!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

粉体技術者のための粉体入門講座

スラリー徒然草−１
An Essay about Slurry1

JHGS 株式会社こな椿ラボ、名古屋大学名誉教授 椿 淳一郎
Junichiro TSUBAKI
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

はじめに
スラリーを粉体工学用語辞典で引くと、
「液体
の中に微小固体粒子が全面的に浮遊している固液
混合状態を一般にスラリーと呼び、泥漿とも呼ば
れる。」とある。サスペンションやスラッジも「液
体の中に微小固体粒子が全面的に浮遊している固
液混合状態」を表しているが、これらの用語は粒
子濃度によって使い分けられ、サスペンション、
スラリー、スラッジの順に濃度が高くなっている
ようである。また（粒子）懸濁液も、サスペンショ
ンとスラリーを総称する用語としてよく用いられる。
スラリーは我々にとって身近な存在である。よ
ほどの清流でない限り河川水には土石粒子が懸濁
している。豆乳は美味しく飲めるスラリーで、
チョコレートは口の中で融けるとスラリー状態に
なるので、我々はスラリーに囲まれて暮らしてい
るといっても過言ではない。
また毎日お世話になっている陶磁器そのものは
スラリーではないが、出発原料から最終製品の形
をした成形体に至るまでは、粘土はスラリーとし
て取り扱われるので、スラリーの恩恵を受けてい
る。今や必需品となったケータイ電話、その中に
ぎっしり詰まった機能性セラミックスやリチウム
イオン電池も、製造工程では原料粒子がスラリー
として扱われ、スラリーの特性が最終製品の特性
を大きく左右している。
このようにスラリーは広範な業界で取り扱われ
ているので、もしスラリー特性の制御が不能に
なったら、我々の生活に大混乱を引き起こすこと
は想像に難くない。その重要性を鑑みれば、大学
の３年次に２単位分の講義があってもしかるべきで
あるといえる。
ところが現実は、スラリーに関する諸技術の体
系化すら、はなはだ不十分であるため、講義をし
ようにも教科書として使えるような成書がない。
それで製造現場は、依然として勘と経験に頼らざ
るを得ない状況に置かれているようである。
とするとここは納期に縛られず自由度の高い国
研や大学の研究者の出番であるが、ことはそう単
純ではない。なにしろ相手は泥漿である。ちょっ
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と油断すると、泥に足をすくわれてしまうどころ
か底なし沼に引きずり込まれてしまう。つまりス
ラリーを研究テーマにすると論文が出にくい、と
いうことは博士論文のテーマにし難いということ
になる。
このようにスラリーは元々研究テーマになりに
くい対象であるが、２０年ぐらい前から始まった競
争的研究資金が追い打ちをかけた。経常研究費が
削られ競争的研究資金でしか研究費を獲得できな
くなってから、「先端」、
「高度」、「ナノ」
、
「バイ
オ」
、
「エコ」などなどの言葉で飾られた「宝探
し」研究が横行し、粉砕、分級、混合などの機械
的単位操作に関する研究は漸減し、いまや絶滅危
惧種といえる状態である。
へそ曲がりである筆者には、底なし沼のような
泥漿が宝の山に見えたので、今年の３月に定年退
職するまでの１８年間、スラリーを研究室のメイン
テーマに掲げ研究を続けてきた。初めの数年は文
字通り泥に足を取られて、他人に言うのも恥ずか
しいような失敗を重ねてきたが、神のおぼし召し
があってか、そのうちにすこしずつスラリーと会
話ができるようになってきた。１８年付き合っても
スラリー君は依然として謎だらけの人物で、一つ
わかったかと思うと、新たに十の謎が生まれる状
況ではあるが、取り敢えずスラリー君のご機嫌を
損ねないぐらいのことはできるようになったよう
に思う。
本講座では、スラリー君の人柄や付き合い方に
ついて、我々の研究成果を中心に読み物風にまと
めてみようと思う。その内容は今のところ、
!スラリーに関する素朴な疑問と考え方のポイ
ント
!粒子／分散媒液界面での挙動とその評価法
!粒子の分散・凝集機構
!流体中における粒子の挙動
!流動挙動とその評価
!粒子充填特性の評価
!粒子集合状態の評価
!新規沪過濃縮装置の開発
といった項目を盛り込もうと考えているが、何し
ろ徒然なるままに書く原稿なので、１２回の連載で
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1．なぜスラリーか
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豆乳はスラリーとして飲むものなので、
「なぜ
スラリーか」の問は愚問である。しかし微粒子の
焼結体であるセラミックスの場合は、最終製品に
は液体が全く含まれていないので、原料微粒子を
乾式プロセスで最終製品にできれば、脱水・乾燥
プロセスが不必要となり、大幅に工程の簡素化が
図かられ省エネも可能となる。分散媒に有機溶媒
を用いている場合には、環境負荷を著しく低減で
きる。このように乾式プロセスにすれば良いこと
ばかりのように思われるが、乾式プロセスには致
命的な欠陥があり湿式プロセスにせざるをえない
理由がある。
（a）に示すように、
セラミックスの機能は図−1
粒子が小さくなればなるほど高度化し多様化する。
しかし粒子が小さくなると充填しにくくなるため、
空気中で高い圧力で成形しても、ガサガサの成形
体しかできない。ところが液中でスラリーとして
（b）に示すように、高
微粒子を取り扱うと図−1
い機能性を維持したまま、充填密度を上げること
ができる。これが微粒子をスラリーとして扱う最
大の理由である。

ない粒子だとポテンシャルの山を登り切らず、バ
ラバラの状態を保ったままでいる。空気中の粒子
間ポテンシャルは（a）にしかならないが、液中
では（a）にも（b）にも制御することができる。
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は収まりきらないだけでなく、迷走・脱線するこ
とも少なからずあるかと思われるが、その時は平
にご容赦いただきたい。
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粒子間ポテンシャル

ポテンシャル曲線のパターンと粒子の充填性は
どうつながるのか。図−3 に示すような平板上に
固定された粒子に、上から別の粒子を落下させる
ことを考える。粒子間ポテンシャルが（a）の粒
（a）に示すように、粒子に
子を落下すると、図−3
は強い引力が働いているため多少不安定でも接触
した位置で付着することができる。従ってできあ
がる充填層は綿菓子のようなスカスカの状態にな
る。それに対して、粒子間ポテンシャルが（b）
の場合は粒子間に反発力が働いているため、図−3
（b）に示すように粒子は接近しても付着できず、
幾何学的に安定な位置まで移動して静止する。
従って、密な充填層が形成される。ただし、粒子
自重が粒子間力より大きくなると、引力が働いて
いても自重で幾何学的に安定な位置まで移動でき
るので、数百µm より大きな粒子は、乾式でも十
分密な充填層を得ることができる。
成形体の充填密度を上げる他にも、微粒子をス
ラリーとして扱う重要な理由があるので、次回は
その説明から始めたい。
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粒子の大きさが機能と充填密度に及ぼす影響

