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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タービン動翼として用いるセラミックス基複合部材の製造方法であって、
　前記セラミックス基複合部材は、翼部およびダブテール部となる主部ならびにプラット
フォーム部となる従属部を有し、前記主部を構成するセラミックス繊維織物における主繊
維が連続繊維であり、この方向と、応力がかかる方向とが平行であり、前記主部を構成す
るセラミックス繊維織物と前記従属部を構成するセラミックス繊維織物とが一つの織物で
形成されて一体三又繊維織物をなしており、
　前記主部を構成するセラミックス繊維織物に対して、その両側の前記従属部を構成する
セラミックス繊維織物を所望の角度をなすように折り曲げ、それによって前記主部を構成
するセラミックス繊維織物の前縁側前方と後縁側後方に形成された、前記従属部を構成す
るセラミックス繊維織物が重なる部分を縫合してプラットフォーム部となる部分を形成し
、その後、型に組み付けて一体に成形し、得られた成形体にセラミックスマトリックスを
形成してなる、セラミック基複合部材の製造方法。
【請求項２】
　タービン動翼として用いるセラミックス基複合部材の製造方法であって、
　前記セラミックス基複合部材は、翼部およびダブテール部となる主部ならびにプラット
フォーム部となる従属部を有し、前記主部を構成するセラミックス繊維織物における主繊
維が連続繊維であり、この方向と、応力がかかる方向とが平行であり、
　前記主部を構成するセラミックス繊維織物と前記従属部を構成するセラミックス繊維織
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物とを縫合して繋げた後、前記主部を構成するセラミックス繊維織物に対して、その両側
の前記従属部を構成するセラミックス繊維織物を所望の角度をなすように折り曲げ、それ
によって前記主部を構成するセラミックス繊維織物の前縁側前方と後縁側後方に形成され
た、前記従属部を構成するセラミックス繊維織物が重なる部分を縫合してプラットフォー
ム部となる部分を形成し、その後、型に組み付けて一体に成形し、得られた成形体にセラ
ミックスマトリックスを形成してなる、セラミック基複合部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はセラミックス基複合部材およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ジェットエンジン部品等には、その使用時において、遠心力などの一定方向への強い応
力が加わるものがある。そのような部品には耐熱性に加えて特に高い強度が要求されるの
で、通常、金属材料を用いて製造される。例えば、図７（ａ）は、一般的な航空機用ター
ボファンエンジンの概略斜視図であり、図７（ｂ）は、そのタービン動翼の一部を拡大し
た概略図であるが、エンジンの駆動時にタービン動翼には翼部の長手方向へ強い遠心力が
かかるので、通常、タービン動翼はＮｉ基合金等から製造される。また、図７（ｂ）に示
すように、タービン動翼１００は翼部１０２と、その主面に対して垂直方向へ伸びるプラ
ットフォーム部１０４と、翼部１０２の一方端部に配置されたダブテール部１０６とを備
える比較的複雑な形状を有するものであるものの、Ｎｉ基合金等の金属材料を用いて鋳込
むことで、比較的容易に製造することができる。
【０００３】
　そして、近年、セラミックス繊維とセラミックスマトリックスとからなるセラミックス
基複合部材（ＣＭＣ）のジェットエンジン部品への適用が期待されている。セラミックス
基複合部材は軽量で耐熱性に優れるため、ジェットエンジン部品を利用することができれ
ば、エンジンの重量削減および燃料消費率の低減が期待できる。
【０００４】
　従来、このようなセラミックス基複合材料を適用したジェットエンジン用部品やその製
造方法がいくつか提案されている。
　例えば特許文献１～３には、翼部とプラットフォーム部とが十字状に交差した、セラミ
