有量が５０質量％よりも多く、炭化ケイ素の含有
量が５０質量％未満であり、遊離炭素及びその他の成分の合計含有量が３質量％以下であ
り、該その他の成分のうちの１つであるアルミニウムの含有量が１質量％以下である組成
を有し、かつ、セラミックス中の粒子サイズの平均粒径が２０μｍ以下であることを特徴
とする炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスである。
【００１２】
　上記炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスの好ましい実施形態としては、アルミニ
ウムの含有量が、０．０３質量％乃至１．０質量％であることが挙げられる。
【００１３】
　本発明の別の実施形態としては、上記したいずれかの炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラ
ミックスの製造方法であって、平均粒径が０．２μｍ以上２．０μｍ以下である炭化ホウ
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素の原料粉末を５０質量％よりも多く含有し、平均粒径が０．２μｍ以上２．０μｍ以下
である炭化ケイ素の原料粉末を５０質量％未満で含有し、かつ、遊離炭素及びその他の成
分の合計含有量が３質量％以下である組成を有する混合物からなるセラミックス材料で成
形体を作成し、該成形体を加圧せずに常圧で焼成する際に、焼成雰囲気中にアルミニウム
を少なくとも含有する蒸気を存在させ、焼成中に、上記成形体に該蒸気を含浸させること
を特徴とする炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスの製造方法である。
【００１４】
　上記炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスの製造方法の好ましい形態としては、前
記混合物中に遊離炭素を含有させる場合に、平均粒径が、０．０５μｍ以上２．０μｍ以
下である遊離炭素の原料粉末を用いること、あるいは、上記焼成する温度が２，２００℃
よりも低いことが挙げられる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、炭化ホウ素セラミックスが本来有している、例えば、軽量性や高い弾
性率を著しく損なうことがなく、極めて高い比剛性を示し、優れた機械的特性をも示す安
価な炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスが提供される。また、本発明によれば、従
来から行われてきた、原料中への多量の焼結助剤の添加や、特殊な添加物を混合させるこ
と、また、特殊な処理や、その後の加工を必要とすることもなく、常圧焼成することで、
極めて優れた特性を示し、さらに、単純な形状のものは勿論、複雑な形状のセラミックス
製品をも、簡易にかつ安定的に得ることができる炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミック
スの製造方法が提供される。
【００１６】
　本発明によれば、上記の種々の特性を満足した極めて優れた複合セラミックスが、簡易
かつ安価に提供できるようになるため、これまでは、限定的にしか使用されていなかった
炭化ホウ素系セラミックスの、広範な分野での利用拡大が期待できる。また、本発明によ
れば、常圧下での製造が可能になることに加え、高純度炭化ホウ素セラミックスを製造す
る場合は、焼成温度が２，２００～２，３００℃であったのに対して、これよりも１００
～２００℃程度低い、２，２００℃よりも低い焼成温度で、上記優れた複合セラミックス
を得ることができる。このため、製造コストの著しい削減が達成できる。さらに、比較的
高額な材料である炭化ホウ素の一部を、安価な炭化ケイ素材料に置換することから、原料
面においてもコストの低減が可能であることから、より安価に高性能の複合セラミックス
を提供でき、その工業的価値は極めて高い。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】セラミックス中の炭化ホウ素含有量と、相対密度及び比剛性との関係を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態を挙げて、本発明をさらに詳細に説明する。本発明者らは
、これまで、常圧下での焼結によって、炭化ホウ素の含有量の多い炭化ホウ素－炭化ケイ
素複合セラミックスの作製を行うことは困難であるとされてきたことに対し、これを可能
とし、経済性の高い簡易な製造方法を開発すべく鋭意検討の結果、本発明に至ったもので
ある。本発明者らは、優れた特性が期待できる、高い比率で炭化ホウ素を含有する炭化ホ
