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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミックから作られた部品に適用される標識バリアコーティングであって、
耐環境コーティング（１２）及び遮熱コーティング（２０）と、
０．０１モル％から３０モル％のタガント（２６）と
を含み、
該耐環境コーティング（１２）が、前記部品側から順に配置された、ボンドコート層（１
４）と、少なくとも１つの遷移層（１６）と、外層（１８）とを含み、
該遮熱コーティング（２０）が耐火層（２２）を含み、
前記遮熱コーティング（２０）が、前記耐環境コーティング（１２）の上に堆積されてお
り、
各層（１４、１６、１８、２２）が異なる色のタガント（２６）を含んでいる
ことを特徴とする、標識バリアコーティング。
【請求項２】
該耐環境コーティング（１２）のボンドコート層（１４）が、ケイ素、貴金属ケイ化物、
またはアルミナイドから成る群から選択される組成物を含み、該遷移層（１６）が、ＢＳ
ＡＳ、ムライト、希土類二ケイ酸塩、およびそれらの組み合わせから成る群から選択され
る組成物を含み、該外層（１８）が、ＢＳＡＳ、希土類一ケイ酸塩、希土類二ケイ酸塩、
およびそれらの組み合わせから成る群から選択される組成物を含む、請求項１に記載の標
識バリアコーティング。
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【請求項３】
該遮熱コーティング（２０）の耐火層（２２）が、イットリア添加ジルコニア、イットリ
ア添加ハフニア；カルシア、バリア、マグネシア、ストロンチア、セリア、イッテルビア
、ルテチア、およびそれらの組み合わせを添加したジルコニア；カルシア、バリア、マグ
ネシア、ストロンチア、セリア、イッテルビア、ルテチア、およびそれらの組み合わせを
添加したハフニア；二ケイ酸イットリウム、二ケイ酸イッテルビウム、二ケイ酸ルテチウ
ム、一ケイ酸イットリウム、一ケイ酸イッテルビウム、一ケイ酸ルテチウム、ジルコン、
ハフノン、ＢＳＡＳ、ムライト、マグネシウムアルミネートスピネル、希土類アルミン酸
塩、又はそれらの組み合わせから成る群から選択される材料を含む、請求項１又は２に記
載の標識バリアコーティング。
【請求項４】
該タガント（２６）が、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、
サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、
エルビウム、イッテルビウム、およびルテチウムから成る群から選択される希土類元素、
それらのケイ酸塩、それらの酸化物、それらのジルコン酸塩、それらのハフニウム酸塩、
それらのチタン酸塩、それらのタンタル酸塩、それらのセリウム酸塩、それらのアルミン
酸塩、それらのアルミノケイ酸塩、それらのリン酸塩、それらのニオブ酸塩、それらのホ
ウ酸塩、又はそれらの組合せを含む、請求項１、２又は３のいずれかに記載の標識バリア
コーティング。
【請求項５】
該タガント（２６）が、ユウロピウム、セリウム、ジスプロシウム、テルビウム、ネオジ
ム、ランタンおよびエルビウムから成る群から選択される希土類元素を含む、請求項１、
２、３又は４のいずれかに記載の標識バリアコーティング。
【請求項６】
該タガント（２６）が、放射線源によって蛍光を発することができる、請求項１、２、３
、４又は５のいずれかに記載の標識バリアコーティング。
【請求項７】
前記部品のセラミックは、炭化ケイ素、窒化ケイ素、アルミナ、シリカ、ムライト、アル
ミナ・ムライト、アルミナ・シリカ、アルミナ・シリカ・酸化ホウ素、シリコンアルミニ
ウムオキシナイトライド、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される、請求項
