
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
二種以上の金属元素から構成される合金の成形体の形成に利用される金属粒子組成物であ
って、
この金属粒子組成物中には、前記合金を構成する金属元素の二種以上について、その金属
元素からなる金属微粒子が均一に混合されており、
前記金属微粒子は、それぞれの金属元素と配位的な結合が可能な孤立電子対を有する基と
して、窒素、酸素、イオウ原子を含む基を有する化合物一種以上によって、その表面が被
覆されており、
前記表面を被覆する化合物を除いた際、各金属微粒子自体の平均粒子径は１～１００ｎｍ
の範囲に選択される微細な平均粒径の金属微粒子であり、
前記各金属微粒子を分散させ、飛散防止用の分散媒体として、沸点が３００℃以下の有機
媒体を含有してなることを特徴とする金属粒子組成物。
【請求項２】
前記合金は、それを構成する複数種の金属元素に、
マグネシウム、アルミニウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、
ニッケル、銅、亜鉛、ジルコニウム、銀、インジウム、錫、アンチモン、金、鉛のうちか
ら選択される二種以上の金属元素を含み、
粒子組成物中に含有される、微細な平均粒径の前記金属微粒子は、それぞれ、前記選択さ
れた二種以上の金属元素のいずれかからなる金属微粒子であることを特徴とする請求項１
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に記載の金属粒子組成物。
【請求項３】
微細な平均粒径の金属微粒子は、その平均粒径が２～１０ｎｍの範囲に選択されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の金属粒子組成物。
【請求項４】
前記合金は、合金を構成する複数種の金属元素に加えて、微量成分として、非金属元素一
種以上を含有し、
粒子組成物は、前記非金属元素成分用の構成要素として、その非金属元素を主成分とする
粒子を含有することを特徴とする請求項１に記載の金属粒子組成物。
【請求項５】
前記合金中には、炭素あるいはケイ素が、微量成分の非金属元素の一つとして含有され、
粒子組成物は、かかる炭素またはケイ素を主成分とする粒子として、平均粒径が１００ｎ
ｍを超えない炭素微粉末あるいはケイ素微粉末を含有することを特徴とする請求項４に記
載の金属粒子組成物。
【請求項６】
二種以上の金属元素から構成される合金成形体を形成する方法であって、
請求項１～５のいずれかに記載される金属粒子組成物を原材料に用い、
前記金属粒子組成物に、必要に応じて、付加的な材料を添加混合してなる混合物を調製す
る工程、
前記混合物を加圧成形により、成形体を形成する工程、
得られる成形体を加熱処理して、前記混合物中に含有される金属粒子相互の焼結合金化を
行う工程を有することを特徴とする合金成形体の形成方法。
【請求項７】
前記焼結合金化の工程において、
加熱処理温度は、前記金属粒子組成物中に含まれる分散媒体の有機媒体の沸点以上に選択
することを特徴とする請求項６に記載の合金成形体の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、二種以上の金属元素から構成される合金の成形体の形成に利用される金属粒子
組成物ならびにそれを用いる合金成形体の形成方法に関し、より具体的には、金属粒子組
成物を加圧成形し、低温で加熱処理して、焼結合金化を行い合金成形体を形成する際に利
用可能な金属粒子組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
種々の外形形状の合金成形体を作製する際、粉末冶金法を利用して、予め成形した金属粉
末を焼結して、所望の合金とする手法が従来より利用されている。この手法は、例えば、
合金成形体の内部に緻密な細孔構造を設け、含油軸受剤に利用する、あるいは、セラミッ
ク性の微細粒子を合金中に均一に分散させた合金成形体を作製するなど、通常の合金熔湯
を利用して形成が困難な、多くの分野に利用されている。
【０００３】
粉末冶金法を利用する合金形成法には、合金を構成する金属元素複数種について、各金属
元素の純金属粉末を原料とし、この純金属粉末を所望の組成比率で混合した上で、焼結を
施して、相互の合金化・結合を行うプレミックス法（要素粉末法）、逆に、予め合金化し
て、所望の組成比率を有する合金粉末を調製し、この組成の等しい合金粉末に焼結を施し
て、相互の結合を行うプレアロイ法（合金粉末法）がある。加えて、原料として、部分的
に合金化された粉末あるいは合金粉末と、純金属粉末とを組み合わせ、混合体としたもの
を利用する母合金粉末法（部分拡散法）も利用されている。
【０００４】
プレミックス法は、原料の金属粉末には、純金属粉末を用いるので、プレアロイ法や母合
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金粉末法のように、目的とする合金組成に応じて、予め合金化した合金粉末を用意する必
要がない点、大量の生産を行わない場合にも、不要なコスト的な負担を伴わずに適用でき
るメリットを有している。具体的には、原料粉末に、通常、市販されている純金属粉末を
利用することで、種々の類似する組成の合金形成が可能となる。
【０００５】
一方、プレアロイ法あるいは母合金粉末法では、別途、予め合金化して、所望の組成比率
を有する合金粉末を調製する必要がある。この合金粉末の調製方法としては、噴霧合金法
や機械的合金法が多く利用されている。噴霧合金法は、所望の組成を有する合金熔湯を、
高圧の液体またはガスを媒体として、噴霧し、粉末化する方法である。用いる合金熔湯の
組成に応じて、幅広い組成範囲にわたって、目的組成の合金粉末を調製する手段として、
幅広い系に使用されている。また、機械的合金法は、アトライタまたはボールミルなどの
装置を用いて、複数種の純金属粉末を出発原料として、粉末の冷間圧接と破砕とを繰り返
し、徐々に全体組成の均一化・合金化を行う方法である。そのため、有効に利用できる組
