
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも材料表面に形成された皮膜により酸化に対して保護されている耐 料から成
る耐火製品であって、
上記皮膜は、ヒーリング相が浸入した耐火相を備えており、
上記耐火相は、主に耐火性の混合二珪化物Ｔｉ ( 0 . 4 - 0 . 9 5 )Ｍｏ ( 0 . 6 - 0 . 0 5 )Ｓｉ 2から形成
され 格構造を形成する分岐した微細構造を有しており、ここで上記微細構造の内部に
は上記ヒーリング相が分散されており、
上記ヒーリング相が、主に非結合ケイ素と、混合二珪化物Ｔｉ ( 0 . 4 - 0 . 9 5 )Ｍｏ ( 0 . 6 - 0 . 0 5 )

Ｓｉ 2と、少なくとも二珪化物としてＴｉＳｉ 2とから形成された共融混合物により構成さ
れている耐火製品。
【請求項２】
上記ヒーリング相がＴｉＳｉ 2に加え、少なくとも１つの二珪化物としてＭｅＳｉ 2（式中
Ｍｅは周期律第３ないし第８族の元素から運ばれる金属）をさらに含むことを特徴とする
請求項１記載の製品。
【請求項３】
上記皮膜が皮膜中のケイ素を酸化して得られるシリカからなる表面酸化物フィルムをさら
に含むことを特徴とする請求項１または２記載の製品。
【請求項４】
上記ＭｅがＭｎ、Ｆｅ、ＣｏおよびＮｉから選ばれる金属であることを特徴とする請求項
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に記載の製品。
【請求項５】
上記皮膜が結合形態でボロン及び／又はイットリウムをさらに含むことを特徴とする請求
項１記載の製品。
【請求項６】
上記皮膜が二珪化イットリウムＹＳｉ 2を含むことを特徴とする請求項５記載の製品。
【請求項７】
上記皮膜がチタニウムホウ化物及び／又はイットリウムホウ化物を含む請求項５又は６記
載の製品。
【請求項８】
上記耐火材料が、ニオブ系合金、タンタル系合金、モリブデン系合金、タングステン系合
金、金属間化合物、および分散された酸化物相を含む合金から選ばれることを特徴とする
請求項１ないし７のいずれかに記載の製品。
【請求項９】
上記耐火材料がアルミニウム、チタン、ニッケル及びそれらの合金、並びにＴｉＡｌ、Ｔ
ｉ 3Ａｌ、ＴｉＡｌ 3、ＮｉＡｌ、Ｎｉ 3Ａｌ型の金属間化合物から選ばれ、上記皮膜がそ
の耐火材料に対して抗発火機能を果たすことを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに
記載の製品。
【請求項１０】
上記耐火材料が炭素を含む複合材料であることを特徴とする請求項１ないし７のいずれか
に記載の製品。
【請求項１１】
上記耐火材料が炭素－炭素および炭素－ＳｉＣ複合材料から選ばれる複合材料である請求
項１ないし７のいずれかに記載の製品。
【請求項１２】
請求項１ないし１１のいずれかに記載の酸化に対し保護された耐火材料 製品
を得る方法であって、
次の重量％による組成からなる粉末を含む混合物を用意する工程と、
Ｔｉ：１５％－４０％
Ｍｏ：５．０％－３０％
Ｃｒ：０－８％
Ｙ：０％－１．５％
Ｂ：０％－２．５％
Ｍｅ：０％－１０％（但し、ＭｅはＴｉ以外で、周期律第３ないし第８族の元素から選ば
れる金属）
Ｓｉ：１００％に達するに必要な残部
保護されるべき材料の表面に上記混合物を付着させる工程と、
ヒーリング相を形成する共融混合物の融点以上の温度において不活性雰囲気の下に少なく
とも１回熱処理を行う工程とからなる方法。
【請求項１３】
上記ＭｅがＭｎ、Ｆｅ、ＣｏおよびＮｉから選ばれることを特徴とする請求項１２に記載
の方法。
【請求項１４】
さらに、上記熱処理が、上記皮膜の表面に酸化フィルムを形成するために酸化用媒体中で
行う工程を含む請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
上記皮膜の表面に形成された上記酸化フィルムの上に、さらに耐火性酸化物層を付着させ
る工程を含むことを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
上記皮膜の表面に形成された上記酸化フィルムの上に、さらに非酸化物セラミック層を付