では、なぜ液中では充填密度を上げられるのか。
図−2 は、粒子表面間距離と粒子間ポテンシャル
の様子を表している。粒子表面間距離が mm オー
ダーまでは、粒子は相手粒子の影響を受けること
はないが、µm を切って数十nm まで近づいてく
ると、相手粒子のことが気になってくる。ポテン
シャルとは、単位質量を無限遠方からその地点ま
で運んでくるのに必要な仕事量なので、山登りや
ハイキングでいえば、出発地を基準にしたときの
（a）では、近づけば近づ
高低差ともいえる。図−2
くほどエネルギーをもらえるので相手粒子に引き
つけられ（引力）付着してしまう。それに対して
図−2（b）では、近づくためには一仕事しなけれ
ばならないため近づきにくく（反発力）
、元気の
Vol．
４，No．
１０（２０１２）
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1．なぜスラリーか（続き）
前回は、微粒子を乾式ではなくスラリーとして
湿式で扱う最大の理由が、粒子の充塡率を上げる
ためであるところまで説明したので、今回はその
他の理由について説明する。
粒子同士に反発力が働いているスラリーの最大
の特長は高濃度であるが、もう一つの重要な特長
は流動性を持っていることである。叩いたり延ば
したりして形状付与できる金属と異なり、叩くと
壊れてしまうセラミックスでは、焼成までの段階
で形状を付与しておかなければならない。粒子間
に反発力が働いていれば、粒子は互いに拘束され
ることが少ないので粒子集合体は自由に変形でき、
塗膜、鋳込み、噴霧造粒などの操作によって容易
に形状付与ができることになる。
ガラスや金属など溶融工程を経て製品となる材
料では、原料の仕込み比を正確に制御しておけば、
溶融状態での分子拡散によって均質化が図られる。
しかし溶融工程のない粉体プロセスでは、仕込み
量を正確に秤量して混合しても、粒子間に十分な
反発力を働かせない限り、一次粒子単位で均質化
されることはなく凝集体単位で混合されるため、
期待される機能を発揮させることはできない。微
粒子を一次粒子単位で均質化できるのも粒子間に
反発力が働いていればこそであり、乾式プロセス
ではとてもできない芸当である。
微粒子を原料にして何かを作ろうとすると、微
粒子をスラリーとして湿式で取り扱わざるを得な
いことはそれなりにご理解いただけたと思うので、
次はスラリーを取り扱うのになぜ未だに勘と経験
に頼らざるを得ないかについて考えてみる。

2．なぜスラリーの挙動は複雑か
空気中で微粉体を容器に入れると、多少の粉立
ちはあってもさしたる間をおかずに粒子は沈降し
粉体層を形成する。したがって乾式では、微粉体
は粉体層という１つの連続体として扱うことがで
きて、その特性は充塡率（体積濃度）だけでほぼ
特徴付けられる。
それに対してスラリーでは、豆乳に苦汁（にが
り）を打つと豆腐になるように、体積濃度が同じ
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でも液状から固体状態までさまざまに変化しうる。
このように、スラリー濃度はもちろん重要な因子
ではあるが、乾式粉体層の場合のようにそれだけ
でスラリー挙動を論ずることはできず、スラリー
中粒子の集合状態がスラリー濃度以上にスラリー
の挙動を左右することもまれではない。
スラリー中の粒子は、一次粒子単位で分散して
いる状態から全ての粒子がつながった状態まで変
化できて、それらの状態は完全分散とゲルとして
記述できるが、中間状態は、凝集体を構成してい
る粒子の数や、紐状に凝集しているのか塊状に凝
集しているかなど凝集形態により、さまざまな粒
子集合状態を取り得るため、その定量的表現は極
めて難しい。
さらにやっかいなのは、粒子集合状態を決定し
ているメカニズムが単純な系を除いてほとんど解
明されていないことである。粒子の集合状態を決
定する最も重要な因子は粒子間力で、粒子間力は
粒子と分散媒界面の状態によって決定されるが、
その界面状態の観察・評価がはなはだ難しい。ま
た、スラリーの全体量に対しては％にも満たない
わずかな量であっても、それが全て粒子と分散媒
界面に集まってしまうと、粒子間力が変化しスラ
リー挙動が激変してしまうことも珍しくない。
わずかしか含まれていない成分が粒子間力を激
変させる可能性があるにもかかわらず、界面状態
の観察・評価が難しいため、粒子集合状態を決定
するメカニズムの解明は、はなはだ不十分な状態
にある。
もう一つスラリー挙動を複雑にしているのは、
環境変化である。環境、特に温度が変化すると、
吸着平衡や溶解度が変化するため、粒子と分散媒
界面状態が変化しスラリー挙動に影響を及ぼす。
吸着、溶解・析出、解離などの物理化学的挙動
は平衡に達するまでそれなりに時間がかかるので、
その間スラリー挙動は変化し続ける。またスラ
リーを静置していても、ブラウン運動や沈降に
よって粒子は絶えず衝突を繰り返しているので、
時間と共にスラリー挙動が変化することも十分あ
り得る。このように経時変化もスラリー挙動を複
雑にしている一因である。
このようにスラリーは、気まぐれで起伏が激し
くかなり我が儘な人にたとえられるが、上手く付
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き合わないことには良い製品は作れない。次はど
うやったら スラリー様 のご機嫌を損ねること
なくスラリーを最適調製できるか考えてみる。

3．問題解決の基本的考え方
まず大切なのは、理想の粒子配列構造を具体的
にイメージすることである。ここではコバルト酸
リチウムとカーボンブラックで構成されるリチウ
ムイオン電池の正極を例にとり考えてみる。コバ
ルト酸リチウムとカーボンブラックの一次粒子の
粒子径比は数百なので、その粒子集合状態は図−1
のようにモデル化される。図−1１）で大きな球はコ
バルト酸リチウム、黒い点はカーボンブラックを
表している。

小粒子の集合状態しかイメージできないため、
誤ったゴールに向かって一生懸命努力することに
なる。
次に大切なのは、スラリー挙動を考えるときは
質量濃度ではなく体積濃度で考えることである。
図−2２）は、いろいろな文献に書かれているチョコ
レートの内部構造を表す図である。チョコレート
は室温では固体であるが、体温ぐらいの温度を超
えるとカカオバターが融けて、カカオバターの中
にカカオマス、粉乳、砂糖が懸濁したスラリー状
態となる。
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引用文献
コバルト酸リチウム

