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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミックス原料に対して、炭素原子を分子中に有する重合性物質の少なくとも１種を
、かかる重合性物質全体の炭素量がセラミックス原料の１００質量部に対して０．１〜２
．０１質量部となる割合において配合してなる組成物を、成形型内に供給し、該成形型内
において前記重合性物質を重合せしめて、該重合性物質の重合体である高分子化合物が均
一に存在せしめられてなる成形体を形成した後、該成形体を還元焼成することにより、得
られるセラミックス焼結体を構成するセラミックス粒子間に、前記高分子化合物の還元焼
成物よりなる導電路を形成せしめることを特徴とする体積抵抗率が１．０×１０8 Ω・ｃ
ｍより小さい導電性セラミックス製品の製造方法。
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【請求項２】
前記重合性物質が、ビニル系不飽和単量体であることを特徴とする請求項１に記載の導
電性セラミックス製品の製造方法。
【請求項３】
前記重合性物質として、ビニル系不飽和単量体と共に、架橋性単量体が用いられること
を特徴とする請求項１に記載の導電性セラミックス製品の製造方法。
【請求項４】
前記成形型内に供給される組成物が、水スラリーの形態において調製される一方、前記
重合性物質が親水性乃至は水溶性であることを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか
に記載の導電性セラミックス製品の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、導電性セラミックス製品の製造方法に係り、特に、電波吸収体や静電気防止
材等として好適に用いられ得る導電性セラミックス製品の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
セラミックスは、一般に、優れた耐熱性、耐摩耗性、軽量性等を有しているところから
、古くより、様々な機械工具や機械要素等における工業材料として利用されているが、近
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年では、特に電気・電子分野において、比較的高い電気伝導性を示す導電性セラミックス
の需要が高まってきている。ここで、そのような導電性セラミックスとしては、半導体で
ある炭化珪素セラミックスや、イオン導電性を示すジルコニア系セラミックス（ジルコニ
ア固体電解質）等が広く知られているが、従来より、アルミナ等のセラミックス材料に様
々な導電性材料（化合物）を添加することにより導電性を付与した導電性セラミックスや
その製品についても、各種提案されている。
【０００３】
例えば、特許文献１（特開平１−２４３３８８号公報）においては、窒化珪素系セラミ
ックスに、第一の導電性化合物たる０．１〜５０ｖｏｌ％のＳｉＣと、第二の導電性化合
物として、１０〜７０ｖｏｌ％のIVａ、Ｖａ及びVIａ族の遷移金属元素の炭化物等の１種
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又は２種以上の化合物を含む導電性セラミックス焼結体からなることを特徴とするセラミ
ックスヒーターが提案されており、また、特許文献２（特開平５−８５８３９号公報）に
おいては、低導電性セラミックスと、５〜３０体積％の高導電性セラミックスと、５〜４
５体積％の気相成長炭素繊維とを焼結させてなることを特徴とする導電性セラミックスが
、提案されている。更に、特許文献３（特開２００１−１８１０３８号公報）においては
、ＳｉＯ2 、Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＳｒＯ及びＣａＯを含むガラスに対して、導電性付与材
として、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化錫、酸化ニオブ、酸化ニッケル、酸化コバルト、炭化チ
タン及び窒化チタンの群から選ばれる少なくとも１種を、２０〜８０重量％の割合で含有
してなる導電性セラミックスが、提案されている。
【０００４】
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しかしながら、このような従来の導電性セラミックスにおいて、導電性の向上を目的と
して添加せしめられる導電性材料（化合物）は、一般に密度が大きいものが多く、また、
導電性の向上を図るためには、セラミックス材料に対して一定割合以上の導電性材料を添
加する必要があったため、導電性材料が添加された従来の導電性セラミックスにあっては
、軽量であることが必要とされる小型電子部品の材料として利用することが困難なものが
多かった。
【０００５】
また、上述の如き導電性セラミックスは、セラミックス原料に各種導電性材料（化合物
）を配合してなる組成物を焼成することにより、その焼結体として得られるものであるが
、例えば、導電性材料として炭素繊維を用いた場合にあっては、その焼成の際に、組成物
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中においてセラミックス粒子の焼結と共に導電性材料（炭素繊維）が配向し、その結果、
得られる焼結体における電気的性質（体積抵抗率）が測定する方向により異なるという、
いわゆる異方性を示す恐れがあった。
【０００６】
さらに、近年、多様な電子部品、機能部品等の開発が要求されているところ、それらに
用いられる工業材料という観点からも、従来にはない新規な組成よりなる導電性セラミッ
クス製品の開発が、望まれているのである。
【０００７】
【特許文献１】特開平１−２４３３８８号公報
【特許文献２】特開平５−８５８３９号公報
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【特許文献３】特開２００１−１８１０３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決課
題とするところは、軽量で、且つ電気的性質において等方性を有する導電性セラミックス
製品を、有利に製造し得る方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
そして、本発明は、上述せる如き課題を解決するために、セラミックス原料に対して炭
