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The effect of AlN powder properties on thermal conduc

tivity was studied by evaluation of powder properties, 

analysis of sintering behavior and measurement of ther

mal conductivity. Six commercially available AlN pow

ders were used in as-received form. The as-received 

powders were mainly evaluated for particle size distri

bution, SEM observation and chemical analysis. 

Degree of aggregation of the powders was character

ized by comparison of aggregation from SEM micro

graphs and the change of particle size distribution by 

ultrasonication. Each powder was processed by adding 

5wt% of Y2O3 as a sintering aid, then green bodies 

were formed by CIP after uniaxial press and sintered 

at 1900•Ž for 3h in 0.203MPa N2 gas. The sintering be

havior was studied at 1500•‹, 1700•‹, 1800•‹ and 1900•Ž. It 

was found that the powders containing hard ag

gregates densified slowly and their sintered bodies had 

low thermal conductivity in spite of low oxygen con

tent. The mechanism of slow densification and 

decrease of thermal conductivity is explained by a 

mechanistic model. This model includes aggregate 

structure, condition of liquid phase formation and oxy

gen trapping.

Key-words: Aluminum nitride, Thermal conductivity, Yt

trium oxide, Oxygen, Liquid phase, Aggregate

1. 緒 言

電気機器の小型 ・軽量化, 高速化, 高信頼化に対する要

求は極めて大 きく, これ らに用いられる半導体はチ ップの

高集積化, マルチチ ップ ・モジュール化, あるいは高出力

化の方向に急速に進んでいる. これらに対応 して半導体か

ら発生する熱量は増加 し, 放熱能力の大きい基板が要求さ

れている. 基板に要求される電気特性とともに高熱伝導性

を備えた材料の一つとしてAlNが 注 目されている.

AINの 高熱伝導化は, 焼結助剤を用いた焼結体の緻密

化1),2), 原料粉体中及び工程内における不純物混入量の低

減及び粒界相の制御3),4)によって進められている. 中で も

AlN焼 結体の熱伝導率に対する原料粉体中の不純物の影

響に関する研究は数多 く報告3),5)～7)されている.
一方, 原料粉体特性が焼結及び焼結体特性に及ぼす影響

は非常に大 きい と一般に言われているが, AlNに ついて

は, 原料粉体特性が焼結助剤無添加の常圧焼結における焼

結性に及ぼす影響に関する研究が報告8)されている程度で

ある. 本研究では, 種々の原料粉体特性の異なるAlN原

料粉体を用いて焼結体を作製 し熱伝導率を測定 した. その

結果, 興味ある知見が得られたので以下に報告する.

Table 1. Analysis of AlN powders.

* Measured by the suppliers .

2. 実 験

2.1 AlN原 料粉体

AlN原 料粉体は, 市販原料粉体の中から一般に高純度

で分散性の良いと言われる還元窒化合成粉体を3種 (試

料A, B, C), 最も低コス トであるが, 粉砕により微粉末化

され広い粒度分布を持つ と言われる直接窒化合成粉体を

2種 (試料D, E), その他の合成法によるSi含 有量が極め

て少ない ものを1種 (試料F) の合計6種 を選択 し, こ

れを試料 とした. 各原料粉体特性値を表1に 示す. 比表面

積はBET法 により測定 した. 酸素量は, セラミックス中

酸素 ・窒素同時分析装置 (堀場製作所, EMGA-2800) で

分析した. 炭素量は, セラミックス中炭素分析装置 (堀場

製作所, EMIA-110) で分析 した. 不純物金属量は, メー

カー分析値を示 した.

粒度分布の測定は レーザー回折散乱法粒度測定装置

 (Malvern, マスターサイザー) を用いた. 分散媒はエチ

ルアルコール (試薬特級) を用いた. 分散は, 100mlビ ー

カーにAlN原 料粉体を約10mg採 り, これにエチルアル

コール50mlを 加 えて調製 した懸濁液 に超音波洗浄器

 (Sharp, UF-604) の洗浄槽にて超音波を間接的に照射す

る方法 と, ビーカーに超音波発振器 (日本精機製作所,

 US-300) を直接投入する方法によって行った. 分散時間

は超音波洗浄器を用いた場合, 0.5, 3及 び5分 とし超音波

発振器を直接投入 した場合は1分 とした. 原料粉体性状
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の観察は, 走査型電子顕微鏡 (SEM; 日立製作所, S-

800) で行った.

