
JP 5143783 B2 2013.2.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐熱性を有し、最終的に製品となる成形体を収容したまま焼成することができる成形型
であって、
　当該成形型は、複数のセグメント板を積層方向に積層することにより構成され、
　各セグメント板は、貫通孔を有し、各セグメント板を積層した際に、前記貫通孔が連通
され、前記成形体を収容する成形空間が構成されることを特徴とする成形型。
【請求項２】
　第１のセグメント板は、第１および第２の開口をつなぐ第１の貫通孔を有し、
　前記第１のセグメント板と隣接する第２のセグメント板は、第３および第４の開口をつ
なぐ第２の貫通孔を有し、
　前記第１および第２の貫通孔は、前記第２および第３の開口が対面されることにより、
前記成形空間の一部を構成し、
　前記第１のセグメント板と前記第２のセグメント板を、前記積層方向に平行な方向から
見たとき、前記第１の開口と第３の開口は、位置および／または形状が異なっていること
を特徴とする請求項１に記載の成形型。
【請求項３】
　各セグメント板の厚さは、１ｍｍ～５ｍｍの範囲にあることを特徴とする請求項１また
は２に記載の成形型。
【請求項４】
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　各セグメント板の外形寸法は、実質的に等しいことを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか一つに記載の成形型。
【請求項５】
　前記セグメント板は、多孔質であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一つに
記載の成形型。
【請求項６】
　前記セグメント板は、セラミックス製であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か一つに記載の成形型。
【請求項７】
　前記セグメント板は、窒化珪素（ＳｉＮ）、炭化珪素（ＳｉＣ）、および窒化ホウ素（
ＢＮ）のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一つに
記載の成形型。
【請求項８】
　前記成形空間を構成する壁の少なくとも一部には、固着抑制材が設置されていることを
特徴とする請求項１乃至７のいずれか一つに記載の成形型。
【請求項９】
　前記固着抑制材は、窒化ホウ素（ＢＮ）を含むことを特徴とする請求項８に記載の成形
型。
【請求項１０】
　前記成形空間は、螺旋状であることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一つに記載
の成形型。
【請求項１１】
　前記製品は、セラミックス製または金属製であることを特徴とする請求項１乃至１０の
いずれか一つに記載の成形型。
【請求項１２】
　耐熱性を有し、最終的に製品となる成形体を収容したまま焼成することができる成形型
の製造方法であって、
　前記成形型は、前記成形体を形成する成形空間を有し、
　当該製造方法は、
　（１）前記成形型を、貫通孔を有する複数のセグメント板を積層方向に積層することに
より構成すると仮定した際に、前記成形空間と対応するように、各セグメント板の貫通孔
の位置および形状を定めるステップと、
　（２）前記ステップ（１）により定められた貫通孔を有する各セグメント板を製作する
ステップと、
　（３）前記ステップ（２）で製作された各セグメント板を積層するステップであって、
各セグメント板に設置された前記貫通孔が連通されることにより、前記成形型内に、前記
成形空間が形成されるステップと、
　を有することを特徴とする製造方法。
【請求項１３】
　第１のセグメント板は、第１および第２の開口をつなぐ第１の貫通孔を有し、
　前記第１のセグメント板と隣接する第２のセグメントは、第３および第４の開口をつな
ぐ第２の貫通孔を有し、
　前記第１および第２の貫通孔は、前記第２および第３の開口が対面されることにより、
前記成形空間の一部を構成し、
　前記第１のセグメント板と前記第２のセグメント板を、前記積層方向に平行な方向から
見たとき、前記第１の開口と第３の開口は、位置および／または形状が異なっていること
を特徴とする請求項１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
　各セグメント板の厚さは、１ｍｍ～５ｍｍの範囲にあることを特徴とする請求項１２ま
たは１３に記載の製造方法。
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【請求項１５】
　さらに、
　（４）前記成形空間を構成する壁の少なくとも一部に、固着抑制材を設置するステップ
を有することを特徴とする請求項１２乃至１４のいずれか一つに記載の製造方法。
【請求項１６】
　前記成形空間は、螺旋状であることを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか一つに
記載の製造方法。
【請求項１７】
　螺旋形状の中空セラミック製品を製造する方法であって、
　成形空間を有する成形型を製作するステップと、
　前記成形型の成形空間で、成形体を成形するステップと、
　前記成形体を、前記成形型と一体焼成するステップと、
　を有し、
　前記成形型は、請求項１２乃至１６のいずれか一つに記載の製造方法を用いて製作され
ることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成形型に関し、特に、セラミックス製品の成形等に使用され得る成形型に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に用いられるセラミックス製品の製造方法の１つとして、以下の工程を経てセラミ