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素原子を分子中に有する重合性物質の少なくとも１種を配合してなる組成物を、成形型内
に供給し、該成形型内において前記重合性物質を重合せしめて、該重合性物質の重合体で
ある高分子化合物が均一に存在せしめられてなる成形体を形成した後、該成形体を還元焼
成することにより、得られるセラミックス焼結体を構成するセラミックス粒子間に、前記
高分子化合物の還元焼成物よりなる導電路を形成せしめることを特徴とする導電性セラミ
ックス製品の製造方法を、その要旨とするものである。
【００１２】
なお、このような導電性セラミックス製品の製造方法においては、前記重合性物質とし
て、有利にはビニル系不飽和単量体が用いられ、更に有利には、ビニル系不飽和単量体と
共に架橋性単量体が用いられることとなる。
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【００１３】
さらに、本発明に従う導電性セラミックス製品の製造方法においては、前記成形型内に
供給される組成物が、水スラリーの形態において調製される一方、前記重合性物質として
、親水性乃至は水溶性の物質が用いられるのである。
【発明の効果】
【００１４】
上述したように、本発明に従って得られる導電性セラミックス製品にあっては、セラミ
ックス焼結体を構成するセラミックス粒子間に形成されている導電路が、炭素原子を有す
る高分子化合物の還元焼成物にて構成されているところから、従来の、密度の大きな導電
性材料を用いた導電性セラミックス（製品）と比較して、比較的軽量な物となっているの
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である。
【００１５】
また、本発明の導電性セラミックス製品の製造方法にあっては、重合性物質の重合体で
ある高分子化合物が均一に存在せしめられてなる成形体を還元焼成するものであるところ
から、得られるセラミックス焼結体を構成するセラミックス粒子間においては、前記高分
子化合物の還元焼成物よりなる導電路が、均一に形成せしめられることとなるのであり、
以て、得られる導電性セラミックス製品においては、その導電性について、等方性を示す
こととなるのである。
【００１６】
このように、本発明に従って得られる導電性セラミックス製品は、比較的軽量であり、
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また、その電気的性質（体積抵抗率）においても等方性を示すものであるところから、例
えば、電子機器のノイズ対策等に用いられる電波吸収体や各種デバイスにおける静電気防
止材等として有利に用いられるのであり、更には、燃料電池における燃料極としての利用
も期待されるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
ところで、本発明に従って導電性セラミックス製品を製造するに際しては、先ず、セラ
ミックス原料と、炭素原子を分子中に有する重合性物質とを配合せしめてなる組成物が、
準備されることとなる。
【００１８】
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ここで、本発明において用いられ得るセラミックス原料としては、従来より公知のセラ
ミックスであれば、如何なるものであっても用いることが可能であり、具体的には、アル
ミナ系、ムライト系、ジルコニア系等の酸化物系セラミックスや、炭化ケイ素系、窒化ケ
イ素系、窒化アルミニウム系、窒化ホウ素系、グラファイト系等の非酸化物系セラミック
ス等を、用いることが出来る。それらの中でも、本発明においては、特にアルミナ系セラ
ミックスが、有利に用いられることとなる。
【００１９】
また、そのようなセラミックス原料を用いて組成物を調製する際には、一般に、かかる
セラミックス原料の粉状物又は粒状物が用いられるのであり、その大きさ（平均粒径）は
、０．１〜１０μｍ程度、好ましくは０．１〜５μｍ程度、更に好ましくは０．１〜１μ
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ｍ程度の大きさとされる。けだし、粉状物（粒状物）の平均粒径が大きすぎたり、或いは
小さすぎたりすると、十分な強度を有する焼結体が得られない恐れがあるからである。
【００２０】
一方、このような所定大きさのセラミックス原料と共に配合せしめられる、炭素原子を
分子中に有する重合性物質（以下、単に重合性物質とも言う）としては、成形型内におい
て重合せしめることが可能であって、かかる重合によって得られる重合体（高分子化合物
）とセラミックス原料とが均一に存在してなる成形体を得ることが出来るものであれば、
如何なる物質であっても用いることが可能である。
【００２１】
具体的には、そのような重合性物質として、メタクリルアミド等のビニル系不飽和単量
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体や、混合することによりウレタン樹脂となるポリオール類及びイソシアネート化合物、
更には、所定の硬化剤と併用することによって分子間架橋が進行するエポキシ樹脂等の、
従来より、セラミックス製品を製造する際にセラミックス原料に配合されるバインダー（
結合剤）等を例示することが出来るが、本発明においては、それらの中でも、特に、メタ
クリルアミド等のビニル系不飽和単量体が、有利に用いられる。なお、本明細書において
、ビニル系不飽和単量体とは、化合物分子中の炭素−炭素二重結合が開裂付加することに
よって重合体（ビニル系樹脂）を形成し得るすべての化合物を意味し、ビニル化合物、ビ
ニリデン化合物及びビニレン化合物等を包含するものである。
【００２２】
また、重合性物質として、上述の如きビニル系不飽和単量体を用いる場合にあっては、
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かかるビニル系不飽和単量体と共に、架橋性単量体を用いることが好ましい。このように
、ビニル系不飽和単量体と架橋性単量体とを併用して用いることにより、それら単量体を
成形型内において重合せしめることにより得られる成形体において、三次元網状構造を呈
する高分子化合物を有利に形成せしめることが可能である。なお、そのような架橋性単量
体としては、公知の２官能性又は多官能性の化合物の中から、用いられるビニル系不飽和
単量体の種類に応じたものが適宜に選択されることとなるが、例えば、ビニル系不飽和単
量体としてメタクリルアミドを用いた場合にあっては、Ｎ，Ｎ

