
　近年、液晶テレビ、DVD レコ

ーダー、デジタルカメラ、携帯電

話、パソコンといった電子機器類

の高性能化、小型化には目覚まし

いものがある。これに伴い、電子

機器にとって欠かすことのできな

い重要な部品である電子工業用セ

ラミックスも高性能化、小型化が

求められている。このような小型

化に伴う部品の極小化のためには、

セラミックス粒子を約数百 nm か

ら１μ m に微粒子化することが、

１つの方策としてある。

　電子工業用セラミックスとは、

セラミックス材料やセラミックス

を使用した製品の総称であり、セ

ラミックスコンデンサやパワー半

導体などがある。この電子工業用

セラミックスの製造過程では、セ

ラミックス粒子を水や各種溶媒で

分散させる工程が多くあり、分散

性を良くするために種々の分散剤

が使用されている。しかし、最近

は微粒子化によってセラミックス

粒子の分散が困難になってきてお

り、分散を容易にし、かつ優れた

分散状態を得ることができる分散

剤が求められている。本稿では、

電子工業用セラミックスの製造時

に使用されるセラミックス微粒子

用分散剤について述べる。

▪分散と分散剤

　分散とは、対象となる物質（分

散質）が媒体（分散媒）に細かく均

一に浮遊あるいは懸濁している状

態のことであり、このようにして

得られたものを分散体（スラリー）

という。電子工業用セラミックス

では、セラミックス粒子が分散質、

水や有機溶媒が分散媒となる。

　分散剤は分散を行う際に添加さ

れ、分散機能を発現させる薬剤の

総称であり、分散を容易に行い優

れたスラリーを得るために、重要

な働きをする添加剤である。一般

に用いられる分散剤の種類と特徴

および代表組成を表１に示す。分

散剤の種類としては、高分子型分

散剤、界面活性剤型分散剤（低分

子型分散剤）、無機型分散剤に大

きく分けられ、用途・目的に応じ

て使い分けられる。

▪分散剤の機能とそのメカニズム

　分散剤に求められる機能は大き

く分けて２つあり、（1）粒子をば

らばらにほぐすこと（解こう）と

（2）ばらばらにほぐれた粒子を凝

集させずに安定化させること（分

散安定化）である。

　まず、液体中で凝集している粒

子の中に分散剤を添加すると、分

散剤は粒子に吸着し、粒子を液体

にぬれやすくする。そうすること

で、粒子間に存在する空気が液体

と置き換わりやすくなり、凝集し

ている粒子がばらばらにほぐれて

いく。次にばらばらにほぐれた粒

子の表面に吸着した分散剤が、粒

子どうしの接近を防ぎ分散体を安

定化させる。これは分散剤の電荷

による反発、および分散剤の立体

障害による粒子間の反発安定化で

ある。特に、高分子型分散剤は立

体障害による粒子間の反発力が大

きく、分散安定化の効果が高い。

これら分散のメカニズムを模式的

に図１に示す。

　粒子を安定的に分散させるため

には、まず粒子表面がぬれること

が必要であり、そのため特に、解

こうしやすいように設計された分

散剤は湿潤剤と呼ばれ区別される。

また、一般に高分子型分散剤はぬ

れ性が悪いため、湿潤剤として低

分子型分散剤が併用されることも

多い。

　このように、分散を支配する主

要な因子としては、①粒子表面の

ぬれ性、②分散剤の粒子への吸着

性、③分散剤および粒子の大きさ

があげられ、分散にあたっては粒

子の粒子径や表面状態（親水性、

疎水性、極性など）を知ることが

重要である。したがって、微粒子

化したセラミックス粒子の分散で

は、それに応じた分散剤の適切な

構造設計が必要であり、最適な分

散剤とその添加量を選択しないと

良好なスラリーは得られない。

▪分散状態の評価

　まず、分散剤を選定するために、

スラリーの評価について簡単に述

べる。

　表２に当社で行っている分散に

関する主要な評価方法を示す。分
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散状態の良否を判断するには、ス

ラリーの濃度や分散剤の添加量を

変化させたりして、スラリーの粘

度を測定する方法が最も一般的で

ある。当然、スラリーが同濃度で

分散剤が同添加量であれば、スラ

リー粘度が低いほうが分散剤とし

ては高性能であり、逆に粘度が同

じであればスラリー濃度が高く分

散剤の添加量が少ないほど分散剤

の性能が良いことになる。一般に

用いられているブルックフィール

ド型粘度計でのスラリーの粘度測

定例を図２に示す。

　分散の重要な指標の１つである

ぬれ性の評価は、分散剤の表面張

力を測定することで行うことが多

い。さらにスラリーの分散安定性

の評価としては、①人が目で見て

セラミックス粒子の沈降状態など

を判断する、②スラリーの透過光

や反射光の微少な変化を「タービ
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＊高分子型分散剤における中和塩は、アンモニウムに変更することも可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R, R', R''：アルキル基

図１●分散のメカニズム（模式図）
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表１●分散剤の種類と特徴および代表組成
   分散剤の種類                     特　徴                                               分散剤の代表組成

