JP 2017‑100930 A 2017.6.8

(57)【要約】
【課題】複雑形状の物体の表面にも容易に炭化ケイ素コ
ーティングを生成させることができ、炭化ケイ素の生成
速度が極めて高く、原料からの炭化ケイ素の生成収率が
高い炭化ケイ素のコーティング方法を提供する。
【解決手段】酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合
物を、基材上にコーティングされた周期律表ＩＩａ族か
らＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を
含む触媒成分に加熱状態で接触させ、前記基材上に炭化
ケイ素コーティングを生成させる、ことを特徴とする炭
化ケイ素をコーティングする方法である。好ましくは、
前記気相混合物を１２００〜１６００℃の温度で前記触
媒成分に接触させ、前記炭素化合物がＣ１〜Ｃ１６化合
物から選択され、前記炭素化合物が、ＣＯ、ＣＨ４、Ｃ
２Ｈ６、Ｃ２Ｈ４、Ｃ２Ｈ２、Ｃ３Ｈ８、Ｃ３Ｈ６、及

びこれらの混合物から選択される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、基材上にコーティングされた周期律表
ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を含む触媒成分に加熱状
態で接触させ、前記基材上に炭化ケイ素コーティングを生成させる、ことを特徴とする炭
化ケイ素をコーティングする方法。
【請求項２】
前記気相混合物を１２００〜１６００℃の温度で前記触媒成分に接触させる、請求項１
に記載の炭化ケイ素をコーティングする方法。
【請求項３】
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前記炭素化合物がＣ１〜Ｃ１６化合物から選択される、請求項１又は２に記載の炭化ケ
イ素をコーティングする方法。
【請求項４】
前記炭素化合物が、ＣＯ、ＣＨ４、Ｃ２Ｈ６、Ｃ２Ｈ４、Ｃ２Ｈ２、Ｃ３Ｈ８、Ｃ３Ｈ
６、及びこれらの混合物から選択される、請求項１〜３のいずれか１項に記載の炭化ケイ