ックス製品を製造する方法がある。
（Ａ）石膏型のような成形型に、セラミックス製品の原料となる粉末を含むスラリー（「
泥しょう」とも言う）が注入される。通常の場合、成形型は、多数のポアを有する多孔質
体で構成されており、いわゆる「吸水性」を有する。従って、スラリー中の液体成分は、
成形型に吸い込まれ、これにより、成形型内でスラリーを固化させことができる（例えば
、特許文献１）。
（Ｂ）次に、得られた成形体が成形型から脱型される。さらにこの成形体は、次工程のた
め、セッターと呼ばれる耐熱部材の上に置載され、または収容される。
（Ｃ）次に、成形体は、セッターとともに加熱装置内に配置され、所定の温度で焼成され
る。以上の工程により、所望の形状のセラミックス製品が提供される。
【０００３】
　しかしながら、このような従来の製造方法では、（Ｂ）の工程において、成形体が形成
された後、成形型からこの成形体を取り出すという脱型工程が必要となる。このような脱
型工程が介在すると、ハンドリング操作が煩雑となり、製造工程全体の効率化を図ること
が難しくなるという問題がある。また、薄肉のセラミックス製品では、脱型すること自身
が難しく、脱型工程の際に、セラミックス製品が破損する危険性が高くなる。
【０００４】
　そこで、このような問題に対処するため、耐熱性を有する成形型を使用し、この成形型
に成形体を収容した状態のまま、両者を一体焼成する技術が提案されている（特許文献２
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－１７０８２１号公報
【特許文献２】特開２００４－２６９３３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　円筒管などの単純な形状のセラミックス製品の製作の際には、前述の特許文献２の方法
が使用できる。しかしながら、特許文献２の方法では、例えば、螺旋型などの複雑な形状
の製品を製作することはできないという問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような背景に鑑みなされたものであり、本発明では、製品との一体焼成
が可能であり、複雑形状の製品を製作することが可能な成形型を提供することを目的とす
る。また、そのような成形型の製造方法を提供することを目的とする。さらに、本発明で
は、そのような成形型を使用して、複雑形状の中空セラミックス製品を提供すること、お
よびそのようなセラミックス製品を製造する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、耐熱性を有し、最終的に製品となる成形体を収容したまま焼成することが
できる成形型であって、
　当該成形型は、複数のセグメント板を積層方向に積層することにより構成され、
　各セグメント板は、貫通孔を有し、各セグメント板を積層した際に、前記貫通孔が連通
され、前記成形体を収容する成形空間が構成されることを特徴とする成形型が提供される
。
【０００９】
　ここで、本発明による成形型において、
　第１のセグメント板は、第１および第２の開口をつなぐ第１の貫通孔を有し、
　前記第１のセグメント板と隣接する第２のセグメント板は、第３および第４の開口をつ
なぐ第２の貫通孔を有し、
　前記第１および第２の貫通孔は、前記第２および第３の開口が対面されることにより、
前記成形空間の一部を構成し、
　前記第１のセグメント板と前記第２のセグメント板を、前記積層方向に平行な方向から
見たとき、前記第１の開口と第３の開口は、位置および／または形状が異なっていても良
い。
【００１０】
　また、本発明による成形型において、各セグメント板の厚さは、１ｍｍ～５ｍｍの範囲
にあっても良い。
【００１１】
　また、本発明による成形型において、各セグメント板の外形寸法は、実質的に等しくて
も良い。
【００１２】
　また、本発明による成形型において、前記セグメント板は、多孔質であっても良い。
【００１３】
　また、本発明による成形型において、前記セグメント板は、セラミックス製であっても
良い。
【００１４】
　また、本発明による成形型において、前記セグメント板は、窒化珪素（ＳｉＮ）、炭化
珪素（ＳｉＣ）、および窒化ホウ素（ＢＮ）のうちの少なくとも一つを含んでも良い。
【００１５】
　また、本発明による成形型において、前記成形空間を構成する壁の少なくとも一部には
、固着抑制材が設置されていても良い。
【００１６】
　この固着抑制材は、窒化ホウ素（ＢＮ）を含んでも良い。
【００１７】
　また、本発明による成形型において、前記成形空間は、螺旋状であっても良い。
【００１８】
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　また、本発明による成形型を用いて得られる製品は、セラミックス製または金属製であ
っても良い。
【００１９】
　また、本発明では、耐熱性を有し、最終的に製品となる成形体を収容したまま焼成する
ことができる成形型の製造方法であって、
　前記成形型は、前記成形体を形成する成形空間を有し、
　当該製造方法は、
　（１）前記成形型を、貫通孔を有する複数のセグメント板を積層方向に積層することに
より構成すると仮定した際に、前記成形空間と対応するように、各セグメント板の貫通孔
の位置および形状を定めるステップと、
　（２）前記ステップ（１）により定められた貫通孔を有する各セグメント板を製作する
ステップと、
　（３）前記ステップ（２）で製作された各セグメント板を積層するステップであって、
各セグメント板に設置された前記貫通孔が連通されることにより、前記成形型内に、前記
成形空間が形成されるステップと、
　を有することを特徴とする製造方法が提供される。
【００２０】
　本発明による方法において、第１のセグメント板は、第１および第２の開口をつなぐ第
１の貫通孔を有し、