    ポリカルボン酸系

    

    

    

   アニオン性 ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合系

  水系

    

 少量で分散効果が高く、安定的な 

 スラリーを得られる。分散剤分子 

高分子型分散剤
 の立体障害による反発効果があり、  

非イオン性
 ポリエチレングリコール

 長期間の分散安定性に優れる。反    HO−−( CH２ CH２O )−−H

 面、一般的に表面張力はやや高く、 

 ぬれ性が不足するケースもある 
 アニオン性

 
ポリカルボン酸部分アルキルエステル系

    

    

  
非水系

 非イオン性 
ポリエーテル系

             
RO−−( CH２ CH２ O )−−H

  
   カチオン性 

ポリアルキレンポリアミン系

    　　　
−−( CH２ CH２ − NR )−−

   アニオン性 
アルキルスルホン酸系

    　　　
R −SO3‐Na+

  水系 カチオン性 
四級アンモニウム系

 
粒子表面に吸着し、ぬれやすくす

   　　　
(R )−−N+A‐

界面活性剤型分散剤 る湿潤作用に優れるが、分子量が  非イオン性 
高級アルコールアルキレンオキサイド系

（低分子型分散剤） 小さいため分散安定化作用は弱く、   　　　
RO−−( CH２ CH２ O )−−H

 他の分散剤との併用も多い  非イオン性 多価アルコールエステル系

  
非水系

  　　　R−−[ O−−( CH２ CH２ O )−−OCR']

    アルキルポリアミン系
   カチオン性 　　　R−−[ NH−−( R'NH )−−R'']

 水系での粒子表面への吸着が強く、   
ポリリン酸塩系

無機型分散剤 静電反発による安定化作用は強い。 水系 アニオン性 
　　　トリポリリン酸 Na

 経時的に分散状態が変化しやすい



スキャン」と呼ばれる装置で機

械的に測定する方法などが用い

られている。

▪サンノプコのセラミックス微

粒子用分散剤

　一般にセラミックス粒子の微

粒子化によって分散が困難とな

る理由は大きく２つある。その

１つは、粒子が小さくなること

によって、粒子表面がぬれにく

くなり解こうが難しくなるから

である。つまり、微粒子化によ

って全体として粒子の表面積が

増えるため 、粒子表面をぬらす

ために必要な分散剤がより多く

必要となり、仮に同じ量の分散

剤を添加したとすると、粒子１

つ当たりの分散剤量が相対的に

不足するからである。

　もう１つは、セラミックス粒

子を分散させても、粒子が小さ

いため粒子の単位質量当たりの

表面積が広く全体としての粒子

表面エネルギーが高いため、凝

集力が強く働き沈殿しやすくな

るからである。したがって、通

常の分散剤ではより多くの分散

剤を必要とし実用的ではないこ

とが多く、また粒子が小さくな

ると、高分子型分散剤が逆に凝

集の方向に働くこともあり、セ

ラミックス微粒子用分散剤とし

ては分散効果が低いものが多い。

　サンノプコのセラミックス微

粒子用分散剤『ノプコスパース

5600』はセラミックス微粒子に

対して良好な分散性を与える。

『ノプコスパース 5600』は、特

殊触媒を用いて分子量およびそ

の分布の制御を行い、セラミッ

クス微粒子の分散に適した設計

を行っており、約数百 nm から１

μ m までのセラミックス微粒子

の分散に適している。

　分子量とその分布の制御によ

り適切な分散剤を設計できる理

由は以下のように説明できる。セ

ラミックス微粒子が分散剤によ

って分散している状態を考える

と、実際に分散に寄与する分散

剤分子は最適な長さ、つまり最

適な分子量を持つもののみであ

り、その他の分散剤分子は分散

に対して効果が低いと推定され

る。したがって、スラリーを分

散安定化させるために最適な分

子量の分散剤分子をどれだけた

くさんそろえられるかが、分散

剤の性能を決めるポイントとな

り、それは分散剤の分子量およ

びその分布の制御にほかならな

い。以上のことを、わかりやす

くするため図３に概念図として

示す。

　セラミックス微粒子用分散剤

として『ノプコスパース 5600』

が従来の高分子型分散剤に比べ

優れている理由は、全体として

低分子量化させており、セラミ

ックス微粒子に対し凝集を発生

させにくい分子量に制御してい

るからである。さらに分散に寄

与する最適な分子量を持つ分散

剤分子（図３の①）のみをなる

べく数多くそろえるように分子
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図２●分散剤の添加量とスラリー粘度の関係

図３●分散剤のセラミックス微粒子への吸着状態（模式図）
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表２●分散の評価方法
  評価項目                              評価機器           測定項目
 分散性 粘度計 ブルックフィールド型、コーン 粘度   ・プレート型、レオメーター
 

