
1．はじめに

セラミックス製造プロセスは、大別すると原料
の調合、成形および焼成に分類することができる。
この方法は、基本的に太古の昔より行われてきた
セラミックス製造方法と同じである。近年、高純
度の原料を使用したり、特殊な機能を持つセラミッ
クス、また新しい成形方法が開発されているが、
原料を決められた形状に成形し、焼成することに
変わりはない。
当社では、送電用および配電用ガイシを生産し
ている。ガイシは、金具とセラミックで構成され、
セラミックの絶縁性を生かして、種々の場所で絶
縁体として利用されている。例えば、電力供給網
の送電線を絶縁するために使用されたり、電車に
電力を供給する送電線や架線にも用いられている。
図－1に当社で製造しているガイシの一例を示す。
国内で生産されている大部分のガイシは、オー
ルドセラミックスであり、主原料は陶石や粘土な
どで、高強度を必要とするものにはアルミナが添
加される。
当社でのガイシの製造方法を図－2に示す。ま
ず、陶石や長石、珪砂などに加えて、セラミック

の耐荷重に応じてアルミナを加えた非可塑性原料
をボールミル粉砕する。所定の粒度になるように
粉砕した後、２種の粘土スラリーを添加して３０分
間混合する。その後、工程から出た余剰土を再度
スラリーにし、新たに調合したスラリーと混合す
る。混合後のスラリーを図－3に示すフィルター
プレスで脱水しケーキ土にする。得られたケーキ
土を図－4に示す土練機で混練し、坏土（練り土）
とする。坏土を、図－5に示す成形機を使って成
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図－2 ガイシ製造方法の概略図－1 ガイシ製品の一例
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形し、不要な部分を取り除いてガイシのセラミッ
ク部分の形状にする。それらを、水分が０mass％
になるまで乾燥させたあと、実際に使用されると
きに応力が加わる部分とそれ以外の部分で異なる
釉薬を塗布し、その後、図－6に示すような台車
に窯詰めして、トンネル窯で焼成する。その後、
セメントで金具を取り付け、図－1 に示したよう
なガイシになる。
ガイシの製造方法は、基本的に一般的な陶磁器
の製造方法と変わりはない。しかし、工業製品で

あるため、定められた寸法や強度を出現させるの
にさまざまな工夫が施されている。その中でも、
スラリーの調製工程は、次工程の成形工程や焼成
工程に影響を与え、製品であるガイシの性能を左
右するため、もっとも重要な工程である。
スラリーの調製工程では、陶石などの粒子径が
mmオーダーの天然原料を、ボールミルで粉砕し、
µmオーダーにする。このままの状態では、成形
時に必要な可塑性を持たないため、成形工程で定
められた形状にすることができない。そこで、陶
石などの粉砕物に粘土スラリーを混合し、成形工
程で使用される坏土が可塑性を持つようにする。
スラリー状態での水分は約５０mass％であり、坏
土の水分は約２０mass％である。坏土になると水
分が減少するため、製造工程において坏土内部の
粒子の状態は重要視されない場合が多いが、坏土
の可塑性や保形性は、坏土内部の粒子の状態が影
響を及ぼしている。
安定した製品を製造するためには、スラリーの
調製工程でスラリー内部の粒子の凝集・分散状態
を常に一定に保ち、坏土の特性を安定させる必要
がある。しかし、現状では坏土の状態は季節変動
がある。すなわち、出発工程であるスラリー調製
工程で、スラリー中の粒子の状態が季節によって
変動するため、年間を通して一定の坏土を製作す
ることができない。スラリーの凝集・分散状態は、
粘性などの測定により評価されることが多く、ま
た多数の研究事例がある。しかし、調合したスラ
リーをすぐに使用するのではなく、坏土にするま
でに時間を要すことから、調合時に測定した粘性
から推察される粒子の凝集・分散状態は変化して
いると考えられる。さらに、当社では、成形工程
で排出された余剰土を再度スラリー化し、新たに
調合したスラリーと混合するため、スラリー中の

図－6 窯台車（焼成工程）

図－4 土練機（成形工程）

図－3 フィルタープレス（製土工程）

図－5 成形機（成形工程）
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粒子の凝集・分散状態は変化しやすい。その結果、
坏土中の粒子の凝集・分散状態も変わり、坏土の
特性が変化している。そこで、坏土中の粒子の状
態を推察する必要があるが、これまで坏土中の粒
子の凝集・分散状態を表現するための手法につい
ての研究は少ない。そこで、坏土の凝集・分散状
態を推察できる手法を研究した結果、簡易な手法
で測定できることが明らかになったため、その手
法を紹介する。また、坏土の凝集・分散状態の変
動要因についても検討を行ったので紹介する。