１、２、３、４、５又は６のいずれかに記載の標識バリアコーティングを有するガスター
ビンエンジン部品（１０）。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で説明する実施形態は、概して、タガント（taggant）を含むバリアコーティ
ングおよびこれを有する部品に関する。より詳細には、本明細書の実施形態は、概して、
耐環境コーティング、遮熱コーティング、またはそれらの組み合わせと、約０．０１モル
％から約３０モル％のタガントとを含む標識バリアコーティングを説明する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービンエンジンの効率性を高めるために、高い運転温度が絶えず求められている
。しかしながら、運転温度が上昇するにつれて、エンジンの部品の高温耐久性もそれに対
応して向上させなければならない。高温性能の飛躍的な進歩は、鉄、ニッケルおよびコバ
ルトベースの超合金の調合によって達成された。超合金はガスタービンエンジン全体で使
用される部品で広く用いられているが、特に高温部分において、代わりの軽量基板材料が
提案されている。
【０００３】
　セラミックマトリックス複合材料（ＣＭＣ）は、セラミックマトリックス相によって取
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り囲まれる補強材から成る材料の種類である。そのような材料は、特定のモノリシックセ
ラミックス（すなわち、補強材を伴わないセラミック材料）とともに、現在高温用途で使
用されている。一般的なＣＭＣマトリックス材料の一部の例としては、炭化ケイ素、窒化
ケイ素、アルミナ、シリカ、ムライト、アルミナ・シリカ、アルミナ・ムライトおよびア
ルミナ・シリカ・酸化ホウ素を挙げることができる。一般的なＣＭＣ補強材の一部の例と
しては、これらに限定すべきではないが、炭化ケイ素、窒化ケイ素、アルミナ、シリカ、
ムライト、アルミナ・シリカ、アルミナ・ムライトおよびアルミナ・シリカ・酸化ホウ素
を挙げることができる。モノリシックセラミックスの一部の例としては、炭化ケイ素、窒
化ケイ素、シリコンアルミニウムオキシナイトライド（ＳｉＡｌＯＮ：サイアロン）およ
びアルミナが挙げられる。これらのセラミック材料を使用することによって、タービン部
品の重量を減少させながらも、強度と耐久性を維持することができる。したがって、その
ような材料は、例えば翼形（例えば、圧縮機、タービンおよびべーン）、燃焼器、シュラ
ウドおよびその他の、これらの材料によってもたらされる軽量化の恩恵を受ける部品など
、ガスタービンエンジンの高温部分に使用される多くのガスタービン部品用として現在考
慮されている。
【０００４】
　ＣＭＣおよびモノリシックセラミック部品に耐環境コーティング（ＥＢＣ）および／ま
たは遮熱コーティング（ＴＢＣ）を被覆して、高温エンジン部分の悪環境から該部品を保
護することができる。ＥＢＣが高温燃焼環境の腐食性ガスに対して密度の高い気密シール
を提供することができる一方、ＴＢＣはコーティング面と、積極的に冷却される部品の裏
面との間に熱勾配を形成することができる。これにより、部品の表面温度をＴＢＣの表面
温度以下に低下させることができる。場合によっては、ＥＢＣの表面温度をＴＢＣの表面
温度以下に低下させるために、ＴＢＣをＥＢＣの上に堆積させてもよい。この方法によっ
て、ＥＢＣが機能する運転温度が低下する。
【０００５】
　現在、ＣＭＣおよびモノリシックセラミック部品に使用される多くのＥＢＣは、ケイ素
ボンドコート層と、ムライト、アルミノケイ酸バリウムストロンチウム（ＢＳＡＳ）、ム
ライトとＢＳＡＳの組み合わせ、希土類二ケイ酸塩、またはそれらの組み合わせから成る
少なくとも１つの遷移層と、ＢＳＡＳ、希土類一ケイ酸塩、またはそれらの組み合わせか
ら成る外層とを含む３層コーティングシステムから成っている。一および二ケイ酸塩コー