成範囲は限られ、特定の系に特化した際に効率的な利用が可能となる。
【０００６】
また、上述する従来のプレミックス法、ならびに母合金粉末法においては、原料とする純
金属粉末は、例えば、粉砕法、電解法、還元法等で作製される平均粒径０．５～２０μｍ
の金属粉末を使用しており、均一な合金化を達成するには、金属粉末間相互で十分な相互
拡散を行うため、一般に、比較的に高温での加熱焼結が必要となる。用いる純金属粉末の
粒径が小さくなるとともに、十分な相互拡散が完了するまでの時間は短縮されるものの、
前記の平均粒径範囲においては、加熱焼結を行う温度の大きな低減を行うことは困難であ
った。
【０００７】
ところが、平均粒径が１００ｎｍ程度、あるいは、それ以下の極めて粒子径の小さな金属
微粒子になると、加熱温度をバルク金属における粒子間の焼結が起こる温度より格段に低
減しても、十分な焼結が可能となることが判明している。具体的には、金属の超微粒子に
おいては、十分にその粒子径を小さくすると、金属原子の表面拡散はバルク金属の熱運動
に対して無視し得ないほど大きくなる結果、この表面拡散に起因して、粒子相互の界面の
延伸がなされ、例えば、バルク金属単体の焼結に必要な温度上昇量の約 1/3の温度上昇を
行うことでも、焼結が速やかに進行することを利用している。
【０００８】
加えて、極めて粒子径の小さな金属微粒子、少なくとも、平均粒子径が１００ｎｍ以下で
ある金属微粒子の製造方法の一つとして、特開平３－３４２１１号公報には、ガス中蒸発
法を用いて調製される１０ｎｍ以下の金属微粒子をコロイド状に分散したものとその製造
方法が開示されている。また、特開平１１ -３１９５８号公報などには、還元にアミン化
合物を用いる還元析出法を利用して、平均粒子径が数ｎｍ～数１０ｎｍ程度の金属微粒子
をコロイド状に分散したものとその製造方法が開示されている。なお、湿式手段を利用す
る、特開平１１ -３１９５８号公報などに開示される平均粒子径数ｎｍ～数１０ｎｍ程度
の金属微粒子は、その調製に利用される還元剤のアミン化合物の余剰分とともに、水と混
和しない有機溶媒中にコロイド状に分散したものとなっている。
【０００９】
なお、平均粒子径１０ｎｍ以下の超微粒子相互の焼結が進むと、その表面拡散が速いこと
に伴い、粒成長という現象を生じる。この粒成長とは、接触した複数の微粒子がその界面
を融合し、相互に相手を取り込むことによって、一つの大きな粒子に成長する現象をいう
。その際、複数の微粒子全体として、表面積の減少が進み、複数の微粒子で形成されてい
た複合体外縁内に含まれる、複数微粒子間に存在していた隙間が除かれ、結果的に、その
複合体の見掛けの体積が小さくなる「体積収縮」が起こる。
【００１０】
一般に、超微粒子に対する焼結処理では、その平均粒子径が小さくなるほど、表面積の減
少や「体積収縮」における変化率は相対的に大きくなるものの、焼結に先立ち、予め加圧
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成形を施すことで、外形寸法精度の変移・低下を実質的に問題とならない範囲に抑制する
ことが可能である。加えて、元来、超微粒子は加圧成形する間に、最も充填密度が高くな
る配置とすることがなされ、「体積収縮」の影響を僅かなものとできる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
このように、プレミックス法、あるいは、母合金粉末法を利用する合金成形体の形成に、
平均粒径が１００ｎｍ程度、あるいは、それ以下の極めて粒子径の小さな金属微粒子を利
用すると、その焼結処理温度を、従来利用されていた平均粒径０．５～２０μｍの金属粉
末を使用する際に比較して、格段に低減することが可能となり、その利用範囲は大幅に拡
大する。しかしながら、平均粒径が１００ｎｍ以下の極めて粒子径の小さな金属微粒子は
、相互にその表面を接するのみで、凝集体を形成し易いものである。従って、複数種の純
金属の微粒子を均一に混合して、組成の均一化を図る上で、前記凝集体形成が生じると、
局所的に均一な混合がなされたものとなってしまう。また、金属微粒子自体であれば、加
圧して成形する際、例えば、外型の内壁面など、目的の外形形状に沿って容易に再配列が
なされるが、一部に凝集体を含むと、その再配列を阻害する要因ともなる。また、かかる
金属微粒子の凝集体は、往々にして、嵩密度が低い状態であり、加圧成形を行う際に、そ
の圧縮性を低下させる要因ともなる。具体的には、加圧成形を行うことにより、圧縮成形
体とすることで、上述する「体積収縮」の影響を排除することが可能となるが、金属微粒
子の凝集体密度が増すにつれ、この「体積収縮」の影響を排除する効果が急速に失われる
こととなる。
【００１２】
また、極めて粒子径の小さな金属微粒子では、その表面における金属原子の移動が活発化
するとともに、反応性の面でも、同じ金属からなる金属塊と比較して、格段に高い反応活
性を示す。そのため、表面が直接、酸素に曝されることよる自然酸化も、より簡単に進行
してしまう。仮に、その表面に自然酸化皮膜が形成されると、十分にその粒子径を小さく
すると、金属原子の表面拡散はバルク金属の熱運動に対して無視し得ないほど大きくなる
という利点が失われる。加えて、焼結により金属微粒子相互の結合を達成する際、表面の
自然酸化皮膜を排除を行う必要が生じ、焼結温度は、平均粒径０．５～２０μｍの金属粉
末相互の焼結を行う際と同程度まで高くしなければならなくなる。
【００１３】
粉末冶金法を利用する合金形成を行う際、例えば、プレミックス法、あるいは、母合金粉
末法を利用して、合金成形体を作製する上で、原料に用いる金属粒子として、極めて粒子
径の小さな金属微粒子を使用すると、焼結・合金化処理温度を、従来利用されていた平均
粒径０．５～２０μｍの金属粉末を使用する際に比較して、格段に低下することが可能と
なるものの、上述する金属微粒子相互が凝集した凝集体形成、ならびに、金属微粒子表面
の自然酸化は、この利点を大幅に減じてしまう要因となっている。従って、この二つの要