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着させる工程を含むことを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
請求項１２ないし１６のいずれかに記載の方法であって、
粉末の混合物組成が、重量％で
Ｔｉ：約３０％
Ｍｏ：約１０％
Ｃｒ：約０．２％
Ｙ：０．５％
Ｂ：約２％
Ｍｅ：約７％
Ｓｉ：１００％に達するに必要な残部
からなる方法。
【請求項１８】
上記Ｍｅが鉄であることを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
上記粉末混合物を耐火材料の表面に付着させる目的の液中懸濁物となすことを特徴とする
請求項１２ないし１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
上記粉末混合物を冷間超音波スプレー、爆発スプレーおよびプラズマスプレーから選ばれ
る方法により材料の表面に付着させる請求項１２ないし１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
酸化に対して保護された多孔質耐火材料の 製品を得るための請求項１２ないし１９の
いずれかに記載の方法であって、
上記粉末混合物が、上記多孔質耐火材料の接近可能な気孔内にも挿入されることを特徴と
する方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は、酸化に対して耐性を有する材料から製造された製品の保護に関するものである
。ここで使用する耐性材料（耐火性または耐熱性材料）とは、特にニオブ系合金、または
モリブデン、タングステンおよび／またはタンタル系合金、あるいは炭素－炭素複合材料
またはセラミックマトリックスを有する複合材料、例えば炭素－ＳｉＣ（炭化ケイ素）複
合材料のような耐火性複合材料を指す。このような耐性材料は、特に航空または宇宙産業
において使用され、航空エンジンの部品またはエアロダイナミックフェアリング（スペー
スビークル）の構成部分のような高温で作動するところに用いられる部品を製造するため
に用いられる。
上述した耐性材料に共通する欠点は、中間的な温度の時でさえ、酸化に対する耐性が乏し
いことにある。これによって、静止状態下での、高温で酸化性媒体中で上記材料を使用す
ることがかなり制限される。また、酸化に対する保護がなされていないときは、エアロダ
イナミック条件下においてそのような使用をすることが困難である。酸化に対して耐性を
有する材料を保護する技術は豊富であり、特に炭素を含む複合材料が挙げられる。ここで
、炭素を含む複合材料とは、炭素が強化材、例えば炭素繊維の形態またはマトリックスと
して、あるいは強化材とマトリックスの間の中間層として存在している複合材料を言う。
一般に、保護皮膜は耐性材料の表面に形成される。この皮膜は酸化に耐え得るセラミック
の連続層からなり、周囲媒体の酸化に対するバリアーを構成する。使用されるセラミック
は、炭化物、窒化物、珪化物または酸化物であることができる。しかしながら、このよう
なセラミック層はクラッキングが避け難い。微小クラックが、課される機械的応力及び／
又は耐火材料と保護皮膜の熱膨張係数差によって、使用中に現れる。同様の欠陥がセラミ
ック層が形成されている場合でさえ出現する。このクラックは周囲媒体中の酸素を下層の
耐久材料に直接接近させる。
この問題を解決するために、皮膜を形成してヒーリング特性を有する外表面層を形成する
か、またはそのような層をセラミック層に加えるという技術を使用することがよく知られ
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ている。この材料は現在使用されているが、熱および機械的応力の変化によってクラック
の形状に変化を与え、特にそれらが端部から移動し、または互いに影響し合う。ここで、
ヒーリング層とは、クラックの移動は伴うが、耐性材料の使用条件下でクラックを停止し
、充填し、またはシールすることができる層を指す。これは、ヒーリング層が通常、ガラ
スを構成する物質から製造されることに基づく。または、酸化効果によってガラスを構成
