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研究課題 高機能構造用セラミック複合材料の作製と力学的性質の評価

研究代表者 末益博志
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Summary High temperature/high structural ceramic matrix composites (CMCs)
were fabricated by a hot-pressing technique, using silicon carbide
(SiC) and inorganic fibers, i.e., vapor-grown carbon nanofiber
(VGCF), Si-Al-C fiber and MgSiN2-Si3N4 fiber. Effects of fabrication
conditions on the mechanical properties (fracture toughness and
flexural strength) were examined. The fracture toughness of SiC
composite showed the highest (6.3 MPa∙m1/2) when the anisotropic
grain growth had been caused by the incorporation of MgSiN2 and
Si3N4 into the SiC matrix, whereas the highest flexural strength (587
MPa) was achieved by the incorporation of VGCF into the matrix,
using Al4C3-B4C as a sintering aid.

1. 緒言

炭化ケイ素 (SiC)や窒化ケイ素 (Si3N4)に代表される非酸化物系化合物はエンジンな

どの高温構造材料として期待され，すでに多くの製品が実際に使用されている。しか

しながら，SiC は Si3N4 よりも破壊靱性が低く（すなわち脆く），高温構造材料として

使用するためには，その性質の改善が求められている。SiC セラミックスの脆さを改良

する有効な方法として，高強度で高弾性の長繊維やウィスカーを複合化する方法が検

討されている。高温で使用可能な無機系繊維には気相法炭素繊維（ Vapor Grown

Carbon Nanofiber; VGCF）や Si-Al-C（SA）系繊維などがある。このような無機系の

長繊維を用いて作製した SiC 複合材料は製造工程が複雑で，コストも高くなるが，高

い破壊靭性が期待できる（一般的に 10 MPa·m1/2 以上）。一方，短繊維を使用した SiC

複合材料の場合には製造工程が単純でコストは安いが，長繊維の場合ほど高い破壊靭

性が望めないこともあり，これまで検討例に乏しい。本研究では SiC に対して種々の

無機系の短繊維を添加して SiC 複合材料を作製し，それらの材料の破壊靱性を調べ，

高温構造材料として応用するための基礎的・応用的知見を収集することを目的とした。

2. VGCF 添加 SiC 複合材料の力学的性質

VGCF（繊維径；150 nm，繊維長；10 ~ 20 m）はナノメートルサイズの構造およ

び繊維軸方向への高い炭素網面配向性を有している。この繊維は不活性雰囲気下で優

れた耐熱性を有しているため，これを複合化させれば SiC の力学的性質を向上させる

ことが期待できる。このような背景のもと，VGCF を単独で SiC と複合化させたが，

SiC の破壊靭性は 3.5 MPa･m1/2 程度であり，期待した程高い値が得られなかった。そ

こで，VGCF の表面状態を変化させることによって，複合材料の破壊靭性がどの程度

向上するか調べることにした。ここでは空気中で酸化させて表面粗さを向上させた

VGCF を使用し，さらに VGCF とともに Si を添加し焼成することによって，VGCF の

表面に SiC 層を形成させた。このような VGCF 表面を改質することによって，複合材

料の破壊靭性がどの程度向上するか検討を行った。SiC の破壊靭性に影響を及ぼすと考
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えられる種々の因子（VGCF 添加量，Si 添加量，焼結助

剤組成（Al4C3-B4C），VGCF 熱処理温度など）を検討し，

それらの結果を基に 600℃， 10 min 熱処理して得た

VGCF(10 mass%)，Si(23 mass%)さらに混合焼結助剤（8

mass% Al4C3 と 2 mass% B4C）を添加した成形体を

1800℃，1 h ホットプレスした。その結果，SiC の破壊

靭性は 4.4 MPam1/2 まで向上し，また曲げ強度も 587

MPa となった。この複合材料の破断面の SEM 写真を図

1 に示す。破断面からはプルアウトした繊維が観察され，

上述の破壊靭性の向上を裏付ける結果が得られた。

3. Si-Al-C（SA）繊維添加 SiC 複合材料の力学的性質

SA 短繊維は Ar 雰囲気中で 1800℃，1 h 保持したあとも 3 GPa 近い引張り強度を示

す。そこで，SA 短繊維（直径；約 8 m，長さ；0.7 mm）を添加した SiC 複合体を作

製し（焼結助剤；Al4C3），それらの力学的性質を調べた。SA 短繊維の添加量が 40 mass%

の時，1800℃，0.5 h ホットプレスして作製した複合材料の破壊靭性は 4.7 MPa･m1/2

に達した。さらに破壊靭性を向上させるため，SA 短繊維の表面に約 100 nm のカーボ

ン界面層を析出させた SA/C 短繊維を SiC と複合化させた。その結果，40 mass% SA/C

を添加した場合に破壊靭性は 6.0 MPa･m1/2 となり，SA 短繊維を複合化した場合より

も大きな値を示した。

4. MgSiN2-Si3N4 系化合物の異方粒成長を利用した SiC 複合材料の力学的性質

粒状の Si3N4-MgSiN2 系化合物を熱処理すると

顕著な異方粒成長を起こし，短繊維状粒子が生成

する。そこで，この系の化合物を SiC に添加しホ

ットプレスすることによって，短繊維をマトリッ

クス中で均質に分散させる方法を検討した。種々

の作製条件を検討した結果， 50 MPa の圧力下で

1800℃，1 h ホットプレス後，引き続き 75 MPa

で 1.5 h 保持すると，SiC 複合材料の破壊靱性は

最高 6.3 MPa m1/2 となり，これまで検討した中で

最も高い値を示した。この複合材料の破断面の

SEM 写真を図 2 に示す。複合材料中には異方粒成

長してできた繊維が多数観察され，破壊靭性の向

上と良い対応を示していた。

5. 総括

無機系短繊維を添加することによって，SiC 複合材料の破壊靭性は 6 MPa·m1/2 を超

える段階に入ってきた（無添加の約 2 倍の値）。今後，作製技術に改良を加えて破壊靭

性を一層向上させ，応用的な知見を収集していく予定である。
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図 2 MgSiN2-Si3N4 系化合物の異方
粒成長を利用して作製した SiC 複合
材料の微細構造
4.98 mol% MgSiN2 , 4.98 mol% Si3N4

3.98 mol% B4C, 0.4 mol% Yb2O3

ホットプレス：1800℃ , 2.5 h

図 1 VGCF 添加 SiC 複合材
料の破断面の SEM 写真
VGCF: 10 mass%
Si: 23 mass%
焼結助剤：Al4C3-B4C
ホットプレス：1800℃，1 h
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