
仮焼粉

1．はじめに

「セラミックス」と聴いて何を思い浮かべるだ
ろうか。セラミックスには、馴染みの深いところ
ではお茶碗や花瓶などの陶器などから、最新のテ
クノロジーを利用して作りこまれたファインセラ
ミックスまで多様なものがある。ファインセラミッ
クスの中でもセラミック包丁のように構造的な特
徴を利用したものや、光学的機能や電磁気的機能
をもった機能性セラミックスがある。機能性セラ
ミックスの中でも電子セラミックスは、電子機器
にはなくてはならないものである（図－1）。
最近の電子製品はスマートフォンに代表される
ように小型で高機能なものが求められている。そ
のため、電子部品一つ一つのサイズも小さく、高
機能なものが求められるようになっている。弊社
の代表製品である積層セラミックコンデンサは最小
のもので０．４×０．２mmサイズのものがある。このよ
うな小型で高機能な電子部品に用いられるセラミッ
ク材料にはより微細な構造の制御が求められている。
一方で、日本国内だけでなく最近では中国、台
湾、韓国などの電子部品メーカーの台頭も著しく、

開発スピードを速めなければビジネスチャンスを
逸してしまう。つまり、より微細な構造の制御技
術の開発を、より速くしていかなければいけない
状況にある。このような状況の中で新しい製品開
発を進めていくためには、簡便かつ精度の良いセ
ラミックプロセスの評価手法が必要となっている。

2．セラミック製造プロセス

図－2に一般的な電子セラミック製造プロセス
を示す。大きく分けて、仮焼粉を作製する工程（①
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～⑥）と調合原料を作製する工程（⑦～⑨）、成
形・焼成工程（⑩、⑪）に分けられる。
仮焼粉の作製
①素原料の受け入れ
素原料の品質を確認する。
②秤量・調合
素原料、分散剤、消泡剤、純水などを秤量し、
スラリー（分散媒中に分散質である固体粒子を
分散させた懸濁液）を作製する。
③混合粉砕工程
素原料が均一に混ざるように、分散質である固
体粒子が所定の粒径となるように制御する。
④攪拌
スラリー状態を維持するために攪拌をしながら
待機する。
⑤仮焼
均質に分散・混合した素原料に熱を加えること
で目的の組成物（仮焼粉：ex. BaTiO３、SrTiO３
など）の合成を進める。
⑥微粉砕
仮焼後には大きな塊状体となっているため、微
粉砕を行い、狙いの粒径とする。

調合原料の作製
⑦秤量・調合
作製した仮焼粉に添加材、分散剤、消泡剤、バイ
ンダーなどを秤量・添加し、スラリーを作製する。
⑧混合粉砕
調合した仮焼粉と添加材を均一に混合し、狙い
の粒径となるように制御する。
⑨乾燥
水を除去し、ハンドリングしやすい大きさに造
粒する。→調合原料完成

⑩成形
代表的な成形方法に、金型に調合原料を充填し、
押し固めるプレス成形や、シートを作製して打
ち抜くシート成形などがある。
⑪焼成
焼き固めることで所望の電気特性が発現する電
子セラミックスを得る。

3．品質を決める粒子の分散・凝集、充填性

素原料の粉体特性や純度、調合原料の組成はも
ちろん重要であるが、製造プロセスにおいてはス

ラリーの分散・凝集状態がセラミックスの良し悪
しに大きく影響する。たとえば電子セラミックス
の製造工程の一つにシート成形がある。積層セラ
ミックコンデンサの１層あたりの厚みは、初めて
製品化された１９６５年頃は数十µmであった。しか
し、今では１µm以下となり数十nmの粒子を精度
よく並べるといった領域にまで到達してきている
（図－3）。そのため粒子の分散・凝集状態を把握
し、それがどのような状態で配列・充填するかを
知ることは非常に重要である。また、シート成形
のみならず、セラミック製造プロセスにおいて非
常に多くのスラリー設計ポイントがあり、それぞ
れ最適なスラリー状態で設計することが、よりよ
い品質の製品を作り上げるポイントとなる。