するに適する材料から製造されることに基づく。このガラス質は材料の作動温度において
粘性挙動を示すように選ばれる。
このようにして珪化物系の保護皮膜によって高温における酸化に対して保護が与えられる
ことは知られている。なぜなら、表面フ ルムは皮膜中に含まれるケイ素の酸化の結果と
してのシリカによって形成されるからである。使用中において、充分な量の酸素が供給さ
れる限り、シリカ系のフ ルムは連続的に再構成される。このシリカベースはヒーリング
作用を有している。なぜならば、高温度において粘性状態に変化するからである。しかし
ながら、高速度における高いエネルギー熱流の存在下では、例えば直進する空気流の超音
速ジェットエンジンの燃焼室においては、シリカフ ルムは十分迅速に再生されない。局
在化した強い熱流によって、特に鋭利な端部における表面欠陥を有する地域では、また、
衝撃波が起こる地域では、表面酸化物フ ルムが急速に破壊され、耐火材料が燃焼するこ
とになり、この酸化反応が高い発熱反応であるときはこの燃焼が自己保持されることにな
る。
それに加え、ヒーリング表面層またはフ ルムは一般にセラミック皮膜より耐食性に劣り
、かつ粘性状態では除去される恐れがある。ある適用においては不幸にも、特に飛行機エ
ンジンの部品については材料の表面が上記のような拭い去り効果を生み出す気流にさらさ
れる。これは、保護皮膜の成分の酸化によってヒーリング表面層が形成される。または、
セラミック皮膜上に追加の形態で付着することになる。
この困難を克服するために、ＥＰＡ第５５０３０５号ではヒーリング相および炭化物、窒
化物、珪化物、またはホウ化物のような耐火セラミック相を用い、相互に浸透し合う構成
をとることにより、抗酸化性保護膜を形成することを提案している。この保護膜は微分割
された耐火性セラミック、少なくとも一つの微分割された耐火性酸化物からなる混合物を
付着させ、ガラス質を形成することによりヒーリング特性を与え、さらに耐火セラミック
の前駆物質であるポリマーによって構成されるバインダーを用いる。セラミックに変化す
る前に架橋させることにより上記ポリマーは三次元配列となり、耐火セラミックの成分お
よびヒーリング相の酸化物成分の双方を保持することになる。この前駆物質であるポリマ
ーがセラミックに変化すると、ヒーリング相の粒子を溶融または軟化させる温度より高い
温度において熱処理することにより、ヒーリング相の充填材は互いに結合することになる
。これによって、連続したヒーリング相が形成され、耐火セラミック相と浸透し合うこと
になる。このヒーリング相は摩耗に耐え、除去するのに好ましいものである。
しかしながら、高温度で典型的には少なくとも１８５０℃までの表面温度を有する材料と
して耐火性材料を用いることができる抗酸化性保護膜の性能を改善することが望まれてお
り、本発明はこれを目的とする。また、本発明は形状または位置によって高速度の気流に
または強い熱流にさらされる表面帯域においてさえ、ヒーリング作用が連続的に起こるこ
とを保証することを目的とするものである。
本発明によれば、この目的はヒーリング相が分配される アマチュア を形成す
る分岐した微細構造が存在する耐火相を有する酸化に対する保護のための皮膜によって達
成される。
上記 を形成する耐火相は、主として混合された耐火性 二珪化物Ｔｉ ( 0 . 4 - 0 . 9 5 )

Ｍｏ ( 0 . 6 - 0 . 0 5 )Ｓｉ 2から形成され、上記ヒーリング相は非結合ケイ素、混 珪化物Ｔ
ｉ ( 0 . 4 - 0 . 9 5 )Ｍｏ ( 0 . 6 - 0 . 0 5 )Ｓｉ 2と少なくとも二珪化物ＴｉＳｉ 2から主として形成され
た共融混合物によって形成されている。
さらに、上記ヒーリング相は少なくとも１つの 珪化物ＭｅＳｉ 2（式中Ｍｅは周期律第
３ないし第８族の元素から選ばれる金属（ＩＵＰＡＣ基準））をさらに含むことができる
。
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上記保護皮膜は、さらに皮膜中に含まれるケイ素および珪化物を酸化することによって得
られるシリカからなる表面酸化物フ ルムを含む。また、この保護皮膜は、さらに外部耐