−メチレンビスアクリル

アミド等が有利に用いられる。
【００２３】
なお、本発明に従って得られる導電性セラミックス製品にあっては、重合性物質の重合
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体（高分子化合物）が還元焼成されることにより生ずる生成物（還元焼成物）が、セラミ
ックス焼結体中において導電路として機能するものであるため、重合性物質の配合割合が
少ない組成物を用いると、かかる組成物の成形体を還元焼成して得られるセラミックス焼
結体が充分な電気伝導性を発揮しない恐れがある。従って、充分な電気伝導性を発揮する
セラミックス焼結体、具体的には、その体積抵抗率が１．０×１０8 Ω・ｃｍより小さい
セラミックス焼結体を製造するためには、セラミックス原料の１００質量部に対する、重
合性物質全体の炭素量（質量）の割合が、０．１質量部以上、好ましくは０．１〜６質量
部程度となるように、重合性物質の配合量が決定されることとなる。
【００２４】
また、重合性物質を重合せしめる際には、一般に、かかる重合性物質に応じた重合開始
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剤や重合触媒等が用いられることとなる。かかる重合開始剤としては、過硫酸アンモニウ
ム、過硫化カリウム、有機過酸化物、過酸化水素化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物等を
、また、重合触媒としては、Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトラメチルエチレンジアミン等を、

