
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持ディスクとして車軸に結合される円柱状領域Ａと、摩擦層として円柱状に形成され
支持ディスクの表面に結合される少なくとも１つの環状領域Ｂとを備えた摩擦ディスクに
おいて、環状領域Ｂがその反支持ディスク面に、外周に向いておよび／又は中心に向いて
開きおよび／又は閉じるラジアル台形および／又はインボリュート曲線形および／又は楕
円形および／又は円形および／又は多角形の凹所を有し、支持ディスクＡの材料が繊維強
化セラミックであり、この繊維強化セラミックがセラミック化前に、素地状態において単
一品から成形され、 環状
領域Ｂの材料が繊維強化されたセラミック材料であり、環状領域Ｂのセラミック材料およ
び支持ディスクＡの繊維強化セラミックの母材材料が、珪素、炭化珪素、窒化珪素、炭素
、窒化硼素、炭化硼素、Ｓｉ／Ｂ／Ｎ／Ｃおよびそれらの混合物から互いに無関係に選定
されたことを特徴とする摩擦ディスク。
【請求項２】
　環状領域Ｂの厚さが、 であることを特徴とする請求
項１記載の摩擦ディスク。
【請求項３】
　環状領域Ｂおよび支持ディスクＡの母材が、同じ材料から成ることを特徴とする請求項
１又は２記載の摩擦ディスク。
【請求項４】

10

20

JP 3911522 B2 2007.5.9

環状領域Ｂの厚さが、摩擦ディスクの厚さの１９％以下であり、

最大で摩擦ディスクの厚さの１８％



　環状領域Ｂおよび支持ディスクＡが、同じ材料から成ることを特徴とする請求項１又は
２記載の摩擦ディスク。
【請求項５】
　強化繊維として、炭素繊維、黒鉛繊維、炭化珪素繊維、窒化硼素繊維、酸化アルミニウ
ム繊維、Ｓｉ／Ｂ／Ｎ／Ｃおよび酸化珪素繊維から選んだ１つ或いは複数の繊維が採用さ
れたことを特徴とする請求項１記載の摩擦ディスク。
【請求項６】
　環状領域Ｂ内の凹所が、摩擦ディスク（１）の中心および／又は外周に向けて少なくと
も部分的に開いた通路（２、３、４、５、６）であることを特徴とする請求項１記載の摩
擦ディスク。
【請求項７】
　環状領域Ｂが、場合によって凹所或いは孔（８）を有する覆い層（７）で覆われたこと
を特徴とする請求項１記載の摩擦ディスク。
【請求項８】
　覆い層（７）が、環状領域Ｂにおいて、覆い層と支持ディスクＡとの間で、凹所で形成
された空洞に達する孔（８）を有することを特徴とする請求項７記載の摩擦ディスク。
【請求項９】
　支持領域Ａの材料および環状領域Ｂの材料における強化繊維の体積比が０～８０％であ
り、支持領域Ａの材料における強化繊維の体積比が、環状領域Ｂの材料における強化繊維
の体積比の少なくとも１．０１倍であることを特徴とする請求項１記載の摩擦ディスク。
【請求項１０】
　支持ディスクＡでの繊維束厚さが、環状領域Ｂでの繊維束厚さより少なくとも１％大き
いことを特徴とする請求項１記載の摩擦ディスク。
【請求項１１】
　圧縮成形型を強化繊維とセラミック材料との混合物で充填し、該混合物の組成が、環状
領域Ｂに対する混合物が０～８０％の補強繊維体積比を有し、支持ディスクＡが環状領域
Ｂの材料における強化繊維の体積比の少なくとも１．０１倍である強化繊維体積比を有す
るように変化させ、材料の圧縮によりほぼ摩擦ディスクの所望の形状に成形し、成形品を
焼成し、続いて液体珪素の浸透および珪素と母材材料との反応により少なくとも部分的に
炭化珪素に変換することを特徴とする請求項１記載の摩擦ディスクの製造方法。
【請求項１２】
　車両のブレーキに採用することを特徴とする請求項１ないし１１の１つに記載の摩擦デ
ィスクの利用方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、支持ディスクとして車軸に結合される円柱状領域と、摩擦層として円柱状に形
成され支持ディスクの表面に結合される少なくとも１つの環状領域とを備えた摩擦ディス