素をコーティングする方法。
【請求項５】
酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、基材上にコーティングされた周期律表
ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を含む触媒成分に加熱状
態で接触させ、前記基材上に炭化ケイ素コーティングを生成させて炭化ケイ素コーティン
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グ基材を得る、ことを特徴とする炭化ケイ素コーティング基材の製造方法。
【請求項６】
酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、基材上にコーティングされた周期律表
ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を含む触媒成分に接触さ
せて得られた炭化ケイ素コーティング基材であって、炭化ケイ素の結晶形状が立方晶であ
る、ことを特徴とする炭化ケイ素コーティング基材。
【請求項７】
前記周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属を１０ｐｐｍ〜１０重量
％含む、請求項６に記載の炭化ケイ素コーティング基材。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、新規な炭化ケイ素のコーティング方法に関し、より詳しくは、気相の酸化ケ
イ素と気相の炭素化合物を原料として、特定の触媒成分がコーティングされた箇所に炭化
ケイ素のコーティングを形成することができる、新規な炭化ケイ素のコーティングの方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
炭化ケイ素コーティングは、ガスタービン翼の耐摩耗性の向上、炭素繊維強化炭素複合
材料の耐酸化性の向上、黒鉛材料の発塵防止などの用途が期待されている。
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こうした炭化ケイ素コーティングを形成するための技術としては化学蒸着（ＣＶＤ）に
よる方法が知られている。このＣＶＤ法は、原料としてのプロパンなどの炭素化合物とモ
ノシランなどのケイ素化合物、及び水素を気相で反応させる方法である。
【０００３】
しかしながら、かかる方法では、温度や原料濃度などの生成条件が満たされる空間にも
炭化ケイ素が生成するため、特定の箇所にのみ炭化ケイ素を生成させることが実質的に不
可能であり、このため複雑形状の物体の表面にのみ炭化ケイ素を生成させることができな
いという問題があった。
また、炭化ケイ素の生成速度が遅く、さらに、原料からの炭化ケイ素の生成収率が低い
という問題もあった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０５−００１３８０号公報
【特許文献２】特開平０６−２３９６０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、炭化ケイ素コーティングの新規な形成方法であって、複雑形状の物体の表面
にも容易に炭化ケイ素コーティングを生成させることができる方法を提供することを目的
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とする。また、本発明は、炭化ケイ素の生成速度が極めて高く、原料からの炭化ケイ素の
生成収率が高い、という特長を有する炭化ケイ素のコーティング方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記の目的は、酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、基材上にコーティング
された周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を含む触
媒成分に加熱状態で接触させ、前記基材上に炭化ケイ素コーティングを生成させる、こと
を特徴とする炭化ケイ素をコーティングする方法によって達成される。
【０００７】
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即ち、本発明は、酸化ケイ素及び炭素化合物を炭化ケイ素の原料として用い、基材上に
コーティングされた金属又は金属化合物を含む触媒成分の存在箇所に炭化ケイ素を生成さ
せる、炭化ケイ素コーティングの形成方法である。
【０００８】
上記の触媒成分は、複雑形状の物体の表面にも容易に存在させることができるため、そ
の複雑形状の物体の表面にも炭化ケイ素コーティングを容易に形成することができる。ま
た、かかる触媒成分を用いた方法においては、炭化ケイ素は実質的に触媒成分の存在箇所
にのみ生成させることができるため、炭化ケイ素コーティングを形成する収率を極めて高
くすることができる。
【０００９】
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好ましくは、前記気相混合物を１２００〜１６００℃の温度で前記触媒成分に接触させ
る。かかる温度範囲においては、炭化ケイ素コーティングを高い生成速度で意図する箇所
に効率良く形成することができる。
【００１０】
好ましくは、前記炭素化合物が、１つの分子の中に１〜１６個の炭素原子を有する化合
物、即ち、Ｃ１〜Ｃ１６化合物から選択される。かかるＣ１〜Ｃ１６化合物を炭素化合物
として選択することにより、炭化ケイ素コーティングを高い生成速度で効率良く形成する
ことができる。
【００１１】
好ましくは、前記炭素化合物が、ＣＯ、ＣＨ４、Ｃ２Ｈ６、Ｃ２Ｈ４、Ｃ２Ｈ２、Ｃ３
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Ｈ８、Ｃ３Ｈ６、及びこれらの混合物から選択される。かかる化合物を前記炭素化合物と
して選択することにより、炭化ケイ素コーティングをより一層高い生成速度で効率良く形
成することができる。
【００１２】
もう一つの局面において、本発明は、酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、
基材上にコーティングされた周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又
はその化合物を含む触媒成分に加熱状態で接触させ、前記基材上に炭化ケイ素コーティン
グを生成させて炭化ケイ素コーティング基材を得る、ことを特徴とする炭化ケイ素コーテ
ィング基材の製造方法である。
【００１３】
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即ち、本発明は、酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、基材上にコーティン
グされた前記金属又はその化合物を含む触媒成分に加熱状態で接触させて、前記炭化ケイ
素コーティング基材を得る。かかる構成の炭化ケイ素コーティング基材の製造方法におい
ては、炭化ケイ素は実質的に触媒成分の存在箇所にのみ生成されるため、収率が極めて高
い炭化ケイ素コーティングが形成されることによって、機械的特性や電気的特性に優れた
炭化ケイ素コーティング基材を得ることができる。
【００１４】
もう一つの局面において、本発明は、酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、
基材上にコーティングされた周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又
はその化合物を含む触媒成分に接触させて得られた炭化ケイ素コーティング（炭化ケイ素
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コーティング基材）であって、炭化ケイ素の結晶形状が立方晶である、ことを特徴とする
炭化ケイ素コーティングである。
【００１５】
即ち、本発明におけるコーティングは、特定の金属成分を含む立方晶の炭化ケイ素から
なる。かかる構成の炭化ケイ素は、特有の機械的特性や電気的特性を有することができる
ことから、炭化ケイ素コーティングの個々の用途により適合させることができる。
【００１６】
好ましくは、本発明に係る炭化ケイ素コーティング（炭化ケイ素コーティング基材）は
、前記周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属を１０ｐｐｍ〜１０重量