　前記第１のセグメント板と隣接する第２のセグメントは、第３および第４の開口をつな
ぐ第２の貫通孔を有し、
　前記第１および第２の貫通孔は、前記第２および第３の開口が対面されることにより、
前記成形空間の一部を構成し、
　前記第１のセグメント板と前記第２のセグメント板を、前記積層方向に平行な方向から
見たとき、前記第１の開口と第３の開口は、位置および／または形状が異なっていても良
い。
【００２１】
　また、本発明による方法において、各セグメント板の厚さは、１ｍｍ～５ｍｍの範囲に
あっても良い。
【００２２】
　また、本発明による方法は、さらに、
　（４）前記成形空間を構成する壁の少なくとも一部に、固着抑制材を設置するステップ
を有しても良い。
【００２３】
　また、本発明による方法において、前記成形空間は、螺旋状であっても良い。
【００２４】
　さらに、本発明では、前述のような特徴を有する成形型を使用して製造された、複雑形
状の中空セラミック製品が提供される。
【００２５】
　さらに、本発明では、複雑形状の中空セラミック製品を製造する方法であって、
　成形空間を有する成形型を製作するステップと、
　前記成形型の成形空間で、成形体を成形するステップと、
　前記成形体を、前記成形型と一体焼成するステップと、
　を有し、
　前記成形型は、前述のいずれかの製造方法を用いて製作されることを特徴とする方法が
提供される。
【００２６】
　なお、本願において、「複雑形状（の製品）」とは、製品を自然落下させることにより
、製品を型から取り外すことの可能な形状以外の形状を意味する。例えば、単純な板状、
ブロック状、および円筒状等のような形状の製品は、単一型またはいわゆる割型のような
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分割型から、自然落下させて取り外すことができるため、「複雑形状」には当たらない。
複雑形状（の製品）」には、例えば、螺旋状、および円管の表面に放射状に突起部を有す
る形状等が含まれる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明では、製品との一体焼成が可能であり、複雑形状の製品を製作することが可能な
成形型を提供することができる。また、そのような成形型の製造方法を提供することが可
能となる。さらに、本発明では、そのような成形型を使用して、複雑形状の中空セラミッ
クス製品を提供すること、およびそのようなセラミックス製品を製造する方法を提供する
ことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による成形型の断面構造の一例を模式的に示した図である。
【図２】本発明の成形型の一部を構成する２枚のセグメント板を模式的に示した斜視図で
ある。
【図３】セグメント板に形成される貫通孔の仕様を定める際の概念図を模式的に示した図
である。
【図４】本発明による成形型を製造する際の一製造フローを示した図である。
【図５】窒化珪素（ＳｉＮ）で構成されたラジアントチューブ５００の概略的な外観を示
した図である。
【図６】複雑形状のセラミックス製品を製造する際の一製造フローを示した図である。
【図７】実施例において製作される製品の形状を模式的に示した側面図である。
【図８】図７の製品を製作するために想定された成形型の概略的な側断面図である。
【図９】図７の製品を製作する際に使用される実際の成形型の概略的な側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面により本発明の形態を説明する。
【００３０】
　図１には、本発明による成形型の断面構造の一例を模式的に示す。また、図２には、本
発明の成形型の一部を構成する２枚のセグメント板の斜視図を模式的に示す。さらに、図
３には、セグメント板の貫通孔を定める際の概念図を模式的に示す。
【００３１】
　図１を参照すると、本発明による成形型１００は、成型空間１１０を有する。この成形
空間は、螺旋状の構造となっており、従って、この成形型１００により成形体を成形し、
これを焼成した場合、螺旋形状の製品が製造されることになる。なお、この成型空間１１
０は、複雑形状の一例に過ぎず、本発明による他の成形型を用いて、他のいかなる複雑形
状の製品を成形しても良いことは、明らかである。
【００３２】
　本発明による成形型１００は、例えば、セラミックスで構成される。セラミックス材料
としては、特に限られないが、例えば、窒化珪素（ＳｉＣ）、窒化ホウ素（ＢＮ）、炭化
珪素（ＳｉＣ）のうちの少なくとも一つを含む材料であっても良い。
【００３３】
　図１に示した例では、成形型１００は、同一の外形寸法（縦と横の長さ、および厚さ）
を有する、複数のセグメント板１２０（１２０－１、１２０－２．．．１２０－Ｉ．．．
１２０－Ｎ）を積層方向（Ｚ方向）に沿って、積層することにより構成される。例えば、
図１に示す例では、Ｎ＝１０５、すなわち１０５枚のセグメント板１２０を積層すること
により構成されている。ただし、Ｎは、例えば３以上、好ましくは１０以上の、いかなる
数であっても良い。なお、図１には示されていないが、実際の使用の際には、成形型１０
０は、各セグメント板１２０が相互に対して動かないようにするため、積層方向（Ｚ方向
）の上下側から、固定手段によって固定されている。
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【００３４】
　なお、各セグメント板１２０の外形寸法は、相互に異なっていても良い。
【００３５】
　図２を参照すると、あるセグメント板１２０－Ｉは、貫通孔１３０Ａを有し、この貫通
孔１３０Ａは、セグメント板１２０－Ｉの第１の表面１４０Ａに設けられた開口１４５Ａ
と、第２の表面１５０Ａに設けられた開口１５５Ａとをつないでいる。この貫通孔１３０
Ａ、および開口１４５Ａ、１５５Ａは、後述する方法で、位置および形状が定められる。