ティング層の希土類元素は、イットリウム、ルテチウム、イッテルビウム、またはそれら
のいくつかの組み合わせを含む。同時に、これらの層はＣＭＣまたはモノリシックセラミ
ック部品に対する環境保護を提供することができる。
【０００６】
　ＣＭＣおよびモノリシックセラミック部品に使用されるＴＢＣは、一般的に耐火性酸化
物材料から成っており、エンジン環境の他の部品との熱膨張のミスマッチや接触による熱
応力や機械的応力を緩和するように特有の微細構造を持って堆積される。これらの微細構
造は、縦亀裂やグレーン、多孔質微細構造およびそれらの組み合わせを有する高密度コー
ティング層を含む。耐火性酸化物材料は、一般的にはイットリア添加ジルコニア、イット
リア添加ハフニアから成っているが、カルシア、バリア、マグネシア、ストロンチア、セ
リア、イッテルビア、ルテチア、およびこれらの任意の組み合わせを添加したジルコニア
またはハフニアを含んでもよい。ＴＢＣとして利用できる耐火性酸化物の他の例としては
、これらに限定すべきではないが、二ケイ酸イットリウム、二ケイ酸イッテルビウム、二
ケイ酸ルテチウム、一ケイ酸イットリウム、一ケイ酸イッテルビウム、一ケイ酸ルテチウ
ム、ジルコン、ハフノン、ＢＳＡＳ、ムライト、マグネシウムアルミネートスピネル、お
よび希土類アルミン酸塩を挙げることができる。
【特許文献１】米国特許第４，７７４，１５０号公報
【特許文献２】米国特許第６，９７４，６４１号公報
【特許文献３】米国特許第６，８９０，６６８号公報
【特許文献４】米国特許第６，７３０，９１８号公報
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【特許文献５】米国特許第６，０５４，１８４号公報
【特許文献６】米国特許第６，９４３，３５７号公報
【特許文献７】米国特許第４，５６３，２９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　残念なことに、これらの材料は事実上、ＥＢＣおよびＴＢＣともにすべて、コーティン
グシステムの多孔度に応じて白色または半透明である。そのため、目視検査のみで個々の
層の化学的性質や完全性を判断するのが難しいことがある。より詳細には、そのようなコ
ーティング膜厚は一般的に多層からできているので、特に一連の層の堆積との間に時間的
空白がある場合は、どの層を次に堆積させるべきかの判断が難しくなることがある。さら
に、各層が同じまたは同様の色をしているため、特定の層に欠陥が存在するかどうかの判
断に目視検査を利用することは、不可能に近いと言える。
【０００８】
　したがって、目視検査による個々のＥＢＣ／ＴＢＣ層の化学的性質や完全性の判断が可
能なバリアコーティングが要求される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本明細書の実施形態は、概して、耐環境コーティング、遮熱コーティング、またはそれ
らの組み合わせと、約０．０１モル％から約３０モル％のタガントとを含む標識バリアコ
ーティングに関する。
【００１０】
　本明細書の実施形態はまた、概して、ボンドコート層、少なくとも１つの遷移層、外層
と、約０．０１モル％から約３０モル％のタガントとを含む標識耐環境コーティングに関
する。
【００１１】
　本明細書の実施形態はまた、概して、耐火層と、約０．０１モル％から約３０モル％の
タガントとを含む標識遮熱コーティングに関する。
【００１２】
　これらおよびその他の特徴、態様および利点は、当業者であれば以下の開示から明らか
になるであろう。
【００１３】
　本明細書は、本発明を詳細に指摘し、かつ明確に主張する特許請求の範囲で結ばれてい
るが、本明細書に記載の実施形態は、同様の参照番号が同様の要素を特定する添付図面と
関連した以下の説明から、より良く理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本明細書で説明する実施形態は、概して、セラミックマトリックス複合材（ＣＭＣ）ま