2.2 AlN焼 結体の作製

AlN焼 結体の作製は以下の方法で行 った. AlN原 料粉

体に対 し5wt%のY2O3 (三菱化成, 純度99.5%, 比表面

積14.2m2/g) を配合 し トータルで250gと した. これを

1000mlの ポ リエチ レンポ ッ トにナ イロンボール (15

mmφ, 鉄芯入り) 1kgと ともに入れ, 溶媒にエチルアルコー

ル (試薬特級) 400mlを 用いて24時 間混合 した. 混合終

了後, ナイロン製メッシュふるいを通過 させて混入物を除

去 し, 通過 スラリーを振動流動乾燥器 (中央化工機,

 VU-45) を用いて65℃ で減圧下乾燥 した. これをナイロ

ン製100メ ッシ ュふ るいを用 いて整粒 した. 成形は,

 50×60mmの 金型で9.8MPaの 圧力で一軸成形 し, 次い

で294MPaの 圧力でCIPし て成形体 とした. 焼成には,

 内壁 をBN粉 末で被覆 したAlN容 器及びカーボン容器を

使用 した. 焼成条件は, 昇温速度10℃/minと し, 1900℃

で3時 間保持 した. この間の焼成雰囲気は1100℃ までを

真空 とし, ここでN2雰 囲気に切 り替 えた. N2ガ ス圧は

0.203MPaと した.

2.3 焼結体特性の評価

焼結体の密度はアルキメデス法により測定 した. 焼成挙

動の解析のための成形体及び焼成途中における試料の密度

は, 重量及び寸法を測定 し算出 した. 焼結体中の全酸素量

は, 前出のセラミックス中酸素 ・窒素同時分析装置で分析

した. 焼結体中のイットリウム量は, 試料を粗粉砕後酸分

解 しICP質 量分析装置 (VG Isotope, ICAP-757V) で分

析 した. 焼結体の熱伝導率の測定にはレーザーフラッシュ

法熱定数測定装置 (理学電機, LF/TCM-FA8510B) を

用い, 試料温度は熱電対で測定 した. 測定試料形状は

φ10×5mmで 試料の両面にカーボンを蒸着 して測定に供

した. AlN焼 結体の熱伝導率の比較は, 焼成雰囲気の変

動による影響を避けるため, 同一焼成ロットにおいて行っ

た. なお熱伝導率は, 全酸素量からY2O3の 酸素量を差 し

引いて求めた焼結体中の酸素量に対 して相関づけ られた.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Fig. 1. Particle size distribution changing of the AlN powders by dispersion conditions . (a) A, (b) B, (c) C, (d) D, (e) E and (f) F.

3. 実験結果及び考察

3.1 原料粉体特性の評価

各AlN原 料粉体について, 分散条件に対する粒度分布

の変化を図1に 示す. いずれの原料粉体においても, 分散

時間の増加あるいはより強力な分散条件により粒度分布は

小さ くなる傾向を示 している. しか しながら最大粒子径付

近の粗大粒子の変化は原料粉体により異なっている. 図

1 (a), (b) 及び (f) に示 したように, 試料A, B及 びFの 粗

大粒子は小さくなっている. またそれに伴いこれらの粒度

分布幅 も小さくなっている. 一方図1 (c), (d) 及び (e) に示

したように, 試料C, D及 びEの 粗大粒子及び粒度分布幅

は分散条件によらずほとんど変化 していない. そこでこれ

らの粗大粒子の変化の違いをより明確に表すために, 各

AlN原 料粉体の分散条件に対する95%径 の変化を図2に

示す. 95%径 の変化は, 分散時間の増加 とともに小さく

なる試料A, B, より強力な分散条件の場合のみ小さくな

る試料F及 び分散条件によらずほとん ど変化 しない試料

C, D及 びEと いう三つのグループに分かれた.
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試料A, Bの95%径 が分散時間の増加とともに小さくなっ

