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The effect of fabrication process operations on the sin

tered density was empirically discussed in order to op

timize operation conditions. High purity alumina pow

ders were used as raw powders: One ƒÅ/ƒÆ-phase and 

three a-phase alumina powders. Their crystal phase, 

specific surface area, particle size, degree of aggrega

tion and shape of primary particle are characterized. 

Alumina with the ƒÅ/ƒÆ-phase had a large specific surface 

area. Three a-phase alumina powders were different 

each other in the primary particle shape or the degree 

of aggregation. The alumina powders were formed by 

uni-axial pressing and sintered. The following process 

operations were changed: milling, additive, binder, 

spray drying, CIPing. Each green compact was sin

tered under the same condition. An empirical equation 

is established for correlating the sintered density with 

the compact green density under any process condi

tions. A diagram is proposed from the empirical equa

tion, and the effect of process operations on the green 

and sintered densities was discussed on the diagram. 

The effects of the process operations on the green and 

sintered bodies depended on the primary particle 

properties, especially particle shape. The CIPing and 

addition of additives always increased the green and/

or sintered densities. However, spray drying and mill

ing were efficient in powders consisting of dendritic 

primary particles, but no or negative effect of spray 

drying and milling on the green and sintered densities 

was observed in powders consisting of round primary 

particles and weak aggregates.

Key-words: Alumina, Sintered density, Press forming,Mill
ing, Additives, Binder, Spray drying, CIPing

1.　緒 言

セラミックスの製造で最 も基本的な製造プロセスの一つ

である金型プレスによる製造プロセスには,粉 砕,ス ラ

リー調製,噴 霧造粒,成 形,焼 成のプロセス操作が含まれ

ている.こ れらの個/々のプロセス操作に関 しては従来から

多 くの研究がなされてきた.粉 砕に関 しては, 1～5mmφ

の小球ボールを使用することによるサブミクロン粉砕の可

能性1),ア ルミナ懸濁液の振動 ミル粉砕において粉砕助剤

がスラリーの分散状態に及ぼす影響2)など,噴 霧造粒に関

しては,ス ラリー特性及びバインダー種類が顆粒特性に及

ぼす影響3)などについて報告されている.ま た成形に関 し

ては;噴 霧造粒体のバインダーの種類,添 加量及び湿度が

成形体密度に及ぼす影響4)～8),焼成に関 しては,焼 結助

剤9)～11)及び焼成条件11),12)が焼結体の緻密化及び微構造に

及ぼす影響などについて報告されている.こ れらの研究に

おいて,個 々のプロセス操作の因子の影響はかなり検討さ

れている.

しか し,実 際の製造では,個 々のプロセス操作の最適化

はもちろんのこと,す べてのプロセス操作を最適化するこ

とにより品質の安定,生 産性の向上が保障される.す べて

のプロセス操作を最適化するには,原 料粉体から焼結体ま

でを通 してプロセス全体を理解することが重要であるが,

このような観点からの研究は少ない.著 者 らは,高 純度ア

ルミナ粉体を試料 とし,金 型プレスによる製造プロセスを

取 り上げ,原 料粉体か ら焼結体までのプロセス全体を把握

する研究を行い,成 形体製造までの段階に関しては,成 形

体密度が原料粉体のタップ密度 と成形圧力より推定できる

ことを既に報告 した13).

本報においては,焼 結体密度と成形体密度の関係を定量

的に考察 し,両 者を相関付ける実験式を提案するととも

に,実 験式に基づ く線図より,各 プロセス操作及び添加物

の添加が成形体密度,焼 結体密度に及ぼす影響を考察す

る.

2.　実 験

試料 には市販の4種 類の高純度アル ミナ(純 度99.99

mass%以 上)を 用いた.焼 結体の作製は, as-receivedの

原料粉体に水のみを添加 して一軸プレスにより成形 し,電

気炉により焼成する場合 と,粉 砕,噴 霧造粒(バ インダー

添加を含む), CIP,焼 結助剤添加等の操作を施 した後に

電気炉で焼成する場合に大別 される2通 りの方法で行っ
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た.