％含む。かかる含有率となる金属により、さらに機械的特性や電気的特性に優れた炭化ケ
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イ素コーティングを形成することができる。
【発明の効果】
【００１７】
本発明は、複雑形状の物体の表面にも炭化ケイ素のコーティングを形成することができ
、かつ炭化ケイ素の生成速度が極めて高く、さらに炭化ケイ素の生成収率が高い、という
特長を有する炭化ケイ素のコーティング方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の方法に用いる炭化ケイ素コーティング装置を模式的に例示する断面図
【図２】本発明の方法に用いる別の態様の炭化ケイ素コーティング装置を模式的に例示す
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る断面図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明は、酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、基材上にコーティングされ
た周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を含む触媒成
分に加熱状態で接触させ、前記基材上に炭化ケイ素コーティングを生成させる方法である
。
ここで、本発明における酸化ケイ素は、好ましくは一酸化ケイ素であるが、ＳｉＯｘで
表わしたときに必ずしもｘ＝１である必要はない。即ち、本発明における酸化ケイ素は、
ＳｉＯｘで表わしたときに０．７＜ｘ＜１．５であって、１６００℃以下の温度で気体に
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なることができる酸化ケイ素である。
【００２０】
こうした本発明における気相の酸化ケイ素は、例えば、シリカと金属ケイ素とを等しい
モル量で混合し、減圧下で約１３００〜１６００℃に加熱することによって生成させるこ
とができる。好ましくは、かかる気相の酸化ケイ素は、シリカと金属ケイ素との等モル量
の混合物を加熱して得られる実質的にｘ＝１の一酸化ケイ素を挙げることができる。この
ような一酸化ケイ素を発生させる先行技術は、特開２００２−９７５６７号公報、特開２
００５−２２５６９０号公報、特開２００９−７８９４９号公報などに開示されている。
【００２１】
また、こうした本発明における気相の酸化ケイ素は、上記の先行技術などに記載の方法
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によって得られた固体の一酸化ケイ素を約１３００〜１８００℃に加熱して昇華させるこ
とによって生成させることもできる。
【００２２】
本発明における炭素化合物は、好ましくは、１つの分子の中に１〜１６個の炭素原子を
有する化合物、即ち、Ｃ１〜Ｃ１６化合物から選択され、より好ましくは、ＣＯ、ＣＨ４
、Ｃ２Ｈ６、Ｃ２Ｈ４、Ｃ２Ｈ２、Ｃ３Ｈ８、Ｃ３Ｈ６、及びこれらの混合物から選択さ
れる。また、加熱により気相を形成する揮発性の有機化合物、例えば、メタノール、エタ
ノール、プロパノール、キシレン、トルエン、スチレン、酢酸エチル、ノルマルヘキサン
、石油ベンジン、ミネラルスピリットなども好適に使用可能である。
【００２３】
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本発明における触媒成分は、周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属
又はその化合物を含んでなる。即ち、本発明の触媒成分は、かかる金属又はその化合物を
含んでなり、酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物からの炭化ケイ素の生成を促進
する物質を指称する。
かかる金属又はその化合物は、具体的には、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｒａ、Ｓｃ、Ｙ
、Ｌａ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｒｈ
、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｚｎ、Ｃｄ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｓｉ、Ｇｅな
どの金属、並びに、これら金属の酸化物、塩化物、炭酸塩、硝酸塩、塩酸塩、硫酸塩、リ
ン酸塩、及び各種の有機金属化合物が挙げられる。
【００２４】
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こうした金属又は金属化合物は、基材上にコーティングされて本発明における触媒成分
を構成することができる。なお、こうした金属又は金属化合物は、基材上に予めコーティ
ングされたものをそのまま使うことが可能であり、この他にも、未処理の基材を先ず用意
し当該基材上に対してコーティングして使うことも可能である。
【００２５】
そのような未処理の基材を原料として使用するという観点においては、本発明は、周期
律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を含む触媒成分を基
材上にコーティングし、当該基材に酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を加熱状
態で接触させ、前記基材上に炭化ケイ素コーティングを生成させる、ことを特徴とする炭
化ケイ素をコーティングする方法である。
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【００２６】
即ち、この観点においては、本発明は、コーティング対象物の基材上に、周期律表ＩＩ
ａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を基材被覆材（コーティング
材料）として付着させる付着工程と、当該基材被覆材を触媒成分として、当該基材に酸化
ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を加熱状態で接触させる反応工程とを含み、前記
基材上に前記基材被覆材が炭化ケイ素コーティングとして生成される、ことを特徴とする
炭化ケイ素をコーティングする方法である。
【００２７】
このコーティングの方法としては、これら金属又は金属化合物の粒子又は微粒子からな
る固体物質を基材上に堆積させる種々の方法が挙げられる。
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【００２８】
好ましいコーティングの方法として、これら金属又は金属化合物の酸化物、塩化物、炭
酸塩、硝酸塩、塩酸塩、硫酸塩、リン酸塩、又は各種の有機金属化合物を水、又はメタノ
ール、エタノール、酢酸エチル、メチルエチルケトンなどの溶媒に分散又は溶解させ、得
られた懸濁液又は溶液を基材上に噴霧や浸漬により層状に堆積させ、次いで溶媒を乾燥・
除去してこれら金属又は金属化合物を基材の表面に実質的に一定の厚みの層状に堆積させ
る方法が例示される。
【００２９】
より好ましいコーティングの方法として、上記の周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素
より選択された金属の化合物を水、又はメタノール、エタノール、酢酸エチル、メチルエ
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チルケトンなどの溶媒に溶解させ、得られた溶液を基材上に噴霧や浸漬により実質的に一
定の厚みの層状に堆積させた後、溶媒を乾燥などにより除去し、例えば、酸化性又は還元
性雰囲気下で５００〜１０００℃の温度に加熱することにより、触媒成分を基材上にコー
ティングする方法が例示される。
かかる溶液を用いる方法においては、三次元的に複雑な形状をした基材であっても、そ
の基材の表面に密着した金属又は金属酸化物を含む触媒成分を容易に得ることができる。
【００３０】
炭化ケイ素をコーティングされる基材は、本発明においては特に限定する必要はなく、
炭化ケイ素の特徴である耐熱性、耐酸化性、耐摩耗性、電気伝導性などを付与することが
有益な特性向上となる材料であればよい。こうした基材としては、アルミナ、シリカ、ム