たのは, これより大きい粗大粒子が二次粒子 として存在

し, これが容易に解砕されたためと考えられる. したがっ

てこれ らの95%径 の変化は, 良い分散性を示 していると

言える. これらに対 し試料Fの 粗大粒子は, より強力な

分散条件の場合のみ解砕されたことから, かな り硬い二次

粒子であ り, 試料Fは 分散 しにくい原料粉体であると考

えられる. 一方試料C, D及 びEの95%径 はほ とん ど変化

しなかったことから, これらの粗大粒子は非常に硬い二次

粒子, あるいは一次粒子であると考えられる. 次にSEM

観察結果を図3に 示す. 図3 (a), (b) に示 したように, 試

料A, Bの 一次粒子は比較的粒度のそろった微細球状粒子

である. これらは図2で 明らかなように, 良い分散性 を

示 した粒度分布の測定結果 とよ く対応 している. 試料C

においては, 図3 (c) に示 したように一次粒子は試料A, B

とほぼ同等であるが, 二次粒子構造が観察された. したがっ

て試料Cの 粗大粒子は, 二次粒子であることが明らかと

なった. またこの二次粒子は, 図2で 明 らかなようにほ

とんど解砕されなかったことから, 非常に硬いものである

ことが明らかとなった. 一方図3 (d), (e) に示 したように

試料D, Eの 粗大粒子は, 試料Cと は異なり一次粒子であ

ることが確認 された. また試料Fに おいては, 図3 (f) に

示 したように, 微粒の一次粒子による二次粒子構造が観察

され, 試料Fの 粗大粒子は二次粒子であることが確認 さ

れた.

以上の解析結果より, 試料C, Fは 二次粒子構造を持つ

分散 しにくい原料粉体であることが明らかとなった. また

これらの二次粒子は, 超音波分散によっても完全に解砕さ

れなかったことから, ポリエチレンポット及びナイロンボー

ルを用いた今回のボールミルによる混合では解砕されずに

残ったと考えられる.

Fig. 2. Relationship between dispersion conditions and 95% par

ticle size of the AlN powders. •›A, _??_B, •œC, • D, •¡E and 

•¢ F.

Fig. 3. SEM micrographs of the AlN powders. (a) A, (b) B, (c) 
C, (d) D, (e) E and (f) F.

Fig. 4. Relationship between sintering conditions and density of 

the AlN ceramics. •›A, _??_B, •œC, • D, •¡E and •¢F.

3.2 AlN原 料粉体の焼成挙動

各AlN原 料粉体の焼成挙動を解析するため, 1500°～

1900℃ の範囲の所定の温度まで昇温 した後急冷 した試料

及び1900℃ で3時 間保持 した試料を作製 した. 各原料粉

体について, 焼成条件と焼結体密度の関係を図4に 示す.

 いずれの原料粉体も1500℃ までは, ほぼCIP後 の成形体

密度を保持 し, 1500℃～1700℃ 付近で緻密化を開始 してい

る. またいずれの原料粉体 も最終的に1900℃ で3時 間保

持すると, ほぼ理論密度まで緻密化が達成されている. し

か しこの緻密化の過程は, 原料粉体により種々異なってい

る. 試料Bの 密度は, 1500°～1800℃ において直線的に増

加 している. また1800℃ における試料Bの 密度は他に比

べて最 も高 く, 試料Bは 低温から最 も速 く緻密化 してい

る. 一方試料Fの 密度は, 1900℃, 0時 間において他に比

べて最 も低 く, 試料Fは 最終的に1900℃ までの緻密化が

最も遅れている. また試料Cと 試料AはCIP後 の成形体

密度がほぼ同等であったにもかかわらず, 1800℃ におけ

る試料Cの 密度は, 試料Aに 比べてかな り低い. したがっ

て1500°～1800℃ において, 試料Cの 緻密化は試料Aに

比べて遅れている. その他の原料粉体の密度は, 1800℃
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まではCIP後 の成形体密度の高い順に従い, これらの原

料粉体はいずれも1900℃, 0時 間でほぼ理論密度まで緻密

化 してい る. なおCIP後 の成形体密度 においては, 図

3 (d), (e) 及び (f) で明らかなように粒度分布幅の広い原料

粉体 (試料D, E及 びF) は成形体密度が高かった. これ

は粒度分布幅が広いほど, 粗大粒子間の空間を微粒子が埋

めて, 粒子充填性が向上 したため と考えられる.

1900℃, 0時 間でほぼ理論密度まで緻密化した試料の代

表例 として試料A, 及び最 も緻密化 が遅れた試料Fの 焼

結体破面のSEM観 察結果を図5に 示す. 図5 (a) に示 し

た ように1900℃, 0時 間の試料Aの 焼結体は, 粒子径約

2.5μmのAlN粒 子 と粒界3重 点付近に析出 したイットリ

ウムアルミネー ト相 よりなり, 比較的均一な構造で緻密化

している. 一方図5 (b) に示 したように1900℃, 0時 間の試

料Fの 焼結体においては, 粒子径約2.5μmか ら大きなも

のでは約5μmのAlN粒 子が観察される. また焼結体中

にはポアが観察され, 試料Fの 焼結体は試料Aに 比べて

不均一であるとともに緻密化が遅れていること分かる. 図

5 (c), (d) に示 したように最終的に1900℃ で3時 間保持す

ると, いずれの焼結体 も粒子径約4～7μmのAlN粒 子が

観察され, この時点では試料Fも 試料Aと ほぼ同等の緻

密化が達成されている. これ らのSEM観 察結果は, いず

れの試料の場合 も図4に 示 した焼成挙動 と良 く対応 して

いる.