ぬれ性
 

表面張力計
 ウィルヘルミー法 （静的な）表面張力

   動的表面張力計 （ぬれ初期における）表面張力
  ゼータ電位測定機                    ── 分散粒子のゼータ電位
 分散安定性 

安定性試験機
 タービスキャン スラリーの反射または透過光

   ルミフュージ スラリーの透過光（促進）



量分布を制御したためである。

　また『ノプコスパース 5600』

は、セラミックスの持つ電気特性

や強度などに悪影響を与えるナト

リウムやカリウムなどのアルカリ

金属元素および硫黄元素を含んで

おらず、電子工業用セラミックス

用途に安心して使用できる。表３

に『ノプコスパース 5600』の代

表性状を、図４に性能評価の一例

を示す。今後はさらに微粒子化さ

れたセラミックス粒子にも対応で

きるよう、サンノプコではこれら

のニーズに合った分散剤の開発品

も準備している。

　なお、サンノプコは、セラミッ

クス用以外にも、各種の分散用途

に適用できるように多くの分散剤

をラインアップしている。代表的

なサンノプコ製品とその特徴を表

４にまとめた。特にサンノプコは、

紙関係の薬剤から出発した経緯も

あり、水系のポリカルボン酸系高

分子型分散剤に強みを持っており、

各種製品を取りそろえている。

　セラミックス用に限らず、固体

粒子の分散においては、これから

も微粒子化は１つのトレンドとな

り、それに伴い分散剤に求められ

る性能もより高度なものとなって

くる。また、分散剤を使用するこ

とは、工程の改善、省力化につな

がり環境にもやさしいことから、

分散剤の高性能化は時代のすう勢

ともいえる。

　サンノプコは、今後もユーザー

の多種多様な要望に応えて技術を

磨き、優れた分散剤を提供していく。

参考文献
1)『パフォーマンス・ケミカルスの機
能シリーズ』No.4「分散させる」三洋化成
2)『界面活性剤入門』三洋化成
3)『高分子薬剤入門』三洋化成
4) ㈳日本セラミックス協会 HP
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図４●分散剤の添加量とスラリー粘度の関係
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測定方法：酸化チタンを分散質、水を分散媒として70質量％スラリーを作成し、これに分散剤を添加して粘度計にてスラリー粘度を25℃にて測定

他社分散剤　
『ノプコスパース5600』

表３●『ノプコスパース5600』の代表性状
 外観 無色〜微黄色液状
 イオン性 アニオン
 有効成分(％ ) 約 40
 pH 約 7 (5質量％水溶液にて測定 )

 粘度 (mPa･s)  約 80 (25℃にて測定 )

表４●サンノプコの代表製品

 種　類              製品名            組　成 イオン性 有効成分(％)                               特長、用途

 
 ノプコスパース 44‐C

 ポリカルボン酸ナトリ 
アニオン 40

 
各種分散用途に適用。汎用タイプ

   ウム塩
  

ノプコスパース 5600
 ポリカルボン酸アンモ 

アニオン
 

40
 灰分の残存が少なく、特にセラミックス微粒子用に適

   ニウム塩   す
  

ノプコサント RFA
 ポリカルボン酸アンモ 

アニオン 40
 灰分の残存が少ない。フェライト、セラミックス用に

   ニウム塩   好適
 水系 

SN ディスパーサント 5023
 特殊ポリカルボン酸ア 

アニオン 40
 特殊モノマーを共重合することで、バインダー性も併

 分散剤  ンモニウム塩   せ持つ分散剤。セラミックス用に好適
  

SN ディスパーサント 5027
 特殊ポリカルボン酸ア 

アニオン 20
 特殊モノマーを共重合することで耐水性を向上。セラ

   ンモニウム塩   ミックス用に好適
  

SN ディスパーサント 2060
 ポリリン酸アミノアル 

アニオン 50
 金属イオントラップ能も持ち、低粘度スラリーに有効。

   コール中和品   フェライト、セラミックス用に好適
  

ローマ PWA‐40
 縮合ナフタレンスルホ　

アニオン 40
 灰分が少なく、広いpH範囲で分散性良好。乳化剤としても使

   ン酸アンモニウム塩   用可能。セラミックス、顔料、エマルション粒子の分散に好適
  

ノプコウェット SN‐20T 非イオン系界面活性剤 非イオン 100
 低起泡性湿潤剤。無機粉体へのぬれ性が良好。非水系

      でも使用可能。セラミックス用に好適
 水系

 SN ウェット 366 非イオン系界面活性剤 非イオン 70
 低起泡性湿潤剤。優れたぬれ性、浸透性を付与する。

 湿潤剤     セラミックス、塗料用に好適
  

SN ウェット 980  非イオン系界面活性剤 非イオン 100
 低起泡性のポリーエーテル系湿潤剤。動的表面張力低

      下能にも優れる。セラミックス用に好適
  

ノプコスパース 092 カチオン系界面活性剤 カチオン 100
 有機溶媒中での分散性に優れる。特に炭素、顔料など

      の分散に好適
 非水系

 SN ディスパーサント 9228 エステル型非イオン系 非イオン 100
 有機溶媒中での湿潤剤兼分散剤として有用。フェライ

 分散剤     ト、セラミックス、その他顔料用に好適
  

SN スパース 2190
 ポリカルボン酸アルキ 

アニオン 48
 有機溶媒中での分散性に優れる。セラミックス用に好

   ルアミン塩   適