図−1

チョコレートの内部構造

あるとき、あるチョコレートメーカー（仮に
A 社）さんから、チョコレートが融け始めたと
きの滑らかさを改善したいがどうしたらいいかと
いう相談を受けた。A 社ではチョコレートの内
部構造を図−2 のように理解していた。図−2 のよ
うに理解していれば、溶融時の滑らかさが良くな
い原因は、誰でも溶融するカカオバターにあると
考える。A 社でもそのように考え、数年にわた
りカカオバターにあれこれと工夫を加えてみたが、
いっこうに改善される兆しも見えない。そこで、
藁にもすがる思いで、社長さんが粉工展の技術相
談コーナーに閉店間際に駆け込まれた。
（続く）
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カーボンブラック

リチウムイオン電池正極の粒子集合状態

電池の性能には容量、応答性、寿命などが考え
られるが、容量と応答性には粒子集合状態が大き
く関与している。電池の容量を上げるには図−1
で大きな球の充塡率をできるだけ高くしたい。応
答性を高めるためには、電子のやり取りをできる
だけ速やかに行わなければならない。とすると図−1
の３段目の構造は最悪でできるだけ４段目か２段目
の構造に近づけたい。
その際大切なことは、粒子径や成形体の大きさ
などを実寸比でイメージすることが大切である。
もし、図−1 でカーボンブラックを点ではなく小
さな球として書き表すと、実態とはかけ離れた大
Vol．
４，No．
１１（２０１２）
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3．問題解決の基本的考え方（続き）
チョコレート融解時の流動性を改善したいと、
粉工展の技術相談コーナーに飛び込まれたチョコ
レート会社の社長さんに、融解したチョコレート
の粒子充填率（体積濃度）を聞いてみた。すると
５０％ぐらいですとのことであった。
充填率が５０%の状態は、電車でいえばぎゅう
ぎゅう詰めの状態なので、粒子接触点での摩擦を
少なくしてやれば、融解時の流動性を改善できま
すよと答えた。
チョコレートの構造を、カカオマスと砂糖、粉
乳粒子が互いにあまり接触することなくゆったり
とカカオバター中に分散している（前報１）図−2）
ようにイメージしていた社長さんには意外な答え
であったようだ。
しかしぎゅうぎゅう詰めの状態と考えることに
よって、社長さんが長らく抱えていた多くの疑問
がつながり始めたらしく、大変興味を持たれて、
チョコレートのチョの字の知識もない私が、その
会社とお付き合いすることになった。数年かかっ
たが、めでたく融解時の流動性を改善することが
でき、体積濃度で考えることの重要性を実感させ
てくれた。
粒子体積の実測は極めて手間暇がかかるので、
実際の実験や操業では質量濃度でかまわないが、
起こっている現象を考えるときは体積濃度で考え
ることが大切である。
それは、スラリーの挙動が粒子間距離に大きく
作用され、ある粉体スラリー中の平均的粒子間距
離は体積濃度だけで決まるからである。
分かり易く と描かれた略地図より国土地理
院の地図の方が、はるかに早く正確に目的地に導
いてくれるのと同じように、理想の粒子配列構造
にたどり着くためには、実寸比と体積濃度で、で
きれば三次元でイメージすることが大切である。
理想の粒子配列構造をイメージできて次に大切
なのは、それをどう実現するかである。この問に
簡単に答えを出せるようなら、この入門講座は無
用である。ここからは試行錯誤の世界である。
試行錯誤の手がかりは、さまざまなスラリー挙
動から粒子配列構造を類推することで、それなり
の学識が要求される。一つの事例として、著者ら
が行ったリチウムイオン電池正極用スラリーの最
適化研究２）がある（紙数が許せば本入門講座でも
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無機材料プロセス概念図

紹介予定）
。
粒子の集合状態・配列構造は、製品機能を直接
左右するので重要なスラリー特性であるが、着目
すべきスラリー特性は他にないのであろうか。
図−3.1 は無機材料プロセスの概念図である。
原料は、原料調製・成形・乾燥（・焼成）工程を
経て製品となるが、成形工程まではスラリーはよ
く流れてくれなくては困るし、成形後はそれなり
の時間形を保ってくれなくてはいけないので流動
特性が重要なスラリー特性となる。
成形後の乾燥工程では水分（分散媒）が抜けて
スラリーは濃縮され成形体となるが、多孔体を作
るのでなければ成形体には高い密度が要求される
ので、粒子の充填特性もスラリーの重要な特性と
なる。
流動性、粒子の充填特性と集合状態・配列構造
の評価法については、改めて紹介する予定である。
なぜスラリーの挙動は複雑怪奇か、じゃ、どう
したらいいのか、概観してきたので、次は各論に
入ることにする。

4．粒子／分散媒界面での挙動
粒子が分散媒中に上手く分散してくれなければ
スラリーにはならないので、粒子と分散媒の親和
性、濡れ性が重要となる。
スラリーの分散媒として水が最も多く用いられ
るのは、身近にあって無害であるからであろうが、
水はいろいろな物質と親和性があるからでもある。
水分子 H２O は電気的に中性であるが、O 原子
は H 原子より電子を引きつける力（電気陰性度）
が強いため、O 原子は負電荷を帯び H 原子は正
電荷を帯びて分極している。
水分子のように分子内に電荷の偏りがある分子
を極性分子と呼ぶ。水に極性を持った粒子を入れ
ると、水分子は静電気力によって粒子に引きつけ
られるので粒子と親和性を持つ。