10

ライト、ジルコニアなどの各種セラミック材料、黒鉛、炭素繊維強化炭素複合材料などの
炭素材料、及びケイ素、タングステン、各種の耐熱金属合金などの金属材料が挙げられる
。
【００３１】
基材上にコーティングされる金属又は金属化合物を含む触媒成分の厚さは、所望とする
炭化ケイ素コーティングの厚さなどによって決定することができ、例えば、１〜５０μｍ
の炭化ケイ素コーティングを形成する場合は、触媒成分の厚さは０．１〜５μｍとするこ
とが好ましい。
【００３２】
好ましくは、こうした基材上にコーティングされた触媒成分に、酸化ケイ素及び炭素化
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合物を含む気相混合物を１２００〜１６００℃の温度で接触させる。それにより、基材上
にコーティングされた触媒成分の存在箇所に炭化ケイ素を生成させることができ、その結
果、基材上に炭化ケイ素をコーティングすることができる。
【００３３】
ここで、基材表面や空間の温度が１６００℃を超える温度であれば、触媒成分が存在し
てもしなくても、上記の酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物から、その基材表面
や空間にも炭化ケイ素が生成し得ることから、特定の箇所にのみ炭化ケイ素を生成させる
ことが実質的に不可能である。
【００３４】
これに対し、本発明における触媒成分が存在すれば、１２００〜１６００℃の温度であ
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っても、上記の酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物から、その触媒成分が存在す
る箇所に炭化ケイ素が生成することができ、この結果、その触媒成分がコーティングされ
た箇所に炭化ケイ素コーティングを形成することが可能となる。
【００３５】
即ち、本発明における触媒成分は、酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物から炭
化ケイ素が生成する温度を低下させることができ、それにより、意図する特定箇所にのみ
炭化ケイ素コーティングを生成させることが可能となる。
【００３６】
この触媒成分が炭化ケイ素の生成温度を低下させる理由は必ずしも明らかではないが、
触媒成分に含まれる金属が、炭素化合物が存在する還元雰囲気下で酸化状態と還元状態を
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繰り返すことができ、それにより、酸化ケイ素を還元してその移動を制限すると同時に、
還元された酸化ケイ素と炭素化合物が反応して炭化ケイ素を生成する温度を低下させるも
のと推察される。
【００３７】
上記の気相混合物と触媒成分との接触は、気相の酸化ケイ素と気相の炭素化合物とを、
基材上にコーティングされた金属又は金属化合物を含む触媒成分の存在箇所に供給するこ
とで達成することができる。例えば、上述のように、気相の酸化ケイ素は、シリカと金属
ケイ素とを等しいモル量で混合し、減圧下で約１３００〜１６００℃に加熱することによ
って生成させることができるが、このようにして生成させた酸化ケイ素の流路に炭素化合
物の流路を接続し、気相の酸化ケイ素と気相の炭素化合物とを上記の触媒成分の存在箇所
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に流通させることでよい。
【００３８】
この気相の酸化ケイ素と気相の炭素化合物とを触媒成分の存在箇所に接触させる状況下
において、触媒成分を、好ましくは１２００〜１６００℃、より好ましくは１３００〜１
５５０℃に、さらに好ましくは１３５０〜１５００℃に維持することで、炭化ケイ素を効
率よく生成させることができる。
【００３９】
この気相の酸化ケイ素と気相の炭素化合物とを触媒成分に接触させる時間、即ち、酸化
ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、上記の基材上の１２００〜１６００℃に維持
された触媒成分に接触させる時間は、触媒成分の種類や温度によっても異なるが、１０時
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間以下が一応の目安であり、より好ましくは５時間以下、さらに好ましくは２時間以下で
ある。即ち、本発明の方法においては、従来のＣＶＤ法に比較して格段に短い時間で炭化
ケイ素コーティングを生成させることができる。
【００４０】
本発明の方法が適用される上記の基材としては、例えば、ジルコニアのコーティングを
施されたガスタービン翼や、炭素繊維強化炭素複合材料などの耐熱材料で形成された各種
の構造材料であることができ、これらの複雑形状物の表面に炭化ケイ素コーティングを形
成することにより、耐熱性、耐酸化性、耐摩耗性などの特性をより一層高めることができ