ックス基複合部材（ＣＭＣ）からなるタービン動翼について記載されている。具体的には
翼部とプラットフォーム部とをマトリックスやロー材等で接着してなるタービン動翼が記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７５１０３７９号明細書
【特許文献２】米国特許第７０９４０２１号明細書
【特許文献３】米国特許第４６５０３９９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら特許文献１～３に記載のような従来のセラミックス基複合部材を、タービ
ン動翼として用いると、一定方向への強い応力（遠心力等）に耐えられず、破壊してしま
う場合があった。特に、接着された各部材間の接着部から破壊される場合があった。
【０００７】
　本発明はこのような課題を解決することを目的とする。
　すなわち、本発明は、タービン動翼として用いても、一定方向への強い応力（遠心力等
）に耐え、破壊し難いセラミックス基複合部材を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は鋭意検討し、セラミックス基複合部材をタービン動翼として用いた場合、応
力がかかる一定方向と、セラミックス基複合部材の主部を構成するセラミックス繊維織物
における主繊維の方向とを平行とすることで、強い応力がかかってもセラミックス複合部
材は破損し難いことを見出した。また、セラミックス複合部材を構成する複数の部分につ
いて、各々成形しマトリックスを形成した後に接着してセラミックス複合部材とすると、
各部分間の接着強度が低くなり、ここを起点に破壊されてしまうものの、各部分を一体に
成形しマトリックスを形成することで繊維レベルでの結びつきが強固になり、全体として
の強度も高まり、破損し難いセラミックス複合部材が得られることを見出し、本発明を完
成させた。
【０００９】
　本発明は以下の（１）または（２）である。
（１）タービン動翼として用いるセラミックス基複合部材であって、
　翼部およびダブテール部となる主部ならびにプラットフォーム部となる従属部を有し、
　前記主部を構成するセラミックス繊維織物における主繊維が連続繊維であり、この方向
と、応力がかかる方向とが平行であり、
　前記主部を構成するセラミックス繊維織物と前記従属部を構成するセラミックス繊維織
物とが繋がっていて一体三又繊維織物をなしており、前記主部を構成するセラミックス繊
維織物に対して、前記従属部を構成するセラミックス繊維織物を所望の角度をなすように
折り曲げ、型に組み付けて一体に成形し、得られた成形体にセラミックスマトリックスを
形成してなる、セラミック基複合部材。
（２）タービン動翼として用いるセラミックス基複合部材であって、
　翼部およびダブテール部となる主部ならびにプラットフォーム部となる従属部を有し、
　前記主部を構成するセラミックス繊維織物における主繊維が連続繊維であり、この方向
と、応力がかかる方向とが平行であり、
　前記主部を構成するセラミックス繊維織物と前記従属部を構成するセラミックス繊維織
物とを縫合して繋げた後、前記主部を構成するセラミックス繊維織物に対して、前記従属
部を構成するセラミックス繊維織物を所望の角度をなすように折り曲げ、型に組み付けて
一体に成形し、得られた成形体にセラミックスマトリックスを形成してなる、セラミック
基複合部材。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、タービン動翼として用いても、一定方向への強い応力（遠心力等）に
耐え、破壊し難いセラミックス基複合部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１（ａ）は本発明のタービン動翼の概略斜視図であり、図１（ｂ）はそれを構
成するセラミックス繊維織物の構造例を示す概略斜視図である。
【図２】一体三又繊維織物を表しており、図２（ａ）が概略側面図であり、図２（ｂ）は
図２（ａ）におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図３】一体三又繊維織物を変形させることを説明するための概略斜視図である。
