湿式ジェットミルを使用したスラリー調製に成功
安定した分散スラリーで焼成セラミックスの性能向上
スラリー調製は、セラミックスの製造コスト、材料の特性、信頼性などに影響
する重要なプロセスである。そこで、濃厚系の安定分散スラリーの作製に関す
る研究開発を行った。セラミックススラリーの作製に湿式ジェットミルを用い
ることで、濃厚系の安定した分散スラリーを得ることに成功した。開発した分
散スラリーは、スラリー濃度にかかわらず高密度成形体と低収縮焼結体を作製
できる。この技術開発により、焼成に伴う欠陥やそりなどが低減でき、セラミッ
クス材料や部材の信頼性の向上が期待できる。
セラミックス・スラリーの問題点

定になることなどが指摘されている。
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図 1 湿式ジェットミルのフロー
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後のアルミナ粉末に関する赤外スペクトル
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図 4 ボールミルと湿式ジェットミル後のア
ルミナスラリー ( 一次粒子径：570nm) か
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図 5 ボールミル及び湿式ジェットミル
後のアルミナスラリーから作製した焼結体
（1600℃− 2 時間焼成）

砕・分散処理後から粘度の増加が確認
された。これは、濃厚系セラミックス
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