図－3 積層セラミックコンデンサの断面

4．スラリーの分散・凝集状態とは？

それでは、粒子が分散している、凝集している
とはどういう状態だろうか。セラミック原料、純
水、分散剤を調合し、ボールミルなどの粉砕機で
湿式粉砕したスラリーを静置もしくは下部から脱
水したとき、粒子同士の凝集力や反発力の大きさ
によって図－4 A～Dのような挙動がみられる。
それぞれの状態を説明する。
A：沈降する前は溶媒中で良分散であり、堆積

後も粒子間の相互作用が小さく、再配列しやすい
ため理想的にセラミック粒子が均一に堆積した状
態（a）、または、粒子が沈降する前に強い凝集を
形成してしまい、その凝集体を１単位として沈降
が進行するため堆積後もかさ高くなり、粒子層
（ケーク）の密度が低くなる状態（b）。
B：堆積するまでは溶媒中で良分散状態であっ
ても堆積後に粒子の再配列が進まない程度に凝集
力が強く、疎な構造となってしまう状態。
C：粒子が凝集しながら沈降するため疎な構造
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となる状態。ただ、A（b）と比べて凝集力が弱い
ため、堆積が進行するにつれて最初に堆積した最
下部の層は上に堆積した層により徐々に圧密される。
D：大きな凝集体を作った場合で、沈降速度は
非常に速い状態。ただ、凝集力が弱いとある程度
均一に充填されるが、部分的に疎な部分が残って
しまう。
均質で緻密なセラミック成形体を得るためには
A（a）のようなスラリーを調整する必要がある。
成形体を作製しなくても、どのような分散状態で、
どのように粒子が配列していくのかをスラリーの
状態で評価できる手法が望まれる。

5．分散・凝集のコントロール

スラリーの分散・凝集状態をコントロールする
には、粒子径、分散剤の種類・量、pH、スラリー
濃度などを調整するのが一般的である。以下にス
ラリー設計のポイントを示す。
①粒子径：粒子が細かいほど凝集しやすい。製品
の小型化に伴いナノレベルの粒子が必要となって
おり制御が困難になってきている。
②分散剤の種類・量：立体障害型・静電反発型の
分散剤があり、その種類・量により分散・凝集状
態が決まる。
③ pH：粒子が帯電しないpH（等電点）に近いほ
ど凝集しやすい。
④スラリー濃度：工業的に濃度が高いほうが処理
量は増えるが、粘度が高くなり凝集しやすくなる

ためスラリーの取り扱いが難しくなる。
このようにさまざまな制御因子がある中で、ス
ラリーが分散しているか凝集しているかを適切に
評価するのは非常に難しいのが現状である。

６．クラシカルなスラリー評価方法

スラリーの評価方法として、古くから粘度測定
や沈降試験１）などがあり現在も広く利用されている。
粘度測定は、スラリーにせん断応力をかけ、その
時の抵抗を測定する方法で、B型粘度計（図－5）
やレオメータに代表される。沈降試験は、スラリー
を沈降管（試験管のようなある程度の高さがある
円筒管）に投入し、時間経過とともに沈降した粒
子層（ケーク）と上澄みの界面高さの変化、また
は上澄み液が透明か濁っているかを見ることで分
散状態を評価する方法である。
図－6に、調合原料（平均粒子径１．２µm）に水

を加え、マレイン酸系分散剤の分散剤添加量を変
えた時の粘度の結果を示す。添加量０．３wt％の条
件では、粒子間相互作用が強いために粘度が高く
なっている。また、せん断速度が遅い領域では、
より顕著に差が見えており、分散性を適切に評価
できている。一方、添加量が０．４wt％以上では粘
度が低く分散しているような挙動を示しているが、
図－4 の A（a）、B、C、Dのいずれの状態か評価
できているとはいえない。
一方、同じスラリーについて沈降試験を行った