（1248）
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表面張力による
毛管上昇
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内部に電荷の偏りを持つ分子は、いわばコンデ
ンサーのようなものなので、それらの性質は誘電
率によって表されるが、誘電率が直接粒子と分散
媒の親和性を表すわけではない。
固体と液体の親和性は図−3.2 に、示す濡れ角
（接触角）!によって表される。!＜９０˚ なら親
和性がよく濡れやすい。逆 !＞９０˚ になら親和性
は悪く濡れにくいと定義される。
液体の中に毛管を立てると図−3.3 に示すよう
に、濡れやすい場合は表面張力により液が吸い上
げられる（h＞０）が、濡れにくい場合は液が押
。
し下げられる（h＜０）
粒子の上に図−3.2 に示すような液滴を作ること
は不可能であるが、粒子充填層は毛管の束と置き
換えることができるので、図−3.4 のように粒子
充填層を液体に漬けることによって濡れ性の評価
が可能となる。
液中、特に水溶液に分散された粒子は通常帯電
し、粒子間に働く力に決定的な影響を及ぼしてい
る。汎用の無機材料である金属酸化物の水溶液中
での帯電機構は次のように考えられている。
水溶液中の金属酸化物（MO）の金属元素には
−OH 基が強く吸着している。H＋の濃度が高くな
る（低 pH）と H＋が−OH 基に吸着して粒子は正
に帯電する。
M−OH＋H＋→M−OH２+
＋
一方 H の濃度が低くなる（高 pH）と−OH 基
より H＋が奪われて負に帯電する。
M−OH＋OH−→M−O−＋H２O
測定される表面電位は ζ（ゼータ）電位と呼ば
れる。図−3.5 にアルミナ研磨剤粒子の測定例を
示したように、ζ 電位の大きさは絶対値で高々１００
mV 程度である。
ζ 電位の測定法は幾つかあるが、沈降性粒子や
高濃度スラリーでなければ、スラリーに電位を印
加した時の粒子泳動速度から求める、電気泳動法
で測定される。
ζ 電位がゼロ に な る pH は 等 電 点（isoelectric
point：IEP）ある い は 電 荷 零 点（point of zero
charge：PZC）と呼ばれていて、金属のイ オ ン
価数 Z とポーリングの電気陰性度 Xp によって求
められる金属イオン電気陰性度（１＋２Z）Xp を使っ
て、図−3.6３）に示すように推定することができる３）。
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等電点の推定
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4．粒子／分散媒界面での挙動（続き）
前回１）は、粒子集合状態を支配する、粒子と分
散媒の親和性・濡れ性、粒子の帯電挙動について
概観した。
今回は、粒子と分散媒の親和性向上や粒子の凝
集防止のために添加される、高分子電解質の吸着
挙動を紹介してみたい。
一般に化学反応を伴わない物理吸着では、粒子
表面への吸着量は分散媒中の吸着質（吸着する物
質）濃度で決まるとされている。ところが分散剤
としてよく用いられる高分子電解質の吸着挙動は、
吸着量と吸着質濃度の関係では説明できない不思
議な挙動を示す。
図−4.1２）は我々が体験した不思議である。粉体粒子
１mass
は、焼結助剤として Mg を MgO 換算で０．
、
％含んでいる高純度アルミナで（住化AES−１１E）
使用した高分子電解質はポリカルボン酸アンモニ
ウム（PCA）である。
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図−4.2 Mg 含有高純度アルミナとポリカルボン酸塩の
吸着挙動

住化さんは、Mg を含有していない高純度アル
ミナ AES−１２も販売しているので、参考のため
AES−１１E と同じように吸着量を測定してみた。
吸着等温線を図−4.3 に、添加量で整理した結
果を図−4.4 に示した。図−4.3 と図−4.4 を見ると、
吸着量は溶媒中の PCA 濃度で決まるとも PCA
添加量で決まるともいえない微妙な結果である。
さらに、AES−１１EではPCA添加量を増すと吸
着量は減るが、AES−１２では脱着は見られずいわ
ゆるラングミュアー型の吸着パターンになっている。
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図−4.1 Mg含有高純度アルミナとポリカルボン酸塩の吸
着等温線（図中の数字はスラリー濃度（vol%）
）

図−4.1 から明らかな通り、吸着量は分散媒中の
PCA 濃度では決まらず、大きくスラリー濃度の
影響を受けている。ところが、分散媒中 PCA 濃
度ではなくアルミナ１g 当たりの PCA 添加量で整
理すると、図−4.2 に示すようにスラリー濃度に
関係なく添加量によって吸着量は決まっているこ
とがわかる。さらに不思議なことは、添加量を増
すとやはりスラリー濃度によらず同じように吸着
量が減ることである。
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図−4.3 高純度アルミナとポリカルボン酸塩の吸着等温線
（図中の数字はスラリー濃度（vol%）
）
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高純度アルミナとポリカルボン酸塩の吸着挙動

図−4.2（AES−１１E）と図−4.4（AES−１２）を少
し詳しく比べると、AES−１１E では添加 PCA が
１００％吸着することはないが、AES−１２では添加
量が少ない場合は添加した全量が吸着している。
この吸着挙動の違いはどこから来るのか、添加
している高分子電解質は同じ、実験装置も手順も
同じなので、違いの原因は試料粉体と考えられる。
１mass％だけ添
AES−１１E は AES−１２に Mg を０．
１mass％の Mg
加したものであるから、犯人は０．
に違いない。
１mass％
では、どのようにして Mg はわずか０．
の添加量で吸着挙動を激変できるのか。そのメカ
ニズムを推理するためには、PCA に関する情報
も必要のようである。
図−4.5にPCAの分子構造を示した。使用したPCA
０００〜１０，
０００なので、図−4.5 の基本
の分子量は６，
構造が５０〜８０個紐状につながった高分子である。
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ポリカルボン酸アンモニウム構造式

この紐状の PCA は水に対してどのように振る
舞うのか。PCA の−COONH４は解離してアニオン
性の親水基−COO−となるので、水にはよく溶け
る。また−COO−は静電的に互いに反発するので、
（a）に示す伸びた紐のような状態
水中では図−4.6
で存在している。
それに対して、水中に Mg２＋のような金属イオ
ンがあるとどうなるか。−COO−と Mg２＋は静電的
に引きつけ合うので、PCA は Mg２＋によって架橋
さ れ 絡 ま っ た 糸 状 に な る だ け で な く、親 水 基
−COO−の数が減るので、Mg２＋が多くなると PCA
は析出してくる。
このように水中の Mg２＋は、PCA のコンフォー
メーションと溶解度に大きく影響することがわか
る。次に考えなければならないのは、PCA はア
Vol．
５，No．
１（２０１３）