ウ素－炭化ケイ素複合セラミックスを得るための条件について検討する過程で、経済性に
優れる条件で、期待する特性を満足した複合セラミックスの製造が可能となることを見出
した。すなわち、そのためには、常圧焼成中の雰囲気や、原料の組成や粒径、さらには焼
成温度を高度に制御することが有効であることを見出した。
【００１９】
　本発明者らは、さらに詳細な検討を行った結果、高い比剛性を示し、比較的高強度を維
持でき、高速で可動する用途に適用した場合における信頼性を満足できる機械的特性にも
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優れた複合セラミックスであるためには、以下の２点が複合セラミックスの構成として必
要であることを見出した。その一つは、複合セラミックスが、少なくとも、炭化ホウ素の
含有量が５０質量％よりも多く、炭化ケイ素の含有量が５０質量％未満であり、遊離炭素
及びその他の成分の合計含有量が３質量％以下であり、その他の成分の１つであるアルミ
ニウムの含有量が１質量％以下である組成を有することである。また、二つめは、複合セ
ラミックス中の粒子の平均粒径が２０μｍ以下であることである。特に、上記その他の成
分として含有されるアルミニウムの含有量が、０．０３乃至１．０質量％であることが好
ましい。上記要件をいずれも満足する炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスは、比剛
性が１５０乃至１８０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇと高い値を示し、室温での曲げ強度が２００Ｍ
Ｐａ以上で、かつ、破壊靱性値が２．５ＭＰａ・ｍ0.5以上と、比較的高強度であり、高
速で可動する用途にも適用可能なものである。
【００２０】
　さらに、上記した組成及び平均粒径を有する本発明の複合セラミックスは、下記の構成
を有する本発明の製造方法によって、容易にかつ安定して得ることができる。すなわち、
まず、少なくとも、平均粒径が０．２μｍ以上２．０μｍ以下の炭化ホウ素を原料粉末と
して用い、その含有量が５０質量％よりも多くなるようにし、平均粒径が０．２μｍ以上
２．０μｍ以下の炭化ケイ素を原料粉末として用い、その含有量が５０質量％未満となる
ようにし、かつ、遊離炭素及びその他の成分の合計含有量が３質量％以下となるようにし
た組成の混合物からなるセラミックス材料を用意する。その際、必要に応じて遊離炭素を
含有させる場合には、平均粒径が０．０５μｍ以上２．０μｍ以下である原料粉末を用い
ることが好ましい。そして、該セラミックス材料で、常法にしたがって成形体を作成する
。次に、該成形体を加圧せずに常圧で焼成するが、その際に、焼成雰囲気中にアルミニウ
ムを少なくとも含有する蒸気を存在させ、焼成中に、これらの蒸気を上記成形体に含浸さ
せるようにする。焼成温度は、炭化ホウ素セラミックスの焼成温度と比較して１００℃～
２００℃程度低くしても焼成が可能であるので、経済性を考慮して２，２００℃よりも低
い、例えば、２，１００℃程度の温度で焼成することが好ましい。このように、焼成温度
を低くすることにより、省エネ等の効果とともに、強度等、機械的性質の向上がさらに期
待できる。
【００２１】
　本発明の製造方法において、焼成雰囲気中に、アルミニウムを少なくとも含有する蒸気
を存在させる具体的な方法について説明する。例えば、アルミニウムを少なくとも含有し
てなる、粉末、成形体若しくは焼結体を炉内に配置するか、あるいは、アルミニウムを少
なくとも含有してなる、粉末、成形体若しくは焼結体を炉内に配置すればよい。この際に
使用するアルミニウムの純度は、特に限定されないが、例えば、純度９０％以上のもの、
さらには純度９５％以上のものを使用することが好ましい。これらは、粉末である場合に
は、ルツボ内に収容した状態で炉内に配置すればよい。また、成形体若しくは焼結体であ
る場合は、粉体材料を用いて作製したブロック状、多孔状、環状などの任意の形状のもの
を使用すればよい。アルミニウムを少なくとも含むものとしては、該金属を含むいずれの
化合物を用いた場合にも、良好な複合セラミックスを得ることは可能である。本発明にお
いては、特に、アルミニウムの金属、炭化物或いは窒化物を用いると、より安定して、所
望する特性の複合セラミックスを得ることができるので好ましい。本発明者らの検討によ
れば、蒸気となったアルミニウム成分は、例えば、炉内のルツボ内に配置して焼結をした
場合、容器材料のカーボンとの反応に一部が消費されることが認められるものの、ルツボ
を繰り返し使用すれば、ほぼ１００％、含浸してセラミックス中へと移行することを確認
した。このため、本発明の製造方法によれば、セラミックスにおけるアルミニウムの含有