因を取り除き、極めて粒子径の小さな金属微粒子を使用して、その焼結・合金化処理温度
の低減効果を高い再現性で得られる手段の提案が望まれる。
【００１４】
本発明は上記の課題を解決するもので、本発明の目的は、二種以上の金属元素から構成さ
れる合金の成形体の形成に利用される金属粒子組成物として、その金属粒子組成物中に、
原材料となる、極めて粒子径の小さな金属微粒子を含有させる際、金属微粒子相互が凝集
した凝集体形成、ならびに、金属微粒子表面の自然酸化を抑制可能な形態とし、例えば、
長期間にわたって保存した際にも、焼結・合金化処理を比較的に低温で実施でき、また、
合金成形体を高い再現性で作製することを可能とした新規な構成の金属粒子組成物を提供
することにある。より具体的には、本発明の目的は、粉末冶金法を利用する合金形成法、
特に、プレミックス法、あるいは、母合金粉末法を利用して、合金成形体を作製する上で
、原料に用いる金属粒子として、極めて粒子径の小さな金属微粒子二種以上を含有し、予
め、混和して均一な組成物とした金属粒子組成物において、含有する金属微粒子に対して
、凝集体形成、ならびに、金属微粒子表面の自然酸化を抑制する処置を施し、長期間にわ
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たって保存した際にも、調製当初の状態を保持でき、その後、合金成形体を作製する際に
は、極めて粒子径の小さな金属微粒子自体の特長である、焼結・合金化処理を比較的に低
温で実施できる利点が高い再現性で発揮される金属粒子組成物を提供することにある。加
えて、本発明は、かかる金属粒子組成物を利用して、合金成形体を作製する方法の提供を
も、その目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、前記課題を解決すべく、鋭意研究を進めた結果、極めて粒子径の小さな金
属微粒子相互の凝集による凝集体形成は、極めて粒子径の小さな金属微粒子では、その表
面における金属原子の移動が活発化していることに伴い、室温近傍でも、金属微粒子相互
がその金属表面を接触させ、僅かに加圧するのみで、両者の融着が進行する結果であるこ
とを見出した。さらに、検討を進め、金属微粒子表面を被覆する分子層を設け、その金属
表面が直接接触することを防止すると、凝集体形成が効果的に抑制できることを見出した
。加えて、表面を被覆する分子層を設けると、金属微粒子表面上、反応性がより高い部位
に選択的に前記被覆分子が位置し、結果的に、その後、室温程度の温度では、酸素などの
反応種に被覆する分子層を設けた表面を曝した際にも、最早、自然酸化膜形成などの反応
の進行は実質的に起こらないことも見出した。
【００１６】
前記の知見に加えて、金属微粒子表面を被覆する分子層を、その金属元素と配位的な結合
が可能な孤立電子対を有する基として、窒素、酸素、イオウ原子を含む基を有する化合物
を利用して構成することが可能であり、一方、この種の金属元素に対して、配位的な結合
により分子間結合を形成する化合物分子は、温度を上昇させると、次第に離脱して行き、
比較的に低温であっても、金属微粒子相互の焼結・合金化処理を実施する温度に至るまで
には、表面を被覆する分子層は全て離脱させることが可能となることを確認した。本発明
者らは、これら一連の知見に基づき、二種以上の金属元素から構成される合金の成形体の
形成に利用される金属粒子組成物として、原材料となる、極めて粒子径の小さな金属微粒
子を含有させる際、前記する金属元素に対して、配位的な結合により分子間結合を形成す
る化合物を用いて、予め金属微粒子表面を被覆する分子層を設けたものを利用し、また、
これら金属微粒子自体の平均粒子径は１～１００ｎｍの範囲に選択される微細な平均粒径
の金属微粒子を選択し、実用上、金属粒子組成物を保存可能な性状とするため、各金属微
粒子を分散させ、飛散防止用の分散媒体として、沸点が３００℃以下、好ましくは２５０
℃以下の有機媒体を含有している金属粒子組成物とすると、凝集体形成、自然酸化をとも
に回避でき、また長期間にわたり、調製当初の品質を維持可能となることを確認して、本
発明を完成するに至った。
【００１７】
すなわち、本発明の合金形成用金属粒子組成物は、
二種以上の金属元素から構成される合金の成形体の形成に利用される金属粒子組成物であ
って、
この金属粒子組成物中には、前記合金を構成する金属元素の二種以上について、その金属
元素からなる金属微粒子が均一に混合されており、
前記金属微粒子は、それぞれの金属元素と配位的な結合が可能な孤立電子対を有する基と
して、窒素、酸素、イオウ原子を含む基を有する化合物一種以上によって、その表面が被
覆されており、
前記表面を被覆する化合物を除いた際、各金属微粒子自体の平均粒子径は１～１００ｎｍ
の範囲に選択される微細な平均粒径の金属微粒子であり、
前記各金属微粒子を分散させ、飛散防止用の分散媒体として、沸点が３００℃以下の有機
媒体を含有してなることを特徴とする金属粒子組成物である。好ましくは、沸点が２５０
℃以下の有機媒体を含有してなることを特徴とする金属粒子組成物とする。
【００１８】
本発明の金属粒子組成物では、例えば、前記合金は、それを構成する複数種の金属元素に
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、
マグネシウム、アルミニウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、
ニッケル、銅、亜鉛、ジルコニウム、銀、インジウム、錫、アンチモン、金、鉛のうちか
ら選択される二種以上の金属元素を含み、
粒子組成物中に含有される、微細な平均粒径の前記金属微粒子は、それぞれ、前記選択さ
れた二種以上の金属元素のいずれかからなる金属微粒子であることを特徴とする金属粒子
組成物とすることができる。
【００１９】
本発明の金属粒子組成物では、含有される微細な平均粒径の金属微粒子は、その平均粒径
が２～１０ｎｍの範囲に選択されていることがより好ましい。
【００２０】
また、本発明の金属粒子組成物では、例えば、前記合金は、合金を構成する複数種の金属