ルミナ粒子にどのように吸着するかである。
吸着の仕方として２通り考えられる。一つは、
親水基を水側に向け疎水基がファンデアワールス
力で粒子に吸着するメカニズムと、次の静電的な
吸着である。
アルミナは誘電率が比較的高い材料なので、分
極により局所的に正に帯電している部分が粒子表
面に存在し、この正に帯電した部分が吸着サイト
となって、PCA の−COO−が静電気力により吸着
するメカニズムである。
ど ち ら の 吸 着 機 構 な の か？高 純 度 ア ル ミ ナ
AES−１２で、pH により粒子表面電位を変えなが
ら吸着量を測定したところ、吸着量は表面電位の
低下とともに減っていることから、PCA は静電
的に吸着していると推測される。
また、表面電位が負になっても PCA が吸着す
る結果が得られた。粒子表面の電位が平均的に負
になっていても、粒子表面に分極によって正に帯
電した吸着サイトが存在すると考えれば、納得で
きる実験結果である３）。
これで役者はそろったので謎解きに進みたいが、
紙数も尽きたので次回の楽しみにとっておきたい。
（続く）
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紐状 PCA では親水基COO−が元気なま ま で
あるので、糸毬状の PCA より吸着能は高く、紐
１）
前回 は、スラリーの分散剤としてよく用いら
状 PCA が優先的に吸着することになり、少ない
れる高分子電解質の不可思議な吸着挙動の一例を
分子数で粒子表面を覆うことになる。
紹介したので、今回はその謎解きをしてみたい。
図−4.2 の不思議は解釈できたので、この解釈の
一般性を確かめるため、直鎖の炭化水素に１個の
読者の皆さまにはお手数をおかけするが、前回
の記事をお手元に置いて読み進めていただきたい。 親水基COO−が付いた低分子電解質ラウリン酸
では先ず、Mg 含有高純度アルミナ AES−１１E
ナトリウム（C１１H２３COONa）を用いて同じような
への PCA 吸着量が、なぜ添加量だけで決まるか
実験をしてみたが、PCA の結果とは似ても似つ
考えてみたい（図−4.1、図−4.2）。
かない結果２）であった。
添加量が同じであれば、粒子と PCA の比は当
ようやく一つの頂に到達したと思ったら、その
然のことながらスラリー濃度によらず一定となる。 向こうにさらなる峯々がそびえ立っていた。我々
また吸着力が強く脱着が起こらなければ、飽和吸
の基礎体力と装備では、遭難必至なので引き返す
着量に達するまでは、添加した PCA はいつしか
ことにした。
全量が吸着することになる。図−4.4 の AES−１２
粒子と分散媒界面の挙動に関してはあらかた説
の結果がそれを裏付けている。
明を終わったので、次はスラリー本体の挙動につ
しかし、AES−１１では飽和吸着量に達してい
いて説明したい、
ないのに１００％吸着していない。その犯人はAES−
１１E から溶け出した Mg２＋である。図−4.6 に示し
5．スラリーの流動特性
たように、スラリー中 Mg２＋が PCA の吸着サイ
トを食ってしまうため、PCA は吸着能を失い吸
本講座の第３回目３）で既に述べたように、スラ
着できなくなったと考えられる。
リーは成形工程まではスムースに流れてくれなく
添加量が同じであれば、Mg２＋と PCA の比は同
ては困るが、成形後は逆に流れにくくなってくれ
じなので、吸着能のない PCA の割合もスラリー
なくてはすぐに型崩れしてしまう。では、流動特
濃度が変わっても同じになる。これで図−4.2 の最
性はどのように評価されるか。
大（飽和）吸着量までの吸着挙動は説明できた。
図−5.1 に示すように、平行平板に例えば水を
最大吸着量はどうだろう。Mg 含有の AES−
挟んで下の板を固定し上の板をずらしてみると、
１１E は３．
８mg・g−１Al２O３であるのに対して、AES−
上の板に加えるせん断応力 ［Pa］と板がずれる
−１
１２は１．
８mg・g Al２O３と半分弱である。
速度 u［m・s−１］は比例する。
２＋
これも原因は Mg である。図−4.6 に示すよう
に、スラリー中に Mg２＋がなければ、PCA は伸び
u 䠷㼙 䞉 㼟㻙㻝䠹
−
た紐状のまま親水基COO が粒子に吸着する。
τ 䠷㻼㼍䠹
そ れ に 対 し て Mg２＋が あ る と PCA は 糸 毬 状 に
Δy 䠷㼙䠹
なって吸着するので、粒子を覆い尽くす PCA 分
τ 䠷㻼㼍䠹
子の数は増えることになる。
u䠙㻜
最後は、添加量が増えるとなぜ脱着が進行する
図−5.1 流動特性の評価原理
のかである。これも犯人は Mg２＋である。
PCA と Mg２＋の比は、添加量が多くなると大き
くなる。PCA が増えればフリーの Mg２＋は減り、
と u の関係は平板間隔 y［m］によっ て も
やがてはゼロになる。スラリー中の Mg２＋が全て
変わるが、水の変形を u／ y で定義されるひずみ
COO−に捕まってしまえば、その後添加される
速度（ずり速度）・
γ ［s−１］で表すと、 は図−5.2
PCA は伸びた紐状でスラリー中に存在すること
の直線（A）に示すように ・
γ に比例する。
になる。
と・
γ が比例する流動はニュートン流動と呼ば

4．粒子／分散媒界面での挙動（続き）
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図−5.4

流動曲線と粘度の定義

れ、粒子濃度が低い場合はスラリーでもニュート
ン流体（ニュートン流動する流体）となるが、濃
度が上がると、準粘性流動（B）
、ダイラタント
流動もしくはせん断速度粘稠化（C）のような曲
線になる。
またスラリー中の粒子が構造体を作ると、加え
ているせん断応力が降伏値 C に達するまでは固
体の性質を示し、 ＞ C となって始めてスラリー
は流動する。降伏値を持つ流動は、ビンガム（塑
性）流動（D）、擬塑性流動（E）と呼ばれる。
一般に流動性は、次式で定義される見かけ粘度
µ app［Pa・s］で評価される。
μ app =

ᡂᙧᚋ
⮬㔜

ニュートン流体では、ひずみ速度によらず見かけ
粘度は一定になるので、単に粘度と呼ばれる。
図−5.2 から明らかなように、見かけ粘度は、準
粘性流動（B）
、ビンガム流動（D）、擬塑性流動
（E）ではひずみ速度と共に小さくなるが（shear
thinning）
、ダイラタント流動（C）では逆に大き
くなる（shear thickening）
。
流動曲線はスラリーの流れやすさの評価だけで
なく、成形後の保形性の評価にも用いられる。例
えば、図−5.3 のシート成形機でシートを成形す
る場合を考える。
䝇䝷䝸䞊

䝅䞊䝖ᡂᙧయ

流動曲線と成形体の保形性

力が作用するため、成形体の見かけ粘度は直線
OB の傾きとなり、流れにくくなるので形は保た
れる。
スラリーが、自重によるせん断応力より大きな
降伏値を持てば、形が崩れることはない。
それに対して調製したスラリーがダイラタント
流体であると、成形時の見かけ粘度および成形体
の見かけ粘度は、それぞれ図−5.4 の直線 OC、OD
の傾きとなるため、成形体の見かけ粘度はスラ
リー見かけ粘度より低下し、形を保つことができ
なくなる。
ニュートン流体でない限り、見かけ粘度はひず
み速度で変わるため、スラリー操作時のひずみ速
度を推定し、そのひずみ速度の見かけ粘度を測定
することが大切である。
例えば、図−5.3 でブレードを毎秒１０cm の速さ
で動かし、厚さ１mm シートを成形する場合は、
ひずみ速度１００s−１近傍のデータは不可欠である。
次回は、見かけ粘度の測定法、測定例を紹介
する。
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シート成形機