たはモノリシックセラミックスでの使用に適したタガントを含むバリアコーティングおよ
びこれを含む部品に関する。より詳細には、本明細書で説明する実施形態は、概して、耐
環境コーティング、遮熱コーティング、またはそれらの組み合わせと、約０．０１モル％
から約３０モル％のタガントとを含む標識バリアコーティングに関する。
【００１５】
　本明細書で説明するバリアコーティングは、ＣＭＣまたはモノリシックセラミックスか
ら成る部品との併用に適している。本明細書で用いられている「ＣＭＣ」は、ケイ素含有
マトリックス／補強材および酸化物・酸化物マトリックス／補強材の両方を意味する。本
明細書で利用できるＣＭＣの一部の例としては、これに限定すべきではないが、炭化ケイ
素、窒化ケイ素、アルミナ、シリカ、ムライト、アルミナ・ムライト、アルミナ・シリカ
、アルミナ・シリカ・酸化ホウ素、およびそれらの組み合わせから成るマトリックス／補
強材を有する材料を挙げることができる。本明細書で用いられている「モノリシックセラ
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ミックス」は、炭化ケイ素、窒化ケイ素、シリコンアルミニウムオキシナイトライド（Ｓ
ｉＡｌＯＮ：サイアロン）およびアルミナを意味する。本明細書において、ＣＭＣおよび
モノリシックセラミックスは「セラミックス」と総称される。
【００１６】
　本明細書で使用する用語「バリアコーティング」とは、耐環境コーティング（ＥＢＣ）
、遮熱コーティング（ＴＢＣ）、およびそれらの組み合わせを指すことができ、本明細書
で後述する少なくとも１つのバリアコーティング組成物を含有する。本明細書のバリアコ
ーティングは、図１および図２に概略的に示されているように、ガスタービンエンジンに
存在するような高温環境で見られるセラミック部品１０での使用に適している。「セラミ
ック部品」とは、本明細書で定義されるような「セラミック」から作られた部品を指す。
【００１７】
　より詳細には、ＥＢＣ１２は一般的に、図１に概略的に示されるように、ボンドコート
層１４と、少なくとも１つの遷移層１６と、外層１８とを含む少なくとも３層コーティン
グシステムから成っている。ボンドコート層１４は、任意のケイ素、貴金属ケイ化物（例
えば、タンタルシリサイド、ニオブシリサイド、モリブデンシリサイド等）、またはアル
ミナイド（例えば、ニッケルアルミナイド、白金アルミナイド、鉄アルミナイド、ルテニ
ウムアルミナイド等）から成っている。少なくとも１つの遷移層１６は、ムライト、ＢＳ
ＡＳ、希土類二ケイ酸塩、およびそれらの組み合わせから成る群から選択される組成物か
ら成っており、外層１８は、ＢＳＡＳ、希土類一ケイ酸塩、希土類二ケイ酸塩、およびそ
れらの組み合わせから成っている。そのような層の任意の１つまたはそれ以上は、図１に
示すとともに本明細書で後述するタガントを含んでいる。
【００１８】
　より詳細には、一実施形態では、ＥＢＣは、ケイ素ボンドコート層と、ムライトとＢＳ
ＡＳの組み合わせから成る遷移層と、ＢＳＡＳ外層とから成っている。別の実施形態では
、ＥＢＣは、ケイ素ボンドコート層と、希土類二ケイ酸塩遷移層と、ＢＳＡＳ外層とを含
む。また別の実施形態では、ＥＢＣは、ケイ素ボンドコート層と、希土類二ケイ酸塩遷移
層と、希土類一ケイ酸塩外層とを含む。さらに別の実施形態では、ＥＢＣは、ケイ素ボン
ドコート層と、少なくとも希土類二ケイ酸塩から成る第１遷移層、ＢＳＡＳから成る第２
遷移層、および希土類二ケイ酸塩から成る第３遷移層を含む複数の遷移層と、希土類一ケ
イ酸塩外層とを含む。別の実施形態では、ＥＢＣは、ケイ素ボンドコート層と、希土類二
ケイ酸塩遷移層と、ＢＳＡＳ遷移層と、希土類二ケイ酸塩または一ケイ酸塩外層とを含む
。一および二ケイ酸塩コーティング層の希土類元素は、イットリウム、ルテチウム、イッ
テルビウム、およびそれらの組み合わせを含む。