量を適宜に設計したものを容易に得ることができる。
【００２２】
　上記本発明の製造方法によれば、原料中への種々の添加物や特殊な処理を必要とするこ
となく、簡易な方法でありながら、得られる焼結体は、炭化ホウ素セラミックスが本来有
している、例えば、軽量性や高い弾性率を著しく損なうことがなく、極めて高い比剛性を
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示し、優れた機械的特性を示す炭化ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスとなる。具体的
には、比剛性が１５０乃至１８０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇで、室温の曲げ強度が２００ＭＰａ
以上で、かつ、破壊靱性値が２．５ＭＰａ・ｍ0.5以上の特性を有する複合セラミックス
が得られる。
【００２３】
　焼結体を製造する際に、原料粉末中にアルミニウム化合物を添加する方法はこれまでも
提案されている。しかしながら、アルミニウム化合物は一般的に不安定であるため、原料
粉末に混合する際に、混合させる量にもよるが爆発するおそれがあり、工程上の特殊な管
理が必要となる。また、混合させる場合、アルミニウム化合物の添加量が少量である場合
は、均一に混合することが困難である。また、本発明者らの検討によれば、混合状態が不
均一である場合は、得られる焼結体の特性、特に機械的な信頼性を著しく阻害する傾向が
高い。
【００２４】
　本発明の製造方法では、焼成雰囲気中にアルミニウムを少なくとも含有する蒸気を存在
させ、この状態で、前記したような原料の組成及び粒径を特定してなる成形体について常
圧焼成を行う。このようにすることで、前記した複合セラミックスに期待される優れた特
性を示すものを容易に得ることができる。本発明者らは、この理由を、焼成中に気化した
ガス状のアルミニウムが、炭化ホウ素－炭化ケイ素複合材料からなる成形体に含浸され、
その結果、その含有量が１．０質量％以下と微量な範囲でありながら、アルミニウム化合
物が極めて高い均一性をもって混合された状態の複合セラミックスとできたことによって
達成されたものと考えている。
【００２５】
　本発明の複合セラミックスは、高速で可動する部材として適用することを可能にするこ
とを目的としていることから、比剛性が１５０乃至１８０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇであること
に加えて、曲げ強度が２００ＭＰａ以上、破壊靱性値が２．５ＭＰａ・ｍ0.5以上である
ことを要す。本発明では、特に、複合セラミックスの組成において、炭化ホウ素の含有量
を５０質量％以上と高くしているにもかかわらず、炭化ホウ素及び炭化ケイ素以外の添加
物の総含有量を３質量％以下と少量に抑制し、さらに、アルミニウムの含有量を１質量％
以下と微少量にしたことで、複合セラミックスに上記特性を発現させている。さらに、本
発明の製造方法では、焼成の際に、少なくとも、蒸気としたアルミニウム気体を利用して
複合セラミックスを得る構成とすることで、材料中への固体（粉体原料）の混合では到底
得ることができなかった高い再現性で、前記した所望する特性の複合セラミックスを安定
して得ることができる。
【００２６】
　本発明の効果は、上記に加えて、下記のような構成とした場合に、特に顕著に得られる
。先ず、焼成する対象物となる成形体は、複合セラミックスの主成分となる、炭化ホウ素
粉末に所定量の炭化ケイ素を機械的に混合した原料を加圧成形したものを用いるが、上記
原料中に、若干の遊離炭素を添加させてもよい。しかし、出発原料（入手した原料）に含
まれる遊離炭素が原料中に存在している場合は、特に添加する必要はない。ここで、遊離
炭素とは、金属と結合して炭化物や炭窒化物を構成する炭素成分を除いた以外の遊離の炭
素成分を意味する。なお、遊離炭素量は、試料となるセラミックス又は原料粉末を微粉砕
した後、融剤を添加し、高周波誘導加熱等により短時間で高温まで加熱し、試料を分解し
、発生した二酸化炭素量を赤外分光法により総炭素量を算出し、ホウ素及びケイ素の含有
量を別の方法により定量化し、エックス線等により結晶構造を測定することによりホウ素
と炭素、ケイ素と炭素の比率を算出し、差より求める。
【００２７】
　本発明で使用する成形体は、主成分となる炭化ホウ素及び炭化ケイ素のセラミックス原
料粉末に、それぞれ前記した特定の粒径範囲のものを用い、かつ、これらにより、加熱す
ることなく特定の範囲の圧力で加圧成形してなるものが好ましい。具体的には、平均粒径
が０．２μｍ以上２．０μｍ以下の、炭化ホウ素粉末及び炭化ケイ素粉末をそれぞれ特定