2.1　原料粉体特性のキャラクタリゼーシヨン

原料粉体特性のキャラクタリゼーシ ョンは,成 形体密

度,焼 結体密度に関係すると思われる結晶相,粒 子径分

布,比 表面積,粒 子形状を選び,そ の評価を行った.結 晶

相の同定は粉末X線 回折法により行 った.粒 子径分布の

測定は,遠 心沈降光透過式粒度分析装置(島 津製作所製,

 SA-CP3)を 用いて行 った.分 散媒は,濃度0.2mass%の ヘ

キサメタリン酸ナ トリウム水溶液を用いた.分 散は, 100

mlビ ーカーに原料粉体を約10mg取 り,こ れに分散媒を

50ml加 え,超 音波洗浄器(Honda, W-103T)で 間接的

に超音波を10min照 射 した.比 表面積は, BET法 により

測定 した.粒 子形状の観察は透過型電子顕微鏡(TEM:

日本電子製, JEM-4000FX)で 行った.

2.2　 as-received原 料 粉 体 を 用 い た 成 形体 の作 製

as-received原 料 粉 体 に,適 量 の 水 分 を 添 加 し成 形 体 を

作 製 した.添 加 水 分 量 は,原 料 粉 体 に 蒸 留 水 を添 加 して成

形 した と き,金 型 よ り水 分 が あ ふ れ で な い 最 大 の水 分 量 と

し た.金 型 寸 法 は20mmφ で,成 形 圧 力 は12.3, 24.5 ,

 49.0, 98.0MPaと した.各 試 料 とも, 7.5g秤 量 し所 定 量 の

蒸 留 水 を 添加 した後,金 型 へ 充 填 して一 軸 プ レス を行 った.

2.3　諸操作を施した成形体の作製

プロセス操作及び添加物の影響を検討するため,表1に

示すような各条件においても成形体を作製 した.解 膠剤は

セルナD-305(中 京油脂製)で 添加量は固形分換算0.2

mass%,バ インダーはセルナWD-830(中 京油脂製)で

添加量は固形分換算3mass%,焼 結助剤は硝酸マグネシ

ウム(試 薬特級,ナ カライテスク製)で 添加量は酸化マグ

ネシウム換算で0.03mass%と した.ま た焼結助剤の添加

方法を比較するために酸化マグネシウム(試 薬特級,和 光

純薬工業製)も 用いた.

混合 ・粉砕は5lの ポ ットミルを用い,混 合の場合は玉

石を入れず湿式で12h,粉 砕の場合は玉石を入れて湿式で

96h運 転 した.造 粒はア よマイザー方式噴霧造粒機を用

い,熱 風温度200℃,ス ラリー供給量40m1/min,ア トマ

イザー回転数15000rpmで 運転 した.

成 形 体 の 作 製 には20mmφ の 金 型 を用 い, 7.5gの 造 粒

粉 体 を充 填 し,成 形 圧 力12.3, 24.5, 49.0, 98.0MPaで 一軸

プ レス した.ま たCIP操 作 は, 296MPaで 行 った.

Table 1. Preparation Processes

(1): magnesium nitrate.

(2): magnesium oxide.

CIP: Cold Isostatic Press .

成形体密度は, as-received原 料粉体に水分を添加 して

作製した成形体の場合は,乾 燥後秤量 し成形体寸法から求

めた体積で除 して求めた.そ のほかの場合は,成 形後に秤

量 し成形体寸法から求めた体積で除 して密度を求めた.

2.4　 焼 成

焼成は,電 気炉で昇温速度4℃/minで1600℃ まで昇温

し, 4h保 持 して炉冷 した.焼 結体密度は,焼 結後秤量 し,

焼結体寸法から求めた体積で除して求めた.

Table 2. Powder Properties

1) the Centrifugal Photosedimentation.

2) Agglomerate Shape.

3)Primary Particle Shape.