元素に加えて、微量成分として、非金属元素一種以上を含有し、
粒子組成物は、前記非金属元素成分用の構成要素として、その非金属元素を主成分とする
粒子を含有することを特徴とする金属粒子組成物とすることもできる。より具体的な例と
して、前記合金中には、炭素あるいはケイ素が、微量成分の非金属元素の一つとして含有
され、
粒子組成物は、かかる炭素またはケイ素を主成分とする粒子として、平均粒径が１００ｎ
ｍを超えない炭素微粉末あるいはケイ素微粉末を含有することを特徴とする金属粒子組成
物とすることもできる。
【００２１】
さらには、本発明の金属粒子組成物においては、例えば、得られる前記合金の成形体の機
械的強度、物理的性質の向上を図る目的で、前記合金の成形体における構成要素となる非
金属材料として、
金属酸化物、金属塩化物、金属臭化物、金属硫化物、ならびに金属塩からなる群から選択
されるセラミック材料微粒子一種以上をさらに含有させることも可能である。その際、前
記セラミック材料は、リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素、カ
リウム、カルシウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル
、銅、亜鉛、イットリウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、インジウム、錫、アン
チモン、テルル、鉛、ビスマスからなる金属元素の群から選択される金属の、金属酸化物
、金属塩化物、金属臭化物、金属硫化物、ならびに金属塩から選択することができる。通
常、前記金属酸化物、金属塩化物、金属臭化物、金属硫化物、ならびに金属塩のうち、水
溶解性を示さないものを選択して用いることが好ましい。
【００２２】
加えて、本発明は、かかる金属粒子組成物を利用して、合金成形体を作製する方法をも提
供し、すなわち、本発明の合金成形体の形成方法は、
二種以上の金属元素から構成される合金成形体を形成する方法であって、
上にその構成を記載する本発明の金属粒子組成物のいずれかを原材料に用い、前記金属粒
子組成物に、必要に応じて、付加的な材料を添加混合してなる混合物を調製する工程、
前記混合物を加圧成形により、成形体を形成する工程、
得られる成形体を加熱処理して、前記混合物中に含有される金属粒子相互の焼結合金化を
行う工程を有することを特徴とする合金成形体の形成方法である。
【００２３】
本発明の合金成形体の形成方法では、前記焼結合金化の工程において、
加熱処理温度は、前記金属粒子組成物中に含まれる分散媒体の有機媒体の沸点以上に選択
することが好ましい。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の合金形成用金属粒子組成物とその調製方法、ならびに、かかる金属粒子
組成物を用いる合金成形体の形成方法をより詳細に説明する。
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【００２５】
本発明の合金形成用金属粒子組成物は、粉末冶金法を利用する合金形成法、特に、プレミ
ックス法、あるいは、母合金粉末法を利用して、二種以上の金属元素から構成される合金
の成形体の形成を行う際に用いるものであり、目的の合金組成に応じて、この合金を構成
する金属元素の二種以上について、その金属元素からなる金属微粒子が均一に混合された
組成物とする。前記の金属元素の二種以上について、それぞれの金属元素からなる金属微
粒子を、目標とする組成比に応じて、含有比率で含有するものとする。その際、この金属
微粒子自体の平均粒子径は１～１００ｎｍの範囲にそれぞれ選択される微細な平均粒径の
金属微粒子を利用する。好ましくは、平均粒子径を２～１０ｎｍの範囲に選択する。この
ように、極めて微細な金属微粒子は、乾燥粉体の形態では、飛散する、あるいは、雰囲気
中の水分を吸着する懸念があり、予めかかる金属に対する反応性を示さない液体媒体中に
浸した状態の原料を用いる。なお、この液体媒体中に浸した状態の微細な金属微粒子が互
いに接触し、接触界面における融着を生じて、集塊を形成することを防止する目的で、金
属微粒子の表面を密に被覆する分子層を設けることにより、金属微粒子がコロイド状に液
体媒体中に分散した状態となっているものを利用する。
【００２６】
一方、利用される微細な平均粒径の金属微粒子は、その表面は、それぞれの金属元素と配
位的な結合が可能な孤立電子対を有する基として、窒素、酸素、イオウ原子を含む基を有
する化合物一種以上によって、緻密に被覆されたものとする。この表面の被覆に利用され
る化合物は、金属元素と配位的な結合を形成する際、窒素、酸素、イオウ原子上に孤立電
子対を有する基を利用するもので、例えば、窒素原子を含む基として、アミノ基が挙げら
れる。また、イオウ原子を含む基としては、スルファニル基（－ＳＨ）、スルフィド型の
スルファンジイル基（－Ｓ－）が挙げられる。また、酸素原子を含む基としては、ヒドロ
キシ基、エーテル型のオキシ基（－Ｏ－）が挙げられる。
【００２７】
利用可能なアミノ基を有する化合物の代表として、アルキルアミンを挙げることができる
。なお、かかるアルキルアミンは、金属元素と配位的な結合を形成した状態で、通常の保
管環境、具体的には、４０℃に達しない範囲では、脱離しないものが好適であり、沸点が
６０℃以上の範囲、好ましくは、１００℃以上の範囲となるものが好ましい。ただし、焼
結・合金化を行う際には、速やかに、表面から離脱することが可能であることが必要であ
り、少なくとも、沸点が３００℃を超えない範囲、通常は、２５０℃を超えない範囲とな
るものが好ましい。例えば、アルキルアミンとして、そのアルキル基は、Ｃ４～Ｃ２０が
用いられ、さらに好ましくはＣ８～Ｃ１８の範囲に選択され、アルキル鎖の末端にアミノ
基を有するものが用いられる。例えば、前記Ｃ８～Ｃ１８の範囲のアルキルアミンは、熱
的な安定性もあり、また、その蒸気圧もさほど高くなく、室温等で保管する際、含有率を