焼成時の緻密化の過程が原料粉体によって種々異なった

のは, 原料粉体特性の影響によるもの と考え られ る.

 AlNに 焼結助剤 としてY2O3を 添加 して焼結すると, AlN

粒子表面の酸化物 (Al2O3) とY2O3が 液相 を生成 し液相

焼結が進行する1). したがって原料粉体中酸素含有量の多

い試料は, 液相の生成及び緻密化に有利であると考えられ

る. また微細均粒で分散性の良い原料粉体は, 液相の生成

及び緻密化 に有利であると考えられる. 試料Bは, 表1

から明らかなように原料粉体中酸素含有量が他に比べて多

い. また一次粒子は, 図3 (b) に示 したように比較的粒度

のそろった微細球状粒子である. 更に図2か ら明らかな

ように試料Bは 分散性の良い原料粉体であることか ら,

 低温から液相を生成 し最 も速 く緻密化 したと考えられる.

 更に原料粉体中酸素含有量の多い試料Eの 緻密化がこれ

より遅いのは, 試料Bと は異なり図3 (e) に示 したように
一次粒子 として粗大粒子が多 く緻密化に不利なためと考え

られる9). 試料Fは 図2及 び図3 (f) から明らかなように,

 二次粒子構造を持つ分散 しにくい原料粉体である. したがっ

てY2O3が 二次粒子表面の酸化物 と液相を生成 しながら二

次粒子の内部まで行き渡 り, 更に二次粒子内部の酸化物 と

液相を生成するまでには時間がかかると考えられる. この

ため試料Fは 原料粉体中酸素含有量が多い割に低温か ら

液相を生成することができず, 最終的に緻密化が最 も遅れ

たと考えられる. 試料Cも 図3 (c) か ら明 らかなように二

次粒子構造を持つ分散 しにくい原料粉体である. したがっ

て試料Cと 試料Aは, 表1に 示したように原料粉体中酸

素含有量がほぼ同等であるに もかかわ らず, 試料Cは 試

料Fと 同様の理由により, 試料Aに 比べて緻密化が遅れ

た考えられる.

以上の解析結果より, 二次粒子構造 を持つ分散しにくい

原料粉体C, Fは, 原料粉体中酸素含有量が多い割に緻密

化が遅れることが明らか となった.

Fig. 5. SEM micrographs of fracture surfaces of the AlN ceram

ics sintered at various conditions.

(a) Sample A sintered at 1900•Ž, 0h, (b) Sample F sintered at 

1900•Ž, 0h, (c) Sample A sintered at 1900•Ž, 3h and (d) Sam

ple F sintered at 1900•Ž, 3h.

(a)

(b)

Fig. 6. Thermal conductivity of the AlN ceramics as a function 

of oxygen content. •›A, _??_B, •œC, • D, •¡E and •¢F, (a) sin

tered in an AlN setter, (b) sinterd in a carbon setter.

3.3 熱伝導率に及ぼす原料粉体中の二次粒子構造の

影響

各AIN原 料粉体を用いた焼結体の熱伝導率に対する焼
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結体中含有酸素量依存性を図6 (a), (b) に示 した. 全体と

して焼結体中含有酸素量が多いほど, 熱伝導率は低下する

傾向を示 した. この現象は既に数多 く報告5)～7)されてお

り, 今回の検討においても同様の結果が得 られた. しかし

ながら今回用いたAlN原 料粉体は, AlN容 器, カーボン

容器 といずれの焼結容器を用いた場合 も, 試料A, B及 び

Eの グループ と焼結体中含有酸素量の割に熱伝導率が低下

した試料C, D及 びFと いう二つのグループに分かれた.