3.　実験結果及び考察

3.1　原料粉体特性の評価

表2に 原料粉体の特性評価結果を示 した.比 表面積径は

その測定原理から一次粒子の平均の大きさを代表 してい

る.ま た,平 均粒子径は原料粉体を10min超 音波分散 し

た後測定 した値であるので,あ る解砕条件下での凝集粒子

径を代表 している.し たがって両者の比より凝集状態を知

ることができる.い まここで,両 者の比を仮に凝集度 と定
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義すると,表2に おいて,η/θアルミナの原料粉体1は,

数十nmの 一次粒子が10minの 超音波照射では解砕され

ないほ ど固 く凝集 している.α アル ミナの場合は,η/θア

ル ミナより一けた大きい一次粒子が柔 らか く凝集 してい

る,原 料粉体3, 4で は,平 均粒子径 もサブミクロンオー

ダーで,一 次粒子径に近 く解砕されやすい.

Fig. 1. Transmission electron micrographs of sample powders 
No. 1 (a), No. 2 (b), No. 3 (c) and No. 4 (d).

次にTEM観 察結果を図1に 示す.図1 (a)の η/θアル

ミナ原料粉体1は,微 細な一次粒子が空隙を含んで凝集

してお り,凝 集体形状は塊状である.図1 (b)の原料粉体

2は,凝 集体が認められ,一 次粒子形状はデン ドライ ト状

である.図1 (c)の原料粉体3及 び図1 (d)の原料粉体4

には顕著な凝集体は認められなかった.原 料粉体3, 4は

一次粒子形状が大きく異な り,原 料粉体3が 塊状,原 料

粉体4が デン ドライ ト状である.

3.2　 as-received原 料粉体 を用いて作製 した試料の成

形体密度と焼結体密度の関係

as-received原 料粉体を用いて作製 した試料の成形体密

度 と焼結体密度の関係を見いだすため,種 々の線図を作成

した結果,図2に 示すような線図により,焼 結体相対密度

と成形体相対密度が直線で表されることが分かった.こ の

ため,成 形体相対密度をρg*,焼 結体相対密度 ρs*とする

とこれらの関係は,次 の実験式で表される.

1-ps*=-klexp(k2Pg*) (1)

こ こで, klとk2は 定 数 で あ る.

Fig. 2. Relationship between sintered density and green density 

for as-received powders.

図2で,as-received原 料粉体 を用いて作製 した場合の,

粉体特性が成形体密度 と焼結体密度に及ぼす影響について

見てみる.微 細な一次粒子が固 く凝集 して空隙を含んだ凝

集体を形成 しているη/θアルミナ原料粉体1の 成形体密

度は最も低い. αアル ミナの場合,一 次粒子形状がデン ド

ライ よ状の原料粉体2, 4の 成形体密度は低 く,一 次粒子

形状が塊状の原料粉体3の 成形体密度は高 く,原 料粉体

の一次粒子形状が成形体密度に大きく影響 している.次 に

焼結体密度について検討 してみる.凝 集体が認められた原

料粉体1, 2の 焼結体密度は低 く,凝 集体が認め られない

原料粉体3, 4の 焼結体密度は高 くなってお り,原 料粉体

の凝集体の有無が焼結体密度に影響 している.

3.3　原料粉体別のプロセス操作と添加物の影響評価

(1)式に基づ く線図を用いて,プ ロセス操作及び添加物

が,成 形体密度,焼 結体密度に及ぼす影響を原料粉体ごと

に見てみる.

Fig. 3. Relationship between sintered density and green density 

for as-received and prepared No. 2 powder.