所望の範囲に維持・制御することが容易であるなど、ハンドリング性の面から好適に用い
られる。一般に、かかる配位的な結合を形成する上では、第一級アミン型のものがより高
い結合能を示し好ましいが、第二級アミン型、ならびに、第三級アミン型の化合物も利用
可能である。また、１，２－ジアミン型、１，３－ジアミン型など、近接する二以上のア
ミノ基が結合に関与する化合物も利用可能である。
【００２８】
また、利用可能なスルファニル基（－ＳＨ）を有する化合物の代表として、アルカンチオ
ールを挙げることができる。なお、かかるアルカンチオールも、金属元素と配位的な結合
を形成した状態で、通常の保管環境、具体的には、４０℃に達しない範囲では、脱離しな
いものが好適であり、沸点が６０℃以上の範囲、好ましくは、１００℃以上の範囲となる
ものが好ましい。ただし、焼結・合金化を行う際には、速やかに、表面から離脱すること
が可能であることが必要であり、少なくとも、沸点が３００℃を超えない範囲、通常は、
２５０℃を超えない範囲となるものが好ましい。例えば、アルカンチオールとして、その
アルキル基は、Ｃ４～Ｃ２０が用いられ、さらに好ましくはＣ８～Ｃ１８の範囲に選択さ
れ、アルキル鎖の末端にスルファニル基（－ＳＨ）を有するものが用いられる。例えば、
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前記Ｃ８～Ｃ１８の範囲のアルカンチオールは、熱的な安定性もあり、また、その蒸気圧
もさほど高くなく、室温等で保管する際、含有率を所望の範囲に維持・制御することが容
易であるなど、ハンドリング性の面から好適に用いられる。一般に、第一級チオール型の
ものがより高い結合能を示し好ましいが、第二級チオール型、ならびに、第三級チオール
型の化合物も利用可能である。また、１，２－ジチオール型などの、二以上のスルファニ
ル基（－ＳＨ）が結合に関与するものも、利用可能である。
【００２９】
また、利用可能なヒドロキシ基を有する化合物の代表として、アルカンジオールを挙げる
ことができる。なお、かかるアルカンジオールも、金属元素と配位的な結合を形成した状
態で、通常の保管環境、具体的には、４０℃に達しない範囲では、脱離しないものが好適
であり、沸点が６０℃以上の範囲、好ましくは、１００℃以上の範囲となるものが好まし
い。ただし、焼結・合金化を行う際には、速やかに、表面から離脱することが可能である
ことが必要であり、少なくとも、沸点が３００℃を超えない範囲、通常は、２５０℃を超
えない範囲となるものが好ましい。例えば、１，２－ジオール型などの、二以上のヒドロ
キシ基が結合に関与するものなどが、より好適に利用可能である。
【００３０】
これら金属微粒子表面を被覆する化合物、例えば、アミン、チオール、アルコール類の含
有量は、用いる化合物の分子量、金属微粒子の平均粒子径、比重にもよるが、例えば、金
属微粒子１００質量部当たり、１～６０質量部、好ましくは、５～３０質量部の範囲で含
有する組成とすることが、一般に好ましい。
【００３１】
加えて、本発明の合金形成用金属粒子組成物は、焼結・合金化には必要としないものの、
その保管、取り扱いの際、含有される金属微粒子の飛散を防止する目的で、前記各金属微
粒子を分散させ、飛散防止用の分散媒体として、沸点が３００℃以下の有機媒体、通常は
、沸点が２５０℃以下の有機媒体を含有させる。すなわち、焼結・合金化の際には、かか
る有機媒体は、速やかに蒸発、除去することが必要となるので、その沸点は、高くとも、
３００℃を超えない範囲、より好ましくは、２５０℃以下であり、保管中に蒸発乾固する
ことを回避するため、６０℃以上の範囲、望ましくは、１００℃以上の範囲に選択する。
例えば、金属微粒子表面の被覆に利用される、上記の孤立電子対を有する基として、窒素
、酸素、イオウ原子を含む基を有する化合物をかかる目的の有機媒体として利用すること
もできる。また、上記の孤立電子対を有する基として、窒素、酸素、イオウ原子を含む基
を有する化合物を溶出することがない限り、そのハンドリング性の面を考慮すると、室温
付近では容易に蒸散することのない、比較的に高沸点な非極性溶剤あるいは低極性溶剤、
例えば、テルピネオール、ミネラルスピリット、キシレン、トルエンなども好適に用いら
れる。
【００３２】
加えて、目的とする合金が、合金を構成する複数種の金属元素に加えて、微量成分として
、非金属元素一種以上を含有する際には、金属粒子組成物中には、前記非金属元素成分用
の構成要素として、その非金属元素を主成分とする粒子を含有する構成とする。より具体
的な例として、前記合金中には、炭素あるいはケイ素が、微量成分の非金属元素の一つと
して含有される際には、金属粒子組成物は、かかる炭素またはケイ素を主成分とする粒子
として、平均粒径が１００ｎｍを超えない炭素微粉末あるいはケイ素微粉末を含有するこ
とが好ましい。すなわち、このような非金属元素を主成分とする粒子を含有する構成とす
る場合にも、非金属元素を主成分とする粒子の平均粒子径は、主な成分である、金属微粒
子の平均粒子径と同程度、大きくとも、平均粒径が１００ｎｍを超えない範囲に選択する
ことが好ましい。
【００３３】
更には、目的とする合金の成形体は、金属材料部分に加えて、非金属材料を成形体の構成
要素として含有させることもできる。より具体的には、補強剤などの用途として、グラフ
ァイト炭素繊維、セラミック繊維、微粒子などをも構成要素として含有させることができ
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る。その際には、金属粒子組成物は、前記合金の成形体における構成要素となる非金属材
料として、金属酸化物、金属塩化物、金属臭化物、金属硫化物、ならびに金属塩からなる
群から選択されるセラミック材料微粒子一種以上をさらに含む構成とする。例えば、前記
セラミック材料は、リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素、カリ
ウム、カルシウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、
