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1．はじめに

セラミックス湿式成形、噴霧乾燥造粒、塗膜形
成など、さまざまなセラミックス製品製造プロセ
スでは、原料粉体は通常媒液中に分散させたスラ
リーの状態で扱われ、その後、濃縮、脱水、乾燥
過程を経て製品となる。最終製品の特性には、製
品製造の出発点であるスラリー特性が多大な影響
を及ぼすため、スラリーの評価は非常に重要である。
一般的に、スラリー特性はスラリー内の微粒子
の分散・凝集に大きく依存しており、従来よりス
ラリーの特性評価には、主にスラリーの見かけ粘
度を測定する手法が用いられてきた。しかし、ス
ラリーの見かけ粘度と成形体の充填率が必ずしも
対応しないという結果が報告されており１）、見か
け粘度測定のみでは製品特性を制御できない場合
がある。そこで、沈降実験によってスラリー中の
粒子の充填特性を評価する研究が多数行われてい
る。しかし、実験に要する時間は、遠心沈降を行っ
ても十数時間かかる場合もあり、評価法として用
いるには不十分である。このように、従来の評価
法ではスラリー特性の制御に限界があり、現場で
はいまだに技術者の経験と勘に頼っている場合が
多々ある。
そこで提案されたのが、スラリーを満たした容
器底部の静水圧の経時変化を測定することによっ
て、スラリーの充填特性を短時間で予測する沈降
静水圧法である２）。本稿では、沈降静水圧法の原
理を解説し、測定結果から得られる知見やその応
用例を説明する。

2．沈降静水圧法の概要

2－1 測定原理
測定装置の模式図を図－1に、測定法の原理を

模式的に図－2に示す。スラリーを満たした容器
の底部の静水圧を測定すると、投入直後は媒液中
に粒子が懸濁しており、懸濁している粒子は媒液
が支えるため、測定される圧力は、媒液の静水圧
と媒液中に懸濁している粒子の自重から浮力を差
し引いた値の総和となる。このときの静水圧を
Pmax とする。媒液中の粒子が徐々に沈降・堆積す
ると、堆積した粒子の自重は容器底部が支えるた
め、圧力としては感知されなくなる。このため、
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図－1 沈降静水圧測定装置の概略図

図－2 沈降静水圧法の原理
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徐々に測定される圧力は低下し、最終的に媒液の
高さ分の静水圧のみとなる。このときの圧力を
Pmin とする。Pmax および Pmin は、スラリー密度お
よび媒液密度をそれぞれ ρs、ρf とし、スラリーの
初期高さを h とするとき次式で求めることがで
きる。

Pmax＝ρsgh （１）

Pmin＝ρfgh （２）

では、なぜこの方法で分散・凝集状態を評価する
ことができるのか、その模式図を図－3に示す。
測定するスラリーが良分散状態の場合、沈降・堆
積過程で粒子間に十分な反発力が働き一次粒子単
位で沈降するため、静水圧は緩やかに低下する。
一方で、凝集状態のスラリーの場合、粒子間に働
く引力により沈降過程で複数の粒子からなる凝集
体が形成されるため、粒子は良分散状態よりも速
く沈降・堆積する。このため、静水圧も良分散状
態の場合よりも速く低下する。粒子間にさらに強
い引力が働くスラリーでは、沈降開始直後にスラ
リー中の粒子は一気にゲル化（全粒子が底部から
つながった網目状の連続体を形成）するため、静
水圧も即座に低下すると考えられる。このように、
スラリーの静水圧の経時変化を測定することによ
り、スラリーの分散・凝集状態を評価することが
できる。良分散状態のスラリーでは、堆積層の最

終充填率は高くなり、緻密な堆積層が得られる。
一方で凝集状態のスラリーでは、堆積層の最終充
填率が低くなる。このため、これまでの沈降実験
では評価に長時間を要していたスラリーでも、静
水圧の経時変化を測定することで、長時間かかる
粒子の沈降完了を待たずに、沈降初期段階で堆積
層の充填率を推定することができる。また、この
方法では、媒液が有色である場合などの理由で、
沈降界面が観察できず、従来の沈降実験では評価
できなかったスラリーについても評価が可能とい
う利点もある。