る。
【００４１】
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ここで、炭化ケイ素コーティング（炭化ケイ素コーティング基材）が、周期律表ＩＩａ
族からＩＶｂ族の元素より選択された金属を含み、炭化ケイ素の結晶形状が立方晶である
場合、固有の機械的特性や電気的特性を有することができ、それにより個々の用途に応じ
た炭化ケイ素コーティングの特性改良をもたらす方策が可能となる。
【００４２】
さらに、好ましくは、炭化ケイ素コーティング（炭化ケイ素コーティング基材）が、周
期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された前記金属を１０ｐｐｍ〜１０重量％含
む場合であり、この配合率によりさらに優れた機械的特性や電気的特性を奏することがで
きる。
【００４３】
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このような優れた特性の炭化ケイ素コーティング基材を得る方法（製造方法）について
は、特に限定されないが、例えば、酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を、基材
上にコーティングされた周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はそ
の化合物を含む触媒成分に加熱状態で接触させ、前記基材上に炭化ケイ素コーティングを
生成させて炭化ケイ素コーティング基材を得ることができる。
【００４４】
即ち、炭化ケイ素コーティング基材の製造方法としては、コーティング対象物の基材上
に、周期律表ＩＩａ族からＩＶｂ族の元素より選択された金属又はその化合物を基材被覆
材（コーティング材料）として付着させる付着工程と、当該基材被覆材を触媒成分として
、当該基材に酸化ケイ素及び炭素化合物を含む気相混合物を加熱状態で接触させる反応工
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程とを含み、前記基材上に前記基材被覆材が炭化ケイ素コーティングとして生成されて成
る炭化ケイ素コーティング基材を得ることができる。
【００４５】
図１は、本発明の方法に使用する炭化ケイ素コーティングを形成するための装置の一態
様を断面図で例示する。触媒成分１を基材２にコーティングし、真空チャンバー４の中に
配置する。酸化ケイ素を流路５より供給し、同時に炭素化合物を流路６より供給し、酸化
ケイ素と炭素化合物の比率はバルブ７で調整する。
【００４６】
このようにして酸化ケイ素と炭素化合物を供給しながら基材２上の触媒成分１を所定時
間にわたってヒーター３を介して加熱することで、触媒成分１の存在箇所に炭化ケイ素を
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生成させることができ、即ち、基材２の上に炭化ケイ素コーティングを形成することがで
きる。
【００４７】
また、図２は、本発明の方法に使用する炭化ケイ素コーティングを形成するための別の
態様の装置を断面図で例示する。基材２に触媒成分１をコーティングして真空チャンバー
４の中の上部に配置する。酸化ケイ素は、真空チャンバー４の中の下部に配置した原料と
なるシリカと金属ケイ素の混合物８を一定の温度にヒーター９を介して加熱することによ
り発生させる。炭素化合物は流路６より供給し、酸化ケイ素と炭素化合物の比率はバルブ
７で調整する。
【００４８】
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このようにして酸化ケイ素と炭素化合物を供給しながら基材２上の触媒成分１を所定時
間にわたってヒーター３を介して加熱することで、触媒成分１の存在箇所に炭化ケイ素を
生成させることができ、即ち、基材２の上に炭化ケイ素コーティングを形成することがで
きる。
【００４９】
なお、図１及び図２は本発明の方法に用いるコーティング装置を概念的に示すものに過
ぎなく、形状や各寸法の比率は実際の装置とは必ずしも一致していない。
【実施例】
【００５０】
実施例１
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硝酸鉄（Ｆｅ（ＮＯ３）３・９Ｈ２Ｏ）の３０重量％水溶液をアルミナ板（２０ｍｍ×
２０ｍｍ×１ｍｍ）の片方の表面に噴霧して乾燥させた後、大気中で７００℃に加熱して
、Ｆｅ換算で１．２ｍｇ／ｃｍ２の触媒成分としての酸化鉄を、基材２としてのアルミナ
板の表面にコーティングした。この酸化鉄をコーティングしたアルミナ板を、図１に示す
ように真空チャンバー４の中に配置し、真空チャンバー４の中を真空ポンプによって５Ｐ
ａ以下まで減圧した。
【００５１】
次いで、ヒーター３を通電加熱して、真空チャンバー４の中の温度を１４００℃に維持
した状態で、シリカと金属ケイ素との等モル量の混合物を１４５０℃に加熱して発生させ