銅、亜鉛、イットリウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、インジウム、錫、アンチ
モン、テルル、鉛、ビスマスからなる金属元素の群から選択される金属の、金属酸化物、
金属塩化物、金属臭化物、金属硫化物、ならびに金属塩から選択することができる。通常
、前記金属酸化物、金属塩化物、金属臭化物、金属硫化物、ならびに金属塩のうち、水溶
解性を示さないものを選択して用いることが好ましい。
【００３４】
上記の構成を有する本発明の合金形成用金属粒子組成物は、粉末冶金法を利用する合金形
成法、特に、プレミックス法、あるいは、母合金粉末法を利用した合金形成法に好適であ
り、下記する種々の合金成形体の製造に応用することが可能である。
【００３５】
鉄系合金、具体的には、鉄を主成分とし、炭素、銅、ニッケルなどを添加した合金に利用
でき、例えば、自動車、電機機器、事務機などの分野における機械部品用の粉末冶金法を
利用する合金成形体に適用可能である。また、ステンレス鋼合金、具体的には、鉄を主成
分とし、クロム、ニッケルを副次的成分とし、さらに少量の炭素が添加されている合金に
利用でき、例えば、化学工業、電気および機械工業、さらには、化学繊維、製紙、食品、
石油、染色などの工業、建築、家庭台所用などの各分野で、耐錆性、耐腐食性を要する各
種部材のうち、粉末冶金法を利用する合金成形体が利用可能な範囲に適用可能である。
【００３６】
また、銅系合金は、銅を主成分とし、添加される他の金属成分により、種々な特性を発揮
するものであり、例えば、銅－錫、銅－亜鉛は、焼結含油軸受材料、銅－タングステンは
、接点用材料、銅－錫、銅－錫－ニッケルは、集電用材料、また、銅－錫、銅－亜鉛は、
摩擦材料として利用される。これら種々の特性を有する銅系合金のうち、用途・形状など
の観点から、粉末冶金法を利用する合金成形体が利用可能な範囲に適用可能である。
【００３７】
さらには、アルミニウム系合金も、アルミニウムを主成分とし、添加される他の金属成分
により、種々な特性を発揮するものであり、一例を示すと、アルミニウム－ケイ素、アル
ミニウム－マグネシウム、アルミニウム－マグネシウム－リチウムは、軽量性を維持しつ
つ、機械強度、耐熱性、耐腐食性に優れた材料である。これら種々の特性を有するアルミ
ニウム系合金のうち、用途・形状などの観点から、粉末冶金法を利用する合金成形体が利
用可能な範囲に適用可能である。
【００３８】
チタン合金類と総称される、チタンにアルミニウム、バナジウムを配合した合金は、比較
的に低比重でありながら、耐腐食性、機械的特性に優れ、従来、ステンレス鋼が利用され
ている分野のうち、軽量化を図りつつ、より高い耐腐食性を要求する際、その利用が検討
されるものである。この分野においても、用途・形状などの観点から、粉末冶金法を利用
する合金成形体が利用可能な範囲に適用可能である。
【００３９】
更には、クロムあるいはニッケルを主成分とし、コバルト、チタン、タングステンなどを
添加した合金は、高温下においても、十分な耐酸化性、強度を示すものとなり、その特性
から、超（耐熱）合金とも称され、例えば、航空機エンジン、タービン型過給機、ガスタ
ービン翼などの、耐熱性を要求される部位に利用される。この分野においても、用途・形
状などの観点から、粉末冶金法を利用する合金成形体が利用可能な範囲に適用可能である
。
【００４０】
上記する多種な適用に対応して、本発明の金属粒子組成物では、例えば、前記合金は、そ
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れを構成する複数種の金属元素に、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素、チタン、バナ
ジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ジルコニウム、銀、イ
ンジウム、錫、アンチモン、金、鉛のうちから選択される二種以上の金属元素を含み、金
属粒子組成物中に含有される、微細な平均粒径の金属微粒子として、それぞれ、前記する
一群の金属元素のうち、選択された二種以上の金属元素について、それぞれ、その金属元
素からなる金属微粒子を、所望の比率で含有する金属粒子組成物とする。なお、得られる
合金は、焼結・合金化を行う工程の加熱温度と比較して、その融解温度が有意に高くなる
ものである際、本発明の効果が真に発揮される。
【００４１】
用いる金属粒子組成物の組成を、目的とする合金成形体の組成、構成に応じて適宜選択し
た上で、下記する工程で、合金成形体を作製することができる。まず、前記金属粒子組成
物中に、上述する補強剤、潤滑剤成分などをその場で加える際には、必要に応じて、用い
るセラミック繊維などの付加的な材料を添加混合してなる混合物を調製する工程を設ける
。次いで、前記混合物を加圧成形により、成形体を形成する工程後、得られる成形体を加
熱処理して、前記混合物中に含有される金属粒子相互の焼結合金化を行う工程とする。こ
の焼結合金化の工程において、残留している有機媒体を速やかに蒸散させるため、加熱処
理温度は、前記金属粒子組成物中に含まれる分散媒体の有機媒体の沸点以上に選択するこ
とが好ましい。
【００４２】
【実施例】
以下に、実施例を示し、本発明をより具体的に説明する。これら実施例は、本発明の最良
の実施の形態の一例ではあるものの、本発明はこれら実施例により限定を受けるものでは
ない。
【００４３】
（実施例１）
ガス中蒸発法を用いて、鉄、クロム、ニッケルの三種の金属の超微粒子が分散されている
金属微粒子の混合分散液を調製する。出発原料として、粒形状の高純度の金属小塊につい
て、予め、その表面酸化皮膜の除去処理を施し、乾燥したものを利用する。前記粒形状の
高純度の金属小塊を、鉄７４質量部、クロム１８質量部、ニッケル８質量部の比率の混合
物とし、密閉装置内において、装置内圧力を１０ - 6　Ｔｏｒｒ以下に排気減圧しつつ、混
合物を加熱して、金属蒸気を発生させる。前記密閉装置内において、金属蒸気発生部の下
