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窒化ケイ素の粉体特性及び成形体構造による焼結特性の変化

神 谷 秀 博 ・磯 村 賢 児 ・神 保 元 二 ・堀 田 禎*・ 椿 淳 一 郎*

名古屋大学工学部分子化学工学科, 464-01名 古屋市千種区不老 町

 (財) フ ァインセラミ ックスセンター, 456名 古屋市熱 田区六野2-4-1

Influence of Powder Properties and Green Microstructure on the 

Sintering Behavior of Si3N4

Hidehiro KAMIYA, Kenji ISOMURA, Genji JIMBO, Tadashi HOTTA* and Jun-ichiro TSUBAKI*

Department of Chemical Engineering, Nagoya University. Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi 464-01
 Japan Fine Ceramics Center, 2-4-1, Mutsuno, Atsuta-ku, Nagoya-shi 456

[Received May 13, 1992; Accepted October 15, 1992]

Powder properties of raw materials have a great

 influence on the dispersion of sintering aids, and green

 microstructure and sintering behavior on the prepara

tion of Si3N4 ceramics. The mixing time required for

 sufficient dispersion of the raw material powders in a

 suspension increased with decreasing particle size 

 Si3N4. For sintering below 1700℃, the relative density

 of sintered bodies was quantitatively related with

 specific surface area of Si3N4 powders and the mode

 pyre size in green compacts. Decrease of pore diameter

 in green compacts and particle diameter of Si3N4 pow

ders improved the densification of Si3N4 ceramics at

 relatively low temperatures.
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1. 緒 言

無機系粉体原料の焼結性や得られた焼結体の構造や機械

的特性は, 原料の粉体特性や製造プロセスにより著しく影

響される. 近年, 特に焼結性の向上を目的 とした原料粉体

の微粉化により, 凝集体構造の制御 と成形までのプロセス

の研究が, セラミックス材料の信頼性向上や高強度化に

とって重要になっている. アルミナな ど酸化物系セラミッ

クスでは, 比表面積や粒度分布, 粒子表面状態等の粒子特

性1), 液中での凝集構造の分散状態2)～4) 及び加圧条件など

による成形体構造5)～ll) が, 焼結特性11),12) や機械的特性13)

 に及ぼす影響が研究されている. その結果, サスペンジ ョ

ン中での凝集体の分散3) や, 高圧成形5),6) による成形体内

での凝集構造の破壊が緻密化温度の低下3),6),11),12) な どに有

効であることが示され, 非酸化物系粒子 との複合系14,15

 にも適用が試みられている.

窒化ケイ素についても, 原料粉体特性が成形性, 焼結性

に顕著 に影響16),17) することが報告されており, 特に焼結

方法についてはガス圧焼結, ホ ットプ レスあるいはHIP

法等の加圧焼結法18),19) を中心に系統的な研究が行われて

いる. しか し製造方法により様々な特性の粉体が得 られて

いるのにもかかわらず, 助剤混合, 分散から成形までの操

作段階 と原料粉体特性の関係については系統的研究が少な

く, 経験的に操作条件を決定している場合が多い. また,

 焼結特性 と成形体微構造の関係に関する研究はほ とん ど行

われていない.

本研究では, 静水圧成形条件等による成形体の微構造の

変化や, 窒化ケイ素原料粉体特性が, 焼結特性に及ぼす影

響の定量的解析を試みた. 粉体特性 としては比表面積, 粒

度分布, ζ電位などに着目し, 液中混合段階での粒度分布,

 ζ電位等の粉体特性の変化から焼結助剤の分散状態を考察

した. 成形体微構造としては細孔径分布に着 目し, 原料粉

体特性及び成形圧力条件による成形体微構造の変化が, 特

に1700℃ 以下の比較的低温での焼結特性に及ぼす影響を

検討 した. 窒化ケイ素の焼結性と粉体特性及び成形体微構

造の関係を求め, 成形操作までのプロセスの工学的制御法

について考察 した.

2. 実 験

原料窒化ケイ素粉体は直接窒化法により製造 した一次粒

子径の異なる2種 類の粉体 (電気化学工業, SN-9F, 9S,

 以下A, B粉 体 とする) と, イミ ド分解法による粉体 (宇

部興産, SN-E10, 以下C粉 体 とす る) の3種 類 を用い

た. 焼結助剤 として高純度アル ミナ (岩谷化学工業),

 イットリア (三菱化成) 微粒子粉体を原料粉体に対 しそれ

ぞれ5wt%添 加 した.