火層を含むことができる。これは、シリカ、アルミナまたはジルコニアガラスのような少
なくとも一つの酸化物からなる層、または、例えば化学蒸着によって得られる炭化ケイ素
（ＳｉＣ）または窒化ケイ素（Ｓｉ 3Ｎ 4）のような非酸化物セラミックのような層であっ
てよい。
このような皮膜の例外的な特性は、保護皮膜の およびこの 内に均一に分
配された共融混合物の特定の組み合わせに由来するものであって、表面酸化物フ ルムの
形成と関連している。特に、これらの特性は、最も好ましくない使用条件および形状を有
する部分に対して、少なくとも１８５０℃という高温となる場合がある表面温度における
酸化に対する保護を与える皮膜の能力を含む。性能は次の皮膜の自己ヒーリング能力によ
って強化される。
第１は、皮膜の他の成分によってドープされた非晶質シリカにより本質的に構成される自
己再生表面酸化物フ ルムによって行われる。
第２は、皮膜の構造的要素の１つを構成し、 を形成する皮膜の他の構成成分に対
し良好な接着性を示す共融混合物によって行われる。この接着力によって、非除去性能が
増大することが偶然に発見された。というのは、上記 は温度がその融点を越えた
時でさえ効果的に共融混合物を保持することになるからである。
上記皮膜の珪化物系 は、幅広い温度範囲において均質性を保持し、またドーパン
ト、特に下層の耐性材料が下記元素を含む合金であるときは、下層の耐久材料からニオブ
、タングステンまたはタンタルを集積する能力を有している。
このヒーリング作用に加えて、特に酸化物フ ルムの組成中に含まれるケイ素または他の
ドーパントの表面への移動を容易にすることによって、上記共融混合物は非晶質シリカ系
の表面酸化物フ ルムの形成および再生を加速することができる。このようなドーパント
のうち、ボロンおよびイットリウムは改良された保護能力を有する均一な表面フ ルムの
形成を容易にする。ボロンおよびイットリウムは、ＹＳｉ 2、ホウ化チタンおよび／また
はホウ化イットリウムの形態で上記皮膜中に存在していてもよい。
本発明によって得られる抗酸化性保護の性能によって作動条件が非常に厳しい超音速ジェ
ットエンジンおよびエアロスペースクラフトのような適用において、上記保護膜を有する
耐性材料を使用することを可能とする。このように、複雑で、かつ高価な冷却システムを
必要とすることなく、強力な局在した加熱現象の場所となる鋭利な端部を有する反応室表
面部分および超音波ジェットエンジンの部品を製造することができる。さらに、また、特
に強力な熱流にさらされる宇宙航空機にとってそのウイングまたはノーズ部分の先端のよ
うなフェアリング構成部分を製造することを可能とする。
本発明の他の利点は、酸化に対し保護性能を有する皮膜が耐熱金属合金、特にニオブ系合
金、モリブデン系合金、タングステン系合金またはタンタル系合金を保護するために使用
することができる点にある。本発明はまた、分散した酸化物相を含む金属間化合物 合
金の保護のために使用することができる。もちろん、耐性複合材料、特に炭素－炭素また
は炭素－ＳｉＣ複合物のような炭素を含む複合材料を保護するために使用することができ
る。さらに、アルミニウム、チタンまたはニッケルのような金属、およびその合金並びに
、ＴｉＡｌ、Ｔｉ 3Ａｌ、ＴｉＡｌ 3、ＮｉＡｌ、Ｎｉ 3Ａｌ系の金属間化合物および合金
に対し、発火耐性保護または酸素混和性（ compatibility）を与えるために使用すること
ができる。
本発明の他の目的は、上述した抗酸化性保護皮膜を形成することを可能とする方法を提供
することにある。
本発明によれば、このような方法は次の工程からなる。
次の組成からなる粉末を含む混合物を用意する工程と、
Ｔｉ：１５％－４０％
Ｍｏ：５．０％－３０％
Ｃｒ：０－８％
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Ｙ：０％－１．５％
Ｂ：０％－２．５％
Ｍｅ：０％－１０％（但し、ＭｅはＴｉ以外で、周期律第３ないし第８族の元素から選ば
れる金属）
Ｓｉ：１００％に達するに必要な残部
保護されるべき材料の表面に上記混合物を付着させる工程と、
上記皮膜の共融混合物の融点 の温度において不活性雰囲気の下に少なくとも１回熱処
理を行う工程からなる。
