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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素系材料からなる基体と、セラミックス繊維強化複合材料からなる表層体とを備える
炭素－セラミックス系複合体であって、
　前記炭素系材料が、炭素、黒鉛、又はＣ／Ｃコンポジット材料のいずれか一種であり、
　該セラミックス繊維強化複合材料が、セラミックス繊維と、リン酸アルミニウム（Ａｌ
ＰＯ４）５～７０質量％、アルミナ（Ａｌ２Ｏ４）５～３０質量％、及びシリカ（ＳｉＯ

２）５～２０質量％、その他の成分０～１０質量％からなるマトリックスと、を有するこ
とを特徴とする炭素－セラミックス系複合体。
【請求項２】
　前記セラミックス繊維の長さが、３～５０ｍｍである請求項１に記載の炭素－セラミッ
クス系複合体。
【請求項３】
　前記セラミックス繊維が、繊維軸方向に配向して繊維束を構成する請求項１又は２に記
載の炭素－セラミックス系複合体。
【請求項４】
　前記繊維束の複数を、クロス状に配列してなる請求項３に記載の炭素－セラミックス系
複合体。
【請求項５】
　前記セラミックス繊維を、該セラミックス繊維強化複合材料中、５～４０質量％含有す
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る請求項１～４のいずれか一項に記載の炭素－セラミックス系複合体。
【請求項６】
　前記表層体には、更に炭化珪素層が表面に設けられている請求項１～５のいずれか一項
に記載の炭素－セラミックス系複合体。
【請求項７】
　炭素系材料からなる芯体と、該芯体の周囲に配設される、セラミックス繊維強化複合材
料からなる外周体とを備える被鍍金体搬送ローラであって、
　前記炭素系材料が、炭素、黒鉛、又はＣ／Ｃコンポジット材料のいずれか一種であり、
　該外周体を構成するセラミックス繊維強化複合材料が、セラミックス繊維と、リン酸ア
ルミニウム（ＡｌＰＯ４）５～７０質量％、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）５～３０質量％、及
びシリカ（ＳｉＯ２）５～２０質量％、その他の成分０～１０質量％からなるマトリック
スと、を有することを特徴とする被鍍金体搬送ローラ。
【請求項８】
　炭素系材料からなる芯体と、該芯体の周囲に配設される、セラミックス繊維強化複合材
料からなる外周体とを備えるアルミ溶湯攪拌シャフトであって、
　前記炭素系材料が、炭素、黒鉛、又はＣ／Ｃコンポジット材料のいずれか一種であり、
　該外周体を構成するセラミックス繊維強化複合材料が、セラミックス繊維と、リン酸ア
ルミニウム（ＡｌＰＯ４）５～７０質量％、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）５～３０質量、及び
シリカ（ＳｉＯ２）５～２０質量％、その他の成分０～１０質量％からなるマトリックス
と、を有することを特徴とするアルミ溶湯攪拌シャフト。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、炭素系複合体に関する。より詳しくは、アルミ溶湯攪拌シャフト又は被鍍金体
搬送ローラ等の極めて高温下で用いる治具に好適な炭素－セラミックス系複合体に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、金属溶湯の際に用いるアルミ溶湯攪拌シャフトとしては、炭素粉末、炭化珪素、又
は窒化珪素等のセラミックスからなるものが用いられている。しかし、それぞれ、炭素粉
末からなるものは、耐酸化性、耐衝撃性、及び耐磨耗性等の特性が充分ではなく、炭化珪
素からなるものは、耐酸化性等の特性が充分ではなく、窒化珪素からなるものは、耐衝撃
性等の特性が充分ではなかったため、いずれのセラミックスからなるものでも、約一週間