【００３６】
　セグメント板１２０－Ｉの第２の表面１５０Ａの下側には、別のセグメント板１２０－
（Ｉ＋１）が、第１の表面１４０Ｂの側がセグメント板１２０－Ｉに近接するようにして
設置される。別のセグメント板１２０－（Ｉ＋１）の第１の表面１４０Ｂは、貫通孔１３
０Ｂに接続された開口１４５Ｂを有する。貫通孔１３０Ｂの反対側は、別のセグメント板
１２０－（Ｉ＋１）の第２の表面１５０Ｂに設けられた開口１５５Ｂと接続されている。
【００３７】
　セグメント板１２０－Ｉの第２の表面１５０Ａに設けられた第１の開口１５５Ａと、別
のセグメント板１２０－（Ｉ＋１）の第１の表面１４０Ｂに設けられた第２の開口１４５
Ｂとは、セグメント板１２０－Ｉおよび１２０－（Ｉ＋１）を重ね合わせた際に、位置が
対応または一致するように構成されている。従って、セグメント板１２０－Ｉおよび１２
０－（Ｉ＋１）を重ね合わせた際には、貫通孔１３０Ａ、１３０Ｂが連通される。同様に
、セグメント板１２０－Ｉの第１の表面１４０Ａの上側には、さらに別のセグメント板１
２０－（Ｉ－１）（図示されていない）が設置され、この際には、このセグメント板１２
０－（Ｉ－１）に設けられた貫通孔１３０Ｃが、セグメント板１２０－Ｉの貫通孔１３０
Ａと連通される。
【００３８】
　このようにして、各セグメント板１２０を順次積層することにより、成形型１００のＺ
方向上部から下部にわたって、各セグメント板１２０に形成された貫通孔１３０が連通さ
れ、これにより、所望の形状の成型空間１１０が形成される。なお、最上部のセグメント
板１２０－１に設けられた開口は、入口開口１６０を構成し、最下部のセグメント板１２
０－Ｎに設けられた開口は、出口開口１７０を構成する。
【００３９】
　図３には、セグメント板１２０－Ｉに設置される貫通孔１３０Ａ（さらには、開口１４
５Ａ、１５５Ａ）の形状、寸法および位置を定める際の概念図を模式的に示す。この図３
には、セグメント板１２０－Ｉと、本発明による成形型１００の成形空間１１０（すなわ
ち、成形型１００によって製作される製品２００の形状でもある）とが同時に示されてい
る。
【００４０】
　この図３および前述の図２に示すように、セグメント板１２０－Ｉの第１の開口１４５
Ａは、セグメント板１２０－Ｉの第１の表面１４０ＡのＺ座標（ｚ１）において、製品２
００をＸＹ平面に沿ってスライスした際に、該ＸＹ平面と製品２００との重なり合う部分
として定められる。同様に、セグメント板１２０－Ｉの第２の開口１５５Ａは、セグメン
ト板１２０－Ｉの第２の表面１５０ＡのＺ座標（ｚ２）において、製品２００をＸＹ平面
に沿ってスライスした際に、該ＸＹ平面と製品２００との重なり合う部分として定められ
る。さらに、セグメント板１２０－Ｉの貫通孔１３０Ａは、第１の開口１４５Ａと第２の
開口１５５Ａをつなぐ空間として定めることができる。
【００４１】
　なお、このような操作は、例えば、コンピュータ上でのＣＡＤの使用、あるいは他のソ
アプリケーションフトウェアの使用により、容易に行うことができる。
【００４２】
　このような操作により、全てのセグメント板１２０において、製品２００の形状に対応
するようにして、貫通孔１３０の形状、寸法および位置を適正に定めることができる。ま
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た、これにより、各セグメント板１２０を適正な順番で積層した際に、成形型１００内に
、製品２００の形状に対応した適正な寸法の成形空間１１０を構成することができる。
【００４３】
　なお、図３の操作において、スライスのメッシュ、すなわち、１枚のセグメント板１２
０の厚さ（ｚ１とｚ２の差の絶対値）が大きくなりすぎると、貫通孔１３０の精度が低下
するおそれがある。従って、通常の場合、各セグメント板１２０の厚さの最大値は、５ｍ
ｍ以下、例えば１ｍｍ～３ｍｍ程度が適当である。ただし、本発明による成形型１００を
、精度があまり要求されない製品の製造に適用する場合、各セグメント板１２０の厚さの
最大値は、より大きくても良い。また、セグメント板１２０の厚さは、製品（すなわち成
形空間）の形状が複雑な箇所では、薄くし、形状が単純な箇所では、厚くするなど、Ｚ軸
上のＺ座標に応じて、変化させても良い。
【００４４】
　（効果）
　次に、このような構成を有する本発明による成形型１００の利点について、説明する。
【００４５】
　従来、セラミックス製品は、次の工程を経て製造する方法が一般的であった。
（Ａ）石膏型のような成形型に、セラミックス製品の原料となる粉末を含むスラリーが注
入される。その後、スラリーが成形型内で乾燥、固化されることにより、成形体が得られ
る。
（Ｂ）次に、得られた成形体が成形型から脱型される。さらにこの成形体は、次工程のた
め、セッターと呼ばれる耐熱部材の上に置載され、または収容される。
（Ｃ）次に、成形体は、セッターとともに加熱装置内に配置され、所定の温度で焼成され
る。以上の工程により、所望の形状のセラミックス製品が提供される。
【００４６】
　しかしながら、このような従来の製造方法では、（Ｂ）の工程において、成形体が形成
された後、成形型からこの成形体を取り出すという脱型工程が必要となる。このような脱
型工程が介在すると、ハンドリング操作が煩雑となり、製造工程全体の効率化を図ること
が難しくなるという問題がある。
【００４７】
　また、通常の場合、成形体のハンドリング操作を容易にするため、スラリー中には、有
機バインダが添加される。この有機バインダは、この目的のみのために添加されるにも関
わらず、最終的には、環境中に（ＣＯ２等として）排出され、環境負荷に大きな影響を及
ぼす。従って、このような有機バインダの使用は、できる限り使用しないことが好ましい
。
【００４８】
　さらに、薄肉および／または中空のセラミックス製品では、スラリー中に有機バインダ