2．坏土の硬度

当社の成形工程では、図－7に示す硬度計で測
定される硬度のみで坏土の管理が行われてきた。
この硬度計は、先端に円錐形の治具があり、硬度
計内部には円錐形治具を押すようにスプリングが
円筒形の表示部に組み込まれている。表示部の下
端は水平になっており、その部分が坏土と接触す
るまで、円錐形治具を押し込むと、内部のスプリ
ングによる応力と、円錐形治具が坏土に陥入する
ための抗力が釣り合った場所で、円錐形治具がと
まり、その位置を硬度として評価している。坏土
が柔らかいと、円錐形治具が坏土から受ける抗力
が小さくなるため、円錐形治具が坏土に深く陥入
し、硬度計の下部でスプリングによる応力とのバ
ランスがとれるため、硬度は低いと評価される。
逆に坏土が硬いと、円錐形治具が坏土に陥入しに
くくなり、円錐形治具が大きく押し戻された状態
でスプリングとのバランスがとれるため、硬度は
高いと評価される。成形を行う際には、硬度が一
定の範囲内に入るように水分を調整し、坏土の硬

度を調整している。しかし、この硬度計だけでは、
坏土中の粒子の凝集・分散の概念が抜け落ちてい
るため、坏土中の粒子の状態に合わせて水分を調
整しなければならず、坏土の水分が一定でないた
め、乾燥工程や焼成工程での収縮率が異なるだけ
でなく、乾燥時や焼成時に亀裂を作る要因になる
ことがある。そこで、この硬度に凝集・分散の概
念を取り入れることを試みた。

3．坏土の凝集度

スラリー中の粒子の凝集・分散状態が、坏土に
及ぼす影響を検討するために、スラリーに凝集剤
や分散剤を入れて、スラリー中の粒子の状態を変
化させた。工程内で予想される粘度がもっとも低
い分散スラリーを再現させるために、分散剤とし
て水ガラスを添加して分散スラリーを作製した。
また、工程内で予想される粘度がもっとも高い凝
集スラリーを再現させるために凝集剤として塩化
マグネシウムを添加して凝集スラリーを作製した。
それぞれのスラリーを一定圧力でろ過し、ケーキ
土とした後、小型土練機で混練した。得られた坏
土の硬度と水分を測定した後、土練機から押し出
される坏土に圧搾空気を吹き付け、坏土の水分を
減少させながら硬度と水分の関係を繰り返し調査
した。得られた結果を図－8に示す。分散スラリー
から得られた坏土も、凝集スラリーから得られた
坏土も、水分が減少するに伴い、硬度が上昇する
ことが判明した。しかし、分散スラリーから得ら
れた坏土と凝集スラリーから得られた坏土では水

図－7 硬度計 図－8 凝集・分散状態の異なる坏土水分と硬度の関係
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分と硬度の関係が異なることが明らかになった。
同一水分で比較すると、分散スラリーから得られ
た坏土の硬度が低くなり、同一硬度で比較すると
分散スラリーから得られた坏土の水分が低くなる
ことが判明した。図－8 から、凝集・分散坏土の
硬度と水分の関係は凝集坏土の硬度を ha（-）、
分散坏土の硬度をhd（-）、それぞれの坏土の水分を
m（mass%）とすると実験的に、
凝集坏土に対しては
ha＝－２．５６m＋７５．７ （１）

分散坏土に対しては
hd＝－４．０６m＋１０２ （２）

で相関づけられることがわかった。
図－9に示すように、予め想定される最大の凝
集・分散状態のスラリーを調整したため、製造現
場で使用される坏土の水分と硬度の関係は分散坏
土と凝集坏土の内側に分布する。そこで、製造現
場で使用される坏土の凝集・分散状態を、先の実
験で得られた分散坏土および凝集坏土の水分と硬
度の関係との差異を定量的に表すため、凝集度 I
という概念を導入した。凝集度 I は（３）式で表さ
れる。