【図４】図４（ａ）は主部になる繊維織物の概略側面図であり、図４（ｂ）は図４（ａ）
におけるＢ－Ｂ線断面図であり、図４（ｃ）は２枚のプラットフォーム部の概略正面図で
ある。
【図５】図５（ａ）は主部になる繊維織物の概略側面図であり、図５（ｂ）は図５（ａ）
におけるＣ－Ｃ線断面図である。
【図６】縫合してなる繊維織物を変形させることを説明するための概略斜視図である。
【図７】図７（ａ）は、一般的な航空機用ターボファンエンジンの概略斜視図であり、図
７（ｂ）は、そのタービン動翼の一部を拡大した概略図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明について説明する。本発明はタービン動翼として用いるセラミックス基複合材料
であって、図１に示すようなものであることが好ましい。
　図１（ａ）は本発明のセラミックス基複合材料の好適例であるタービン動翼の概略斜視
図であり、図１（ｂ）はそれを構成するセラミックス繊維織物の構造例を示す概略斜視図
である。
　図１（ａ）に示すように、タービン動翼の外形は、通常のタービン動翼（例えば図７に
示したもの）と同様であってよい。図１（ａ）に示すタービン動翼１は、翼部２と、その
主面に対して垂直方向へ伸びるプラットフォーム部４と、翼部２の一方端部に配置された
ダブテール部６とを備えている。また、図１（ａ）はダブテール部６がディスク部８に嵌
められた状態を示している。このようなタービン動翼１は、その使用時においてディスク
部８が回転することで、翼部２の長手方向へ強い遠心力がかかる。
【００１３】
　このようなタービン動翼１を構成するセラミックス繊維織物は、図１（ｂ）に示すよう
な３次元構造を備えていることが好ましい。３次元構造の繊維織物は、例えば、セラミッ
クス繊維を数百～数千本程度束ねて繊維束とした後、この繊維束をＸＹＺ方向に織ること
によって得られる。具体的には、例えば、繊維束をＸ方向およびそれに垂直なＹ方向に配
置してなる層を複数枚得た後、各層を重ね、その厚み方向（Ｚ方向）に別の繊維束によっ
て縫うことで、３次元構造の繊維織物を得ることができる。
　なお、本発明において用いるセラミックス繊維織物は、３次元構造を備えるものでなく
てもよいし、部分的に３次元構造を備えるものであってもよい。
【００１４】
　本発明のタービン動翼として用いるセラミックス基複合材料は、その主部（翼部および
ダブテール部）を構成するセラミックス繊維織物における主繊維の方向が、遠心力がかか
る方向と略平行である。
　ここで、セラミックス繊維織物における主繊維とは、繊維織物を構成する繊維の中の特
定方向に延びる繊維群を意味する。また、特定方向とは、例えば、セラミックス繊維織物
が３次元構造を備える場合、Ｘ方向、Ｙ方向またはＺ方向を意味する。したがって、この
場合、Ｘ方向の繊維束、Ｙ方向の繊維束、Ｚ方向の繊維束のいずれか１つの方向に延びる
繊維束の群が主繊維である。
　本発明のタービン動翼にかかる遠心力の方向と、主繊維の方向（Ｘ方向、Ｙ方向または
Ｚ方向）とが略平行であると、強い遠心力がかかっても破損し難い。
【００１５】
　また、主部である翼部およびダブテール部を構成するセラミックス繊維織物における主
繊維は連続繊維であることが好ましい。すなわち、前記主繊維は、主部の一方端部から他
方端部において途中で切れたものではなく、連続する一本の繊維束であることが好ましい
。主繊維が遠心力と略平行方向に延びており、かつ、連続繊維からなると、強い遠心力が
かかっても主繊維は破損し難いため、結果として主部全体としても破壊し難く、使用に耐
え得るものとなるからである。
【００１６】
　本発明のセラミックス基複合材料は、次に示す２つの態様のものに分類される。
【００１７】
　本発明における第１の態様のセラミックス基複合材料は、タービン動翼として用いるセ
ラミックス基複合部材であって、翼部およびダブテール部となる主部ならびにプラットフ
ォーム部となる従属部を有し、前記主部を構成するセラミックス繊維織物における主繊維
が連続繊維であり、この方向と、応力がかかる方向とが平行であり、前記主部を構成する