を添加したとしても、強度が比較的弱いため、脱型すること自身が難しく、脱型工程の際
に、セラミックス製品が破損する危険性が高くなる。
【００４９】
　なお、このような問題に対処するため、耐熱性を有する成形型を使用し、この成形型に
成形体を収容した状態のまま、両者を一体焼成する技術がこれまでに提案されている。
【００５０】
　しかしながら、そのような耐熱性を有する成形型を使用しても、例えば、螺旋型などの
複雑な形状のセラミックス製品を製作することは、依然として難しいという問題がある。
【００５１】
　一方、本発明では、成形型は、複数のセグメント板を積層することにより構成される。
また、本発明では、各セグメント板に貫通孔が設置され、これにより、成形型内に成型空
間が構成される。従って、本発明では、各セグメント板の適正位置に、適正形状の貫通孔
を形成するだけで、複雑形状の薄肉セラミックス製品を、比較的容易に製作することがで
きる。セグメント板の枚数、さらには厚さは、製造される製品の複雑性に応じて、自由に
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調整することができる。
【００５２】
　また、（セグメント板の厚さが一定の場合、）セグメント板の枚数を増加するだけで、
大型の製品にも、容易に対応することができる。
【００５３】
　また、本発明による成形型は、製品用の成形体を含んだ状態で、成形体とともに一体焼
成することができる。従って、従来の離型工程が不要となり、薄肉構造のセラミックス製
品を、安定に製作することができる。
【００５４】
　さらに、前述のように、本発明による成形型は、セラミックス製品用の成形体を含んだ
状態で、一体焼成することができる。従って、本発明による成形型を使用した場合、セラ
ミックス製品用のスラリー中に、成形体のハンドリング性を向上させるために、有機バイ
ンダーを添加する必要がなくなる。従って、セラミックス製品の製造時に、排出される有
機物の量が抑制され、低環境負荷で製品を製造することができる。
【００５５】
　（本発明による成形型のその他の特徴）
　本発明による成形型１００において、成形空間１１０（すなわち、各セグメント板１２
０の貫通孔１３０）を構成する壁の少なくとも一部には、固着抑制材が設置されても良い
。これにより、焼成後の製品とセグメント板１２０との間の強固な密着を軽減することが
でき、成形型１００からの製品の取り出しが容易となる。固着抑制材としては、例えば、
窒化ホウ素（ＢＮ）が使用されても良い。
【００５６】
　また、本発明による成形型１００は、吸水性を有しても良い。吸水性を有する成形型の
場合、製品用のスラリーから、容易に成形体を形成することができる。スラリー中に含ま
れる水分は、成形型を介して、容易に成形型外部にまで排出されるため、スラリーの脱水
が容易になるからである。なお、このような吸水性は、例えば、成形型を多孔質セラミッ
クスで構成することにより、容易に発現させることができる。
【００５７】
　また、本発明による成形型１００は、製品との一体焼成処理の前後で、寸法変化が小さ
いことが好ましい。例えば、成形型１００を、窒化珪素、窒化ホウ素、炭化珪素等を含む
材料で構成した場合、約１４００℃以下の焼成温度では、成形型の寸法変化を有意に抑制
することができる。
【００５８】
　なお、前述の例では、主として、成形型としてセラミックス製の成形型を使用し、これ
によりセラミックス製品を製作する場合を想定して説明した。ただし、本発明は、これに
限られるものではなく、成形型として、例えば金属製の成形型を使用しても良い。また、
製品は、セラミックス製品に限られず、金属、樹脂等であっても良い。すなわち、本発明
では、成形型は、セグメント板を積層して構成される限り、いかなる材質で構成されても
良く、この成形型を用いて製造される製品もまた、いかなる材質であっても良いことに留
意する必要がある。
【００５９】
　（本発明による成形型の製造方法）
　次に、図４を参照して、本発明による成形型の製造方法について説明する。図４は、本
発明による成形型の製造フローの一例を概略的に示したものである。
【００６０】
　本発明による成形型の製造方法は、最終的に得られる成形型の成形空間と対応するよう
に、各セグメント板に形成される貫通孔の位置および形状を定めるステップ（Ｓ４１０）
と、定められた貫通孔を有する各セグメント板を製作するステップ（Ｓ４２０）と、製作
された各セグメント板を、所定の順番に積層するステップ（Ｓ４３０）と、を有する。ま
た、本発明による成形型の製造方法は、さらに、任意で、成形空間を形成する壁の少なく
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とも一部に、固着防止材を設置するステップ（Ｓ４４０）を有しても良い。
以下、各ステップについて、詳しく説明する。
【００６１】
　（ステップＳ４１０）
　ステップＳ４１０では、まず最初に、成型される製品寸法と形状に基づいて、成形型を
構成するセグメント板の仕様、特に、セグメント板の形状、寸法、枚数等が定められる。
【００６２】
　セグメント板の形状は、特に限られないが、取扱の容易性の観点から、通常は、正方形
または長方形状のような矩形状とされる。また、必ずしも全てのセグメント板の形状は、
等しくする必要はないが、取扱の容易性の観点から、通常は、各セグメントの形状は、実
質的に同一にされる。
【００６３】
　セグメント板の寸法（例えば矩形状の場合、縦、横、厚さ）は、特に限られない。ただ
し、成形型は、使用材料量の抑制の観点から、成型される製品よりも一回り大きな寸法と
することが好ましい。よって、各セグメント板の寸法も、これに従って設計されることが
望ましい。例えば、成形型の縦横の長さが、それぞれ、ＸおよびＹの場合、矩形状のセグ
メント板の縦および横の寸法も、ＸおよびＹとされる。なお、各セグメント板の厚さは、