2－2 沈降静水圧法による測定例３）

測定結果の一例として、pH調整により調製し
た粒子間力の異なる数種類のアルミナスラリー
（平均粒子径０．５µm、粒子濃度２０vol%）を用いて
重力沈降実験を行った結果得られた、沈降界面の
経時変化を図－4に示す。この結果より、pH４．２
が作成したスラリーの中では良分散状態であり、
pH５．５、６．０、６．８の順に凝集状態へと移行してい
ることがわかる。しかしながら、沈降開始直後で
はいずれのスラリーの沈降界面にも違いはみられ
ず、沈降開始後１００時間が経過してようやくこの
違いを観察できるようになることから、沈降実験
では分散・凝集状態の把握にかなり時間を要する
ことがわかる。次に、同じスラリーの容器底部の
静水圧の経時変化を図－5にそれぞれ示す。静水
圧の測定には沈降静水測定装置（HYSTAP-III、
JHGS）を使用した。この結果から、それぞれの
スラリーの静水圧は、沈降開始直後から差があり、
pH６．８のスラリーでは、静水圧は沈降開始直後に

図－3 スラリーの分散凝集状態の違いによる静水圧曲線
の変化 図－4 アルミナスラリーの沈降曲線
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急速に低下しており、このスラリーでは粒子がゲ
ル化したことがわかる。一方でpH４．２のスラリー
は非常に緩やかに静水圧が低下しており、分散状
態のスラリーであることがわかる。また、このス
ラリーは沈降開始から６０時間後には、沈降界面は
４０mm近く下がっており、粒子濃度は３５vol％程度
まで濃縮されているにも関わらず、スラリー底部
の静水圧の低下量は少ない。これは、粒子濃度が
倍近くまで増加しても、底部の堆積層はほとんど
固化していないことを示しており、堆積層は流動
性を持っていると考えられる。また、pH５．５のス
ラリーの静水圧曲線は、沈降開始直後は pH４．２
のスラリーと大差がないものの、２０時間経過後か
ら傾きが変化している。これは、最初は良分散状
態だったスラリーが、沈降過程で粒子間距離およ
び衝突頻度が上昇し、凝集状態へ移行したことを
示している。
このように沈降静水圧法を用いることで、比較
的短時間で粒子の分散・凝集状態が評価可能であ
り、従来の沈降界面の測定のみでは分からなかっ
た、沈降過程での分散・凝集状態の変化や粒子の
堆積挙動、堆積層の流動性などをより詳細に解析
することができる。

3．沈降静水圧法の応用例４）

このように沈降静水圧法を用いることで高濃度
スラリーの分散・凝集状態の評価が可能であるが、
その原理は前述の通り、分散・凝集状態の違いか
ら生じる粒子の沈降速度の違いを測定することで

ある。これは粒子径分布測定法の一つである沈降
法の原理と同じである。すなわち得られる静水圧
の経時変化を解析することにより、これまでの分
散・凝集という定性的な評価だけではなく、粒子
径分布という、より定量的な評価が可能と考えら
れる。一般的な粒子径分布測定法では、測定可能
濃度の上限がせいぜい数％と非常に低く、高濃度
スラリーの測定には希釈操作が必要となるが、沈
降静水圧法はむしろ高濃度を得意とするため、そ
ういった余分な操作をすることなく直接測定が可
能である。

3－1 理論
静水圧の経時変化から粒子径分布を算出する方
法を以下に示す。まず模擬的にスラリー中に３種
類の大きさの粒子が存在している場合を考え、そ
れぞれ大粒子、中粒子、小粒子と呼ぶものとする。
また、沈降開始時間を t０、その時の静水圧を Pmax
とする。図－6に模式図を示す。沈降開始時にス
ラリー最上部の気液界面近傍に存在した大粒子が
測定点を通過するまでは、静水圧は直線的に変化
する。この時間を t１とする。このとき、静水圧の
傾きが変化する。これ以降、測定点より上部には
大粒子は存在せず、中粒子と小粒子が沈降し、静
水圧はこれまでよりも緩やかな傾きで直線的に変
化する。次に静水圧の傾きが変化するのは、測定
点よりも上部に中粒子が存在しなくなるとき、つ
まり、沈降開始時にスラリー最上部の気液界面近
傍に存在した中粒子が測定点を通過したときであ
る。この時間を t２とする。これ以降は、測定点よ