【００１９】
　ＴＢＣ２０は、一般的に少なくとも耐火層２２を含み、一実施形態では、図２に概略的
に示されるように、耐火層２２およびボンドコート層１４を含んでいる。耐火層２２は、
高密度で縦に亀裂しているか、多孔質であるか、または多孔質で縦に亀裂している微細構
造を有する材料を含有する。さらに、ＴＢＣ２０の耐火層２２は、イットリア添加ジルコ
ニア、イットリア添加ハフニアや、カルシア、バリア、マグネシア、ストロンチア、セリ
ア、イッテルビア、ルテチア、およびそれらの組み合わせを添加したジルコニアまたはハ
フニアのいずれかをから成っている。ＴＢＣ２０での使用に適している他の耐火層２２の
材料には、これらに限定すべきではないが、二ケイ酸イットリウム、二ケイ酸イッテルビ
ウム、二ケイ酸ルテチウム、一ケイ酸イットリウム、一ケイ酸イッテルビウム、一ケイ酸
ルテチウム、ジルコン、ハフノン、ＢＳＡＳ、ムライト、マグネシウムアルミネートスピ
ネル、希土類アルミン酸塩、およびそれらの組み合わせがある。
【００２０】
　前述したように、ＥＢＣと同様に、ＴＢＣ２０もまた、その上に耐火層２２を堆積させ
ることができるボンドコート層１４を含んでいる。ボンドコート層１４は、従来技術を用
いてセラミック部品１０に塗布することができ、任意のケイ素、貴金属ケイ化物（例えば
、タンタルシリサイド、ニオブシリサイド、モリブデンシリサイド等）、またはアルミナ
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イド（例えば、ニッケルアルミナイド、白金アルミナイド、鉄アルミナイド、ルテニウム
アルミナイド等）から成っている。ＴＢＣはまた、ＥＢＣの上に堆積させることもできる
。そのような場合、ＴＢＣおよびＥＢＣは、上述の層の任意の組み合わせから成っている
。本明細書で後述するように、そのような層の任意の１つまたはそれ以上は、図２に示す
タガントを含んでいる。
【００２１】
　前述したように、少なくとも１つのタガント２６は、ＥＢＣ１２、ＴＢＣ２０、または
所望のそれらの個々の層に添加して、タガントを含むバリアコーティング、すなわち本明
細書で後述する「標識バリアコーティング」を形成することができる。本明細書で用いら
れている「タガント」は、本明細書で説明するＥＢＣまたはＴＢＣに可視色または蛍光性
を付与することができる任意のドーパントを意味しており、ＥＢＣまたはＴＢＣに存在し
得る同様の要素でもある。一実施形態では、タガント２６は、少なくとも１つの希土類元
素から成っている。本明細書で用いられている「希土類元素」は、ランタン、セリウム、
プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テ
ルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、イッテルビウム、およびルテチウ
ムを含む任意の希土類、それらの塩類、それらのケイ酸塩、それらの酸化物、それらのジ
ルコン酸塩、それらのハフニウム酸塩、それらのチタン酸塩、それらのタンタル酸塩、そ
れらのセリウム酸塩、それらのアルミン酸塩、それらのアルミノケイ酸塩、それらのリン
酸塩、それらのニオブ酸塩、それらのホウ酸塩、およびそれらの組合せを意味する。塩類
のいくつかの例としては、塩化物、硝酸塩、硫酸塩、リン酸塩、水酸化物、酢酸塩、シュ
ウ酸塩、フタル酸塩、フッ化物、およびそれらの組み合わせを挙げることができる。
【００２２】
　特定の希土類元素は、任意の白いＥＢＣ／ＴＢＣに可視色を付けるその能力のため、タ
ガント２６としての使用に特に関心がもたれている。より詳細には、ユウロピウムは赤色
に、セリウムは青色に、ジスプロシウムは青色に、テルビウムは緑色に、ネオジムは緑色
に、ランタンは黒色に、およびエルビウムはピンク色に着色することができる。
【００２３】
　さらに、タガントは、可視性を高めるべく、単色光または偏光を形成する放射線源のみ