上記Ｍｅは、Ｍｎ、Ｆｅ、ＣｏおよびＮｉから選ばれるのが好ましい。
上記熱処理は上記望ましい保護皮膜を形成することができ、保護される材料表面に上記皮
膜を付着させる減圧の下で行われる第１工程と、上記皮膜の表面に酸化物フ ルムを形成
することができる酸化性媒体中で行われる第２工程とからなる。上記第１工程は、上記共
融混合物の融点に等しいかまたはそれ以上の温度で行われ、一般に約１３００℃から約１
６００℃の範囲にある。上記第２工程は、約１２００℃から１６００℃、好ましくは少な
くとも１３００℃の温度で酸化性媒体中で行われる。予備酸化を行う場合は、上記材料が
使用される前に第２工程を行う必要がない。なぜなら、第２工程は材料を作動状態におく
ことによって行われるからである。
また、耐火性のある外部層が抗酸化皮膜を有する材料表面に形成されてもよい。この外部
層はシリカ、アルミナまたはジルコニアガラスのような少なくとも一つの耐熱酸化物、ま
たは、例えば化学蒸着（ＣＶＤ）によって得られるＳｉＣまたはＳｉ３Ｎ４のような非酸
化物セラミックによって形成することもできる。
上記粉末混合物の好ましい組成は、
Ｔｉ：約３０％
Ｍｏ：約１０％
Ｃｒ：約０．２％
Ｙ：０．５％
Ｂ：約２％
Ｍｅ：約７％
Ｓｉ：１００％に達するに必要な残部からなり、上記組成中Ｍｅは鉄であるのが好ましい
。上記耐久材料の表面に粉末混合物を付着させるために種々の技術を使用することができ
る。
上記粉末混合物は、液中、例えば水中懸濁物の状態におくのが好ましく、分散湿潤剤およ
び／またはセルロースニス、ポリビニルアルコール系のポリマーのような有機バインダー
を含むことができ、それによって簡単かつ迅速でしかも安価であるという利点を有する浸
漬、塗布または空中スプレーによって付着させることができる。
しかしながら、この粉末混合物を付着させるための他の方法も使用することができる。例
えば、冷間（ cold）超音波スプレー、爆発（ explosion）スプレーまたはサーマルスプレ
ー、特にプラズマスプレーを使用することができる。
付着させた層厚は保護皮膜に要求される厚みの機能によって選択される。
一般に、この厚みは１０μｍ以上、好ましくは材料の表面形状（鋭利な端部または平面）
によって少なくとも６０μｍから１００μｍの範囲で選ばれる。
多孔質材料へのこのタイプの保護を適用するには、幾何学的表面の保護に限定されるもの
でなく、その材料の接近可能な気孔に全体または部分的に浸漬して充填することを含む。
これによって、例えば炭素－炭素複合材料のような複合材料および多孔質が残留するセラ
ミックマトリックス複合材料および発泡または繊維状の多孔質金属への適用が可能である
。
以下、本発明を非制限的な実施例によって説明する。
実施例１
直径２０ｍｍ、厚さ１．５ｍｍのディスク形状のサンプルを以下のニオブ合金によって形
成された耐性材料によって製造した。以下に組成（重量％）を示す。
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Ｍｏ：４．６％
Ｚｒ：１．４％
Ｃ：０．１２％
Ｏ 2：０．０２％
Ｈ 2：０．０５％
Ｎｂ：１００％に達するに必要な残部
皮膜用組成物を微分割状態の粉末混合物の形態で調整した。その粉末粒子平均寸法は約１
０μｍである。粉末混合物の重量％組成は次の通りである。
Ｔｉ：３０％
Ｍｏ：１０％
Ｃｒ：０．２％
Ｙ：０．５％
Ｂ：２．０％
Ｆｅ：７％
Ｓｉ：１００％に達するに必要な残部
上記粉末混合物を水中懸濁物とした。懸濁物中の材料と水との重量比率は１／１であり、
これをサンプルの表面に塗布した。空中で４分間乾燥した後、真空中（約０．６５Ｐａ）
、温度１４２０℃で８分間熱処理に付した。この熱処理により、珪化物系の所望の皮膜が
得られ、その厚みは実質的に均一で保護されるべき材料の表面に接合していた。皮膜の厚
みはサンプルによって異なるが、９０μｍから１１０μｍであった。
その後、１３００℃の温度で３０分間空気中で酸化させ、酸化物の表面フ ルムを形成し
た。
このようにして保護されたサンプルをサーマルショックを含むサーマルサイクルに付した
。各サイクルは、５秒間で２０℃から１６００℃への温度増加と、３０秒にわたる１３０