窒化ケイ素粉体及び助剤を トリクロロエタンを溶媒に,

 ポリエチレン製ボールミル中で5mm径 の窒化ケイ素製

ボールを用い, 96時 間混合 した. 解膠剤 (中京油脂, セ

ルナSE-374) は窒化ケイ素粉体に対 し5wt%添 加 した.

 混合完了後, スラリー中にバインダー (中京油脂, セルナ

SE-373) を添加 し, 小型スプレー ドライヤー (大河原化

工機, CL-8型) により乾燥, 造粒 した. 成形は造粒粉を

250μmの ふるいにかけた後, 内径20mmの 金型に充填 し,

 12～98MPaの 条件で2分 間一軸成形 した. 一軸成形後,

 CIP成 形を98,294MPaの2種 類の条件で1分 間行った.

 焼結時の操作条件は真空中, 15℃/minの 条件で1100℃ ま

で上昇 し30分間保持 した後, 10℃/minの 条件で所定の焼

結温度まで昇温 した. 設定温度に達 した ところで9.5気圧

まで昇圧 し4時 間保持 した. 焼結温度 は1650°, 1700°
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1750°,1850℃ の4条 件で行った.

混合, 分散段階では, ζ電位, レーザー回折散乱法によ

る凝集粒子径を評価 した. 噴霧乾燥粉はBET法 による比

表面積を測定 した. 成形体については水銀圧入法により密

度及び細孔径分布を, 焼結体はアルキメデス法により相対

密度を測定 した.

3. 結 果

3.1 一次粒子特性及び混合過程の評価

原料粉体及び助剤の粉体特性測定結果を表1に 一括 して

示 した. BET法 による比表面積 (Sw) は粉体Aか らC

の順で大きくなっている. 一次粒子径 (dB) を球粒子を仮

定 した次式より推定 し表中に示 した.

dB=6/(ρT・Sw) (1)

ここでρTは粒子の真密度である. 粉体A, Bは 同 じ直接

窒化法によるもので比表面積すなわち一次粒子径の影響を

検討 し, Cは イミド分解法によるもので製法及び粒子径の

影響を検討した. 助剤のアルミナ及びイッ トリアは, 比表

面積が窒化ケイ素粉体よりいずれも大きい超微粒子を用い

た.

pH=6に おける原料窒化ケイ素粉体の ζ電位はすべて

負で, 酸化物助剤は正の値 を示 している. 原料窒化ケイ素

粉体間で比較すると, 合成法は同じであるが製造条件によ

り比表面積が異なる粉体A, B間 でも差が認められる. C

粉体はζ電位の絶対値が小さ く, 製法により粒子表面状態

が異なることが予測される.

Table. 1. Powder properties of raw materials.

Fig. 1. Particle size distribution of raw Si3N4 materials meas
ured by laser scattering methods.

図1に 原料粉体をレーザー回折散乱法により水中で超音

波分散 し, 粒度分布を測定 した結果を示 した. 焼結助剤の

アルミナ, イットリアを含め各原料粉体は微粉であり凝集

しているため, 比表面積から推定した粒子径 (dB) に比べ

粒度は大 きい. そこで平均粒度 (da) と, 比表面積測定結

果から (1) 式により球を仮定 して求めた一次粒子径 (dB)

 との比により, 凝集度 (da/dB) を定義 し, 表1中 に示 し

た. 窒化ケイ素原料粉体はいずれも一次粒子径の数倍程度

の凝集粒子径 と考えられるが, 助剤は一次粒子径の数十か

ら数百倍の凝集粒子径になっており, 超微粉であるため凝

集が著 しい. また原料窒化ケイ素間で比較すると, 直接窒

化法で製造 したA粉 体の分布は鋭 く, 20μm以 上の凝集

粒子はほ とんど存在 しない. 一方同 じ直接窒化法 による

B粉 体は100μm近 い凝集粒子が存在 し, 凝集粒度分布は

非常に広い. 粉体Cも 粉体Bと 同様の分布になっている.

(a)

(b)

(c)

Fig. 2. Transition of particie and aggregate size distribution in 

suspension during mixing process.

(a) Si3N4-(A) powder, (b) Si3N4-(B) powder, (c) Si3N4-(C) 
powder.