流、排気装置の方向に設けられている回収室において、アルゴンガスとオクチルアミンの
蒸気の混合気体と金属蒸気と接触・混合する。この回収室内では、金属蒸気は、混合気体
と接した際、温度低下し、その結果、凝集して、微粒子核を生成する。この微粒子核を中
心に、金属蒸気の凝集も更に進むものの、共存するオクチルアミンの蒸気も、この微粒子
を核として、その表面に吸着、凝結を起こす。表面にオクチルアミンが付着して、微粒子
表面全体を被覆すると、それ以上、金属蒸気の凝集による粒子径の増大は起こらず、オク
チルアミンの凝集のみが継続して進む。
【００４４】
回収室内に設置されている冷却板上に、オクチルアミンの蒸気が凝結し、液滴を生じると
ともに、表面がオクチルアミンで覆われた金属超微粒子も捕集される。すなわち、オクチ
ルアミンに、その表面上のオクチルアミンが配位的な結合により被覆分子層を形成してい
る金属超微粒子が分散されている、コロイド状の金属超微粒子が分散媒体のオクチルアミ
ン中に分散する液として、冷却板上に捕集される。この金属超微粒子の分散液は、鉄、ク
ロム、ニッケルの三種の金属の超微粒子が均一に混合されたものとなっている。
【００４５】
以上の調製方法で作製される金属超微粒子の混合分散液は、個々の超微粒子は、若干の組
成に変動はあるものの、相当部分は、三種の金属を含有する合金超微粒子、また一部は、
前記三種の各金属からなる金属超微粒子となり、全体の平均組成は、上記仕込み組成に準
じたものとなる。すなわち、作製されるこの金属超微粒子の混合分散液は、鉄７４質量部
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、クロム１８質量部、ニッケル８質量部の平均組成比率の混合物となっている。一方、作
製されるこの金属超微粒子自体の粒子径は、含有される金属種類、組成差により、若干の
分布を有するものの、その平均粒子径は７ｎｍと評価された。
【００４６】
この平均粒子径７ｎｍの合金超微粒子の混合物に、合金超微粒子自体の重量１００質量部
当たり、平均粒子径１００ｎｍの炭素粉末０．１質量部を添加し、均一に攪拌混合して、
金属粒子組成物に調製する。母合金粉末法用のこの金属粒子組成物を、型を用いて圧粉成
形し、得られる成形体を、不活性雰囲気中において、６００℃で、４時間加熱処理し、金
属粒子の焼結・合金化を行う。この処理により、目的の外形形状に成形され、炭素添加ス
テンレス合金成形体が形成される。得られるステンレス合金中の炭素含有率は、０．１質
量％であり、また、耐腐食性は、その合金組成に相当する優れたものであった。
【００４７】
（実施例２）
プレミックス法による合金形成に利用する、金属粒子組成物を下記の手順で調製する。上
記、実施例１に記載するガス中蒸発法に準じて作製した、その表面にアミン化合物である
オクチルアミンの分子層で被覆がなされている平均粒子径１０ｎｍ以下の金属超微粒子を
主原料とし、目標合金組成に応じて、複数種の金属超微粒子を、相当する比率で含有する
金属粒子組成物とする。
【００４８】
本実施例では、平均粒子径１０ｎｍの銅超微粒子７０質量部、平均粒子径１０ｎｍの錫超
微粒子１０質量部、平均粒子径８ｎｍの鉛超微粒子１０質量部、平均粒子径６ｎｍの鉄超
微粒子５質量部に、さらに、平均粒子径１００ｎｍの炭素粉末５質量部を添加し、均一に
混合して金属粒子組成物に調製する。プレミックス法用のこの金属粒子組成物を、型を用
いて圧粉成形し、得られる成形体を、不活性雰囲気中において、６００℃で、 時間加熱
処理し、金属粒子の焼結・合金化を行う。この処理により、目的の外形形状に成形され、
炭素添加銅系合金成形体が形成される。得られる銅系合金中の炭素含有率は、８質量％で
あり、また、その合金組成に相当する優れた耐摩耗性、耐熱性を示す。加えて、摩擦係数
も大きく、使用に伴い摩耗が進んだ際にも、その摩擦係数の変動が少なく、安定している
利点を有し、摩擦材料として有用な銅系合金成形体が得られた。
【００４９】
（実施例３）
ガス中蒸発法を用いて、鉄、クロム、ニッケルの三種の金属の超微粒子が分散されている
金属微粒子の混合分散液を調製する。出発原料として、粒形状の高純度の金属小塊につい
て、予め、その表面酸化皮膜の除去処理を施し、乾燥したものを利用する。前記粒形状の
高純度の金属小塊を、鉄７４質量部、クロム１８質量部、ニッケル８質量部の比率の混合
物とし、密閉装置内において、装置内圧力を１０ - 6　Ｔｏｒｒ以下に排気減圧しつつ、混
合物を加熱して、金属蒸気を発生させる。前記密閉装置内において、金属蒸気発生部の下
流、排気装置の方向に設けられている回収室において、アルゴンガスとエチレングリコー
ルの蒸気の混合気体と金属蒸気と接触・混合する。この回収室内では、金属蒸気は、混合
気体と接した際、温度低下し、その結果、凝集して、微粒子核を生成する。この微粒子核
を中心に、金属蒸気の凝集も更に進むものの、共存するエチレングリコールの蒸気も、こ
の微粒子を核として、その表面に吸着、凝結を起こす。表面にエチレングリコールが付着
して、微粒子表面全体を被覆すると、それ以上、金属蒸気の凝集による粒子径の増大は起
こらず、エチレングリコールの凝集のみが継続して進む。
【００５０】
回収室内に設置されている冷却板上に、エチレングリコールの蒸気が凝結し、液滴を生じ
るとともに、表面がエチレングリコールで覆われた金属超微粒子も捕集される。すなわち
、エチレングリコールに、その表面上のエチレングリコールが配位的な結合により被覆分
子層を形成している金属超微粒子が分散されている、コロイド状の金属超微粒子が分散媒
体のエチレングリコール中に分散する液として、冷却板上に捕集される。この金属超微粒
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子の分散液は、鉄、クロム、ニッケルの三種の金属の超微粒子が均一に混合されたものと
なっている。
【００５１】
以上の調製方法で作製される金属超微粒子の混合分散液は、個々の超微粒子は、若干の組
成に変動はあるものの、相当部分は、三種の金属を含有する合金超微粒子、また一部は、