単位という短期間で、極めて高温化で行われる治具の交換を余儀なくされているのが現状
であり、作業者の安全性、作業効率等に関し問題が指摘されている。
【０００３】
また、従来、金属板を鍍金する際に用いる搬送ローラとしては、炭素粉末又はステンレス
からなるものが用いられている。しかし、炭素粉末からなるものでは、耐摩耗性、耐衝撃
性、及び耐酸化性等の特性が充分ではないことから、被鍍金体との接触等による損傷、又
は酸素雰囲気下での焼失等の問題が指摘されている。また、ステンレスからなるものでは
、耐熱性等の特性が充分ではないとともに、搬送ローラと被搬送物間で、金属同士の擦れ
合いによる凝着等を生ずることから、使用中における搬送ローラの変形、及び被搬送物の
損傷といった問題が指摘されている。
【０００４】
一方、近年、耐熱性、耐熱衝撃性等に優れるとともに、従来、セラミックス固有の欠点と
されていた脆さをも克服した材料として、二次元又は三次元方向に配列した炭素繊維の間
隙に炭素からなるマトリックスを形成してなるＣ／Ｃコンポジット材料が開発されている
。
【０００５】
しかし、このＣ／Ｃコンポジット材料は、炭素材料を主成分とし、酸素の存在下で高温に
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曝した場合には、容易に燃焼してしまうため、金属溶湯用治具等へ適用することは困難で
あった。
【０００６】
また、このようなＣ／Ｃコンポジット材料の問題を解決するとともに、耐熱性、耐熱衝撃
性、及び耐磨耗性等の大きな材料として、このＣ／Ｃコンポジット材料に金属珪素を含浸
、拡散させて、二次元又は三次元方向に配列した炭素繊維の間隙に、珪素若しくは珪素及
び炭化珪素からなるマトリックスを形成してなるＳｉ－ＳｉＣ系複合材料、又は二次元又
は三次元方向に配列した炭素繊維の間隙に、炭化珪素からなるマトリックスを形成してな
るＳｉＣ系複合材料が開発されている。このため、被鍍金体搬送ローラやアルミ溶湯攪拌
シャフト等については、コストが比較的低い炭素、若しくは黒鉛からなる芯体の周囲に、
これらの複合材料からなる外周体を配設した複合体を適用することにより、耐熱性、耐磨
耗性、及び耐衝撃性等を向上させる試みが行われている。
【０００７】
しかし、従来、このような複合体にあっては、炭素粉末、又は黒鉛からなる芯体の周囲に
、Ｃ／Ｃコンポジット材料からなる外周前駆体を配設して一体化した後に、外周前駆体に
珪素を含浸、拡散させて、炭化珪素化して外周体を作製すると、含浸又は拡散させた珪素
の一部が、芯体の炭素と反応して反応熱を発生させるため、芯体と外周体との界面に熱膨
張差による応力が発生し、これにより外周体が剥離又は破壊してしまうという問題があっ
た。
【０００８】
このため、このような従来の複合体では、芯体と外周体とを別々に作製した後、外周体の
中空に芯体を嵌合して製造しており、芯体の外径に外周体の内径を合わせるための治具が
必要になるばかりか、芯体の外径と外周体の内径を精密に合わせることが、実際上極めて
困難なため、外周体の作製後に、寸法合わせのための加工工程が必要となり、製造工程の
煩雑化、製品コストの増大といった問題が指摘されていた。
【０００９】
また、このような従来の複合体にあっては、外周体を構成するＳｉ－ＳｉＣ系複合材料、
ＳｉＣ系複合材料がかなり割高であるため、これらの材料を用いる治具も割高にならざる
負えず、特殊な分野はともかく、被鍍金体搬送ローラやアルミ溶湯攪拌シャフト等といっ
た汎用治具への適用は、実際上困難な状況にあった。
【００１０】
さらに、外周体を構成するＳｉ－ＳｉＣ系複合材料、又はＳｉＣ系複合材料は、種々の優
れた特性を有するものの、被鍍金体搬送ローラやアルミ溶湯攪拌シャフト等に求められる
耐酸化性については、必ずしも充分なものではなかった。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、簡易かつ低コストで製造が可能で
