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〉》》 «【そちけこ» けくえそてあうしけうあかて:

あしますそそさつけおせとま さかちあすけさと すあちそさ ╇[94-1, ╇[98-1, ╇[100-2

あしますそそさつけおせとま さかちあすけさと せあ そつせそうか あしとせおあ け 
ほしかさてちそさそちとせおあ つ つそおかちきあせけかす Al2O3 100% 

すかてあししそさかちあすけねかつさけか とくしふ せあ そつせそうか さかちあすけさけ すあちそさ 
╇[94-1, ╇[98-1, ╇[100-2

[かちあすけねかつさけこ ぬかに ちあつたそしあえあかて そいそちとおそうあせけかす け てかにせそしそえけみすけ 
おしみ たそしせそえそ ぬけさしあ けくえそてそうしかせけみ さかちあすけねかつさけに け 
すかてあししそさかちあすけねかつさけに おかてあしかこ け ついそちそねせふに かおけせけぬ. 

╈あいあちけてふ ╇[94-1
╇[98-1, 

╇[100-2

╅しとせお
たそちけつてふこ

╅しとせお
たかねかせせふこ [-10-6 [-6-30

〈あさつけすあしへせふこ 
せあちときせふこ おけあすかてち, すす 150 100 40 20 150 20

〈あさつけすあしへせあみ うふつそてあ, 
すす 200 100 40 20 150 20

〈あさつけすあしへせあみ てそしはけせあ 
つてかせさけ, すす 10 7 7 4 10 4

╈あいあちけてふ たちそけくうそおけすふに おかてあしかこ
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』たかぬけあしけくあぬけみ う そいしあつてけ さかちあすけねかつさけに おけほしかさてちけさそう 
け けに うあさととすせそ-たしそてせそえそ つそかおけせかせけみ つ すかてあししあすけ:

ちあくちあいそてさあ せそうふに てかにせそしそえけこ たちそけくうそおつてうあ おかてあしかこ 
けく さかちあすけねかつさけに すあつつ
ちあくちあいそてさあ つたかぬてかにせそしそえけねかつさそえそ そいそちとおそうあせけみ 
おしみ けくえそてそうしかせけみ さかちあすけねかつさけに おかてあしかこ け 
すかてあししそさかちあすけねかつさけに とくしそう
ちあくちあいそてさあ つそつてあうそう け てかにせそしそえけねかつさけに たちそぬかつつそう 
すかてあししけくあぬけけ さかちあすけねかつさけに おかてあしかこ
ちあくちあいそてさあ てかにせそしそえけねかつさけに たちそぬかつつそう つそかおけせかせけみ 
さかちあすけねかつさけに おかてあしかこ つ すかてあししあすけ たあこさそこ つてかさしそたちけたそみすけ
すかてあししけくあぬけみ うふたとつさあかすふに さかちあすけねかつさけに おかてあしかこ
ちあつねかて, さそせつてちとけちそうあせけか け うふたとつさ うあさととすたしそてせふに 
すかてあししそおけほしかさてちけねかつさけに とくしそう おけあすかてちそす そて 5 おそ 125 すす, 
いそしかか 10000 てけたそちあくすかちそう, たそしとねあかすふに すかてそおそす 
すかてあししけくあぬけけ け たあこさけ つてかさしそたちけたそみすけ

〉》》 «【そちけこ» そつとはかつてうしみかて けくえそてそうしかせけか すかてあししそさかちあすけねかつさけに 
とくしそう せあ そつせそうか さかちあすけさけ すあちそさ ╇[94-1, ╇[98-1, ╇[100-2.

《つせそうせふか つそたちみえあかすふか つ さかちあすけさそこ すあちさけ すかてあししそう: 
すかおへ 〈0い, つたしあうふ 29〉[ け 42〉, すそしけいおかせ 〈ぁ╇》, すそしけいおかせ-

ちかせけかうふこ つたしあう 〈『-47.
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〉》》 «【そちけこ» たちそけくうそおけて さかちあすけねかつさけか おかてあしけ 
けく うあさととすたしそてせそこ さそちとせおそうそこ さかちあすけさけ すあちそさ ╇[94-1, 

╇[98-1, ╇[100-1, たそちけつてそこ さそちとせおそうそこ さかちあすけさけ 
せあ そつせそうか あしとせおあ け ほしかさてちそさそちとせおあ.

╉かてあしけ けく さかちあすけさけ せあ そつせそうか あしとせおあ け ほしかさてちそさそちとせおあ 
けつたそしへくとまてつみ う さあねかつてうか けくそしみてそちそう たそおそえちかうあてかしかこ さあてそおそう, 
うふつそさそてかすたかちあてとちせそこ (おそ 1700 °』) そつせあつてさけ おしみ そいきけえそう.

‒けくけさそ-すかにあせけねかつさけか 
け ほしかさてちけねかつさけか つうそこつてうあ

╅しとせお
たそちけつてふこ

╅しとせお
つたかねかせせふこ

[-10-6 [-6-30

《いひかすせあみ すあつつあ, え/つす3 3,3 – 3,7 > 3,7 > 2,8 3,2 – 3,36

》ちかおかし たちそねせそつてけ たちけ 
つてあてけねかつさそす けくえけいか ┫けくえ, 
さえ/つす2, せか すかせかか

1500 2000 800 1200

『あくちとのあまはけこ たかちかたあお 
てかすたかちあてとち すかてそおそす 
そにしあきおかせけみ う うそおか, °』

170 220 – 250

』うそこつてうあ さかちあすけさけ せあ そつせそうか あしとせおあ け ほしかさてちそさそちとせおあ
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[╊『╅〈¨[╅ ╇[94-1, ╇[98-1, ╇[100-2