０℃への冷却と、２０分間１３００℃に保持し、空気中で１３００℃から２０℃に冷却す
る工程を含む。全てのサンプルを５０サイクルに付した。
その後、サンプルをオーブン中で１３００℃の温度で１００時間自然対流のある空気中に
置いた。各サンプルの重量損失を測定すると、酸化速度は４．６×１０ - 2ｋｇ／ｍ 2・ｈ
であった。
このサンプルを１７７５℃で２時間放置し、この温度における効果を確認した。サンプル
の表面には何の酸化兆候も見られなかった。
また、このサンプルを燃料燃焼生成物を含むガス流中において試験した。流速はマッハ２
．５でサンプルの表面速度は１６７５℃であった。また、ｈ／Ｃｐは約１０ｋｇ／ｍ 2・
ｓであった。ここで、ｈは熱移動係数で、Ｃｐは比熱である。このガス流をサンプルの表
面に対して垂直に指向させると、５００秒たっても破壊的な効果は見られず、また上記ガ
ス流をサンプルの端部に指向させると、６０秒後までは何の破壊的効果も見られなかった
。比較のために、同一のニオブ合金であって保護皮膜を有しないサンプルを用いて試験を
行うと、数秒後に破壊されることがわかった。
実施例２
６０×１０×３ｍｍの平行六面体を強化材を有し、炭素繊維の重畳層および炭素マトリッ
クスを有する炭素－炭素を複合材料のプレートから切り出した。このサンプルに例えば化
学蒸着により炭化ケイ素ＳｉＣの薄層を被覆した。
約１０μｍの平均粒径を有する微分割粉末の混合物を調整した。この組成の重量％は次の
通りである。
Ｔｉ：３０％
Ｍｏ：１０％
Ｃｒ：０．２％
Ｙ：０．５％
Ｂ：２．０％
Ｆｅ：７％
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Ｓｉ：１００％に達するに必要な残部
上記粉末混合物をエチルシリケート系バインダー懸濁物とした。懸濁物中の材料と液ビー
クルとの重量比率は１／１であり、これをサンプルの表面に塗布した。空中で１時間乾燥
した後、真空中（約０．０１３Ｐａ）、温度１４４０℃で５分間熱処理に付した。この熱
処理により、複合材料の表面に密着した珪化物系の皮膜が得られ、その厚みは８５μｍか
ら１１５μｍであった。
その後、１３００℃の温度で３０分間空気中で酸化させ、酸化物の表面フ ルムを形成し
た。
このようにして保護されたサンプルを高周波誘導プラズマトーチ（ " lasmatron"）中で加
熱された空気流の下、サーマルサイクル試験に付した。トーチ特性および試験条件は次の
通りである。流速は１６７０ｍ／ｓ、流れ温度２１５３℃、トーチパワー３５ｋＷ、流圧
３８Ｐａから９０Ｐａ、衝撃波後の圧力０．２ＭＰａ、マッハ数１．９、ノズルとサンプ
ル間の距離１０５ｍｍ、サンプル上の加熱帯域面積７８．５ｍｍ 2、流れはサンプルの主
要面に垂直とした。サーマルサイクルは、次の条件に従って、サーマルショックが伴うよ
うに行った。５秒間で室温から１７００℃、１０秒間休止、約１２５℃から２２５℃に冷
却。全てのサンプルを５０サイクルに付した後、いずれのサンプルも破壊されていなかっ
た。試験全期間中における測定された皮膜の質量速度は、０．０００９ｋｇ／ｍ 2・ｓで
あった。
保護皮膜を備える他のサンプルを同一の加熱装置で加熱された加熱空気流の下で試験した
。２回の連続した試験サイクルを次の条件で行った。空気流速が９０ｍ／ｓと９５ｍ／ｓ
、流れのエンタルピーは５９００ｋ Jと６２００ｋ J、停止点温度が３２００℃と３３５０
℃、ｈ／Ｃｐ比率０．６２ｋｇ／ｍ 2・ｓと０．６６ｋｇ／ｍ 2・ｓ、ノズルとサンプルと
の距離６０ｍｍと７５ｍｍ、加熱壁上のヒートフラックス２４２０ｋＷ／ｍ 2と２６８０
ｋｇ／ｍ 2、テストサイクル中のサンプル表面における加熱点の中心温度１７８０℃と１
７１０℃、休止１７８０℃で５３秒間と１７１０℃で３６秒間、テスト中サンプルの破壊
は観測されなかった。比較のために、同様の試験をＳｉＣ皮膜を有する炭素－炭素複合材
料の同様のサンプルであるが、本発明に係る保護皮膜を有しないものに対して行ったが、
常にサンプルは破壊を伴った。
上記実施例１および２により、本発明によって提供される酸化に対する保護は顕著な効果
があることがわかる。また、望ましくない形状部材（鋭利な端部）および非常に厳しい条
件（高速での腐食性ガス流）に対して高温でこれが適用できることがわかる。