図－5 アルミナスラリーの静水圧の経時変化

図－6 模擬的３成分スラリーの静水圧の経時変化
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り上部には小粒子のみが沈降しており、静水圧は
これまでよりもさらに緩やかな傾きで直線的に変
化する。最終的に全ての小粒子が測定点を通過し
たとき、静水圧は一定となる。この時間を t３、一
定となった静水圧を Pmin とする。スラリーの気液
界面から静水圧測定点までの距離を h とすると、
それぞれの粒子径 xi は Stokes 式から次式として
導ける。

xi＝�
１８µ

（ρp－ρf）g・
h
ti （３）

ここで、µ は媒液の粘度、ρp と ρf はそれぞれ
粒子と媒液の密度である。区間 t２＜t ＜t３の静水圧
の傾きは、小粒子のみが沈降しているときの傾き
であり、この直線を外挿したときの縦軸との切片
P２は、静水圧の全変化量 Pmax－Pmin うちスラリー
中の小粒子のみの沈降が寄与した圧力となる。同
様に、区間t１＜t＜ t２の直線を外挿したときの縦軸
との切片 P１は中粒子と小粒子の沈降の寄与とな
る。以上のことから、それぞれの粒子径のふるい
下累積分布 Q３（xi）は（６）式で表せる。
次に、実スラリーの場合を考える。実スラリー
の場合、粒子径は連続的な分布となるために静水
圧は連続的に変化する。図－7に模式図を示す。
粒子径分布を算出するには、図のように静水圧曲
線を一定時間ごとに分割し、それぞれの点での接
線を外挿する。ただし、高濃度スラリーでは粒子
沈降に伴う上昇流の発生による干渉沈降が発生す
るため、補正が必要である。過去の研究により
我々が提案した沈降速度の補正式を（４）式に示す。

uc = u∞（１－φ）７．１６ （４）

ここで、uc は干渉沈降速度、u∞は単一粒子の自
由沈降速度、φはスラリー中の粒子の体積分率で
ある。干渉沈降を考慮したうえで、任意の点での
時間を ti、その点での接線を外挿したときの縦軸
との切片を Pi とするとき、ti で距離 h を沈降する
粒子径 xi および xi のふるい下累積分布 Q３（xi）は、
（５）式および（６）式でそれぞれ表せる。

�
�
�
�xi＝�

１８µ
（ρp－ρf）g・

h
ti
－７．１６

（５）

Q３（xi）＝ Pi－PminPmax－Pmin （６）

実験の結果得られた静水圧曲線を、関数近似また
は数値微分することにより、粒子径分布を算出す
ることができる。

3－2 粒子径分布測定結果の一例
図－8に粒子径の異なる３種類のアルミナ研磨材

（フジミインコーポレーテッド、＃２０００：公称粒
子径６．７µm、＃４０００：公称粒子径３．０µm、＃６０００：
公称粒子径２．０µm、密度３．９６g・cm－３）のスラリー
の粒子径分布の測定結果を示す。スラリー濃度は
２０vol％、pH４．０（良分散状態）に調整した。得ら
れた５０％粒子径は、＃２０００、＃４０００、＃６０００それ
ぞれで、６．６µm、２．９µm、２．０µmであり、いずれ
の結果でも、公称粒子径に近い５０％粒子径を得る
ことができた。試料粉体として用いたアルミナ研

すい ひ

磨材は水簸により分級されているため、同じ沈降
法の一種である沈降静水圧法による測定結果が、
公称粒子径に非常に近い値となったと考えられる。

図－7 連続した粒子径分布をもつスラリーの静水圧の経
時変化

図－8 沈降静水圧法により測定したアルミナ研磨材の粒
子径分布
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このように、沈降静水圧法を用いることで、高濃
度スラリーの粒子径分布を希釈することなく直接
測定することが可能といえる。今後は凝集体を形
成するようなスラリーの凝集体径測定が課題となる。

4．おわりに

沈降静水圧法は、短時間でスラリーの分散・凝
集状態の評価および最終充填率を推定できる手法
である。また、この評価手法を用いれば、沈降堆
積時のスラリーの流動性の有無についても評価が
可能である。さらに、静水圧の経時変化をより詳
細に解析することにより、分散・凝集状態という
定性的な評価だけでなく、粒子径分布の測定とい
う、より定量的な評価も可能である。このように、
沈降静水圧法は非常に有用な手法であるといえ、
本手法が実プロセスで役に立つことを期待している。
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