それぞれ例示することが出来る。なお、そのような重合開始剤等にあっては、その種類や
配合量等が、重合性物質の重合速度に影響を与えるため、成形型内において重合性物質を
良好に重合せしめることが可能であれば、必ずしも、重合性物質と共に組成物中に配合す
る必要はない。例えば、組成物を調製した後、かかる組成物を所定の成形型内に供給する
際に、同時に、重合開始剤及び重合触媒を成形型内に供給することも可能である。
【００２５】
本発明においては、セラミックス原料に対して、上述の如き重合性物質のうちの少なく
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とも１種が配合されて、所定の組成物が調製されることとなるが、かかる組成物は、一般
に、所定の媒体中にセラミックス原料及び重合性物質を添加し、混合することにより、セ
ラミックス原料等が均一に分散されてなる水系又は非水系のスラリーの形態にて調製され
る。かかるセラミックス原料等が分散せしめられる媒体としては、水（蒸留水）、有機溶
媒、或いはこれらの混合溶媒等の何れも使用することが出来るが、取扱いが容易である等
の観点から、好ましくは水（蒸留水）が用いられ、水スラリーの形態にて調製される。
【００２６】
また、そのようなスラリー状の組成物を調製するに際しては、媒体中に、セラミックス
原料の粒状物（又は粉状物）を均一に分散せしめることを目的として、分散剤を用いるこ
とが好ましい。かかる分散剤としては、従来より公知の各種分散剤の中から、セラミック
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ス原料や重合性物質等の種類に応じたものが、適宜に選択されて用いられるのであり、例
えば、ポリカルボン酸アンモニウム系分散剤（アニオン系分散剤）等が、用いられる。
【００２７】
なお、本発明において用いられる組成物に対しては、上述したような成分以外にも、種
々の目的の下に、様々な成分を配合することが可能である。具体的には、多孔質なセラミ
ックス焼結体（導電性セラミックス製品）を製造する際には、気泡を含んだスラリー状の
組成物を調製することが必要であるところ、組成物中において気泡を生成せしめるために
、起泡剤を配合したり、或いは、スラリー状の組成物中にガスを導入することにより気泡
を発生させる場合には、かかる気泡の発生を容易にする界面活性剤等、更には、導入した
気泡を組成物中において安定に保持するための増粘剤や糊剤等を、配合することが出来る
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。ここで、起泡剤としては、タンパク質系起泡剤や界面活性剤系起泡剤等を、また、界面
活性剤としては、アルキルベンゼンスルホン酸や高級アルキルアミノ酸等を、更に、増粘
剤や糊剤としては、メチルセルロース、ポリビニルアルコール、サッカロース、糖蜜、キ
サンタンガム等を、それぞれ例示することが出来る。
【００２８】
また、得られる導電性セラミックス製における強度の向上等を目的として、セラミック
ス製繊維材料や、金属製あるいはセラミックス製のチップ材料等を配合することや、更に
は、組成物に含まれるセラミックス原料の焼結を促進する微量の無機化合物等を配合する
ことも、可能である。
【００２９】
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そのようにして調製された組成物にあっては、必要に応じて重合開始剤や重合触媒と共
に、目的とする導電性セラミックス製品の形状に応じた成形型内に供給され、成形型ごと
所定時間、所定温度の下に静置されることにより、かかる成形型内において、組成物中の
重合性物質が重合せしめられる。
【００３０】
ここにおいて、成形型内における重合性物質の重合は、重合性物質の種類、重合開始剤
や重合触媒の有無等によって、その進行速度が異なるため、成形型内にて組成物が保持さ
れる時間及び温度は、それら様々な条件を総合的に考慮して、設定されることとなる。一
般には、媒体として水を用いた水スラリー状の組成物の場合には、２０℃以上、好ましく
は２５〜８０℃、より好ましくは２５〜３５℃の温度が設定され、その設定された温度に
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て、１０分以上、好ましくは２０分〜数時間、より好ましくは１〜４時間の間、静置され
る。
【００３１】
そして、重合性物質を含有する組成物が、成形型内にて所定時間、所定温度の下に静置
されると、かかる成形型内においては、組成物に含まれる重合性物質の重合が効果的に、
且つ、成形体全体において均一に進行することとなり、以て、所定時間経過後に脱型して
得られる成形体にあっては、重合性物質の重合体である高分子化合物が均一に存在せしめ
られた構造を呈するのである。
【００３２】
上述の如くして得られた成形体は、特にスラリー状の組成物を用いた場合、多量の水乃