実施例３
直径２５ｍｍおよび厚み３ｍｍのディスク形状のＣ－ＳｉＣ複合材料のサンプルを炭素繊
維系強化材と化学蒸着によって得られるＳｉＣマトリックスを使用して調整した。
このサンプルの全表面に実施例２で記載した懸濁物を塗布し、１４４０℃で５分間同じプ
ロトコールを使用して熱処理した。
得られる皮膜の厚みは約１００μｍであった。
このサンプルは次の作動特性を有する空気プラズマトーチからのガス流に垂直に配置した
。
ガス速度：マッハ４．５～５
温度：７０００Ｋ
解離度：０．８％
イオン化度：０．１％
保護されたサンプルを連続試験中７０分間ガス流中に挿入した。このテストにおいて、ト
ーチと試験片の距離はサンプルの表面温度が変化するように調整した。各試験後、サンプ
ル質量の相対変化Δｍ／ｍを測定した（負の値は酸化されている炭素に対応する）。それ
によって、保護度合いを測定した。
種々のサンプル表面温度Ｔおよび圧力Ｐに対して次の結果が得られた。
Ｔ＝１１００℃でＰ＝６７ｋＰａ：Δｍ／ｍ＝＋０．０６％
Ｔ＝１４４０℃でＰ＝１６０ｋＰａ：Δｍ／ｍ＝＋０．２７％
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Ｔ＝１５００℃でＰ＝２４０ｋＰａ：Δｍ／ｍ＝－１．１２％
この結果は、高速におけるガス流で高温に付したときの保護の効率を示す。比較のために
、保護のない同一材料を用いると、７０分のサイクルの周期に至るまでに破壊された。
同一条件におかれたときのこの皮膜の特有の性質の一つは、１２００℃までは２ｍ／ｓに
等しい。非常に低い触媒能Ｋｗを有しているが、１６００℃では６ｍ／ｓを越えない。高
輻射率（１１００℃で０．８５）の関係では、これによって枠成形の再形成 保護するの
に特に有益な抗酸化性保護膜を与える。
実施例４
長さ２２０ｍｍ、かつ作用部分２０×３．６ｍｍを有するけん引試験片をＣ－ＳｉＣ複合
材料で調整し、実施例３と同様に保護を行った。
実施例３に記載する空気プラズマトーチ内に試験片を配置して、８０ＭＰａの応力に対応
するけん引力を試験片に与えながら試験片本体を均一に加熱した。１３００℃において応
力を付加し、かつ圧力Ｐ＝１６０ｋＰａの５回の２０分間テスト（すなわち１００分間）
後、試験片は破壊されず、質量変化も無視できるものであった。１５００℃でかつ圧力Ｐ
＝３８６ｋＰａでは、１時間の応力下後において依然テスト片は破壊されていなかった。
これは、熱および高い機械応力に付される耐性材料を保護するための抗酸化保護特性を示
すことがわかる。
実施例５
直径２０ｍｍ、厚さ１．５ｍｍのディスク形状のサンプルを次の組成を有するニオブ合金
によって形成された耐性材料によって製造した。以下に組成（重量％）を示す。
Ｍｏ：４．６％
Ｚｒ：１．４％
Ｃ：０．１２％
Ｏ 2：０．０２％
Ｈ 2：０．０５％
Ｎｂ：１００％に達するに必要な残部
皮膜用組成物を微分割状態の粉末混合物の形態で調整した。その粉末粒子平均寸法は約１
０μｍである。粉末混合物の重量％組成は次の通りである。
Ｔｉ：３０％
Ｍｏ：１０％
Ｙｂ：１％
Ｂ：２．０％
Ｓｉ：１００％に達するに必要な残部
上記粉末混合物をサンプル表面に塗布できるように水中懸濁物とした。空中で４０分間乾
燥した後、真空中（約０．６５Ｐａ）温度１４２０℃で８分間熱処理に付した。皮膜の厚
みはサンプルによって異なるが、９０μｍから１１０μｍであった。
その後、１３００℃の温度で３０分間空気中で酸化させ、酸化物の表面フ ルムを形成し
た。
拡散アニール処理工程をアルゴン中１４５０℃で１時間および２５時間行った。アニール
処理の前後において付着物を形成する層の試験によって皮膜は非常に安定していることが
わかった。
この拡散アニール処理は、処理時間の長さに関係なく種々の皮膜の組成にほとんど影響を
与えない。同一のサンプルに対し１４５０℃で等温酸化テストを行った。
熱重量分析によって、このタイプの皮膜は公知の皮膜より良好な挙動を示すことがわかっ
た。
酸化はゆっくりと行われ、かつ条件は迅速に直線的に変化させた。このようにして１０時
間後、質量変化は１ｍｇ／ｃｍ 2よりわずかに下であった。
このようにして保護されたサンプルをサーマルショックを含むサーマルサイクルに付した