あり、８００℃以上の高温下においても、耐酸化性、耐衝撃性、及び耐熱衝撃性等が大き
な炭素－セラミックス系複合体を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、上述の課題を解決するべく鋭意研究した結果、炭素系材料からなる基体に、
セラミックス繊維と、特定のリン酸系セメント材料を主成分とするマトリックスとを有す
るセラミックス繊維強化複合材料からなる表層体を配設することにより、上記の目的を解
決し得ることを見出して、本発明を完成させた。
【００１３】
　即ち、本発明によれば、炭素系材料からなる基体と、セラミックス繊維強化複合材料か
らなる表層体とを備える炭素－セラミックス系複合体であって、炭素系材料が、炭素、黒
鉛、又はＣ／Ｃコンポジット材料のいずれか一種であり、該セラミックス繊維強化複合材
料が、セラミックス繊維と、リン酸アルミニウム（ＡｌＰＯ４）５～７０質量％、アルミ
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ナ（Ａｌ２Ｏ４）５～３０質量％、及びシリカ（ＳｉＯ２）５～２０質量％、その他の成
分０～１０質量％からなるマトリックスと、を有することを特徴とする炭素－セラミック
ス系複合体が提供される。
【００１４】
　本発明においては、セラミックス繊維として、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）２０～３０質量％
と、シリカ（ＳｉＯ2）６０～７０質量％と、マグネシア（ＭｇＯ）８～１２質量％と、
その他の成分０～１０質量％とからなるもの；又はアルミナ（Ａｌ2Ｏ3）２５～３０質量
％と、シリカ（ＳｉＯ2）３５～５５質量％と、ムライト（Ａｌ2Ｏ3・ＳｉＯ2）１０～３
０質量％と、その他の成分１０～２０質量％とからなるものを用いることができる。
【００１５】
本発明におけるセラミックス繊維は、その長さが、３～５０ｍｍであることが好ましい。
また、繊維軸方向に配向して繊維束を構成することが好ましく、この繊維束の複数を、ク
ロス状に配列してなることがより好ましい。
また、本発明においては、セラミックス繊維を、セラミックス繊維強化複合材料中、１５
～３０質量％含有させることが好ましい。
【００１６】
　本発明においては、表層体には、更に炭化珪素層が表面に設けられていてもよい。
【００１７】
　本発明においては、このような複合体を用いることにより、炭素系材料からなる芯体と
、この芯体の周囲に配設される、セラミックス繊維強化複合材料からなる外周体とを備え
る被鍍金体搬送ローラ又はアルミ溶湯攪拌シャフトであって、炭素系材料が、炭素、黒鉛
、又はＣ／Ｃコンポジット材料のいずれか一種であり、外周体を構成するセラミックス繊
維強化複合材料が、セラミックス繊維と、リン酸アルミニウム（ＡｌＰＯ４）５～７０質
量％、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）５～３０質量％、及びシリカ（ＳｉＯ２）５～２０質量％
、その他の成分０～１０質量％からなるマトリックスと、を有することを特徴とする被鍍
金体搬送ローラ又はアルミ溶湯攪拌シャフトを提供することが可能となる。
【００１８】
以上のように、本発明の炭素－セラミックス系複合体では、この複合体の表層体を構成す
る材料が、いわゆるセメント系のマトリックスを有するセラミックス繊維強化複合材料で
あるため、Ｓｉ－ＳｉＣ系複合材料、又はＳｉＣ系複合材料に比べ極めて低コストにであ
り、しかも、基体と表層体とを最初から一体化した状態で、複合材料を製造することがで
き、基体と表層体とを別途作製することによる寸法合わせのための加工工程が不要である
ため、極めて大幅なコストの低減化及び製造工程の簡素化を達成することができる。また
、本発明の炭素系複合体を構成する表層体が、上述のように低コストにも拘らず、８００
℃以上の高温化でも耐衝撃性、曲げ強度、耐酸化性、及び耐磨耗性等が大きく、特に耐酸