10

至は有機溶媒等を含有するものであるため、一般には、還元焼成される前に乾燥されるこ
ととなる。
【００３３】
なお、かかる成形体を乾燥させる際の乾燥方法や各種条件（乾燥温度、乾燥時間等）に
ついては、成形体に含まれる各成分や揮発させる媒体（水、有機溶媒等）等に応じてたも
のが、適宜に選択されて、採用されることとなる。例えば、水スラリー状の組成物を用い
た場合にあっては、２５〜３０℃程度の温度に設定された乾燥器の室内に成形体を載置し
、かかる室内の湿度（相対湿度：RH）が、５〜１５％RH／日程度の割合において低下する
ように調節しながら、室内の相対湿度が６０％RH程度となるまで、数日間かけて乾燥させ
ることが好ましい。

20

【００３４】
そして、上述の如くして得られた成形体を、所定温度にて還元焼成することにより、導
電性セラミックス製品が得られるのである。
【００３５】
すなわち、セラミックス原料と、炭素原子を有する重合性物質の重合体である高分子化
合物とが均一に存在せしめられてなる成形体を、還元焼成すると、かかる成形体に含まれ
るセラミックス原料からは、セラミックス粒子が生成する一方、高分子化合物からは、通
常の空気（酸素）雰囲気下での焼成とは異なり、炭素原子を有する還元焼成物が生成する
。かかる還元焼成物は、焼結体外へ飛散せず、焼結体内に残存し、生成したセラミックス
粒子間に導電路を有利に形成せしめることとなり、以て、セラミックス焼結体として、優
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れた導電性を発揮する本発明に係る導電性セラミックス製品が製造されるのである。
【００３６】
なお、そのような還元焼成の際に用いられ得る焼成炉としては、窒素雰囲気等の還元雰
囲気下で成形体を焼成することが可能なものであれば、如何なるものであっても用いるこ
とが可能であり、例えば、黒鉛坩堝や、電気炉等の各種焼成炉等を用いることが可能であ
る。
【００３７】
また、本発明において、成形体の還元焼成を行なう際の各種条件（焼成温度、焼成時間
、昇温速度等）は、用いられるセラミックス原料の種類等に応じて、適宜に設定されるこ
ととなる。例えば、セラミックス原料としてアルミナ粉末を用いた場合にあっては、焼成
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温度（最高温度）として１０００〜１６００℃程度の温度が設定され、また、焼成時間（
焼成温度において保持する時間）は、１〜５時間程度とされる。
【００３８】
このようにして得られた導電性セラミックス製品にあっては、優れた導電性を発揮する
だけでなく、比較的軽量なものであり、また、その優れた導電性が等方性を示す等の特性
をも、発揮するものである。
【実施例】
【００３９】
以下に、本発明の実施例を示し、本発明を更に具体的に明らかにすることとするが、本
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発明が、そのような実施例の記載によって、何等の制約をも受けるものでないことは、言
うまでもないところである。また、本発明には、以下の実施例の他にも、更には上記の具
体的記述以外にも、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて、
種々なる変更、修正、改良等を加え得るものであることが、理解されるべきである。
【００４０】
先ず、セラミックス原料としてのアルミナ粉末（昭和電工株式会社製、易焼結性アルミ
ナ、ＡＬ‑１６０ＳＧ‑４* 、平均粒径：０．６μｍ）と、重合性物質としてのメタクリル
アミドと、架橋性単量体としてのＮ，Ｎ

−メチレンビスアクリルアミドと、分散剤とし

てのポリカルボン酸アンモニウム系分散剤（株式会社中京油脂製、セルナＤ３０５）と、
蒸留水とを用いて、これらを下記表１に掲げる割合において配合し、３種類の水スラリー
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状の組成物（組成物Ａ〜Ｃ）を調製した。各組成物における炭素量の割合、具体的には、
、アルミナ粉末１００質量部に対する、メタクリルアミド及びＮ，Ｎ