セラミックス繊維織物と前記従属部を構成するセラミックス繊維織物とが繋がっていて一
体三又繊維織物をなしており、前記主部を構成するセラミックス繊維織物に対して、前記
従属部を構成するセラミックス繊維織物を所望の角度をなすように折り曲げ、型に組み付
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けて一体に成形し、得られた成形体にセラミックスマトリックスを形成してなる、セラミ
ック基複合部材である。
　このような本発明における第１の態様のセラミックス基複合材料を、以下では単に態様
１ともいう。
【００１８】
　また、本発明における第２の態様のセラミックス基複合材料は、タービン動翼として用
いるセラミックス基複合部材であって、翼部およびダブテール部となる主部ならびにプラ
ットフォーム部となる従属部を有し、前記主部を構成するセラミックス繊維織物における
主繊維が連続繊維であり、この方向と、応力がかかる方向とが平行であり、前記主部を構
成するセラミックス繊維織物と前記従属部を構成するセラミックス繊維織物とを縫合して
繋げた後、前記主部を構成するセラミックス繊維織物に対して、前記従属部を構成するセ
ラミックス繊維織物を所望の角度をなすように折り曲げ、型に組み付けて一体に成形し、
得られた成形体にセラミックスマトリックスを形成してなる、セラミック基複合部材であ
る。
　このような本発明における第２の態様のセラミックス基複合材料を、以下では単に態様
２ともいう。
【００１９】
　態様１について、図２、図３を用いて説明する。
　図２（ａ）および（ｂ）は、翼部およびダブテール部（主部）になるセラミックス繊維
織物１３と、プラットフォーム部（従属部）になるセラミックス繊維織物１５とが繋がっ
ている一体三又繊維織物１１を表した図であり、図２（ａ）が概略側面図であり、図２（
ｂ）は図２（ａ）におけるＡ－Ａ線断面図である。
【００２０】
　態様１では、このような一体三又繊維織物１１を得た後、図３（ａ）に示すように、翼
部およびダブテール部になるセラミックス繊維織物１３に対して、プラットフォーム部に
なるセラミックス繊維織物１５を所望の角度（タービン動翼の場合は略９０度）をなすよ
うに折り曲げて、図３（ｂ）に示すような態様の繊維織物を得る。
　図３（ｂ）に示す態様のものが得られた後は、２つのプラットフォーム部になる繊維織
物１５が重なった部分１５１を別の繊維束を用いて縫い合わせることが好ましい。得られ
る本発明のタービン動翼に用いるセラミックス繊維織物の強度がより高まるからである。
【００２１】
　ここで一体三又繊維織物１１は、例えば従来公知の方法で製造することができる。例え
ば、セラミックス繊維を数百～数千本程度束ねて繊維束とした後、この繊維束をＸＹＺ方
向に織ることによって所望の形のものを得ることができる。
【００２２】
　また、セラミックス繊維の材質や太さ等は特に限定されない。例えばＳｉＣ、Ｃ、Ｓｉ

3Ｎ4、Ａｌ2Ｏ3、ＢＮなどからなるセラミックス繊維を用いることができる。また、セラ
ミックス繊維の太さは従来公知のセラミックス繊維と同様であってよく、例えば数μｍ～
数十μｍ程度であってよい。
【００２３】
　上記のようにして、図３（ｂ）に示すような態様の繊維織物を得た後、得られた繊維織
物を型に組みつけて一体に成形する。例えば６分割程度の型に繊維織物を組み付けて成形
する。型は内部形状が、求める成形体の形状となっており、繊維織物を型に沿って変形さ
せて組み付けることで、型の内部で繊維織物を一体に成形することができる。
　このようにして得た成形体に気体からの化学反応や固体粉末をスラリー状にして流し込
み焼結させる等の方法でセラミックスマトリックスを形成する。
　例えば、型の内部で一体となった前記成形体をチャンバーの中で原料ガスに曝して化学
反応によって前記成形体の表面にマトリックスを析出させる方法や、一体となった前記成
形体に原料粉末固体をスラリー状にして含浸し、焼結する方法が挙げられる。
　このようにして得られるものが、本発明における第１の態様のセラミックス基複合材料
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（態様１）である。