化性に至っては、ＳｉＣ系複合材料等よりも大きいため、より合理的なコストで、被鍍金
体搬送ローラ又はアルミ溶湯攪拌シャフト等に好適な材料を提供することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について具体的に説明する。
本発明の炭素－セラミックス系複合体は、炭素系材料からなる基体と、セラミックス繊維
、及び特定のリン酸系セメント材料を主成分とするマトリックスを有するセラミックス繊
維強化複合材料からなる表層体とを備えるものである。以下、各構成要素毎に詳しく説明
する。
【００２０】
本発明における基体は、炭素系材料により構成されるものであり、これにより、軽量かつ
極めて高い耐熱性、耐熱衝撃性等の特性を発揮させることができる。
【００２１】
基体を構成する炭素系材料としては、例えば、炭素、等方性黒鉛、炭素繊維材料等を挙げ
ることができるが、入手容易性、コスト面からは炭素が好ましい。
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【００２２】
一方、その用途により、曲げ強度、耐衝撃性等の特性を求められる場合は、炭素繊維を繊
維軸方向に配向した炭素繊維材料が好ましく、中でも、あらゆる方向からの衝撃に対して
も高い耐衝撃性を付与できる点でＣ／Ｃコンポジット材料が好ましい。
【００２３】
ここで、Ｃ／Ｃコンポジット材料とは、炭素繊維と炭素繊維以外の炭素とから構成され、
炭素繊維は、特定の直径、本数からなる炭素繊維束（ヤーン）からなる積層構造を構成し
ており、炭素繊維以外の炭素は、積層構造と積層構造との間の間隙にマトリックスを構成
している、特定積層構造とマトリックスの構造からなる複合材料である。
【００２４】
本発明で用いられるＣ／Ｃコンポジット材料としては、炭素繊維を１０～７０％含有する
ことが好ましく、炭素繊維以外の炭素成分は、炭素粉末であることが好ましく、黒鉛化し
た炭素粉末であることがより好ましい。
【００２５】
本発明で用いられるＣ／Ｃコンポジット材料は、直径が１０μｍ前後の炭素繊維を、通常
、数百本～数万本束ねて繊維束（ヤーン）を形成し、この繊維束を熱可塑性樹脂で被覆し
て調製した柔軟性糸状中間材を得、これを、例えば、特開平２－８０６３９号公報に記載
されている方法等によりシート状にし、このシート状としたものを二次元又は三次元方向
に配列して一方向シート（ＵＤシート）や各種クロスとしたり、また上記シートやクロス
を積層したりすることにより、所定形状の予備成形体（繊維プリフォーム）を形成し、予
備成形体の繊維束の外周に形成されている有機物からなる熱可塑性樹脂等の被膜を焼成し
て炭化除去して得ることができる。この際、マトリックスは、炭素繊維束を形成する際に
、焼成後にマトリックスとして作用する遊離炭素となるピッチ、コークス類を包含するバ
インダーと、必要に応じてフェノール樹脂粉末等を含有させることによって形成すること
ができる。尚、本明細書において、参考の為に特開平２－８０６３９号公報の記載を引用
する。
【００２６】
本発明において、表層体は、前述した基体上に設けられるものであり、セラミックス繊維
と、リン酸アルミニウム（ＡｌＰＯ4）、アルミナ（Ａｌ2Ｏ4）、及びシリカ（ＳｉＯ2）
を主成分とするマトリックスとを有するセラミックス繊維強化複合材料からなるものであ
る。
【００２７】
表層体を構成するセラミックス繊維としては、耐熱性、耐衝撃性、及び引張り強度の高い
ものが好ましく、例えば、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）２０～３０質量％と、シリカ（ＳｉＯ2

）６０～７０質量％と、マグネシア（ＭｇＯ）８～１２質量％と、その他の成分０～１０
質量％とからなるもの；又はアルミナ（Ａｌ2Ｏ3）２５～３５質量％と、シリカ（ＳｉＯ

2）３５～５５質量％と、ムライト（Ａｌ2Ｏ3・ＳｉＯ2）１０～３０質量％と、その他の