I＝ h－hdha－hd （３）

ここで、h（-）は水分がm（mass%）の製造現場の
坏土硬度、hd（-）は分散坏土の水分が m（mass%）
の場合の硬度、ha は凝集坏土の水分がm（mass%）
の場合の硬度である。従って、図－9 で分散坏土
の直線上に乗っている坏土は凝集度が０となり、

凝集坏土の直線上に乗っている坏土は凝集度が１
となる。
製造現場で使用される坏土の凝集度を測定日ご
とに示すと図－10のようになる。図から明らかな
ように、製造現場で使用される坏土の凝集・分散
状態には季節変動がある。製造現場の坏土は、夏
季には分散傾向に移行し、冬季には凝集傾向に移
行する。前述のように、成形工程では定められた
硬度範囲の坏土を使用するため、夏季と冬季では
異なった水分量の坏土を使用して成形しているこ
とになる。この変化が、乾燥・焼成収縮の差や不
良の原因となっていると考えられる。
（１）および（２）式を（３）式に代入すると、次式
が導き出せる。

I＝４．６m－h－１０２１．５m－２６．４ （４）

従って、坏土の凝集度は、坏土水分と坏土硬度か
ら求められることがわかる。硬度を変数として凝
集度と水分の関係を図－11に示した。例えば、水
分が２１．４mass％、硬度が１８．０の坏土が得られた
とする。これまでは、試行錯誤的に水分を低下さ
せ硬度を１９．０に調整していたが、図－11 を用いれ
ば、試行錯誤に頼ることなく適正水分２１．１mass％
を明確に求めることができる。またこれまでは不
可能であったが、水分を２１．４mass％一定に保った
まま、MgCl２を添加し凝集度を０．６８まで高めるこ
とで、硬度を１９．０に調整可能であることがわかった。
坏土水分の調整は、フィルタープレスの絞り時
間および絞り圧力を経験によって変えながら試行

図－10 製造現場坏土の凝集度の推移図図－9 製造現場の坏土硬度と水分の関係
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錯誤的に行われるので、調整に時間がかかるだけ
でなく水分の精密な制御も難しい。また、坏土水
分の増加は成形体の充填率を減少させ、乾燥収縮
や焼成収縮が大きくなり、成形体内部に気孔を生
成させる原因ともなるので、碍子品質を低下させ
ることにつながる。しかし（４）式が導出されたこ
とで、最適水分が試行錯誤によらず決定できるよ
うになっただけでなく、これまでできなかった水
分一定のまま粒子凝集・分散状態を制御して硬度
を調整することが可能となった。このことにより、
製造時間の短縮のみならずガイシ品質の向上・安
定化が期待される。

4．坏土の凝集・分散状態の季節変動の要因

製造現場で使用されるスラリーを調合する際、
原料の投入順序や水・凝集剤、分散剤の投入タイ
ミングなど、調合の手順は年間を通して変化しな
い。また、原料のロットが変更すると、原料の組
成が若干変化し、原料の調合割合を調整する場合
もあるが、最大でも１mass％程度調合率を変化さ
せる程度で、調製されるスラリーの特性を変化さ
せるほど調合率は変化させていない。また、原料
のロット変更はランダムに発生するため、季節的
な変動には関与していないと思われる。
スラリーを調製する際に、季節的に変動がある
のは調製後のスラリー温度である。スラリーの原
料は外気とほぼ同様の温度であるが、ボールミル
で粉砕中に原料の粉砕に使用されなかったエネル
ギーが熱となり、スラリー温度を上昇させる。当

社のボールミル設備は地下に据え付けられている
ため、外気温の直接的な影響を受けにくいように
設置されているが、ボールミル設備が発する熱に
より、地下の気温は、外気温よりも若干高く、約
１５℃から約３５℃の間で変化する。その環境下で、
粘土以外の原料を粉砕したスラリー（以下、原石
スラリーと呼ぶ）は、冬季で約５０℃、夏季で約７０℃
になる。原石スラリーの季節による温度差がスラ
リーの凝集・分散の季節変動を起こしていると考
えられる。
そこで、加熱が及ぼす原石スラリーへの温度の
影響を調査するため、１１月に調製した原石スラリー
を、７０℃で４時間加熱処理し、加熱処理を行わな
かったスラリーと流動曲線の比較を行った。その
結果を図－12に示す。図から明らかなように、加
熱処理を行わなかった原石スラリーよりも、加熱
処理を行った原石スラリーの粘性が低下している
ことがわかる。原石スラリーの主成分は陶石であ
り、陶石は図－13に示すような原石を粉砕して使
用している。図－13 の色の濃い部分は酸化鉄であ
り、陶石には鉄が含まれている。また、３章の実