ならず、不可視スペクトルを含む他の周波数帯の放射線を用いて蛍光を発することができ
る。本明細書で利用できる光源の例としては、これらに限定すべきではないが、選択され
たタガントが蛍光を発するように調整された対象波長の単色レーザ、ブラックライト、紫
外線源、Ｘ線源、赤外線（ＩＲ）源、マイクロ波源などが挙げられる。
【００２４】
　バリアコーティングに添加されるタガントの量は変動する可能性があるが、一般的に、
タガントは、バリアコーティング全体またはその特定の層のどちらに添加されるかにかか
わらず、標識バリアコーティングの約０．０１モル％から約３０モル％を占めることにな
る。本明細書で用いられている「標識」バリアコーティングは、少なくとも１つのタガン
トが添加された、耐環境コーティング、遮熱コーティング、またはそれらの組み合わせを
意味する。タガントの添加は、本明細書で後述するように、バリアコーティングを部品に
塗布する前後のどちらでも行うことができる。
【００２５】
　本明細書で後述するように、タガントをバリアコーティングに添加して、バリアコーテ
ィングをさまざまな方法でセラミック部品に塗布することができる。一実施形態では、タ
ガントを所望のバリアコーティングのセラミック粉末にドープし、得られた標識粉末をセ
ラミック部品に塗布して、標識バリアコーティングを形成することができる。この場合、
標識されたＥＢＣまたはＴＢＣの塗布は、プラズマ溶射堆積およびスラリー堆積（すなわ
ち、噴霧、浸漬、圧延塗布など）を含むがこれらに限定されない、当業者に既知の任意の
従来方法を用いて行うことができる。
【００２６】
　別の実施形態では、タガントを、バリアコーティングを含むスラリーに添加して、得ら
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れた標識スラリーを当業者に既知の一般的な方法を用いてセラミック部品にスラリー堆積
させることができる。この場合、希土類タガントは、ユウロピウム、セリウム、ジスプロ
シウム、テルビウム、ネオジム、ランタン、エルビウム、ガドリニウム、それらの酸化物
、それらの塩類、およびそれらの組み合わせから成っている。タガントは、スラリー内の
ＥＢＣまたはＴＢＣどちらとも反応して単一層を形成することができ、さもなければ、本
明細書で簡単に後述するように、焼結処理後に別個の相として残ることができる。
【００２７】
　別の実施形態では、従来のバリアコーティングを当業者に既知の一般的な技術を用いて
セラミック部品に堆積させて、塗布したバリアコーティングにタガントを浸潤させること
ができる。例として、従来のバリアコーティングは、例えばスラリー堆積を用いてセラミ
ック部品に堆積させることができる。その後、堆積したバリアコーティングを乾燥させて
、タガントを含む前駆体溶液にまた湿潤させることができる。前駆体溶液は、希土類塩化
物、硝酸塩、硫酸塩、リン酸塩、水酸化物、酢酸塩、シュウ酸塩、フタル酸塩、フッ化物
等の塩水溶液から成っており、そこでは、希土類元素は、ユウロピウム、セリウム、ジス
プロシウム、テルビウム、ネオジム、ランタン、エルビウム、ガドリニウム、およびそれ
らの組み合わせを含む。あるいは、前駆体溶液は、有機溶剤と、希土類メトキシエトキシ
ドまたは希土類イソプロプキシドの溶液から成っている。前駆体溶液から堆積するタガン
ト（すなわち、希土類元素および／またはイオン）は、酸素と反応して酸化物を形成する
か、または、余分なシリカと反応して、焼結後のバリアコーティング層内に別個の相とし
てケイ酸塩を形成することができる。前駆体から堆積するタガントは、焼結後のバリアコ
ーティング材と反応した後でも、依然として本明細書で定義する「タガント」のままであ
る。
【００２８】
　別の実施形態では、タガントを、ＥＢＣコーティングの任意の層の間、ＥＢＣコーティ
ングの上、セラミックとＥＢＣコーティングの間、セラミックとＴＢＣコーティングの間
、ボンドコートとＴＢＣコーティングの間、ＥＢＣコーティングとＴＢＣコーティングの