成分１０～２０質量％とからなるものが好ましい。中でも、１２００℃以上の高温下で、
耐熱性、耐酸化性、耐熱衝撃性、及び耐衝撃性等に優れる点で、後者のセラミックス繊維
が好ましい。
【００２８】
また、上述した各セラミックス繊維における、その他の成分としては、例えば、酸化鉄（
Ｆｅ2Ｏ3）、酸化カリウム（Ｋ2Ｏ）等を挙げることができる。
【００２９】
本発明におけるセラミックス繊維は、短繊維又は長繊維のいずれでもよく、また、無配向
性又は配向性のいずれでもよい。
【００３０】
但し、繊維間の絡み合いを多くして耐熱衝撃性、耐衝撃性等を向上させることができる点
、及び後述するマトリックスを緊密に設けることが容易である点で、繊維長３～５０ｍｍ
の繊維が好ましく、繊維長１０～２０ｍｍの繊維がより好ましい。
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【００３１】
また、本発明におけるセラミックス繊維は、耐熱衝撃性、耐衝撃性等を向上させることが
できる点で、セラミックス繊維を、繊維軸方向に配向させて繊維束を構成させることが好
ましく、更に、この繊維束の複数を、クロスさせて配列することがより好ましい。
【００３２】
本発明におけるセラミックス繊維は、表層体を構成するセラミックス繊維強化複合材料中
、５～４０質量％含有させることが好ましく、２０～２５質量％含有させることがより好
ましい。この範囲であれば、表層体の機械的強度を充分なものとすることができるととも
に、表層体の成形も容易に行うことができる。
【００３３】
他方、表層体を構成するマトリックスは、セラミックス繊維間の間隙又は材料の表層等に
形成されるものであり、リン酸アルミニウム（ＡｌＰＯ4）５～７０質量％と、アルミナ
（Ａｌ2Ｏ3）５～３０質量％と、シリカ（ＳｉＯ2）５～２０質量％と、その他の成分０
～１０質量％とからなることが好ましく、リン酸アルミニウム（ＡｌＰＯ4）５０～６０
質量％と、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）２５～３０質量％と、シリカ（ＳｉＯ2）１５～２０質
量％と、その他の成分０～１０質量％とからなることがより好ましい。
【００３４】
好ましい範囲であれば１０００℃以上の高温化、より好ましい範囲であれば１２００℃の
高温化であっても、耐酸化性、耐熱性、耐衝撃性等の大きな複合体を得ることができる。
【００３５】
この際、その他の成分としては、例えば、炭化珪素、ムライト、蛙目粘土、コーディエラ
イト、タルク、カオリン等を挙げることができ、中でも、機械的強度を向上させることが
できる点で炭化珪素が好ましい。なお、その他の成分として炭化珪素を含有させる場合に
は、得られる複合材料に充分な機械的強度を発揮させるために、マトリックス全成分中、
炭化珪素を１０～２０質量％含有させることが好ましい。
【００３６】
本発明における表層体には、必要に応じてさらに層を設けることもでき、例えば、高温化
での耐酸化性、曲げ強度、及び耐磨耗性等を向上させるために、更に炭化珪素層を表面に
設けることができる。
【００３７】
この際、炭化珪素層は、曲げ強度、及び耐酸化性等の諸性能を充分に発揮できるように、
材料表面から３０～３００μｍの厚さで設けることが好ましい。
【００３８】
本発明における表層体は、セラミックス繊維に、第一リン酸アルミニウム（Ａｌ（Ｈ3Ｐ
Ｏ4）3）、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、及びシリカ（ＳｉＯ2）を主成分とするマトリックス
原料からなるスラリーを含浸させ、含浸させたスラリーを硬化させた後、乾燥して得るこ
とができる。
【００３９】
また、表層体を、基体に配設する方法について特に制限はないが、例えば、基体を芯体と
して構成させる場合には、シートワインディング法により、芯体に巻きつける方法等を挙
げることができる。
【００４０】
以上、本発明の炭素－セラミックス系複合体について説明してきたが、このような本発明