(8) JP 2011-63453 A 2011.3.31

10

20

30

40

50

量、さらに、必要に応じて、平均粒径が０．０５μｍ以上２μｍ以下の遊離炭素を混合し
た粉末原料を用い、成形圧２０ＭＰａ以上３００ＭＰａ以下、より好ましくは、１００～
２００ＭＰａで、加熱することなく加圧成形して成形体を得、これを被焼成体とすること
が好ましい。本発明者らの検討によれば、平均粒径が上記範囲の出発原料を用い、成形圧
２０～３００ＭＰａの範囲で、加熱することなく加圧成形して得られた成形体を用い、先
に述べた条件で常圧焼成すれば、室温での曲げ強度が２００ＭＰａ以上、破壊靱性値が２
．５ＭＰａ・ｍ0.5以上で、かつ、比剛性が１５０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇ乃至１８０ＧＰａ・
ｃｍ3／ｇである複合セラミックスを容易に得ることができる。
【実施例】
【００２８】
［例１］
　原材料としての炭化ホウ素粉末（Ｈ．Ｓ．Ｓｔａｒｃｋ社製）には、市販の平均粒径が
０．８μｍの、純度９９．５質量％（酸素含有量１．２％、窒素含有量０．２質量％を除
く）のものを使用した。この炭化ホウ素粉末材料中におけるアルミニウムの含有量は０．
０３質量％未満であり、アルミニウムが殆ど含有されていないことを確認した。また、炭
化ケイ素粉末（屋久島電工社製）には、市販の平均粒径が０．７μｍの、純度９９質量％
のものを使用した。いずれの粉末も、遊離している炭素量は０．３質量％未満であった。
そして、上記の炭化ホウ素と炭化ケイ素との比率を、１０質量％毎に変えてそれぞれ秤量
した。その際、さらに炭素源として原料粉末中に、焼成後の残留炭素量が３０質量％の樹
脂を、炭素換算で２質量％となるようにそれぞれ添加し、エタノール中で混合乾燥した。
このようにして得られた各混合粉末を、それぞれ直径２５ｍｍの金型に充填し、９８ＭＰ
ａの加圧により、成形体を作製した。得られた各成形体をそれぞれ、アルミニウム換算で
セラミックス中におけるアルミニウムの含有量が０．５質量％となるように金属アルミニ
ウムを配置した密閉容器中に入れて、２，１００℃の温度で、常圧で焼成して炭化ホウ素
－炭化ケイ素複合セラミックスをそれぞれ得た。本発明者らの検討によれば、上記したよ
うな条件で焼成を行った場合、炉内に配置した金属アルミニウムは、容器であるカーボン
との反応により、その一部が消費されるが、ルツボを繰り返し使用することによりほぼ１
００％、セラミックス中に移行する。
【００２９】
　上記のようにして得られた各複合セラミックスについて、相対密度と弾性率より算出し
た比剛性を求めた。そして、図１に、複合セラミックスを構成する炭化ホウ素含有量と相
対密度（図中に黒丸で表示）、及び、炭化ホウ素含有量と比剛性（図中に白丸で表示）の
関係を示した。図１に示したように、炭化ホウ素の含量の増加とともに相対密度は若干低
下する傾向を示したが、大きくは損なわれないことを確認した。また、比剛性の値は、炭
化ホウ素含有量が５０質量％を超えると１５０ＧＰａ・ｃｍ3／ｇ以上の値を示し、炭化
ホウ素含有量の増加とともに、上昇する傾向を示した。
【００３０】
　炭化ホウ素含有量７０質量％の複合セラミックスについて、強度と破壊靱性値を測定し
たところ、室温での曲げ強度が３６０ＭＰａであり、破壊靱性値が３．７ＭＰａ・ｍ0.5