調製したスラリーが準粘性流体であれば、成形
時の見かけ粘度は図−5.4 の直線 OA の傾きで表
される。成形後に成形体には自重によりせん断応
Vol．
５，No．
２（２０１３）
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B 型粘度計では、粘度標準液を用いて装置を校
正したのち、試料中に単一円筒を入れ一定速度で
前回１）は流動挙動の分類と成形プロセスにおい
回転させるときのトルクから、その回転速度にお
て流動特性を評価する意味について説明したので、 ける見かけ粘度を測定している。
今回は流動特性の評価法から始める。
B 型粘度計では、測定対象はニュートン流体で
ひずみ速度とせん断応力が比例する水のような
あることを前提としているため、非ニュートン流
ニュートン流体では、流動特性＝粘度でよいが、
体の試料を測定すると、誤った測定結果を示す２）。
その一例を以下に示す。図−6.2２）は高純度アル
スラリーでは多くの場合ひずみ速度とせん断応力
４８µm）スラリーの流動曲線で、
が比例しないので、流動特性＝粘度とはならない。 ミナ（粒子径０．
いずれのスラリー濃度においてもひずみ速度の増
したがって、スラリーの流動特性は、ひずみ速
加と共に見かけ粘度が低下するせん断流動化
度とせん断応力の関係である流動曲線によって評
（シェアシンニング）が見られるだけでなく、降
価しなければならない。
伏値も存在している。
一般に、ある特性の評価法は一つではなく複数
の評価法があり、目的に応じてそれぞれ使用され
㻞㻚㻡
ているが、特性を正確に評価するためには、その
特性を定義している物理量をできるだけ直接に測
㻞㻚㻜
㻠㻜㼢㼛䠂
定する評価法が良い。
流動特性の評価では、図−6.1 に示す回転粘度
㻝㻚㻡
㻟㻣㻚㻡㼢㼛䠂
計がその条件を満たしている。
䛫䜣᩿ᛂຊ䠈τ 㼇㻼㼍㼉

5．スラリーの流動特性（続き）

㻟㻡㼢㼛䠂

㻝㻚㻜
㻜㻚㻡
㻜㻚㻜
㻜

㻡

㻝㻜

㻝㻡

㻞㻜

㻞㻡

䜂䛪䜏㏿ᗘ䠈γ 㼇㼟 㼉
㻙㻝

䝁䞊䞁䝥䝺䞊䝖ᙧ
図−6.1

ඹ㍈㔜⟄ᙧ

図−6.2 高純度アルミナ（０．
４８µm）の流動曲線（共軸
二重円筒型回転粘度計）

回転粘度計

コーンプレート型では、試料を円錐と平板で挟
み、円錐を一定速度で回転させてその時の回転ト
ルクを測定する。
円錐の周速度は半径に比例するが、円錐と平板
間の間隔も半径に比例するので、ひずみ速度は半
径によらず一定となる。せん断応力は回転トルク
から計算される。
共軸二重回転円筒型では、試料を内筒と外筒の
間に入れて、内筒あるいは外筒を一定速度で回転
させてその時の回転トルクを測定する。
このタイプでは、ひずみ速度が半径の影響を受
１倍 以 下 と
けるため、外 筒 半 径 は 内 筒 半 径 の１．
JIS Z８８０３に定められている。
安価で取り扱いやすいことで、単一円筒型回転
粘度計（B 型粘度計）が広く使われている。
60

図−6.3２）は、図−6.2 で用いたスラリーの見かけ
粘度を B 型粘度計で回転数を変えて測定し、B
型粘度計で想定したひずみ速度における見かけ粘
度を図−6.2 から読み取り、比較したものである。
図−6.3 から明らかな通り、B 型粘度計の測定値
は回転粘度計の測定値の約２倍になっている。こ
の差異はせん断流動化の度合いと降伏値の大きさ
に依存している。
したがって、B 型粘度計の測定値を用いてスラ
リーを評価したり現象を考察することは避けた方
がよく、B 型粘度計の使用はスラリーや工程の管
理程度にとどめておくべきである。
粘度、見かけ粘度の単位は、現在は SI 単位系
である［Pa・s］に統一されつつあるが、まだ一
部［P］
（ポアズ）という単位も使われている。

（248）
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実スラリーでは粒子間に引力が働き、何らかの
凝集構造を作るので、流動挙動はさらに複雑とな
㧗⣧ᗘ䜰䝹䝭䝘䝇䝷䝸䞊
り、天才アインシュタインの式でも歯が立たなく
なる。
㻝㻜㻟
１）に示
粒子間に引力が働かない場合は、式
（６．
すように、粒子の大きさは粘度に関与しないが、
粒子間に引力が働くと、粒子の大きさはスラリー
に大きな影響を及ぼす。
㻝㻜㻞
㻠㻜㼢㼛䠂
スラリー濃度が同じで、例えば粒子の大きさが
㻟㻣㻚㻡㼢㼛䠂
半分になると、粒子個数は８倍に増えるので粒子
㻟㻡㼢㼛䠂
接触点の総数も８倍になり凝集構造を作りやすく
㻝
㻝㻜
なる。
㻝㻜㻝
㻝㻜㻞
㻝㻜㻟
㻝㻜㻠
一般に粒子は小さくなるほど相対的に粒子間引
ᅇ㌿⢓ᗘィ䛾 ᐃ್㼇㻼㼍䞉㼟㼉
力は強くなるので、流動挙動に及ぼす凝集構造の
図−6.3 B 型粘度計と回転粘度計の比較
影響はより大きくなる。
図−6.2 を見て、流動曲線が原点を通る直線にな
水の粘 度 が０．
０１P＝１cP で あ る た め か、
［cP］
らない理由を考えてみる。
をセンチポアズではなくシーピーと読んで、一つ
いずれの濃度でも降伏値を持っている。降伏値
の単位のように扱っている方々を少なからず見か
とは固体が 降伏 して流動化する最小応力なの
けるが、１cP＝１mPa・s と換算も容易なので、早
で、静置状態ではいずれのスラリーもゲル化（粒
く SI 単位系に慣れていただきたいものである。
子が網目状につながる）していることがわかる。
粒子の大きさやスラリー濃度は流動特性にどの
降伏値を超えてせん断応力をかけていくと、ゲ
ように影響するのか。
ル構造は順次壊されていくので、流動しやすくな
ニュートン流動する希薄スラリーに対しては、
り見かけ粘度はそれに対応して小さくなっていく。
相対性理論で有名なアインシュタインが理論的に
凝集構造を壊すに十分高いせん断応力（ひずみ
導き出した次式が、粘度とスラリー濃度を関係づ
速度）領域では、ニュートン流動を示すようになる。
ける式として有名である。
せん断応力によって壊された凝集構造は、せん
断応力を抜く（ひずみ速度を下げる）ことにより
５φ）µ０
（６．
１）
µ＝（１＋２．
回復することがある。
したがって、ひずみ速度を下げながら測った流
・s］はスラリーと分散媒の粘度、 動曲線は、上げながら測定した流動曲線の下を通
ここで、µ, µ［Pa
０
１の
φ
［］はスラリーの体積濃度であり、φ＜０．
りループを描くことは珍しくない。
範囲で成立するといわれている。
このような履歴現象はチクソトロピーと呼ばれ、
２．
５µm のイースト菌から８０µm のガラスビーズ
ループの面積によって定量的に評価されている。
までさまざまな大きさの粒子を試料とした実験に
次回は粒子の沈降挙動を取り上げる予定である。
１の範囲でアインシュタイン式の成
より、φ＜０．
立が裏付けられている３）。
引用文献
アインシュタイン式によれば、スラリー粘度は
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３） R.J.Hunter: “Introduction to Modern Colloid Science”,
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Oxford Science Publications, p．
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立しなくなる。
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しかし我々が工業材料として使う粒子・粉体は
単分散からはほど遠く、最大と最小の粒子径が２
地上でスラリーを操作する限り、液中に分散し
桁違うこともめずらしくない。
た液より密度の高い粒子は必ず沈降する。
粒子の大きさが違えば、ストークス式から沈降
水中で指につまんだ粒子を放すと、粒子は速度
速度は粒子径比の２乗違うので、当然粒子同士の
を増しながら沈んでいくが、速度が上がるにつれ
衝突（追突）がおきる。沈降の勢いである運動量
流体抵抗も増してくるので、抵抗が重力と等しく
は質量×速度であるから、粒子径比の５乗違うこ
なると、終末沈降速度と呼ばれる一定の速度で沈
とになる
んでいく。
正面衝突ではなく追突とはいえ、桁違いの勢い
速度がゼロから終末沈降速度に達するまでの時
を持つ相手にぶつかられたら、きっとむち打ち程
間は、数 µm の粒子であればミリ秒のオーダーな
度ではすまないに違いない。
ので、実際上は常に終末沈降速度で沈降している
こんな激しい追突事故が、
どのくらい起きるのか、
としてかまわない。
教授会の時間を「有効」に使って計算２）してみた。
直 径 が x［m］
で 密 度 が ρ［kg
粒子径は対数正規分布で表されるとして計算し
・m−３］の 球 粒 子 が、
p
−３
た。図−7.2 に示す比較的狭い分布でも、１０vol％
密 度 が ρ［kg・m ］で 粘 度 が μ［Pa・s］
のニュー
トン流体中を沈降するときの終末沈降速度
のスラリーでは、一度衝突して次にまた衝突する
u［m
までの平均沈降距離は粒子１個分である。また平
・s−１］は次のストークス式で求められる。
t
均粒子径１µm、粒子密度３g・cm−３の場合、１個の
ρ p− ρ x2g
粒子は１．
５秒に１回衝突を繰り返している。
（7−1）
ut ＝
㻝㻚㻜
18 μ
g
［m・s−２］は重力加速度である。この式は最大
３０µm 程度の粒子まで適用できる。
水中で１h の間に沈降する距離をおおざっぱに
言うと、１µm 粒子では数 mm で０．
１µm 粒子では
数十 µm ぐらいである。
ストークス式は１個の粒子が他の粒子から干渉
されることなく、ノビノビと自由沈降していると
きに成り立つ式である。
他人様を気にしながらの沈降は干渉沈降と呼ば
れ、その沈降速度 u［m
・s−１］はスラリー体積濃度
h
φ［−］の関数となる。
u h＝ u（1−φ）
t
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図−7.1