原料粉体の混合過程を, レーザー回折散乱法を用いて評

価 した結果を図2に 示す. 図中には混合前の助剤及び原料

窒化ケイ素粉体の測定結果 も示 した. 図1に 示 したよう
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にアルミナ, イッ トリア助剤は凝集 しており, 窒化ケイ素

粉体に比べ大きい方にシフ トし分布 も広い. 図2 (a) の粉

体Aの 結果で混合開始直後 (0.5h) と原料窒化ケイ素粉

体の分布を比較すると, 累積頻度 (Q) 80～90%以 下の範

囲では, 混合分散の効果により凝集粒子径分布は小さい方

にシフ トしている. しかし混合開始直後の分布に原料粉体

の分布にはない30μm以 上の粒子が, Q>90%の 範囲で観

察される. 助剤添加量は10wt%で あることから, これは

分散 していない助剤の凝集粒子 と考えられる. 混合時間の

増加に伴い助剤凝集体は消失するが, 混合24hで は残存

しており, 助剤がほぼ完全に分散 し原料粉体の分布 より小

さ くなるには96hの 混合が必要である.

粉体B, Cに ついて行った図2 (b), (c) では, 図2 (a) と

異なり混合開始後比較的短い時間で, 原料粉体の分布 と混

合粉体の分布がほぼ一致 した. 混合24hま では分布に特

に変化はないが, 96hの 長時間混合では特に粉体Cで 凝

集体の破壊 による粒度分布の減少が観察された. A粉 体

で観察されたレーザー回折散乱法による助剤分散状態の評

価は, 原料の凝集粒子が大きいB, C粉 体では困難である

が, 原料粉体の分散状態は評価できた.

混合過程での粉体の ζ電位の変化を図3に 示 した. いず

れの粉体でもζ電位は混合時間の経過に伴い絶対値が減少

する傾向にある. 混合過程での ζ電位の絶対値の低下は,

 窒化ケイ素粒子表面に+の 電位をもつ助剤酸化物超微粒子

の付着, あるいは溶媒の トリクロロエタンや解膠剤の粒子

表面への吸着の影響が考えられる. 合成法が同じである粉

体A, Bは, 混合過程での ζ電位はほぼ一致 し, ζ電位の

絶対値は混合24hま では減少するが, 24h以 降はほぼ一

定である. 一方, 粉体Cは 混合過程で徐 々に絶対値は減

少 し, 96h経 過 して も一定 となっていない. 図2の24h

から96hに 混合時間を増加させた場合の粒度分布の変化

も, 粉体Cは 粉体A, Bに 比べ大きい. 凝集構造の分散状

態の変化 とζ電位の変化に相関が存在する.

以上の結果から, 成形及び焼結実験は, 各試料 とも凝集

粒子径がほぼ同程度で助剤凝集の影響が小さい, 96h混

合 したものを対象に検討を行った.

Fig. 3. Transition, of zeta potential for Si3N4 powder with sinter

ing aids in suspension during mixing process.

3.2 成形体構造の評価

成形体相対密度に及ぼす金型成形圧力の影響を図4に 示

した. CIP成 形を行わない場合 (pC=0) には相対密度は

金型による予備一軸成形圧力 (pU) の対数に比例 して増

加 し, 傾 きも3種 類の粉体 ともほぼ等 しい. 成形体密度

は比表面積が大 きいほど減少 し, 粉体Cは 他の2種 類に

比 べ5%程 度少ない傾 向がある. この成形体 にpC=98

MPaの 条件でCIP成 形を行った結果を, 図4中 に重ねて

示 した. 98MPaのCIP圧 を加えると金型成形圧力によ

らず相対密度はほぼ一定になる.

粉体Cを 例に, CIP条 件を98MPaに 固定 した場合につ

いて, 成形体内細孔径分布に及ぼす予備金型一軸成形圧力

の影響を検討 した結果 を図5に 示 した. 98MPaのCIP

成形により, 成形体相対密度だけでな く細孔径分布 も金型

成形圧力による影響を低減することができた.

Fig. 4. Effects of uni-axial pressure for pre-pressing on the rela
tive density of green bodies. Cold isostatic pressure was selecte
 0MPa (without CIP) and 98MPa.

Fig. 5. Effects of uni-axial pressure for pre-pressing on the pore
 size distribution. in green compacts of Si3N4-(C) powder after cold
 isostatic pressing at 98MPa.

図6にCIP成 形圧力 (pC) が成形体相対密度 (ρG/ρT)

 に及ぼす影響 を示 した. 金型 による一軸予備成形圧力

 (pU) は12MPa及 び98MPaで あ る. 一軸 成形圧 力98

MPaの 場合には相対密度は圧力に比例 して増加しており,

 傾 きは粉体によらずほぼ等 しい. また一軸成形の影響を示

した図4と 同様, 相対密度は粉体A, Bが 同じ成形圧力条
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件ではほぼ等 しく, 粉体Cは いずれの条件で も5%程 度

相対密度が低 くなっている.