における複合体では、８００℃以上の高温でも全く酸化されることがなく、かつその衝撃
強度が１.０～５０.０ｋＪ／ｍ2、曲げ強度が１０～４００ＭＰａ、嵩密度が１．３～２
．５ｇ／ｃｃの特性を有するものである。
【００４１】
従って、本発明の複合体によれば、炭素系材料からなる芯体の周囲に、セラミックス繊維
と、リン酸アルミニウム（ＡｌＰＯ4）、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、及びシリカ（ＳｉＯ2）
を主成分とするマトリックスとを有するセラミックス繊維強化複合材料からなる外周体を
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配設することにより、耐酸化性、耐衝撃性、耐熱衝撃性等に優れる、被鍍金体搬送ローラ
又はアルミ溶湯攪拌シャフト等の各種金属加工用部材等を合理的な価格で提供することが
できる。
【００４２】
【実施例】
以下、本発明の具体的態様について実施例によりさらに詳しく説明するが、本発明はその
要旨を超えない限り、これら実施例によって何ら限定されるものではない。各実施例及び
比較例の複合体の評価は下記の方法で行った。
【００４３】
（評価方法）
（１）耐衝撃性(靭性)
シャルピー衝撃試験（ＪＩＳ　Ｋ　７１１－１９７７）により評価した。
【００４４】
（２）曲げ強度
３×４×４０ｍｍの試料を準備し、ＪＩＳ　Ｒ１６０１により４点曲げ強度測定により評
価した。
【００４５】
（３）嵩密度
アルキメデス法により、下記式（１）により算出した。
嵩密度＝Ｗ１／（Ｗ２－Ｗ３）　　…（１）
「上記式（１）中、Ｗ１は、試料を１００℃のオーブンで１ｈｒ乾燥させ、その後秤量し
て求めた乾燥重量を示し、Ｗ２は、試料を煮沸し、開気孔中に完全に水を侵入させた後、
同試料を水中にて秤量したときの重量を示し、Ｗ３は、開気孔中に完全に水を侵入させた
試料を大気中にて秤量したときの含水量を示す。」
【００４６】
（４）コスト
実施例１の炭素系複合体の製造コストを１として、各実施例及び比較例の製造コストを比
較した。
【００４７】
（５）耐酸化性
試験試料を１０００℃に昇温した大気中に所定時間試料を保持した後、重量を測定し、試
験前の重量と比較して、その重量の増減率Ｗ２’を下記式（２）により求めた。
Ｗ２’＝（Ｗ０－Ｗ１）／Ｗ０×１００　　…（２）
「上記式（２）中、Ｗ０は、耐酸化性試験前の重量を示し、Ｗ１は、耐酸化性試験後の重
量を示し、Ｗ２’は、重量の増減率を表す（減少は、数字の前に－記号を付け区別した）
。」
【００４８】
（実施例１）
まず、炭素粉末（東海カーボン（株）社製）を、押出し成形して、φ７５ｍｍ×８００ｍ
ｍＬの芯体を作製した。
【００４９】
次いで、マット状のムライト繊維(商品名：ＳＣブランケット１４００、新日化サーマル
セラミックス（株）社製)を、含浸槽中の第一リン酸アルミニウム（Ａｌ（Ｈ3ＰＯ4）3）
、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、及びシリカ（ＳｉＯ2）を主成分とするマトリックススラリー
に浸して、スラリーを含浸させた後、得られたシート状の複合材料を、８０℃の乾燥機中
で、水分量が、成形前材料に対して５質量％となるまで水分を除去した。
【００５０】
次いで、乾燥後の複合材料を、シートワインディング法により、芯体に巻きつけた後、２
０ｋｇ／ｃｍ2で加圧成形しながら１４０℃、３０分間の条件下で硬化させて外周体を作
製し、炭素－セラミックス系複合体を得た。
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【００５１】
得られた炭素－セラミックス系複合体を、肉眼により外観観察を行ったところ、外周体の
破壊や破壊につながるクラック等もなく、良好な状態であった。また、１０００℃、１２
ｈｒ加熱後の重量減少は、－３．７％であり、極めて大きな耐酸化性が認められた。また