（7−2）

べき数 n は実験によって決められる。n＝４．
６５
のリチャードソン・ザキ式がよく用いられるが、
アルミナ研磨剤を用いた我々の実験１）では、n＝
７．
６１とすると現象をよく説明できた。
式（7−2）を図示すると図−7.1 になるが、スラ
リー濃度が２０vol％までに粒子の沈降速度は半分
以下に落ちており、粒子はかなり他人様を気にし
ながら沈降していることがわかる。
粒子の沈降の様子をもう少し立ち入って見てみる。
粒子全てが同じ大きさである単分散粒子では、
粒子の大きさが同じなので沈降速度も同じになり、
他人様を追い抜いたり衝突することもなく静かに
沈降し堆積する。
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6．粒子の沈降挙動
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図−7.2 計算に用いた粒子径分布
（幾何標準偏差＝x84/x50=x50/x16=1.5）
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衝突の しょ の字もない平穏な単分散粒子の
もらえば、沈降管の中は粒子のない清澄層と堆積
沈降とは違い、粒子の大きさに差がある場合は、
層だけではなく、もう一層モヤモヤした層がある
頻繁に衝突を繰り返す厳しい沈降挙動である。
のがおわかりいただけると思う。
差がなければ平穏で、差がひらくほど厳しさを
このような沈降挙動は成相沈降とよばれ、縞模
増す。粒の世も人の世も同じらしい。
様は粒子衝突による凝集により形成されることを、
粒子間に反発力が働いていれば、粒子は衝突を
コンピュータシミュレーションで確認４）している。
繰り返しても凝集することなく沈降し堆積する。
そ れ に 対 し て 図−7.3 の２０、３５vol％、図−7.4 の
粒子間に引力が働いている場合はどうか。これ
３５vol％写真にはモヤモヤ層がなく、清澄層と粒
だけ頻繁に衝突を繰り返しているのだから、引力
子層の２層だけ写っている。
が強ければ瞬く間に凝集構造を形成することは想
このような沈降挙動は集合沈降とよばれ、スラ
像に難くない。
リー濃度がだいたい２０vol％より高く、粒子間引
ということは、沈降挙動を観察すれば粒子の凝
力がゲル化するほど強くないときに表れる沈降挙
集分散状態を評価できるということである。
動である。
それで、粒子間引力を分散剤であるポリカルボ
なぜ２０vol％なのか？これも教授会の時間を「有
ン酸アンモニウム（PCA）添加量で変えて、粒
効」に使って計算２）してみた。
子径０．
単分散球形粒子を仮定して、最近接粒子の位置
４８µm アルミナ粒子の沈降挙動を図−7.3３）、
３）
がスラリー濃度によりどう変わるかモデル計算し
7.4 のように観察してみた。
てみると、１５vol％あたりでどの粒子にも他の粒
㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜
子が２個接触することがわかった。
㻞㻚㻡㻌㼢㼛㼘㻑
粒子１個あたりの接触粒子数（配位数）が２個以
Ỉ㠃
上になれば、全ての粒子はつながり一つの集合体
㻡㻚㻜㻌㼢㼛㼘㻑
を形成することになる。
ở䜜
この状態で粒子間に強い引力が働いていれば、
㻝㻜㻌㼢㼛㼘㻑
瞬時にゲル化するが、引力が弱ければ集合体が変
形するような感じで粒子は沈降する。
㻞㻜㻌㼢㼛㼘㻑
このようにスラリー濃度と粒子間引力によって、
㻟㻡㻌㼢㼛㼘㻑
粒子は自由沈降、成相沈降、集合沈降と沈降挙動
を変える。
㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜
沈降試験でもう一つ重要、というより成形体の
ỿ㝆㛫㻌㼇㼐㼍㼥㼉
密度を推定するのに最も重要な情報は、堆積層の
図−7.3 アルミナ粒子の沈降挙動
充塡率である。
（PCA 添加量 1.6 mg・g1Al2O3）
例えば２０vol％スラリーの堆積層を図−7.3 と7.4
で比べてみると。図−7.4
の方が堆積層は薄いので
㻜
㻡㻜
㻝㻜㻜
㻝㻡㻜
㻞㻜㻜
充塡率が高いことがわかる。
㻞㻚㻡㻌㼢㼛㼘㻑
紙数も尽きたので、堆積層の充塡率については
次回お話することにする。
㻡㻚㻜㻌㼢㼛㼘㻑
㻝㻜㻌㼢㼛㼘㻑
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図−7.4 アルミナ粒子の沈降挙動
（PCA 添加量 3.6 mg・g1Al2O3）