クに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ねずみ鋳鉄製ブレーキディスクの分野で、表面積を増大しかつ強制循環空気を発生するこ
とで、ブレーキディスクを冷却する原理が知られている。この目的を達成する構造的処置
として、一般に、例えば米国特許第３８０９１９２号明細書に記載されているように、摩
擦面に対し垂直な凹所や孔を設けるか或いは内部通風ディスクを製造する。内部通風ブレ
ーキディスクの原理は、特にドイツ特許出願公開第２５０７２６４号明細書に、互いに平
行に延びる２枚のブレーキディスクをクロスピースにより結合する方法について記載され
ている。これによって、ブレーキディスクの内部に半径方向に延びる通路が形成される。
そのドイツ特許出願公開第２５０７２６４号明細書は、内部空気通路の原理と凹所或いは
孔の原理との組合せについても述べている。
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【０００３】
この構造的処置の目的は、鋼製或いはねずみ鋳鉄製のディスクが制動時に応答性および摩
擦係数を悪化してしまうような過熱を生じないように、ブレーキディスクの内部冷却によ
って良好な冷却を行うことにある。しかしそれでも、最大負荷のもとで、急速に材料が過
熱し、損傷してしまう。
【０００４】
制動容量の大きな改善は、ＣＦＣ（炭素繊維強化炭素）から成るブレーキディスクによっ
て達成される。この材料は、例えば航空機用の高負荷ブレーキにおいて実証されている。
しかしこれは、炭素の耐酸化性が小さく、使用中に空気が流入して大きく損耗するという
大きな欠点を有している。この不利な挙動は、保護層で表面を密封することにより改善で
きる。ドイツ特許出願公開第１９８１６３８１号明細書に記載のとおり、炭素群から成る
繊維複合材料にも、内部通風原理が転用されている。しかしこのブレーキ装置は、路面走
行自動車における長期の使用に不適なことが分かっている。
【０００５】
ブレーキ利用にとって重要な特性の本質的な改善は、Ｃ／ＳｉＣから成る短繊維強化複合
材料の利用で達成される。ここで「Ｃ／ＳｉＣ」とは、母材がほぼ炭化珪素、珪素および
炭素から成り、炭素繊維で強化された複合材料を意味する。この種材料は、特にドイツ特
許第４４３８４５５号明細書に記載され、多孔性の炭素繊維強化炭素を液体珪素で含浸し
、続いて熱処理することで製造する。その場合、少なくとも部分的に珪素が炭素と反応し
て炭化珪素を形成する。
【０００６】
ドイツ特許出願公開第１９７１０１０５号明細書により、Ｃ／ＳｉＣの製造方法とブレー
キへの利用法が公知である。この種材料は、摩擦係数が大きく温度に殆ど左右されず、応
答性が良好であり、かつ摩耗強度が極めて高いので、ブレーキへの利用に非常に適する。
【０００７】
内部通風ブレーキディスクはこの材料でも実現され、その可能な構造的変更はドイツ特許
出願公開第１９９２５００３号明細書に記載されている。その場合、ブレーキディスク内
部の空気通路は、特に通路状凹所を備えた２枚のパターン化された半殻体を接合すること
で形成されている。ＣＦＣ半製品の接合と接着は経費のかかる作業工程であり、かつその
接着層や接合層のために、複合体全体の機械的強度が弱まるという欠点がある。特にその
ブレーキディスクは空洞であるため、中実構造に比べ機械的に非常に弱いという欠点があ
る。なおその弱体化は、ブレーキディスクの力伝達部位、即ち支持領域においても生ずる
。
【０００８】
別の問題は、Ｃ／ＳｉＣが極端な制動負荷の下で生ずる著しい高温において酸化損傷する
ことに伴い生ずる。その酸化損傷は、表面のＣ繊維の燃焼によりひき起こされる。全ての
内部通風方式の場合、空気通路を経て酸素が供給されるために、その損傷が、特に力を受
ける支持領域に侵入するという欠点がある。
【０００９】
摩擦材料としてＣ／ＳｉＣを利用する他の構造は、ドイツ特許出願公開第１９７２１６４