前記三種の各金属からなる金属超微粒子となり、全体の平均組成は、上記仕込み組成に準
じたものとなる。すなわち、作製されるこの金属超微粒子の混合分散液は、鉄７４質量部
、クロム１８質量部、ニッケル８質量部の平均組成比率の混合物となっている。一方、作
製されるこの金属超微粒子自体の粒子径は、含有される金属種類、組成差により、若干の
分布を有するものの、その平均粒子径は９ｎｍと評価された。
【００５２】
この平均粒子径９ｎｍの合金超微粒子の混合物に、合金超微粒子自体の重量１００質量部
当たり、平均粒子径１００ｎｍの炭素粉末０．１質量部を添加し、均一に攪拌混合して、
金属粒子組成物に調製する。母合金粉末法用のこの金属粒子組成物を、型を用いて圧粉成
形し、得られる成形体を、不活性雰囲気中において、６００℃で、４時間加熱処理し、金
属粒子の焼結・合金化を行う。この処理により、目的の外形形状に成形され、炭素添加ス
テンレス合金成形体が形成される。得られるステンレス合金中の炭素含有率は、０．１質
量％であり、また、耐腐食性は、その合金組成に相当する優れたものであった。
【００５３】
（実施例４）
ガス中蒸発法を用いて、鉄、クロム、ニッケルの三種の金属の超微粒子が分散されている
金属微粒子の混合分散液を調製する。出発原料として、粒形状の高純度の金属小塊につい
て、予め、その表面酸化皮膜の除去処理を施し、乾燥したものを利用する。前記粒形状の
高純度の金属小塊を、鉄７４質量部、クロム１８質量部、ニッケル８質量部の比率の混合
物とし、密閉装置内において、装置内圧力を１０ - 6　Ｔｏｒｒ以下に排気減圧しつつ、混
合物を加熱して、金属蒸気を発生させる。前記密閉装置内において、金属蒸気発生部の下
流、排気装置の方向に設けられている回収室において、アルゴンガスとオクタデカンチオ
ールの蒸気の混合気体と金属蒸気と接触・混合する。この回収室内では、金属蒸気は、混
合気体と接した際、温度低下し、その結果、凝集して、微粒子核を生成する。この微粒子
核を中心に、金属蒸気の凝集も更に進むものの、共存するオクタデカンチオールの蒸気も
、この微粒子を核として、その表面に吸着、凝結を起こす。表面にオクタデカンチオール
が付着して、微粒子表面全体を被覆すると、それ以上、金属蒸気の凝集による粒子径の増
大は起こらず、オクタデカンチオールの凝集のみが継続して進む。
【００５４】
回収室内に設置されている冷却板上に、オクタデカンチオールの蒸気が凝結し、液滴を生
じるとともに、表面がオクタデカンチオールで覆われた金属超微粒子も捕集される。すな
わち、オクタデカンチオールに、その表面上のオクタデカンチオールが配位的な結合によ
り被覆分子層を形成している金属超微粒子が分散されている、コロイド状の金属超微粒子
が分散媒体のオクタデカンチオール中に分散する液として、冷却板上に捕集される。この
金属超微粒子の分散液は、鉄、クロム、ニッケルの三種の金属の超微粒子が均一に混合さ
れたものとなっている。
【００５５】
以上の調製方法で作製される金属超微粒子の混合分散液は、個々の超微粒子は、若干の組
成に変動はあるものの、相当部分は、三種の金属を含有する合金超微粒子、また一部は、
前記三種の各金属からなる金属超微粒子となり、全体の平均組成は、上記仕込み組成に準
じたものとなる。すなわち、作製されるこの金属超微粒子の混合分散液は、鉄７４質量部
、クロム１８質量部、ニッケル８質量部の平均組成比率の混合物となっている。一方、作
製されるこの金属超微粒子自体の粒子径は、含有される金属種類、組成差により、若干の
分布を有するものの、その平均粒子径は８ｎｍと評価された。
【００５６】

10

20

30

40

50

(12) JP 3842580 B2 2006.11.8



この平均粒子径８ｎｍの合金超微粒子の混合物に、合金超微粒子自体の重量１００質量部
当たり、平均粒子径１００ｎｍの炭素粉末０．１質量部を添加し、均一に攪拌混合して、
金属粒子組成物に調製する。母合金粉末法用のこの金属粒子組成物を、型を用いて圧粉成
形し、得られる成形体を、不活性雰囲気中において、６００℃で、４時間加熱処理し、金
属粒子の焼結・合金化を行う。この処理により、目的の外形形状に成形され、炭素添加ス
テンレス合金成形体が形成される。得られるステンレス合金中の炭素含有率は、０．１質
量％であり、また、耐腐食性は、その合金組成に相当する優れたものであった。
【００５７】
【発明の効果】
本発明の合金形成用金属粒子組成物は、二種以上の金属元素から構成される合金の成形体
の形成に利用される金属粒子組成物として、原材料となる、極めて粒子径の小さな金属微
粒子を含有させる際、前記する金属元素に対して、配位的な結合により分子間結合を形成
する化合物を用いて、予め金属微粒子表面を被覆する分子層を設けたものを利用し、また
、これら金属微粒子自体の平均粒子径は１～１００ｎｍの範囲に選択される微細な平均粒
径の金属微粒子を選択し、実用上、金属粒子組成物を保存可能な性状とするため、各金属
微粒子を分散させ、飛散防止用の分散媒体として、沸点が３００℃以下の有機媒体、好ま
しくは２５０℃以下の有機媒体を含有している金属粒子組成物とすることで、金属微粒子
表面を被覆する分子層を設け、その金属表面が直接接触することを防止すると、凝集体形
成が効果的に抑制でき、加えて、金属微粒子表面上、反応性がより高い部位に選択的に前
記被覆分子が位置し、結果的に、その後、室温程度の温度では、酸素などの反応種に被覆
する分子層を設けた表面を曝した際にも、最早、自然酸化膜形成などの反応の進行は実質
的に起こらないものとできる。従って、かかる構成の金属粒子組成物とすると、凝集体形
成、自然酸化をともに回避でき、また長期間にわたり、調製当初の品質を維持可能となる
利点を有する。また、その後、合金成形体を作製する際には、極めて粒子径の小さな金属
微粒子自体の特長である、焼結・合金化処理を比較的に低温で実施できる利点が高い再現
性で発揮される。
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