間、またはＴＢＣコーティングの上に、別個のタガント層として塗布することができる。
この実施形態では、希土類酸化物ＲＥ２Ｏ３、または希土類ケイ酸塩、アルミン酸塩、ア
ルミノケイ酸塩、ジルコン酸塩、ハフニウム酸塩、タンタル酸塩、セリウム酸塩、ニオブ
酸塩、チタン酸塩、ホウ酸縁、およびリン酸塩等の複合酸化物をタガント層として使用し
てもよい。希土類元素は、ユウロピウム、セリウム、ジスプロシウム、テルビウム、ネオ
ジム、ランタン、エルビウム、ガドリニウムおよびそれらの組み合わせである。タガント
層の厚さは、約０．５ミクロンから約７５ミクロンの範囲に及ぶ。
【００２９】
　さらに別の実施形態では、タガントは、電子ビーム物理蒸着（ＥＢＰＶＤ）または化学
気相成長（ＣＶＤ）で使用するガス状前駆体として、インゴットにドープしても、反応器
に計量しながら供給してもよい。
【００３０】
　標識バリアコーティングをセラミック部品に塗布してから、乾燥させ、必要であれば選
択的に焼結させて、標識バリアコーティングの密度を高めることができる。当業者には、
スラリー堆積を用いて塗布した標識バリアコーティングには焼結が必要であるのに対して
、プラズマ溶射や化学気相成長等の他の方法では焼結させてもさせなくてもよいことがわ
かるであろう。しかしながら、焼結を使用する場合、耐火内張り炉での熱処理、レーザ焼
結、マイクロ波焼結またはその他の同様の方法などの従来技術を用いて行うとよい。従来
の焼結温度は、部品がケイ素含有セラミックマトリックス複合材から成っている場合は、
約４００℃から約１４００℃であり、部品が酸化物・酸化物セラミックマトリックス複合
材から成っている場合は約４００℃から約１１００℃である。
【００３１】
　べーン、ブレード、ノズル、ヒートシールド、燃焼器ライナ、フラップ、シールなどの
さまざまなセラミック部品は、標識耐環境および／または遮熱バリアコーティングによる
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、バリアコーティングの個々の層の化学的性質および／または完全性の目視検査による判
断を可能にすることができ、それによって、そのような判断を行うのに要する時間を大幅
に削減することができる。より詳細には、そのようなコーティング膜厚は一般的に多層か
らできているので、各層が異なる色（または異なった蛍光性）で標識されることによって
、どの層を次に堆積させるべきかの判断を容易にすることができる。さらに、各層を異な
る色（または蛍光性）で標識することによって、特定の層に欠陥が存在するかどうかの判
断に目視検査を利用することができる。
【００３２】
　本明細書は、本発明を開示するとともに、当業者であれば誰でも本発明を製造し使用す
ることができるように、最良の形態を含む例を用いている。本発明の特許性を有する範囲
は、特許請求項によって定義され、当業者が想到し得る他の例も包含する。かかる他の例
は、特許請求項の文言と相違しない構成要素を有する場合、あるいは特許請求項の文言と
実質的な差異のない同等の構成要素を含む場合、特許請求の範囲に属するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本明細書の説明にしたがった標識遷移層を有する標識耐環境コーティングを有す
るセラミック部品の一実施形態の概略横断面図である。
【図２】本明細書の説明にしたがった標識ボンドコート層および標識耐火層を有する標識
遮熱コーティングを有するセラミック部品の一実施形態の概略横断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　ＣＭＣ部品
　１２　ＥＢＣ
　１４　ボンドコート層
　１６　遷移層
　１８　外層
　２０　ＴＢＣ
　２２　耐火層
　２６　タガント
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