−メチレンビスア

クリルアミドに含まれる炭素量（質量）の割合についても、下記表１に併せて示す。なお
、かかる組成物の調製は、先ず、蒸留水に、メタクリルアミドとＮ，Ｎ

−メチレンビス

アクリルアミドを溶解せしめ、次いで、ポリカルボン酸アンモニウム系分散剤を添加し、
さらに、アルミナ粉末を加えた後、２５℃に設定された恒温水槽中にて２４時間、湿式ボ
ールミル混合することにより行なった。
【００４１】
【表１】
20

30

40

【００４２】
そのようにして準備された３種類の組成物を用いて、以下の実験を行なった。なお、以
下の各実験においては、重合触媒として、Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトラメチルエチレンジ

アミンを、また、重合開始剤として、過硫酸アンモニウム（ペルオキシ二硫酸アンモニウ
ム）を、それぞれ用いた。
【００４３】
実験例

１

組成物Ａに対して、０．１３ｇの重合開始剤及び０．１３ｇの重合触媒を添加した後、
かかる重合開始剤等が添加された組成物Ａの適量を、円盤形状（直径５ｃｍ×厚さ１ｃｍ
）の成形型、及び立方体形状（２ｃｍ×２ｃｍ×２ｃｍ）の成形型内に供給した。それら
２種類の成形型を、室内（温度：２５℃）において１．５時間静置することにより、組成
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−メチレンビスアクリルアミドとを重合させた

後、成形型から脱型することにより、円盤形状の成形体及び立方体形状の成形体を得た。
【００４４】
得られた各成形体を恒湿乾燥器の室内に載置し、かかる室内の相対湿度が９０％RHから
６０％RHとなるまで、１日当たり１０％RHの割合にて低下せしめ、３日間かけて乾燥した
。かかる乾燥の後、円盤形状の成形体については、黒鉛坩堝を用いて、１５５０℃の温度
にて２時間、還元焼成することにより、セラミックス焼結体（試料１）を得た。また、立
方体形状の成形体については、窒素雰囲気とされた小型電気炉を用いて、窒素ガスを導入
しながら、１５５０℃の温度にて２時間、還元焼成し、セラミックス焼結体（試料２）を
得た。このようにして得られた各セラミックス焼結体（試料１、２）について、嵩密度及
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び体積抵抗率を測定し、その結果を、下記表２に示す。なお、体積抵抗率の測定は、二端
子法に従って実施した。
【００４５】
実験例

２

組成物Ｂ、Ｃのそれぞれに対して、０．１３ｇの重合開始剤及び０．１３ｇの重合触媒
を添加した後、かかる重合開始剤等が添加された各組成物の適量を、立方体形状（２ｃｍ
×２ｃｍ×２ｃｍ）の成形型内にそれぞれ供給した。実験例１と同様の条件の下に、各成
形型内において、組成物中のメタクリルアミドとＮ，Ｎ

−メチレンビスアクリルアミド

とを重合させ、２種類の立方体形状の成形体を作製した後、実験例１と同様に、各成形体
を乾燥させた。そして、かかる乾燥後の成形体を、窒素雰囲気とされた小型電気炉内にお
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いて、窒素ガスを導入しながら、１５５０℃の温度にて２時間、還元焼成することにより
、２種類のセラミックス焼結体（試料３、４）を得た。得られたセラミックス焼結体（試
料３、４）のそれぞれについて、嵩密度及び体積抵抗率を測定し、その結果を、下記表２
に示す。
【００４６】
【表２】
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【００４７】
かかる表２の結果からも明らかなように、本発明に係る導電性セラミックス製品の製造
方法に従って作製されたセラミックス焼結体（試料１〜４）にあっては、何れも、優れた
導電性を示すことが確認された。また、各セラミックス焼結体（試料１〜４）の表面をＳ
ＥＭ（走査型電子顕微鏡）にて観察したところ、何れのセラミックス焼結体も、比較的均
一な大きさのセラミックス粒子にて構成されていることが、認められたのである。
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