７号明細書に記載されている。そこに記載の摩擦装置は、保持部分としてのブレーキディ
スクに一体化され、保持部分の表面から突出する摩擦体から成る。その保持体並びに摩擦
体は、炭素および／又は炭化珪素を含む材料から作られている。個々の突出する摩擦体の
摩擦面からの放熱は、突出する摩擦体ピンが空気で洗流され、支持体の長軸に対し垂直な
強い異方性熱伝導繊維の繊維方向が放熱性を向上することで達成される。多くの摩擦体を
別個に製造し、保持部分に入れ、結合せねばならず、非常に高い製造費用を要する大きな
欠点がある。更に、ブレーキライニングが突出したピン上を一様なかつ少ない摩耗で滑る
ようにするのは、非常に困難である。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明の課題は、この従来技術から出発し、摩擦ディスクを、荷重吸収容量を減少するこ
となく、繊維強化セラミック複合材料から作ること、特にＣ／ＳｉＣブレーキディスクを
作ることにある。これは特に、機械的に負荷される支持領域内部の冷却用通路および凹所
をできるだけなくすることを意味する。また本発明は、ディスクを特に一体品から作り、
特に支持領域の内部における結合を弱める接着と、外部通風発生用の機械加工とを省こう
としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
この課題は、支持ディスクとして車軸に結合される円柱状領域Ａと、摩擦層として円柱状
に形成され支持ディスクの表面に結合される少なくとも１つの環状領域Ｂとを備えた摩擦
ディスクにおいて、環状領域Ｂがその反支持ディスク面に、外周および／又は中心に向い
て開きおよび／又は閉じているラジアル台形および／又はインボリュート曲線形および／
又は楕円形および／又は円形および／又は多角形の凹所を有し、支持ディスクＡの材料が
繊維強化セラミックであり、この繊維強化セラミックをセラミック化前に、素地状態にお
いて単一品から成形し、環状領域Ｂの材料が場合により繊維強化されたセラミック材料で
あり、環状領域Ｂのセラミック材料および支持ディスクＡの繊維強化セラミックの母材材
料を珪素、炭化珪素、窒化珪素、炭素、窒化硼素、炭化硼素、Ｓｉ／Ｂ／Ｎ／Ｃおよびそ
れらの混合物から相互に無関係に選定することで解決できる。
【００１２】
本発明では、冷却系統を、制動エネルギが表面から、一部は強制循環空気により外気に伝
達され、一部は支持ディスクへの熱伝導により放出されるよう、摩擦層又は摩擦領域に配
置された外部の冷却通路、孔および／又は凹所として作り、支持ディスクは、内部通路或
いは凹所を設けることなく、中実構造で作る。本発明の他の利点は、この摩擦ディスクが
安価な方法で製造できることにある。その経費節減効果は、特に複数の（ＣＦＣ）半製品
の接着と接合を省き、支持ディスクおよび摩擦領域から成る摩擦ディスクを特に好適には
単一品として作り、素地体製造中に通路組織が生ずることに起因する。
【００１３】
ここでＳｉ／Ｂ／Ｎ／Ｃとは、少なくとも２つの相から成るセラミック混合物を意味する
。その個々の相の材料は、元素の珪素、硼素、炭素及び上述の珪素、硼素、炭素の二元、
三元、四元化合物から選定される。
【００１４】
その構造的形態の他の有利な特長は、支持ディスクＡのコア材料が蓄熱体ないしヒートバ
ッファとして作用することにある。コアは、内部冷却方式と異なり中実に形成され、従っ
て大きな熱容量を有する。
【００１５】
本発明の他の利点は、外側表面が摩擦面としてブレーキライニングに接触する環状領域Ｂ
の表面が急速に冷却され、この結果、内部冷却方式に比べ周辺構造部品の熱負荷が小さく
なることにある。環状領域Ｂがブレーキ構造物のブレーキライニングに直接接触するとき
、この環状領域Ｂは、以下簡単に摩擦層又は摩擦領域とも呼ぶ。
【００１６】
本発明の他の大きな利点は、内部空気通路の省略により、支持ディスク中央の高温領域に