。各サイクルは、５秒間で２０℃から１６００℃への温度増加と、３０秒にわたる１３０
０℃への冷却と、２０分間１３００℃に保持し空気中で１３００℃から２０℃に冷却する
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工程を含む。全てのサンプルを５０サイクルに付した。
その後、サンプルをオーブン中で１３００℃の温度で１００時間自然滞留のある空気中に
置いた。各サンプルの重量損失を測定すると、酸化速度は４．６×１０ - 2ｋｇ／ｍ 2・ｈ
であった。
このサンプルを１７７５℃で２時間放置し、この温度における効果を確認した。サンプル
の表面には何の酸化の兆候も見られなかった。
また、このサンプルを燃料燃焼生成物を含むガス流中において試験した。流速はマッハ２
．５でサンプルの表面温度は１６７５℃であった。また、ｈ／Ｃｐは約１０ｋｇ／ｍ 2・
ｓであった。ここで、ｈは熱移動係数でＣｐは比熱である。このガス流をサンプルの表面
に対して垂直に指向させると、５００秒たっても破壊的な効果は見られず、また上記ガス
流をサンプルの端部に指向させると、６０秒後までは何の破壊的効果も見られなかった。
比較のために、同一のニオブ合金であって保護皮膜を有しないサンプルを用いて試験を行
うと、数秒後に破壊されることがわかった。
実施例６
低発火温度及び高い燃焼熱のために自己発火特性を有する２種類の合金を試験した。この
目的のためにサンプルはまずニオブ系合金から製造され、もう一つはチタン系合金から製
造された。
ニオブ系合金のサンプルは実施例１と同一の組成を有し、厚さ８０μｍの皮膜層が同様に
形成された。すなわち塗布後熱処理に付された。
チタン系合金のサンプルは、ＴＡ６Ｖで知られる合金が使用され、次の組成を有する層が
被覆された。
Ｔｉ：３０％
Ｍｏ：１０％
Ｙ：０．３％
Ｂ：２．０％
Ｃｒ：４％
Ｓｉ：１００％に達するに必要な残部
しかしながら、この組成は２つの異なった方法によって付着させた。
デトネーションスプレ による付着により、厚さ４０μｍから６０μｍを有する皮膜を与
えた。
冷間超音波スプレ による付着により、約１０μｍの厚みの皮膜を与えた。
続いて、熱処理は行わなかった。
すべての場合においてサンプルは直径１３ミリ、厚さ６ミリのディスク形状を成し、その
一面が被覆された。
使用される混和性試験は基準ＮＦ　Ｅ２９－６９０の適用において、高圧化酸素の存在の
下に行われた圧縮試験である。
一般的条件は次の通りであった。
初期Ｏ 2温度：６０℃
最大Ｏ 2圧力：３０ＭＰａ
サイクル数：２０
ニオブ系合金サンプル及びチタン系合金のサンプルの双方において、燃焼は観測されなか
った。ガス状酸素の急速な圧縮によって試験片は非常に加熱され、例えば３０ＭＰａの最
終圧力において１４２０℃となる。
高酸素圧における保護されていないチタン合金の発火温度は通常６００℃以下である。
それゆえ、この皮膜は自己発火の危険があるものに対する保護として全く有効なものであ
る。
実施例７
次の組成（重量％）を有する粉末混合物によって水性懸濁液を調整した。
Ｔｉ：３０％
Ｍｏ：１０％
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Ｃｒ：０．２％
Ｙ：０．５％
Ｂ：２．０％
Ｆｅ：７％
Ｓｉ：８５％に達するに必要な残部
したがって、この混合物はケイ素１５％が不足している。
Ｃ－ＳｉＣ（炭素繊維強化材及びＳｉＣマトリックス）で製造され、約１０％の気孔率を
有する複合材料試験片を使用した。減圧下に浸漬して気孔を上記組成物で充填するととも
に、その材料の表面を同時に被覆することにより浸透させた。１２０℃で半時間焼成し、
水分を除去した。
減圧炉において、原子状のケイ素を坩堝内で１４４０℃に加熱し、ケイ素を液状と成す。
上述のようにして調整された試験片を上記液状シリコン内に浸漬し、液状シリコンを気孔
内に浸透させ、最終的に存在する粉末と反応させて、１００％に初期の組成物を製造する
。
複合材料は実施例２に記載の一般的な組成物によって表面及び全体を保護することによっ
て製造することができる。
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