Fig. 6. Relations between relative density of green compacts

 and cold isostatic pressure. Uni-axial pre-pressing pressure was

 selected 12MPa.

(a)

(b)

(c)

Fig. 7. Pore size distributions in green compacts after uni-axial

 pre-pressing and cold isostatic pressing. Uni-axial pressure, pU,

 was 12MPa.

(a) Isostatic pressure, pC=0MPa (without CIP),
(b) Isostatic pressure, pC=98MPa,

(c) Isostatic pressure, pC=294MPa.

12MPaの 条件で3種 類の粉体を金型一軸成形 した場

合, 及び98,294MPaのCIP成 形を行った場合の成形体

の細孔径分布の変化を図7 (a)～(c) に示 した. 3種 類の粉

体 ともCIP成 形圧の増加に伴い細孔体積, 細孔径 とも減

少 している. 粉体間で比較すると, 粉体Aは 成形体相対

密度は最も高 く細孔体積は少ないが, 同じ成形条件で比較

する と細孔径は3種 類の中で最 も大 きい. 98MPa及 び

294MPaのCIP成 形で, 粉 体Aで はそれぞ れ0.2及 び

0.13μmか ら細孔が観察される. これは他の2種 類の一軸

成形のみの場合, 及び98MPaの 場合の最大細孔径にほぼ

等 しい. 一方細孔体積, 相対密度は異なるものの粉体B,

 Cの 最大細孔径はほぼ等しくなっている.

(a)

(b)

Fig. 8. Influence of relative density, ρG/ρT, of green compacts

 on sintering behaviors (ρT=3.32g/cm3).

(a) Sintering temperature=1650℃,

(b) Sintering temperature=1700℃.

3.3 焼結特性

図8 (a), (b) は1650℃ 及び1700℃ で焼成 した場合の焼結

体の相対密度を, 成形体相対密度に対 して示 した結果であ

る. 各原料の成形体相対密度は, 一軸成形圧及びCIP圧

により40%か ら60%ま で変化 している. 粉体B, C (△,

 □) は1650℃ でも, 成形体密度 によらず焼結体の相対密

度 は96～97%程 度でほぼ緻密化 している. 一方粉体A

 (○) は1650°, 1700℃ の焼結条件では, 焼結体密度に成形

体密度依存性がある. 特 に1650℃ の場合にはその傾向は

顕著で, 成形体密度60%以 上の場合でも粉体Cの 焼結体

相対密度は95%に 達せず, 粉体B, Cに 比べ焼結性が悪い.

 1700℃ の焼結条件では, 成形体密度55%以 上の範囲でほ

ぼ粉体B, Cと 同程度の焼結体密度になっているが, 成形

体密度が50%以 下の場合には焼結体密度が低い傾向が認
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められる. 図9に 最 も成形圧力が低い条件である予備一軸

成形圧12MPaで, CIP成 形を行わなかった場合の焼結体

相対密度 と焼結温度の関係を示 したが, 焼結温度1750℃

以上では各粉体 とも97%程 度の焼結体相対密度であ り,

 原料粉体特性や成形体密度, 構造が焼結体密度に及ぼす影

響はほとんどなくなっている.

Fig. 9. Sintering behaviors of green compacts after uni-axial 

pressing at 12MPa without isostatic pressing.

4. 考 察

粉体A, Bは 同 じ製法で比表面積等の粉体特性の差も小

さいが, 特に1700℃ 以下の比較的低温度の条件で, 焼結

特性に著 しい差が現れる原因について考察する.

粉体Aの 成形体相対密度は同じ成形圧力で比較すると

 いずれの成形条件で も他の2種 類 に比べ高い. これは,

 (1) 一次粒子径が最も大 きく, 粒子間付着力 よりも粒子自

重が有効に作用す るため充填性が良い こと, (2) 凝集度

 (da/dB) が低 く, 大 きな凝集 体構造が乾燥後 も残 らない

ため, 凝集体間の空隙が少ない こと, が原因 と考 えられ

る. 一方, 粉体Cは 一次粒子径が小さ く, しかも図2に

示 したように96h混 合後の凝集粒子径分布 も粉体Aと 同

程度で凝集体構造が完全に破壊 していないため成形体密度

は粉体Aに 比べ低 くなる傾向があ る. 粉体Bは 比表面

積, 混合後のζ電位, 及び成形体相対密度 も粉体Cよ り

粉体Aに 近 く, これ らの結果からは焼結性 も粉体Aに 近

いことが予測される.

しか し成形体の構造については, 粉体Bの 成形体細孔

径, すなわち粒子間距離は同じ成形条件で比較すると粉体

Cに 近い傾向が観察された. この傾向を細孔径分布を測定

したすべての成形体について検討するため, 図10に成形体

相対密度 と図7か ら求めた平均細孔径の関係を示 した.