まずαアルミナについて検討 してみる.図3に,凝 集

体が認め られ一次粒子形状がデン ドライ ト状の原料粉体

2の 場合を示 した.図 中の表は,実 施したプロセス操作及

び添加物 の有無を示 している.例 えば, A(◎)はas-

received原 料粉体に蒸留水のみを添加 し作製 した焼結体

を, B(△)は 混合 ・バインダー添加 ・噴霧造粒 し作製 し

た焼結体を示 しており以下同様である.図 よりプロセス操

作を施 した試料及び添加物を添加 した試料についても(1)

式が成立する. as-received原 料粉体に蒸留水を添加 した
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(A)に 比べて,す べての場合において成形体密度が向上

しており,特 に粉砕操作及びCIP操 作により高い成形体

密度が得 られる.造 粒操作を行った(B)及 び粉砕操作を

行った(C)は, (A)の 直線上にあることから,焼 結体密

度の向上は,成 形体密度の向上によるものである.焼 結助

剤を添加 した操作(D)は, (A) (B) (C)の 直線 よりも上

にあることから,焼 結助剤添加が焼結体密度向上に効果的

である.

次に凝集体が認められず,一 次粒子形状がデン ドライ よ

状の原料粉体4の 場合を図4に 示 した.原 料粉体2と 同

様に, as-received原 料粉体 に蒸留水を添加 した(A)に

比べて,す べての場合において成形体密度が向上 してい

る.特 に粉砕操作, CIP操 作及び焼結助剤添加により成

形体密度が向上した.各 種操作,添 加物の添加により成形

体密度は向上 したものの,焼 結体密度の向上が認められな

かった.こ れは, 1600℃ とい う焼成温度が原料粉体4に

は高すぎたためと考えられる.

凝集体が認め られず,一 次粒子形状が塊状の原料粉体

3の 場合を図5に 示 した. as-received原 料粉体に蒸留水

を添加した(A)　 の成形体密度が高 く, CIP操 作以外の操

作は成形体密度を低下させる.し かし,焼 結体密度は,粉

砕操作及び焼結助剤添加により向上している.

微細な一次粒子が固 く凝集 して空隙を含んだ凝集体を形

成 しているη/θアルミナ原料粉体1の 場合を図6に 示 し

た. as-received原 料粉体に蒸留水を添加 し作製 した(A)

の成形体密度が低 く,焼 結体密度も低い.図 から明らかな

ように,成 形体密度の向上には, CIP操 作が効果的であ

り,他 の操作及び焼結助剤の添加は効果が少ない.一 方焼

結体密度の向上には,粉 砕操作,焼 結助剤添加が効果的で

ある.

Fig. 4. Relationship between sintered density and green density 

for as-received and prepared No. 4 powder.

Fig. 5. Relationship between sintered density and green density 

for as-received and prepared No. 3 powder.

Fig. 6. Relationship between sintered density and green density 

for as-received and prepared No. 1 powder.

以上,考 察 したように(1)式 に基づ く線図を用いて,プ

ロセス操作及び添加剤の添加が成形体密度,焼 結体密度に

及ぼす影響を原料粉体ごとに評価できるため, (1)式 に基

づ く線図はプロセスの最適化にとって有効である.

3.4　 プロセス操作及び添加物の添加が成形体密度,焼

結体密度に及ぼす影響

噴霧造粒,粉 砕及びCIPの 各プロセス操作及び焼結助

剤の添加が成形体密度及び焼結体密度に及ぼす影響を見て

みる.

まず噴霧造粒操作の効果を図7で 見てみる.微 細な一次

粒子が固 く凝集 しているη/θアルミナ原料粉体1と 柔 らか

く凝集 しているαアル ミナ原料粉体の うち,一 次粒子形

状がデン ドライ ト状の原料粉体2, 4で は,こ の操作によ

り成形体密度が向上 してお り,焼 成条件が適当でなかった

原料粉体4を 除いて焼結体密度 も向上 している.し かし,
一次粒子形状が塊状で もともと充填性がよい原料粉体3

では,成 形体密度及び焼結体密度が低下 しており,噴 霧造

粒操作が悪影響を及ぼす場合もある.

Fig. 7. Effects of spray drying on relationship between sintered 

density and green density for all powders.