成形型の高さと、使用セグメント板の枚数に基づいて選定される。一般に、各セグメント
板の厚さは、１ｍｍ～５ｍｍの範囲である。前述のように、各セグメント板の厚さが５ｍ
ｍを超えると、製品が極めて微細で複雑な形状の場合、成形型がこの形状に対応できなく
なるおそれがある。ただし、製品形状がそれ程複雑ではない場合、各セグメント板の厚さ
は、５ｍｍを超えても良い。
【００６４】
　なお、必ずしも全てのセグメント板の寸法を、等しくする必要はないが、取扱の観点か
ら、少なくとも厚さ以外の寸法は、統一することが好ましい。また、厚さも、前述のよう
な必要性、すなわち、形状がより複雑な箇所では、薄くし、形状がより単純な箇所では、
厚くするなどの必要が特になければ、実質的に等しくすることが好ましい。
【００６５】
　次に、各セグメント板に形成する貫通孔の位置、形状および寸法が定められる。各セグ
メント板の貫通孔は、最終的に得られる成形型の成型空間の一部に対応するように定めら
れる。換言すれば、各セグメント板の貫通孔は、各セグメント板を積層して、成形型を構
成した際に、各貫通孔が連通されることにより、成型空間が形成されるように設計される
。
【００６６】
　このような設計は、ＣＡＤまたは他のコンピュータソフトウェア等を使用することによ
り、容易に行うことができる。
【００６７】
　例えば、前述の図３に示すような配置、すなわち、Ｚ座標軸のある２点（例えばｚ１、
ｚ２）を通る２つのＸＹ平面による製品２００の断面形状を仮定する。この２つのＸＹ平
面は、ある１枚のセグメント板１２０－Ｉの第１の表面１４０Ａおよび第２の表面１５０
Ａに相当する。すなわち、｜ｚ１－ｚ２｜＝ｔ（セグメント板１２０－Ｉの厚さ）である
。また、２つのＸＹ平面上の製品２００の断面形状は、それぞれ、第１および第２の開口
に相当する。従って、この断面形状をつなぎ合わせることで、対応するセグメント板１２
０－Ｉの貫通孔の位置、寸法および形状が定められる。
【００６８】
　（ステップＳ４２０）
　このステップＳ４２０では、前述のステップＳ４１０で定められた形状の貫通孔を有す
る各セグメント板が実際に製造される。
【００６９】
　セグメント板の製造方法は、特に限られない。例えば、セグメント板がセラミックス製
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の場合、各セグメント板は、セラミックス粉末をプレス成形して形成しても良い。その後
、得られたプレス成形体は、適正な寸法となるように外寸法が整えられ、機械加工等の一
般的な加工方法により、所定の位置に、貫通孔が形成される。その後、成形体が焼成処理
され、セグメント板が製作される。
【００７０】
　あるいは、セグメント板は、この板を成型するためのモールド型中に、セグメント板を
構成する材料の粉末を含むスラリー等を注入して、成形しても良い。成形体の乾燥固化後
、成形体が焼成され、これによりセグメント板が製作される。
【００７１】
　なお、セグメント板がセラミックスで構成される場合、セラミックスの材料は、特に限
られない。ただし、セグメント板を、粉末のプレス成形を経て製作する場合、セグメント
板は、窒化珪素（ＳｉＮ）、および窒化ホウ素（ＢＮ）、および炭化珪素（ＳｉＣ）の少
なくとも一つの材料を含むことが好ましい。これらの材料は、機械加工性に優れ、貫通孔
が複雑な形状であっても、より容易に貫通孔を形成することができるためである。
【００７２】
　これらのセラミックスを使用する場合、セグメント板の焼成温度は、例えば１４００℃
～１６００℃程度である。なお、窒化珪素（ＳｉＮ）については、珪素（Ｓｉ）粉末を原
料とし、これを、例えば０．１ＭＰａ～１０ＭＰａの範囲の窒素雰囲気中で反応焼結させ
ることにより、形成しても良い。反応焼結処理を利用した場合、焼成後の寸法変化が有意
に抑制されるため、ステップＳ４１０で設計した寸法形状のセグメント板を、比較的容易
に製作することができる。
【００７３】
　（ステップＳ４３０）
　このステップでは、ステップＳ４２０で製作されたセグメント板が所定の順番に積層さ
れる。また、これにより、各貫通孔が連通され、製品の形状に適合した成形空間を内部に
有する成形型が構成される。なお、各セグメント板を積層した後に、各セグメント板が相
互にずれないように、固定手段を用いて、この積層体（すなわち成形型）を固定しても良
い。
【００７４】
　（ステップＳ４４０）
　本発明による成形型の製造方法は、必要な場合、ステップＳ４３０の後に、成形型の成
形空間（すなわち、セグメント板の貫通孔）を形成する壁の少なくとも一部に、固着抑制
材を設置するステップを有しても良い。これにより、焼成後の製品とセグメント板との間
の強固な密着を軽減することができ、成形型の分解、および成形型からの製品の取り出し
が容易となる。固着抑制材としては、例えば、窒化ホウ素（ＢＮ）が使用されても良い。
【００７５】
　なお、このステップは、必ずしもこの段階で実施する必要はない。すなわち、このステ
ップ４４０は、各またはいずれかのセグメント板の貫通孔の少なくとも一部に、固着抑制
材を設置することにより、実施しても良く、このステップは、セグメント板が製造された
後であれば、いかなる段階で実施しても良い。
【００７６】
　このように、本発明による製造方法では、複雑形状製品を製造することが可能な成形型
を、比較的容易に得ることができる。
【００７７】
　（セラミックス製品およびその製造方法）
　次に、本発明による別の態様について説明する。本発明では、前述の成形型を使用する
ことにより、複雑形状のセラミックス製品、およびそのような製品を製造する方法が提供
される。
【００７８】
　本発明によるセラミックス製品は、例えば、螺旋形状を有する熱交換器またはラジアン
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トチューブのような、中空の薄肉複雑形状部品である。