、曲げ強度が２０ＭＰａ、耐衝撃性が１．０ｋＪ／ｍ2、嵩密度が１．８４であり、いず
れも大きな値となった。材料組成、及び材料評価を表１にまとめて示す。
【００５２】
(実施例２)
ペーパー状のムライト繊維(商品名：ＳＣペーパー１２６０、新日化サーマルセラミック
ス（株）社製)を用いてセラミックス繊維強化複合材料からなる外周体を作製したこと以
外については、実施例１と同様にして炭素－セラミックス系複合体を得た。
【００５３】
得られた酸化物系繊維複合体を、肉眼により外観観察を行ったところ、外周体の破壊や破
壊につながるクラック等もなく、良好な状態であった。また、１０００℃、１２ｈｒ加熱
後の重量減少は、－４．０％であり、極めて大きな耐酸化性が認められた。また、曲げ強
度が１８ＭＰａ、耐衝撃性が１．０ｋＪ／ｍ2、嵩密度が１．８０であり、いずれも大き
な値となった。材料組成、及び材料評価を表１にまとめて示す。
【００５４】
（比較例１）
まず、炭素粉末（東海カーボン（株）社製）を、押出し成形して、φ７５ｍｍ×８００ｍ
ｍＬの芯体を作製した。
【００５５】
次いで、炭素繊維束を織り込み、織布状にしたクロス（商品名：カーボン繊維クロスＷ７
１０１、東邦レーヨン（株）社製）にフェノール樹脂を含浸させたＣＦＲＰプリプレグか
らなる厚さ５ｍｍ、幅７００ｍｍのシートを用い、直径１００ｍｍの円筒状の成形体を作
製し、得られた成形体を、寸法調製用治具を用いて空気中１５０℃で乾燥・硬化させた後
に、そのままの状態で純度９９．９％、平均粒径１ｍｍのＳｉ粉末を添加して焼成炉に入
れ、炉内温度１０００℃、大気圧下でアルゴンを流しながら炭化処理を実施し、その後炉
内温度を１６００℃に昇温させ、炉内圧力を１ｈＰａに保持して、Ｓｉを含浸させ、外周
体を作製した。
【００５６】
次いで、得られた芯体の外径と外周体の内径とを正確に寸法調整した後、外周体の中空に
芯体を嵌合して、炭素－セラミックス系複合体を得た。
【００５７】
得られた炭素－セラミックス系複合体を、肉眼により外観観察を行ったところ、外周体の
破壊や破壊につながるクラック等もなく、良好な状態であったが、１０００℃、１２ｈｒ
加熱後の重量減少は、－８５．０％であり、極めて低い耐酸化性が認められた。また、実
施例１に比べ製造コストが５倍となり、曲げ強度、耐衝撃性、及び嵩密度はいずれも酸化
減量のため、形状保持できず、測定することができなかった。材料組成、及び材料評価を
表１にまとめて示す。
【００５８】
【表１】



(9) JP 4980524 B2 2012.7.18

10

【００５９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、簡易かつ低コストで製造が可能であり、８００℃
以上の高温下においても、耐酸化性、耐衝撃性、及び耐熱衝撃性等の大きな炭素－セラミ
ックス系複合体を提供することができ、特に、高温化で耐酸化性、耐衝撃性、及び耐熱衝
撃性等の特性に優れる被鍍金体搬送ローラ又はアルミ溶湯攪拌シャフト等各種金属加工用
部材等を合理的な価格で提供することができる。



(10) JP 4980524 B2 2012.7.18

10

フロントページの続き

    審査官  小川　武

(56)参考文献  特開平０７－０４１３７６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３３５１８３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３５１６７２（ＪＰ，Ａ）
              特許第４６０７３８４（ＪＰ，Ｂ２）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              C04B  35/52、35/80,41/87-41/89


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