AlN焼 結体の熱伝導率を低下させる酸素以外の要因と

しては, 不純物金属の影響3)が考えられる. 表1に 示 した

ように試料CはSiが150ppm, 試料DはFe, Si共 に100

ppm以 上 と他の原料粉体に比べて多 くの不純物金属が含

まれていたことから, 焼結体中含有酸素量の割に熱伝導率

が低下 したと考えられる. しか し試料FはSiの 含有量が

最 も少な く, Feも 低含有量であるにもかかわらず熱伝導

率が低下 した. そ こでこれ ら以外の要因 として試料Fの

原料粉体特性に着 目すると, 図2及 び図3 (f) で明らかな

ように試料Fは 二次粒子構造を持つ分散 しに くい原料粉

体である. また図4で 明 らかなように試料Fは, 焼成時

の緻密化が他の原料粉体に比べて最 も遅れたが, これは原

料粉体中の二次粒子構造の影響によるもの と考えられた.

 したがってこの原料粉体中の二次粒子構造が, 焼結体特性

である熱伝導率にもなんらかの影響を与えているものと考

えられる.

先にも述べたようにAlNに 焼結助剤 としてY2O3を 添

加 して焼結する と, AlN粒 子表面の酸化物 (Al2O3) と

Y2O3が 液相を生成 し液相焼結が進行する. この過程にお

いて, 酸素が粒界相に トラップされてAlN結 晶粒子への

酸素の固溶が抑制 され, 熱伝導率が向上する10). そこで

これ らの既知事実 と今回の実験結果を基に, 図7に 示すモ

デルを想定 し, AlN原 料粉体中の二次粒子構造が熱伝導

率の低下に及ぼす影響についての考察を行った.

分散性の良い原料粉体の酸素は, 図7に 示 した分散良

好粉体のモデルのように焼成時の昇温過程においてAl2O3-

Y2O3の 液相を低温から生成するとともに速やかに粒界相

に トラップされ, AlN結 晶粒子へ固溶 しに くいと考えら

れる. 一方原料粉体特性の評価結果から明らかなように,

 分散 しにくい原料粉体中の二次粒子は非常に硬 く, これは

今回のボールミル条件では解砕されずに残ったと考えられ

る. したがって二次粒子構造を持つ分散 しにくい原料粉体

においては, 図7に 示 した二次粒子構造のモデルの よう

に, 二次粒子表面の酸素は液相の生成 とともに粒界相に ト

ラップされるが, 二次粒子内部の酸素は速やかに トラップ

されず, 更に温度が上昇 して液相の粘度が低下 してから液

相流入によりトラップされると考えられる. またこの間の

昇温過程 において, AlN結 晶粒子への酸素の固溶がおこ

ると考えられる. 二次粒子構造を持つ分散 しにくい原料粉

体である試料Fは, この ようなメカニズムにより焼成時

の緻密化が遅れ, 焼結体中含有酸素量の割に熱伝導率が低

下 した と考えられる. 今回検討 したAlN原 料粉体におい

て, 試料Cも 二次粒子構造を持つ分散 しに くい原料粉体

であり, 焼成時の緻密化の遅れが認められたことから, 試

料Fと 同様のメカニズムによる熱伝導率の低下が考えら

れる. しか しこれについては, 表1か ら明 らかなように

不純物金属の影響も考慮に入れる必要がある. したがって

試料Cの 場合は, これ らの複数の要因によって焼結体中

含有酸素量の割に熱伝導率が低下 したと考えられる.

4. ま と め

種々の市販AlN原 料粉体を用いて原料粉体特性の評価,

 焼成挙動 の解析及 び焼結体の熱伝導率の測定を行い,

 AlN原 料粉体特性が焼結及び焼結体特性 (熱伝導率) に

及ぼす影響について検討した. その結果,

(1) 原料粉体中の二次粒子構造の分散性を, 粒度分布

測定及びSEM観 察より明らかにした.

(2) 各AlN原 料粉体を用いた試料の焼成挙動は, 原料

粉体により種々異なった. これらの中で二次粒子構造を持

つ分散 しにくい原料粉体は, 原料粉体中含有酸素量が多い

割に緻密化が遅れることが明らかとなった.

(3) 熱伝導率低下の要因 として, 酸素及び不純物金属

以外に, 原料粉体中の二次粒子構造の影響が示唆された.

(4) AlN原 料粉体中の二次粒子構造は, 焼成時におけ

る液相の生成 と酸素 トラップに要する時間差及び温度差を

生 じさせ, AlN結 晶粒子へ固溶する酸素量を増加させた.

 その結果, 熱伝導率は焼結体中含有酸素量が少ない割に低

下したと考えられた.

Fig. 7. A mechanism of thermal conductivity decreasing by 

hard aggregates.
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