空気が流入しない点に基づく。これに伴い、過負荷によりディスクが過熱された際、炭素
含有繊維やＣ繊維の燃焼を摩擦領域の表面に限定し、従って荷重を受ける支持ディスクの
弱体化を十分に防止できる。
【００１７】
更に、本発明に基づく摩擦領域の組成は、支持領域よりもＣ繊維含有量が少ない。これに
よって、酸化損傷に対し大きな裕度が得られる。この大きな裕度と良好な摩擦特性は、本
発明に基づいて、摩擦領域のＳｉＣ高含有量およびＣ繊維低体積比により、同時に達成さ
れる。
【００１８】
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意外にも、Ｃ／ＳｉＣから成るブレーキディスクの制動特性と機械的強度は、ねずみ鋳鉄
や鋼鉄製のブレーキディスクと異なり、制動時の温度上昇によって害されず、むしろ部分
的にかなり向上する。これは、特に支持領域の機械的特性について言える。つまりＣ／Ｓ
ｉＣ材料の強度は、ねずみ鋳鉄のように温度の増大に伴い低下せず、増大する。１２００
℃での曲げ強さは、室温の場合に比べほぼ２倍になる。曲げ弾性係数も同様に温度上昇と
共に増加し、低い温度範囲で初めて、下限値を通過する。従って、機械的に負荷される荷
重支持部分の温度を高くするのがよい。本発明に基づく外部通風は、中央支持ディスクに
向かう熱勾配を発生する。これは、本発明に基づく外部通風構造の有利性を提供する。
【００１９】
摩擦ディスクはＣ／ＳｉＣ複合材料から形成するとよい。摩擦および支持領域に対し異な
った材料特性を与えられるよう、摩擦ディスク全体を種々のＣ／ＳｉＣ材料組成で構成す
る。
【００２０】
環状領域Ｂは、摩擦ディスクの通路、凹所および／又は窪みを有する部分であり、その凹
所の深さに関し、環状領域や摩擦層の厚さは、その面における凹所の深さの最大値として
規定される。ディスク全体を通して延びる補助的な孔や凹所の場合、摩擦層の厚さを決定
する際に勿論その深さを考慮する必要はない。
【００２１】
本発明に基づく摩擦ディスクの製造方法は、多孔性の炭素含有繊維複合材料、好適にはＣ
ＦＣを、特に圧縮過程およびそれに続く液体珪素の浸透とその変換によって、最終形状近
くに製造する方法である。その珪素の変換の際、特に繊維複合材料の母材における炭素が
、例えばドイツ特許出願公開第１９７１０１０５号明細書に記載されているように、少な
くとも部分的に炭化珪素に変換される。
【００２２】
強化繊維材料として、特にセラミック原材料から成る全ての耐熱繊維が候補になる。その
場合、炭素含有繊維、特に炭素繊維、黒鉛繊維、ＳｉＣ繊維、ＳｉＢＮＣ繊維が有利であ
る。その炭素含有繊維を利用するとき、液体珪素化（多孔性基板への液体珪素の浸透およ
び続く母材の少なくとも１つの成分と珪素との反応）によって生成した複合セラミックを
、以下においてＣ／ＳｉＣと呼ぶ。
【００２３】
最終形状近くの多孔性の炭素含有繊維複合体やＣＦＣ体を製造するため、まず圧縮材料を
、繊維、繊維束、ピッチおよび樹脂から製造し、粒状化する。主に炭素から成る保護層を
持つ繊維或いは繊維束を採用するとよい。その保護層は、樹脂やピッチによる単層又は多
層被覆と、それに続く熱分解によって形成する。またパイロ炭素層を持つ繊維も採用でき
る。他の成分として、混合物に、石炭粉末、黒鉛粉末、炭化珪素粉末又は珪素粉末のよう
な粒子状添加物も加えられる。
【００２４】
材料の組成は、繊維長、繊維長分布および個々の成分量に関し、将来形成されるＳｉＣ／
Ｃ／Ｓｉ母材において材料がどんな課題を満たすかに応じて変わる。
【００２５】
混合物における繊維含有量は、セラミック化した形（珪素化セラミック）において繊維の
体積比が０～８０％、好適には２～６０％であり、特に好適には２０～４０％であるよう
に選定する。
【００２６】
材料（好適にはＣ／ＳｉＣ複合材料）の最良の摩擦特性および最良の支持特性（ねじり弾
性係数およびねじり強度）に対して選定すべき組成は、一般に互いに異なっている。その