であった。これは、炭化ホウ素単味のセラミックスと比較した場合、室温での曲げ強度で
２０％、破壊靱性値で約２倍と、著しい改善効果を確認した。
【００３１】
［例２］
　例１で使用したと同様の原料粉末を用い、同様の方法で作成した成形体を、アルミニウ
ム換算で、セラミックス中におけるアルミニウムが、１、１．５、２．０、３．０質量％
となるように、それぞれの焼成雰囲気を調整し、２，１００℃の温度で焼成して、複合セ
ラミックスをそれぞれ作製した。アルミニウム含有量が１質量％の複合セラミックスは、
強度、破壊靱性値いずれも高い値を示した。これに対し、アルミニウムの含有量が１質量
％よりも増加した複合セラミックスでは、急激に強度、及び破壊靱性値が低下する傾向を
示し、いずれのものも、室温での曲げ強度は２００ＭＰａよりも小さく、破壊靱性値は２



(9) JP 2011-63453 A 2011.3.31

10

20

．５ＭＰａ・ｍ0.5よりも小さく、構造材料としては著しく信頼性に欠ける特性を示した
。
【００３２】
　また、上記で得た種々の複合セラミックスについて電子顕微鏡で観察した結果、その粒
子径が２０μｍを超えると、アルミニウムの含有量が増加した場合と同様に機械的特性が
急激に低下した。このような複合セラミックスを高速で回転させる用途に使用したところ
、可動時に発生する振動や応力により破壊する現象が見られた。ここで、複合セラミック
スの粒径を決定する要因は、炭化ホウ素と炭化ケイ素の比率とともに、製造上認められる
温度分布、存在するアルミニウム含有量により発生し、複合的に生じる要因である。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明の活用例としては、本発明によれば、軽量で高い弾性率を示す、高比剛性な炭化
ホウ素－炭化ケイ素複合セラミックスを安価に提供できるために、高速で可動するような
部材への利用拡大が図れ、可動用の駆動装置（例えば、モーター）を小型化することがで
き、省エネ化が可能となる。例えば、半導体製造装置の代表的な露光機（ステッパー）用
部材は、複雑な形状のセラミックス製品であるが、下記に述べるように、本発明の製造方
法によれば、このような形状のものを容易に得ることができ、特に有用である。すなわち
、従来の加圧焼結法では、加圧する関係上、焼成できる成形体は単純な形状のものに限ら
れており、複雑な形状の機械部品等を製造する場合は、単純な形状の炭化ホウ素系セラミ
ックスを得た後、高価なダイヤモンド工具等により機械加工を行っている。しかし、常圧
焼成できれば複雑な形状の成形体であっても焼成が可能となるため、加工工程を省略でき
、この点での製造コストの削減効果は極めて大きい。このため、製品コストが高いことを
理由に応用が果たせなかった分野での炭化ホウ素系セラミックス製品の利用拡大が期待さ
れる。これと同時に、本発明によれば、常圧で焼成できるので、加圧焼結の設備面での制
約から解放されることで、従来より蓄積され培われているセラミックス製造における様々
な技術を本発明の実施品に応用可能となるので、例えば、材料面におけるさらなる相乗効
果等も期待できる。
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