た一酸化ケイ素ＳｉＯを流路５より、さらにＣＯを流路６より、ＣＯ／ＳｉＯのモル比が
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３／１となるように供給した。これらのＳｉＯとＣＯのガスを供給する圧力を制御するこ
とにより、真空チャンバー４の圧力を約１０ｋＰａに維持した。
【００５２】
このようにして、真空チャンバー４の中を１４００℃の温度と約１０ｋＰａの圧力に２
時間にわたって維持した後、１００℃以下まで放冷し、基材２としてのアルミナ板を取出
した。
このアルミナ板を、走査型電子顕微鏡、エネルギー分散型Ｘ線分析装置、及びＸ線回折
装置を用いて観察した結果、酸化鉄をコーティングしておいたアルミナ板の表面には、β
型の炭化ケイ素が、緻密な１５ｍｇ／ｃｍ２のコーティング層として生成していることが
確認された。
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【００５３】
実施例２
硝酸ニッケル（Ｎｉ（ＮＯ３）２・６Ｈ２Ｏ）の３０重量％水溶液をアルミナ板（２０
ｍｍ×２０ｍｍ×１ｍｍ）の片方の表面に噴霧して乾燥させた後、大気中で７００℃に加
熱して、Ｎｉ換算で２．１ｍｇ／ｃｍ２の触媒成分としての酸化ニッケルを、基材２とし
てのアルミナ板の表面にコーティングした。この酸化ニッケルをコーティングしたアルミ
ナ板を、図１に示すように真空チャンバー４の中に配置し、真空チャンバー４の中を真空
ポンプによって５Ｐａ以下まで減圧した。
【００５４】
次いで、実施例１と同様にして、基材２を、ＣＯ／ＳｉＯのモル比が３／１で圧力が約
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１０ｋＰａの雰囲気下で２時間にわたって１４００℃に加熱した後、１００℃以下まで放
冷し、基材２としてのアルミナ板を取出した。
このアルミナ板を、実施例１と同様にして観察した結果、酸化ニッケルをコーティング
しておいたアルミナ板の表面には、β型の炭化ケイ素が、緻密な１８ｍｇ／ｃｍ２のコー
ティング層として生成していることが確認された。
【００５５】
実施例３
硝酸コバルト（Ｃｏ（ＮＯ３）２・６Ｈ２Ｏ）の３０重量％水溶液をアルミナ板（２０
ｍｍ×２０ｍｍ×１ｍｍ）の片方の表面に噴霧して乾燥させた後、大気中で７００℃に加
熱して、Ｃｏ換算で５．２ｍｇ／ｃｍ２の触媒成分としての酸化ニッケルを、基材２とし
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てのアルミナ板の表面にコーティングした。この酸化ニッケルをコーティングしたアルミ
ナ板を、図１に示すように真空チャンバー４の中に配置し、真空チャンバー４の中を真空
ポンプによって５Ｐａ以下まで減圧した。
【００５６】
次いで、実施例１と同様にして、基材２を、ＣＯ／ＳｉＯのモル比が３／１で圧力が約
１０ｋＰａの雰囲気下で２時間にわたって１４００℃に加熱した後、１００℃以下まで放
冷し、基材２としてのアルミナ板を取出した。
このアルミナ板を、実施例１と同様にして観察した結果、酸化コバルトをコーティング
しておいたアルミナ板の表面には、β型の炭化ケイ素が、緻密な３２ｍｇ／ｃｍ２のコー
ティング層として生成していることが確認された。
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【００５７】
実施例４
硝酸鉄（Ｆｅ（ＮＯ３）３・９Ｈ２Ｏ）の３０重量％水溶液を黒鉛板（２０ｍｍ×２０
ｍｍ×５ｍｍ）の片方の表面に噴霧して乾燥させた後、窒素雰囲気中で７００℃に加熱し
て、Ｆｅ換算で２．３ｍｇ／ｃｍ２の触媒成分としての酸化鉄を、基材２としての黒鉛板
の表面にコーティングした。この酸化鉄をコーティングした黒鉛板を、図１に示すように
真空チャンバー４の中に配置し、真空チャンバー４の中を真空ポンプによって５Ｐａ以下
まで減圧した。
【００５８】
次いで、ヒーター３を通電加熱して、真空チャンバー４の中の温度を１４００℃に維持
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した状態で、シリカと金属ケイ素との等モル量の混合物を１４５０℃に加熱して発生させ
た一酸化ケイ素ＳｉＯを流路５より、さらにＣＨ４を流路６より、ＣＨ４／ＳｉＯのモル
比が２／１となるように供給した。これらのＳｉＯとＣＨ４のガスを供給する圧力を制御
することにより、真空チャンバー４の圧力を約２０ｋＰａに維持した。
【００５９】
このようにして、真空チャンバー４の中を１４００℃の温度と約２０ｋＰａの圧力に２
時間にわたって維持した後、１００℃以下まで放冷し、基材２としてのアルミナ板を取出
した。
このアルミナ板を、走査型電子顕微鏡、エネルギー分散型Ｘ線分析装置、及びＸ線回折
装置を用いて観察した結果、酸化鉄をコーティングしておいたアルミナ板の表面には、β
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２