相違は、複合セラミックに存在する繊維の繊維含有量並びに平均繊維長および繊維長分布
に関連する。同様に、繊維束における繊維束厚さないし基礎フィラメント数に関係して、
種々の特性が生ずる。
【００２７】
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繊維材料として、短繊維、特に短繊維束が好ましい。ここで短繊維とは、長さ０．０１～
８０ｍｍ、特に０．０２～８ｍｍの繊維を意味する。尚繊維束とは、特に互いに平行に延
びる５～５０００本のフィラメントから成る集合体を意味する。その集合体は、炭素およ
び／又はＳｉＣ含有母材により結合されている。
【００２８】
摩擦領域の最良の組成では、既に述べたように、繊維含有量が支持ディスクにおけるそれ
より少ない。通常、支持ディスクの材料における繊維の体積比は、環状領域の材料におけ
る繊維体積比の少なくとも１．０１倍、好適には少なくとも１．０５倍、特に好適には１
．５倍である。
【００２９】
摩擦領域と支持領域の組成が相違するとき、複合体は強化繊維の長さおよび／又は含有量
（材料における体積比や質量比）に関し、繊維長および繊維質量比が支持ディスク上で、
その中心の方向に増大するような勾配を有するとよい。
【００３０】
その勾配に、繊維束厚みの勾配を重畳することもでき、その繊維束の厚みは環状領域Ｂか
ら支持ディスクＡの方向に増大する。繊維束厚みは、通常のとおり、繊維束における平均
フィラメント数とフィラメントの平均繊度との積で規定される。通常、支持ディスクＡの
繊維束厚さは、環状領域Ｂでの繊維束厚さより少なくとも１％、好適には少なくとも５％
、特に好適には１０％だけ大きい。この勾配形状は、例えば接着層によりひき起こされる
ような不連続性を示す。
【００３１】
部品の要件および設計に応じて、支持領域および環状領域に対し同じ繊維含有量を選定す
ることもできる。同様に、繊維の長さを摩擦領域と支持領域とにおいて異ならせる必要は
必ずしもない。
【００３２】
支持領域と環状領域とを同じ材料組成ないし同一の材料にすると、最も簡単に製造できる
形態が生ずる。ここで環状領域（摩擦層）とは、表面から通路の深さ迄（通路底迄）のデ
ィスク表面ないし裏面における外側部位を意味する。
【００３３】
摩擦層における窪み、凹所および通路は、素地状態において、適当な成形型により圧縮過
程中に半製品に伝達される。そのために成形型は、凹所や窪みの形状に対し反転した隆起
部を備えている。圧縮成形された半製品は、上述の繊維や繊維束並びに炭化可能な成分（
ピッチおよび／又は樹脂）を含む。この種材料は、炭素繊維を強化繊維として使用した場
合、通常「ＣＦＫ」と呼ばれる。
【００３４】
本発明に基づき、成形型に順に異なる混合物を充填し、この結果完成ＣＦＫ体の段階的構
造が生じ、完成Ｃ／ＳｉＣディスクの組成と材料特性の段階的変化が生ずる。これに伴い
、将来のＣ／ＳｉＣ体の支持と、環状領域の非常に異なる材料特性とが簡単に得られる。
堅固な材料結合と良好な熱衝撃および熱交番強度に関し、材料特性と、ここでは特に熱膨
張の段階的移行が極めて重要である。上述した組成の段階的変化により、材料特性の急激
な変化が避けられる。
【００３５】
この半製品の製造工程において、特に束、編物、フェルト、プリプレグ或いはマットの形
で複合体に入れる長繊維を採用することもできる。
【００３６】
本発明の有利な実施態様では、形成した支持ディスクの平面に、圧縮混合物で互いに分離
された１つ又は複数の長織物、プリプレグ又はマットを置く。この結果、支持ディスクの
利用条件下で遠心力が作用する平面を的確に強化できる。かくして、支持ディスクは特に
半径方向において長繊維で補強される。
【００３７】
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半径方向に長繊維を入れる場合、その長さは摩擦ディスクの幾何学的寸法のみで制限され