【００２４】
　次に態様２について、図４、図５、図６を用いて説明する。
　図４（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、翼部およびダブテール部（主部）になる繊維織物
２３と、プラットフォーム部（従属部）になる繊維織物２５とを表した図であり、図４（
ａ）が概略側面図であり、図４（ｂ）は図４（ａ）におけるＢ－Ｂ線断面図であり、図４
（ｃ）は２枚のプラットフォーム部の概略正面図である。
【００２５】
　態様２では、図４に示すような繊維織物２３と繊維織物２５とを得た後、これらを縫合
して繋げることで、図５に示す態様の繊維織物２１を得る。図５（ａ）は縫合して得られ
た繊維織物２１の概略側面図であり、図５（ｂ）は図５（ａ）におけるＣ－Ｃ線断面図で
ある。図５に示す態様では、図５（ｂ）に示すように、繊維織物２３と繊維織物２５とを
ダブテール部の付近で縫合して繋げている。
　そして、次に、図６（ａ）に示すように、翼部およびダブテール部になる繊維織物２３
に対して、プラットフォーム部になる繊維織物２５を所望の角度（タービン動翼の場合は
略９０度）をなすように折り曲げて、図６（ｂ）に示す態様の繊維織物を得る。
　図６（ｂ）に示す態様が得られた後は、２つのプラットフォーム部になる繊維織物２５
が重なった部分２５１を別の繊維束を用いて縫い合わせることが好ましい。得られる本発
明のタービン動翼の強度がより高まるからである。
【００２６】
　ここで繊維織物２３および繊維織物２５の製造方法は特に限定されず、例えば従来公知
の方法で製造することができる。例えば、セラミックス繊維を数百～数千本程度束ねて繊
維束とした後、この繊維束をＸＹＺ方向に織ることによって所望の形のものを得ることが
できる。
【００２７】
　また、セラミックス繊維の材質や太さ等は特に限定されない。例えばＳｉＣ、Ｃ、Ｓｉ

3Ｎ4、Ａｌ2Ｏ3、ＢＮなどからなるセラミックス繊維を用いることができる。また、セラ
ミックス繊維の太さは従来公知のセラミックス繊維と同様であってよく、例えば数μｍ～
数十μｍ程度であってよい。
【００２８】
　上記のようにして、図６（ｂ）に示すような態様の繊維織物を得た後、得られた繊維織
物を型に組みつけて一体に成形する。例えば６分割程度の型に繊維織物を組み付けて成形
する。型は内部形状が、求める成形体の形状となっており、繊維織物を型に沿って変形さ
せて組み付けることで、型の内部で繊維織物を一体に成形することができる。
　このようにして得た成形体に気体からの化学反応や固体粉末をスラリー状にして流し込
み焼結させる等の方法でセラミックスマトリックスを形成する。
　例えば、型の内部で一体となった前記成形体をチャンバーの中で原料ガスに曝して化学
反応によって前記成形体の表面にマトリックスを析出させる方法や、一体となった前記成
形体に原料粉末固体をスラリー状にして含浸し、焼結する方法が挙げられる。
　このようにして得られるものが、本発明における第２の態様のセラミックス基複合材料
（態様２）である。
【符号の説明】
【００２９】
　　　１　　本発明のタービン動翼
　　　２　　翼部
　　　４　　プラットフォーム部
　　　６　　ダブテール部
　　　８　　ディスク部
　　１１　　一体三又繊維織物
　　１３　　翼部およびダブテール部になる繊維織物
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　　１５　　プラットフォーム部になる繊維織物
　　１５１　プラットフォーム部になる繊維織物の一部分
　　２１　　縫合してなる繊維織物
　　２３　　翼部およびダブテール部になる繊維織物
　　２５　　プラットフォーム部になる繊維織物
　　２５１　プラットフォーム部になる繊維織物の一部分
　１００　　タービン動翼
　１０２　　翼部
　１０４　　プラットフォーム部
　１０６　　ダブテール部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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