 図中の直線は粉体A, Bに ついてそれぞれ実測値を次式に

より最小2乗 法で近似 した結果である.

Dm=k1・ ρG/ρT+k0 (2)

ここでk0, k1は 定数で, 各粉体での値は図中に示 した. こ

の直線で示 したように各粉体 とも成形体密度の増加に比例

して平均細孔径は減少 している. 同 じ成形体密度で比較す

ると粉体B, Cの 平均細孔径が同程度の値 であるの に対

し, 粉体Aの 細孔径は どの成形体密度でもかな り大き く

なっている. 同 じ平均細孔径を得るのに粉体Aは10%程

度相対密度を高 くする必要がある. したがって粉体Aの

成形体密度が粉体Cな どに比べ高いのに1650°, 1700℃ の

焼結体密度が低いのは, 細孔径, すなわち粒子間距離が大

きいことによると考えられる. 成形体の細孔径が焼結性に

影響を及ぼす ことはアルミナでは報告 されている11) が,

 窒化ケイ素の場合で も特 に1700℃ 以下の比較的低温度で

の焼結では影響 していると考えられる.

Fig. 10. Relations between median pore diameter and relative 

density in green compacts.

(a)

(b)

Fig. 11. Analysis for relations between relative density of sin

tered body, ρS/ρT, and green microstructure on relatively low tem

perature condition (1650℃).

(a) Effect of median of pore diameter, Dm, in compacts,

(b) Influence of median of pore diameter, Dm, in green compacts

 and specific surface area, Sw, of powders.

そこで焼結体密度は粒子間距離が短いほど緻密化すると

仮定 して, 図11 (a) に平均細孔径に対する1650℃ での焼結
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体相対密度の関係を示 した. 平均細孔径が小さいほど焼結

体密度が高 くなる傾向が確認されたが, 同じ平均細孔径で

もB, Cの 方が焼結体密度が高い範囲が存在する. これは

粒子自身の活性が高いためと考えられる. 粒子の活性を比

表面積で代表 し, 比表面積 と平均細孔径の逆数 との積と焼

結体相対密度の関係を図11 (b) に示 した. 両者の関係は次

式で表される図中の1本 の曲線で近似された.

ρS/ρT=K0-K1exp(-K2・Sw/Dm) (3)

ここでK0, K1, K2は 定数で, 本報で用いた試料ではそれ

ぞれK0=97.4, K1=45, K2=0.054の 値 となっている. こ

の式から窒化ケイ素の焼結性は比表面積で現される粒子の

活性度 と粒子間距離すなわち成形体構造の関数で与えられ

ると考えられる. 以上の結果から焼結性の向上には, 高活

性の微粒子を用いて細孔径分布の小さな成形体を作製する

ことが本研究の範囲では有効である.

粉体B, Cの 成形体の平均細孔径が粉体Aに 比べ小さく

なる原因としては, 図2の 凝集体の粒度分布が粉体Aに

比べ粉体B, Cは 広 く, 大きな凝集粒子間にある空隙を小

さな凝集粒子あるいは分散 した一次粒子が埋めていること

が考えられる. ζ電位等の他の粉体特性については粉体B

は粉体Cよ り粉体Aに 近いが, 凝集粒度分布は粉体Bと

粉体Cは 良く似た形状である. したがって, 液中での原

料粉体の分散状態 も焼結特性に影響することが予測 され

る.

5. 結 言

3種 類の窒化ケイ素粉体を用い, 製造プロセス特に成形

条件による成形体構造が焼結特性に及ぼす影響を検討 し

た. その結果, 1700℃ 以下での比較的低温の焼結条件で

は, 原料粉体特性 としては原料粉体の活性度を代表する比

表面積, プロセス条件により決定される因子としては成形

体の平均細孔径, すなわち粒子間距離が, 窒化ケイ素焼結

体の相対密度を決定することを示 し, 定量的相関式を提案

した.

焼結体密度は成形体密度 と必ず しも一対一 に対応 しな

かった. 比表面積が小さい粉体Aは, 同一成形圧力条件

では成形体相対密度は他の2種 類 より高いが, 平均細孔

径は大 きく高密度にしても焼結性は向上 しなかった.

また助剤混合, 分散過程についてもレーザー回折散乱法

等により評価できた. 助剤及び原料粉体の液中分散速度

は, 比表面積が大きい原料ほ ど助剤を分散させるのに長時

間の混合が必要であることが確認された.
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