、他の方向に関しては割線長により制限される。また、長繊維をディスクの中心の周りに
、波形、楕円形又は円形の形で対称に配置してもよい。
【００３８】
圧縮過程中、熱分解可能な結合剤（樹脂および／又はピッチ）を含む混合物がＣＦＫの形
に成形され、このＣＦＫは、本発明に基づき既に最終形状近くに成形される。結合剤の硬
化は圧縮過程で始まり、圧縮過程中又は圧縮過程後に終了する。そして完成ＣＦＫ体は熱
分解されて多孔質性ＣＦＫ体になり、珪素化前に簡単に、例えば研削によって追加加工さ
れる。
【００３９】
圧縮過程で生ずる環状領域の通路、凹所および／又は窪みの形状は、環状領域の熱伝達面
積および空気速度の適度な増大が生ずるように選ぶ。通路が半径方向或いは接線方向の主
軸を有すると有利である。しかし、割線状、円形状或いはスパイラル状通路を設けてもよ
い。これらの形態において、個々の通路要素を互いに接続するとよい。それらの通路は、
摩擦ディスクの中心および／又は外周に向けて少なくとも部分的に開いている。
【００４０】
凹所の深さについて、循環空気が支持ディスク内に過剰に流入しないように注意せねばな
らない。従って、通路、凹所および／又は窪みの深さは、通常、ディスク厚さの１９％以
下であり、好適には最大１８％、特に好ましくはディスク厚みの最大で６分の１である。
その深さは、幾何学的に凹所の内部で変化させてもよい。良好な特性は、通路の深さ、従
って摩擦層の厚さがディスク厚さの最大で８分の１であるときに得られる。
【００４１】
通路、凹所および／又は窪みの幅は、通常、その深さの０．２～１０倍、好適には０．５
～５倍、特に好適には１～２倍である。
【００４２】
【発明の実施の形態】
以下、図示の実施例を参照して本発明を詳細に説明する。図は、通路、凹所および／又は
窪みの種々の形を例示している。
【００４３】
図１に示す実施例において、インボリュート曲線状通路２は全域で同じ幅を有する。ディ
スクの回転中、摩擦ディスクの外周縁における周速はディスクの内周縁における周速に比
べて大きく、このため圧力勾配が生じ、その結果中心から外周に向けて空気が搬送される
。この空気流は、通路を形成する層を冷却する。この図に示す湾曲の場合、車輪回転方向
は時計方向とする。
【００４４】
図２は異なった通路形状を示す。ここでは、半径方向に延びる通路３が、円環状ディスク
１の円周に対し同心的に延びる通路４に接続されている。
【００４５】
図３は、環状摩擦ディスク１における、分かり易くする理由から唯一のスパイラル状通路
５を示す。勿論、摩擦層にスパイラル状に形成した複数の通路を形成してもよい。また同
様に、内・外周の凹所間の連通路数を変更してもよい。
【００４６】
図４は、その左側半部に、図１の平面図に対応する環状摩擦ディスク１の斜視図を示す。
ここでは、摩擦層にインボリュート曲線状通路６を形成している。図４の右側半部には、
異なった実施例を示す。ここでも同様にインボリュート曲線状に湾曲した通路状凹所を備
えた層の上に、補助覆い層７を結合している。この補助覆い層７は、この図に示すように
複数の孔８を有する。これら孔８は例外なく、摩擦ディスクに向いた端部が通路で終える
ように配置されている。
【００４７】
図４の右半部に示す本発明に基づく実施例に応じ、環状領域Ｂに設けた通路、凹所および
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窪みは開いておらず、部分的或いは完全に閉じている。凹所の深さは上述したように制限
され、覆い層の厚みは窪みの深さの最大１００％である。この実施例において、摩擦ライ
ニングないしブレーキライニングと接触する摩擦領域或いは摩擦層は、環状領域Ｂではな
く、これを覆うカバー板である。
【００４８】
本発明に基づき、閉鎖通路、凹所および窪みは、圧縮過程で製造された通路、凹所および
窪みを備えるＣＦＫ成形体や、炭化により作られたＣＦＣ成形体に、ＣＦＫ板やＣＦＣ板