図－4 スラリーの分散・凝集性と充填性
（椿 淳一郎教授より提供）

図－5 B型粘度計
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ФL

結果を図－7に示す。沈降界面高さ＝測定時の界
面高さ／初期界面高さ で定義している。最終界
面高さが９０％や８０％となっている添加量０．４wt％
以上の条件では、図－4 で A（a）、B、Cのように
密に充填されていることがこの沈降試験から知る
ことができる。
このように、粘度測定や沈降試験を併せること
でスラリーの分散・凝集性や充填性を大まかに評
価することはできる。しかし、評価に数日かかる
ため十分な評価手法とはいえない。

7．定圧ろ過の原理を用いた充填性評価

これまで紹介したクラシカルな評価方法では、
その結果がセラミックスの分散性や充填性と必ず
しも一致しているとはいえない。また、冒頭で述
べた通り、今や開発現場においてもスピードと正
確性の両方が求められている時代である。ここで
は、クラシカルな評価方法とは違った名古屋大学
大学院 椿 淳一郎教授らによって考案された定圧

ろ過試験装置を紹介する。装置の概略を図－8に
示す。測定原理は極めて簡単で、スラリーを定圧
ろ過し、そのろ液量の経時変化からセラミックス
の分散・凝集と充填性を評価する装置である。
定圧ろ過における、ろ液量とケーク充填率には
ろ過の基本式であるKozeny-Carman の式を変形
することで式（１）のような関係がある２，３）。

P
µS２vk

dt
dv＝

Φ
（１－Φ）３（ΦL＋R’m） （１）

ここで、P はろ過圧力（Pa）、R’m はろ過抵抗
を示す係数（m－１）、µ はろ液の粘度（Pa・s）、Sv
は粒子の比表面積（m－１）、µはKozeny’s定数（-）、
Φ はケーク充填率（-）、L はケーク厚さ（m）、v
は単位ろ過面積当たりのろ液量（m３／m２）、t はろ
過時間（s）である。
右辺の ΦL（ケーク高さ）と左辺（１／変形ろ過
速度＝ろ過抵抗）をプロットすることで、ケーク
ができていく時のろ過抵抗の増加の様子に加え、
その傾きからケーク充填率を知ることができる。
また、ろ過挙動のパターンが図－9のように４つに
分類されることが分かっており３）、図－4 の A～D
の分散状態にそれぞれ対応している。ろ過の挙動

図－6 粘度測定結果 図－8 定圧ろ過装置 概略図（椿教授より提供）

図－7 沈降実験結果

図－9 定圧ろ過挙動 ４つのパターン
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ФL

を見るだけで、分散・凝集状態に加え充填性が同
時に測定できるのである。

8．定圧ろ過によるセラミック粒子の分散
性、充填性の評価

分散剤添加量を０．２～２．０wt％まで変えたスラ
リーの定圧ろ過挙動を評価したところ図－10のよ
うな結果が得られた。繰り返しになるが、定圧ろ
過を開始しケークができていくと、ろ過抵抗が上
がっていき、その傾きが大きいほどできたケーク
の充填率が高いという結果が得られた。添加量が
０．５wt％の時に充填率が最も大きくなった。その
データから解析したケークの充填率分布を図－11に
示す。他の条件に比べ、均一な充填率分布を持っ
たケークができていることが分かる。図－7 の沈
降実験の結果では、分散剤添加量が０．４wt％以上
で界面高さに差が見られなかったが、定圧ろ過試
験を行うことで分散剤添加量０．５wt％の時に、分

散性があり、かつ充填性に優れたスラリー条件で
あることが確認できた。

9．おわりに

スラリーの分散・凝集評価において、これまで
の粘度測定や沈降試験に加え、定圧ろ過試験のよ
うな新しい評価方法によりスラリー分散・凝集評
価を正確に把握することができた。
スラリーの評価技術は日々進歩している。今回
紹介した評価技術以外にもたくさんの手法が世の
中にはある。これらの評価技術をうまく駆使し、
「より良い電子材料」を作ることで、「よりよい電
子部品」を世の中に提供し続けることが私たちの
使命である。
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図－10 定圧ろ過結果

図－11 ケーク充填率分布
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