【００７９】
　このような複雑形状のセラミックス部品は、従来の方法では、製造することは難しい。
また、仮に製造することができたとしても、その精度は、極めて低く、極めて小さな部材
に限定される可能性が高い。
【００８０】
　しかしながら、前述のような特徴を有する本発明による成形型を使用すれば、これまで
に得ることのできなかった複雑形状部品を、比較的容易に製造することが可能になる。ま
た、大型の複雑形状セラミックス部品を製造することも可能になる。
【００８１】
　図５には、本発明によるセラミックス製品の一例として、窒化珪素（ＳｉＮ）で構成さ
れたラジアントチューブ５００の外観を示す。ラジアントチューブ５００の全長Ｌは、９
００ｍｍであり、螺旋のピッチＰは、１５０ｍｍであり、巻き部の直径Ｗは、３００ｍｍ
φであり、チューブの直径Ｄは、５０ｍｍφであり、チューブの肉厚は、３ｍｍである。
【００８２】
　本発明では、このような複雑形状のセラミックス製品を、比較的容易に製造することが
できる。
【００８３】
　以下、図６を参照して、そのような複雑形状のセラミックス製品を製造する方法につい
て、説明する。
【００８４】
　図６は、本発明による複雑形状のセラミックス製品を製造する際の製造フローの一例を
示した図である。本発明による方法は、成形空間を有する成形型を製作するステップ（Ｓ
６１０）と、前記成形型の成形空間を構成する壁の少なくとも一部に、固着抑制材を設置
するステップ（Ｓ６２０）と、前記成形型の成形空間で、成形体を成形するステップ（Ｓ
６３０）と、前記成形体を、前記成形型と一体焼成するステップ（Ｓ６４０）と、を有す
る。なお、ステップＳ６２０は、任意のステップであり、不要な場合は、実施しなくても
良い。以下、各ステップについて、説明する。
【００８５】
　（ステップＳ６１０）
　このステップでは、前述の特徴を有する、セラミックス製の成形型が製作される。成形
型は、耐熱性を有することが好ましく、例えば、窒化珪素（ＳｉＮ）、および窒化ホウ素
（ＢＮ）、および炭化珪素（ＳｉＣ）の少なくとも一つを含む材料で構成されても良い。
【００８６】
　成形型は、多孔質体であることが好ましい。成形型が多孔質体である場合、以降のステ
ップＳ６３０において、成形型にスラリーを注入した際に、スラリー中の水分が成形空間
の壁から「吸水」されるようになるため、スラリーを、比較的容易に乾燥、固化させるこ
とができる。また、薄肉かつ中空の製品を、比較的容易に製造することができる。
【００８７】
　なお、成形型の基本的な製造方法は、前述の通りであり、成形型は、貫通孔を有する複
数のセグメント板を積層することにより構成される。
【００８８】
　（ステップＳ６２０）
　次に、任意で、成形型の成形空間を構成する壁の少なくとも一部に、固着抑制材が設置
される。成形型の製品用スラリーと接触する箇所に、固着抑制材を設置することにより、
製品の焼成処理後に、成形型から製品を、より確実に取り外すことができる。
【００８９】
　固着抑制材の材料としては、例えば、窒化ホウ素（ＢＮ）等が使用される。ただし、成
形型自身が窒化ホウ素（ＢＮ）を含む場合、このステップは、省略しても良い。
【００９０】
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　（ステップＳ６３０）
　次に、成形型の成形空間に、製品用のスラリーが注入される。このスラリーは、成形空
間を構成する壁に接触した状態で、乾燥、固化されるため、成形型の成形空間に対応した
形状を有する成形体が得られる。換言すれば、成形型の成形空間、すなわち、セグメント
板の貫通孔を適正に設計することにより、薄肉、中空、大型、および／または複雑形状の
成形体を、自在に形成することが可能になる。
【００９１】
　スラリーは、基本的に、水のような分散媒体と、最終製品に含まれるセラミックス粒子
とを含む。なお、従来のような、成形体を脱型してから焼成する場合、スラリー中には、
成形体のハンドリング性を高めるため、有機バインダが添加される。しかしながら、本発
明による方法では、以降のステップＳ６４０において、成形体は、成形型に収容したまま
、成形型と一体焼成される。従って、本発明では、スラリー中に、有機バインダを添加す
る必要はない。また、これにより、製品の製造中に、有機物が環境側に排出されることを
回避することができる。
【００９２】
　（ステップＳ６４０）
　次に、成形空間に成形体を収容した状態で、成形型と成形体が一体焼成される。その後
、セラミックス製品が成形型から取り外される。
【００９３】
　以上の工程により、例えば、図５に示したような、薄肉の複雑形状のセラミックス製品
が得られる。
【実施例】
【００９４】
　以下、本発明の実施例について、詳しく説明する。ただし、本発明は、これらの実施例
に限定されるものではない。
【００９５】
　（実施例１）
　以下の方法により、図１に示す構造の成形型を製作した。
【００９６】
　まず、製品形状として、図７に示すような中空の螺旋状管製品７００を想定した。この
螺旋状管製品７００の全長Ｌは、９００ｍｍとし、管の直径Ｄは、５０ｍｍφとした。ま
た、螺旋のピッチＰは、１５０ｍｍとし、巻き部分の直径Ｗは、３００ｍｍφとし、巻き
回数Ｍは、５とした。なお、焼成の際の収縮は、ゼロと仮定した。
【００９７】
　次に、図８に示すような立方柱状の成形型８００を想定した。この成形型８００は、螺
旋状管製品７００の全長Ｌと同じ全長Ｌ’と、螺旋状管製品７００の巻き部分の直径Ｗよ
りも一回り大きな幅Ｗ’（Ｗ’＝４００ｍｍ）とを有する。また成形型８００は、内部に
、成形空間８１０を有し、この成形空間８１０は、螺旋状管製品７００と同一の寸法およ
び形状を有する。
【００９８】
　次に、成形型８００が、外形寸法が同一の（縦４００ｍｍ×横４００ｍｍ）３００枚の