図－11 製造現場坏土の水分と凝集度の関係

図－12 原石スラリーの加熱処理の有無による流動曲線
の差異

図－13 陶石の一例（粉砕前）
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験で、水ガラスを用いて分散させたスラリーをフィ
ルタープレスで脱水した際、ろ液が黄色に着色し
ていた。従って、スラリーの凝集・分散状態は、
スラリー中に含まれる鉄イオンの影響を受けてい
ると推察された。そこでスラリー中の鉄イオン濃
度に着目し調査を行った。
ガイシ製造用スラリーの製造手順は、規定量の
水をボールミルに満たした後、粘土以外の原料を
投入し、十数時間かけて粉砕する。この間に原石
スラリーの温度が上昇し、最高約７０℃程度まで上
昇する。その後２種の粘土スラリーを加えて、３０
分間混合し、ガイシ製造用スラリーとしている。
粘土スラリーは外気温とほぼ同程度であるため、
混合後のガイシ製造用スラリーの温度は、最高で
約４０℃程度まで低下する。従って、粘土スラリー
は加熱による影響を受けにくいと思われるが、粘
土スラリーにも鉄が含まれるため、原石スラリー
および２種の粘土スラリーの加熱による影響を、
スラリーの上澄み液中の鉄イオン濃度から検討した。
実験では、原石スラリーおよび２種の粘土スラ

リーを７０℃で４時間加熱し、遠心分離機で粒子を
沈降させ上澄み液を採取した。それぞれの上澄み
液の鉄イオン濃度を測定した。測定結果を、表－1
に示す。表から明らかなように、２種の粘土スラ
リーの鉄イオン濃度は加熱処理前後でほぼ変化し
ないが、原石スラリーでは鉄イオン濃度が３倍以
上になる。従って、スラリーの凝集・分散状態の
変動は原石スラリー中の鉄イオン濃度変化が影響
を及ぼしていることが明らかになった。すなわち、
原石スラリーは、粉砕によって発生した新生表面
から鉄イオンが溶出していると考えられるが、ス
ラリー温度が高温になると、さらに鉄イオンの溶
出が促進され、その結果、陶石粒子がより負に帯
電し、粒子間に働く反発力が増加し、分散傾向に
移行すると推察された。従って、原料粉砕時に高
温になる夏季では、原石スラリーが分散傾向に移
行し、それに伴いガイシ製造用スラリーも分散傾
向に移行していると考えられる。その結果、夏季
の坏土は分散傾向にあると考えられる。冬季の坏

土は、夏季の坏土と逆で、原石スラリー中の陶石
粒子からの鉄イオン溶出が抑制されるため、夏季
と比較すると凝集傾向にあると考えられる。

5．おわりに

セラミックスの成形工程で用いられる坏土の評
価手法として、これまで硬度が用いられてきたが、
坏土中の粒子凝集・分散状態は評価されていなかっ
た。そこで、坏土の硬度と水分の関係から新たに
凝集度を導入した。その結果、坏土は夏季には分
散傾向に移行し、冬季には凝集傾向に移行するこ
とが判明した。
また、これまで試行錯誤で行ってきた坏土の硬
度調節を、凝集度を用いることにより、凝集剤の
量を制御して、理論的に硬度を変更することがで
きるようになった。
坏土中粒子の凝集・分散傾向の季節変動の要因
は、坏土を作製する成形工程ではなく、スラリー
調製工程にあると考えた。スラリー調製工程の中
で季節変動は、スラリーの温度であること、また、
水ガラスを加えたガイシ製造用スラリーのろ液が
黄色く着色することから、鉄イオンが影響してい
ると考え調査を行った。その結果、原石スラリー
中の陶石が加熱されることにより、鉄イオンの溶
出が促進され、夏季にはスラリーが分散傾向に移
行し、強いては坏土が分散傾向に移行していると
推察された。
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スラリー
鉄イオン濃度（mg／L）

加熱効果
加熱処理なし 加熱処理あり

原石スラリー ０．０７ ０．２３ ３．３

A粘度スラリー ０．１６ ０．１４ ０．９

B粘度スラリー ０．０９ ０．０８ ０．９

表－1 ３種スラリーの加熱による鉄イオン濃度の変化
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