（カバー板）を接着或いは接合することで製造する。カバー板は、摩擦層の組成に相応す
る混合物から作るとよい。この実施例でも環状領域Ｂが空気と接触し、従って酸化損傷作
用を受けるので、その材料は上述のように選定する。接着技術上、支持領域と摩擦領域並
びにカバー板に対する全ての半製品が、同時にＣＦＫ状態又はＣＦＣ状態にあることに注
意せねばならない。支持ディスク上に摩擦領域を接合する接着剤として、摩擦領域又は支
持領域に類似の組成から成る混合物を選定し、これに追加的に溶剤と別の有機熱分解結合
剤を加える。炭化過程と珪化処理後に、カバー板を摩擦ディスク体に結合する。
【００４９】
図４の右半部に示す本発明の他の実施例において、カバー板は、下側に位置する通路への
開放接続が生ずるように凹所（孔）を有する。これにより、中実の摩擦領域に比べ、通路
内部における空気循環と冷却効果が高まる。同様に、ブレーキディスクの湿り応答性が向
上する。凹所を形成するため、カバー板の接着後、孔を開けるか、孔を予め打ち抜き加工
したカバー板を、組立に利用する。
【００５０】
この実施例では、使用済みディスク又は表面が損傷したディスクを、摩耗ないし損傷した
覆い層を研摩又は別の方式で除去しそして新しいカバー板を結合することで、再生或いは
修理できる。その新カバー板は、接着するか或いはＣＦＣ半製品の形で設置し、珪化処理
中に摩擦ディスクに結合するとよい。
【００５１】
摩擦領域（環状領域Ｂ）から支持ディスクＡへの移行部は、繊維長、繊維含有量或いは母
材組成の不連続によって規定される。そのような不連続性は、例えば接着層による接着法
の変化において生ずる。材料組成が段階的に移行している場合や、支持および摩擦領域の
材料組成が異なっていない場合、摩擦領域とは、凹所、窪みおよび孔の深さ迄の表面部位
を意味する。
【００５２】
ここに図示しない本発明の他の実施例では、摩擦面に対向して位置する個々の複数の又は
全ての通路を、支持ディスクを貫通する孔で互いに接続する。孔や凹所の数と大きさは、
支持ディスクの必要な機械的強度で制限される。
【００５３】
環状ディスク状の支持ディスクＡは、通常、その外径が摩擦領域（環状領域Ｂ又はカバー
板）の外径と同じか或いは摩擦領域の外径より大きくされる。好適には、支持ディスクの
外径は、摩擦領域の外径の５０％より大きく、特に好適には８０％より大きくされる。支
持ディスクの内径は摩擦領域の内径より小さく、これは、車軸への据付けに使用するベル
に固定するために有利である。
【００５４】
本発明に基づく摩擦ディスクは、特にブレーキディスクとして適用され、これは高い制動
エネルギに壊れずに耐える。その摩擦ディスクは、特に大きなトルクを伝達するためのク
ラッチディスクとしても、同様に有利に採用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】インボリュート曲線状通路を備えた環状摩擦ディスクの平面図。
【図２】半径方向通路と同心的円環状通路とを備えた環状摩擦ディスクの斜視図。
【図３】スパイラル状通路を備えた環状摩擦ディスクの斜視図。
【図４】複数のインボリュート曲線状通路を備えた環状摩擦ディスクの斜視図（右側半部
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において、通路状凹所を有する層は補助覆い層で覆われている）。
【符号の説明】
１　　摩擦ディスク
２　　インボリュート曲線状通路
３　　半径方向通路
４　　摩擦ディスクの円周に同心的に配置された通路
５　　スパイラル状通路
６　　インボリュート曲線状通路
７　　覆い層
８　　覆い層の孔 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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