セグメント板８２０で構成されると仮定し、図９に示すように、Ｚ方向に沿って、成形型
８００を実質的に均等に３００分割した。この場合、各セグメント板８２０は、３ｍｍの
厚さを有する。なお、図９では、明確化のため、成形型８００は、３００よりも少ない分
割数で分割されていることに留意する必要がある。
【００９９】
　次に、ＣＡＤを用いて、前述の方法により、各セグメント板８２０を積層した際に成形
空間８１０が得られるように、各セグメント板８２０に構成される貫通孔の位置、形状お
よび寸法を算定した。
【０１００】
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　次に、以下の方法により、このような操作により定形された貫通孔を有する３００枚の
各セグメント板を、実際に製造した。
【０１０１】
　窒化ホウ素粉（平均粒度１μｍ）と、珪素粉（平均粒度１．５μｍ）と、炭化珪素粉（
平均粒度３０μｍ）とを混合して、混合粉末を得た。各成分の重量比（ｗｔ％）は、ＢＮ
：Ｓｉ：ＳｉＣ＝１０：３０：６０である。次に、この混合粉末をプレス成形し、シート
状素材を作製した。さらに、このシート状素材を、所定の形状に機械加工後、０．９ＭＰ
ａの窒素雰囲気中、１４５０℃で反応焼結処理した。この反応焼結処理により、混合粉末
中のシリコンは、窒化珪素（ＳｉＮ）に変化した。その後、この焼成体を研磨処理し、最
終仕上げを行うことにより、所望の位置に貫通孔を有する、前述のセグメント板（合計３
００枚）を得た。
【０１０２】
　これらのセグメント板を所定の順番で積層し、積層方向の上下から、積層体をボルト締
めすることにより、図１に示す形状の成形型が得られた。以下、この成形体を、「実施例
１に係る成形型」と称する。
【０１０３】
　（実施例２）
　実施例１に係る成形型を用いて、セラミックス製品の製造試験を行った。製造試験は、
実施例１に係る成形型を用いて、実際に螺旋状の窒化珪素製品を製造した後、製品の外観
および寸法を評価することにより行った。
【０１０４】
　まず、珪素粉末（平均粒度１．５μｍ）と、水とを、４０：１００の割合（重量比）で
混合して、製品用のスラリーを調製した。
【０１０５】
　次に、このスラリーを実施例１に係る成形型の上部開口から注入した。この状態でしば
らく放置し、スラリーを乾燥、固化させた。
【０１０６】
　その後、成形型を電気炉に入れ、０．９ＭＰａの窒素雰囲気、１４５０℃で８時間反応
焼結処理した。この処理により、珪素は、窒化珪素に変化する。
【０１０７】
　その後、成形型を構成する各セグメント板を分離して、窒化珪素製の螺旋状製品を得た
。得られた製品の肉厚は、約３ｍｍであった。また得られた製品には、外観上、特にワレ
やクラックは、認められなかった。螺旋状製品において、螺旋管の全長Ｌは、９００ｍｍ
であり、巻き部分の直径Ｗは、３００ｍｍφであり、ピッチＰは、１５０ｍｍであり、螺
旋管の直径は、５０ｍｍφであった。すなわち、螺旋状製品は、所定の寸法を有しており
、収縮はほとんど生じなかった。
【０１０８】
　（実施例３）
　実施例２と同様の方法により、製品の製造試験を行った。ただし、実施例３では、製品
用のスラリーとして、珪素粉末（平均粒度１．５μｍ）、アルミナ粉末（平均粒度１μｍ
）、およびイットリア粉末（平均粒度１μｍ）、を水中に分散させた液体を使用した。各
粉末の割合（重量比）は、Ｓｉ：Ａｌ２Ｏ３：Ｙ２Ｏ３＝９０：３：５とした。また、混
合粉末と水の割合（重量比）は、４０：１００とした。
【０１０９】
　次に、このスラリーを実施例１に係る成形型の上部開口から注入した。この状態でしば
らく放置し、スラリーを乾燥、固化させた。
【０１１０】
　その後、成形型を電気炉に入れ、３ＭＰａの窒素雰囲気、１４５０℃で１０時間反応焼
結した。これにより、成形体中の珪素は、窒化珪素に変化する。
【０１１１】
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　その後、成形型を構成する各セグメント板を分離して、螺旋状製品を得た。得られた製
品の肉厚は、約３ｍｍであった。また得られた製品には、外観上、特にワレやクラックは
、認められなかった。セラミックス製品において、螺旋管の全長Ｌは、８８５ｍｍであり
、巻き部分の直径Ｗは、２９８ｍｍφであり、ピッチＰは、１４９ｍｍであり、螺旋管の
直径は、４９．５ｍｍφであった。また、肉厚は、３ｍｍであった。
【０１１２】
　（実施例４）
　実施例３と同様の方法により、製品の製造試験を行った。ただし、この実施例４では、
得られた螺旋状製品を用いて、さらに、後熱処理を実施した。
【０１１３】
　後熱処理は、螺旋状製品を、０．９３ＭＰａの窒素雰囲気下、１８００℃で４時間保持
することにより実施した。
【０１１４】
　これにより、螺旋状製品がより緻密化し、螺旋状製品の強度（３点曲げ強度）は、後熱
処理前の２００ＭＰａから、４８０ＭＰａまで上昇した。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、例えば、薄肉かつ複雑形状のセラミックス製品または金属製品等の製造に利
用することができる。
【符号の説明】
【０１１６】
　１００　　本発明による成形型
　１１０　　成形空間
　１２０　　セグメント板
　１２０－１、１２０－２、１２０－Ｉ　　セグメント板
　１３０Ａ、１３０Ｂ　　貫通孔
　１４０Ａ、１４０Ｂ　　第１の表面
　１４５Ａ、１４５Ｂ　　第１の開口
　１５０Ａ、１５０Ｂ　　第２の表面
　１５５Ａ、１５５Ｂ　　第２の開口
　１６０　　入口開口
　１７０　　出口開口
　２００　　製品
　５００　　本発明によるセラミックス製品
　７００　　製品
　８００　　成形型
　８１０　　成形空間
　８２０　　セグメント板。
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