‒けくけさそ-すかにあせけねかつさけか け ほしかさてちけねかつさけか つうそこつてうあ ╇[94-1 ╇[98-1 ╇[100-2

』そおかちきあせけか Al2O3, %, つたちあうそねせそ 94,4 98 99,7

《いひかすせあみ すあつつあ, え/つす3, せか すかせかか 3,65 3,88 3,88

╇そおそたそえしそはかせけか, %, せか いそしかか 0,02 0,02 0,02

》ちかおかし たちそねせそつてけ たちけ つてあてけねかつさそす けくえけいか ┫けくえ, さえ/つす2, 

せか すかせかか 3200 3000 3200

[そほななけぬけかせて てかちすけねかつさそえそ しけせかこせそえそ 
ちあつのけちかせけみ ┙<10–7, 1/ °』, う けせてかちうあしか てかすたかちあてとち, °』

20 – 200

20 – 500

20 – 900

20 – 1000

60±5

70±5

79±5

–

63±5

75±5

82±5

–

60±5

70±5

79±5

80±5

╉けほしかさてちけねかつさあみ たちそせけぬあかすそつてへ たちけ ねあつてそてか<106 ╈ぬ 
け てかすたかちあてとちか

20 °』, せか いそしかか
300 °』, せか いそしかか

10,3

–

10,8

11,2

10,5

–

【あせえかせつ とえしあ おけほしかさてちけねかつさけに たそてかちへ たちけ ねあつてそてか<106 ╈ぬ 
け てかすたかちあてとちか

20 °』, せか いそしかか
300 °』, せか いそしかか

6·10–4

–

2·10–4

–

2·10–4

–

╉けほしかさてちけねかつさあみ たちそせけぬあかすそつてへ たちけ ねあつてそてか 
3·109けしけ<1010 ╈ぬ け てかすたかちあてとちか 20 °』, せか いそしかか 10,3 10,3 10,1

【あせえかせつ とえしあ おけほしかさてちけねかつさけに たそてかちへ たちけ ねあつてそてか 
3·109けしけ<1010 ╈ぬ け てかすたかちあてとちか

20 °』, せか いそしかか
300 °』, せか いそしかか

15·10–4

–

1·10–4

2·10–4

1·10–4

–

】おかしへせそか そいひかすせそか ほしかさてちけねかつさそか つそたちそてけうしかせけか, 
《す<つす, たちけ てかすたかちあてとちか 100° 』, せか すかせかか 1013 1014 1014

╉かてあしけ けく さかちあすけさけ ╇[94-1, ╇[98-1, 

╇[100-2 けつたそしへくとまてつみ う さあねかつてうか 
けくそしみてそちそう, そさそせ うふうそおあ ほせかちえけけ
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たそすそし さうあちぬかうそえそ たかつさあ (たふしかうけおせそえそ さうあちぬあ)

たちけえそてそうしかせけか のけにてふ
つとのさあ のけにてふ
えちあせとしけちそうあせけか のけにてふ
そいきけえ のけにてふ せあ つたかさ
たそすそし つたかさあ (たちけえそてそうしかせけか すけせかちあしへせそこ さそすたそくけぬけけ)

たちけえそてそうしかせけか しけてかこせそえそ のしけさかちあ (せあ そつせそうか たあちあなけせあ)

たちそてみきさあ てちといそさ
てそさあちせあみ そいちあいそてさあ そてしけうそさ
たちかおうあちけてかしへせふこ そいきけえ (うふきけえ つうみくさけ)

そさそせねあてかしへせふこ そいきけえ たちけ てかすたかちあてとちか おそ 1750 °』
のしけなそうさあ さかちあすけさけ (せあちときせあみ, うせとてちかせせみみ, てそちぬかうあみ, 
たそ たしそつさそつてけ, いかつぬかせてちそうあみ, ちかくさあ) せあ とせけうかちつあしへせふに 
さちとえしそのしけなそうあしへせふに, たしそつさそのしけなそうあしへせふに け 
いかつぬかせてちそのしけなそうあしへせふに つてあせさあに
たちけえそてそうしかせけか すかてあししけくあぬけそせせふに たあつて
すかてあししけくあぬけみ (たそお たあこさと つかちかいちそつそおかちきあはけすけ たちけたそみすけ, 
すかおへま) け せあせかつかせけか たそさちふてけこ
うきけえあせけか すかてあししけくあぬけけ, えしあくとちかこ け おちとえけに さかちあすけねかつさけに たそさちふてけこ 
う つちかおか なそちすけちえあくあ つ とうしあきせかせけかす たちけ てかすたかちあてとちあに おそ 1480 °』
けつつしかおそうあせけか つてちとさてとちふ さかちあすけさけ け たあみせふに のうそう
たちそうかおかせけか あせあしけくそう たそ そたちかおかしかせけま そいひかすせそこ すあつつふ, とおかしへせそこ 
たそうかちにせそつてけ たそちそのさそう け けに えちあせとしそすかてちけねかつさそえそ つそつてあうあ, 
とおかしへせそえそ うかつあ たそちそのさそう, さそほななけぬけかせてあ てかちすけねかつさそえそ 
ちあつのけちかせけみ すあてかちけあしそう, たちそねせそつてけ たちけ つてあてけねかつさそす けくえけいか, 
たちそねせそつてけ すかてあししそさかちあすけねかつさけに つそかおけせかせけこ



117393, え. 〈そつさうあ
とし. 《いちとねかうあ, 52

npp@to riy.ru

+7 (499) 789-96-62

www.to riy.ru
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