型の炭化ケイ素が、緻密な２８ｍｇ／ｃｍ

のコーティング層として生成していることが

確認された。
【００６０】
実施例５
硝酸銅（Ｃｕ（ＮＯ３）２・３Ｈ２Ｏ）の３０重量％水溶液を黒鉛板（２０ｍｍ×２０
ｍｍ×５ｍｍ）の片方の表面に噴霧して乾燥させた後、窒素雰囲気中で７００℃に加熱し
て、Ｃｕ換算で１．２ｍｇ／ｃｍ２の触媒成分としての酸化銅を、基材２としての黒鉛板
の表面にコーティングした。この酸化銅をコーティングした黒鉛板を、図１に示すように
真空チャンバー４の中に配置し、真空チャンバー４の中を真空ポンプによって５Ｐａ以下
まで減圧した。
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【００６１】
次いで、実施例４と同様にして、基材２を、ＣＨ４／ＳｉＯのモル比が２／１で圧力が
約１０ｋＰａの雰囲気下で２時間にわたって１４００℃に加熱した後、１００℃以下まで
放冷し、基材２としての黒鉛板を取出した。
この黒鉛板を、実施例１と同様にして観察した結果、酸化銅をコーティングしておいた
黒鉛板の表面には、β型の炭化ケイ素が、緻密な３２ｍｇ／ｃｍ２のコーティング層とし
て生成していることが確認された。
【符号の説明】
【００６２】
１

触媒成分

２

基材

３

ヒーター

４

真空チャンバー

５

流路

６

流路

７

バルブ

８

原料混合物

９

ヒーター

10
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【図１】

【図２】
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