つぎに,粉 砕操作の効果を図8で 見てみる.微 細な一次

粒子が固 く凝集 している η/θアル ミナ原料粉体1は,粉 砕
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が不十分で成形体密度の向上は少ない.柔 らか く凝集 して

いるαアル ミナ原料粉体のうち,一 次粒子形状がデン ド

ライ ト状の原料粉体2, 4は,粉 砕操作が成形体密度向上

に効果的である.一 次粒子形状が塊状でもともと充填性の

よい原料粉体3で は,粉 砕操作により成形体密度が低 く

なっている.し かし,焼 成条件が適当でなかった原料粉体

4を 除いて,粉 砕操作は,焼 結体密度を向上させるのに効

果的である.

Fig. 8. Effects of milling on relationship between sintered densi

ty and green density for all powders.

原料粉体4以 外の焼成条件が適当であった原料粉体で,

焼結助剤添加の効果を見てみる. BaeとBaikは,異 常粒

成長防止には原料粉体中のカルシウム不純物含有量以上の

酸化マ グネシウム添加が必要 であ ることを報告 してい

る14).本 研 究 で使 用 した各 原料 粉 体 の純度 は99.99

mass%,焼 結助剤添加量は酸化マグネシウム換算で0.03

mass%で,焼 結体に異常粒成長は認 め られず, Baeと

Baikの 実験結果 と一致 した.図9よ り,焼 結助剤添加に

より成形体密度はほとんど変わらないが,焼 結体密度が向

上 しており,焼 結助剤は焼結体密度向上に効果があること

が分かる.次 に,助 剤の添加方法の違いを図10で 見てみ

る.蒸 留水に溶けやすい硝酸塩で添加した場合 と蒸留水に

溶けない酸化物で添加 した場合の比較を行った.成 形体密

度は変わらないが,蒸 留水に溶けやすい硝酸塩で添加 した

方が焼結体密度は高 くなっている.

CIP操 作の効果を図11で 見てみる. CIP操 作は,い ず

れの原料粉体においても成形体密度を向上させ,焼 結体密

度も向上させる.充 填性の悪い原料粉体には,効 果的な操

作であることが分かる.

Fig. 9. Effects of additives on relationship between sintered den

sity and green density for No. 1, No. 2 and No. 3 powders.

Fig. 10. Effects of additives compound on relationship between 

sintered density and green density for No. 1, No. 2 and No. 3 pow

ders.

Fig. 11. Effects of CIPing on relationship between sintered den

sity and green density for all powders.

以上のことから,プ ロセス操作が成形体密度,焼 結体密

度に及ぼす効果は,主に原料粉体の凝集状態 と一次粒子形

状により大 きく影響されることが分かった.

4.　結 論

高純度アル ミナ粉体を試料とし,粉 砕,噴 霧造粒,金 型

プレス,焼 成の各工程により焼結体を作製 し,焼 成以前の

諸操作が成形体密度,焼 結体密度に及ぼす影響を実験的に

検討 して,以 下の結果を得た.

(1)　焼結体相対密度ρs*と成形体相対密度ρg*は,

1-Ps*=-klexp(k2Pg*) (1)

で表される.こ の式に基づ く線図を用いることにより,プ

ロセス操作及びバインダー,焼 結助剤の添加が成形体密

度,焼 結体密度に及ぼす影響を評価でき,プ ロセスの最適

化にとって有効であることが分かった.

(2)　本実験の範囲内では,プ ロセス操作及び焼結助剤

添加が,成 形体密度及び焼結体密度に及ぼす影響は次のよ

うであった.

噴霧造粒:一 次粒子形状が塊状の原料粉体では,成 形体

密度及び焼結体密度を低下させる場合 もあるので注意が必

要であるが,成 形体密度及び焼結体密度を向上させる.

粉砕操作:一 次粒子形状がデン ドライ よ状の原料粉体の
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成形体密度向上に効果的である.一 次粒子形状が塊状の原

料粉体では,成 形体密度を低下させる.し か し,焼 結体密

度向上に効果的である.

焼結助剤添加:成 形体密度は変わ らないが焼結体密度向

上に効果的である.

CIP操 作:成 形体密度及び焼結体密度を向上させる.
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