両図を見比べて先ず気付くのは、沈降継続時間
である。図−7.3 では１週間程度で沈降を終了して
いるが、図−7.4 では半年過ぎても粒子の沈降はま
だ続いている。
沈降が早く終わるのは粒子が速く落ちるからで、
粒子が速く落ちるのは粒子が凝集しているからな
ので、沈降過程の観察から粒子の凝集分散状態を
知ることができる。
もう少し詳しく観察してみると、粒子の沈降は
静かに降り積もる雪のような単純な挙動でないこ
とがわかる。
図−7.4 で２．
５vol％の沈降開始後１００日あたりの
写真を見ると縞模様が見える。印刷で縞模様が見
えなければ、５．
０vol％の７０日あたりの写真を見て
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6．粒子の沈降挙動（続き）

㻝㻚㻢㻌㼙㼓䞉㼓㻙㻝㻭㼘 㻞㻻㻟
㻞㻚㻠㻌㼙㼓䞉㼓㻙㻝㻭㼘 㻞㻻㻟

前回は、粒子の沈降挙動には人の世に負けない
ようなドラマが隠されていることを紹介して、紙
数が尽きた。
今回は、沈降試験でスラリーの充塡特性を評価
する方法を紹介してみたい。
できるだけ緻密な成形体を得るためには、スラ
リーに分散剤をどれだけ添加すればよいか。これ
は現場的に大変重要な課題である。
それで前回１）紹介したアルミナスラリーの沈降
試験結果を、スラリー濃度を一定とし、PCA（ポ
リカルボン酸アンモニウム）添加量をパラメータ
としてまとめ直してみる。
スラリー濃度が低い干渉沈降や成相沈降ではス
ラリー層界面がわかりにくいので、界面が明瞭に
観察できるスラリー濃度が３５vol％の集合沈降の
様子を図−8.1 に示した。
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図−8.2
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35vol%アルミナスラリーの沈降挙動
（数値は PCA 添加量）
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図−8.1 アルミナ粒子の沈降挙動
（35vol%スラリー）

㻜㻚㻜

図−8.1 から界面の位置を読み取り、その推移を
プロットすると図−8.2 に示す回分沈降曲線が得
られる。
図から、界面は PCA 添加量によらず同じ速度
で降下するが、堆積層の厚さ（充塡率）は PCA
添加量によって大きく変化していることがわかる。
スラリーの充填特性を表す堆積層の充塡率は、
スラリーを十分な時間静置するだけで求められる
ので、界面が不明瞭なスラリーにも適用できる。
図−8.3２）に堆積層の充塡率をまとめて示したが、
PCA の 添 加 量 は１．
６mg・g−１Al２O３か ら１．
５倍 ず つ
増やしているが、沈降の様子は２．
４と３．
６mg・g−１
Al２O３添加の間で激変している。
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図−8.3

アルミナスラリー沈降堆積層の充塡率
（数値は PCA 添加量）

この激変はどこから来るのか。お手数でも PCA
添加量と吸着量の関係を示した図−4.2３）をご覧に
なっていただきたい。
図から判断するに、添加量が３．
６mg・g−１Al２O３
を超えるとアルミナ粒子は、PCA によって覆い
尽くされている（飽和吸着）。そして粒子を覆っ
ている PCA が粒子の接触を妨げ凝集を防いで
いる。
それに対して、１．
６，２．
４mg・g−１Al２O３添加の場
合は、飽和吸着に達していないので、粒子表面に

（460）
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ρ＝{ρ＋
（ ρ p−ρ）φ} gH

する。
Pmax−Pmin は全粒子量、Pmax−P は堆積してし
まった量、P −Pmin はまだ懸濁している粒子量を
表すので、沈降管底部で静水圧を測れば、目視で
は判断できない粒子の沈降・堆積状態を知ること
ができる。
粒子濃度が同じスラリーで、pH なり分散剤で
粒子間力を変えたとき、静水圧の時間推移をパ
ターン化して図−8.4 に示した。

P㼙㼍㼤
㻔㼍㻕

㟼Ỉᅽ

は吸着サイトがまだ残っている。
また、粒子濃度が３５vol％と高いため、前回１）も
述べたように、どの粒子にも他の粒子が２個以上
の接触している状態にある。
したがって、１個の PCA 分子が２個の粒子を架
橋することも可能なので、スラリーは容易にゲル
化する。
このように分散剤は飽和吸着量を境にして、そ
の効き方が激変することがあるので、注意を要
する。
沈降試験に必要な器具は、透明な沈降管とサン
プルスラリーからの蒸発を防ぐためのラップフィ
ルムだけなので、安価で手頃にできて、得られる
情報量も多い優れた評価方法である。
しかし、問題は評価に要する時間である。例え
ば図−8.2 で、添加量３．
６と６．
０mg・g−１Al２O３の違い
を識別するためには、７０日を要している。いくら
簡便で優れた試験法でも、これでは生産現場で使
うのは無理である。
沈降試験で観察しているのはスラリー層の最上
部である。最上部には上から降りてくる粒子はな
いので、濃度が下がることはあっても上がること
は絶対にない。
スラリー濃度が上がらなければ、粒子同士のさ
らなる接近はないので、スラリー調製時の状態が
維持されるか分散状態に移行する。
それに対し沈降管底面では、粒子が降ってくる
ので粒子濃度は上がり、粒子集合状態は初期の状
態から凝集状態に移行する。また、沈降途中で粒
子が凝集すれば沈降速度は大きくなるので、堆積
層の形成速度も速くなる。
したがって、スラリー層上部ではなく沈降管底
部の情報を使えば、何十日も待たなくとも粒子集
合状態を評価できるはずである。
そこで、我々は沈降管底部の静水圧に着目した。
まずスラリーの静水圧はどのように決まるか考え
てみる。
水の入った沈降管に粒子を入れると、粒子の体
積分だけ水面が上昇するので、その分静水圧は高
くなる。
だが、静水圧の上昇原因はそれだけではない。
粒子が沈降している間は、粒子の「自重−浮力」
分だけ静水圧は上昇する。
つまり沈降中は粒子の「自重−浮力」を流体抗
力で支えている。言い換えれば粒子が水を押して
いることになる。
しかし、粒子が堆積し沈降を止めてしまうと、
粒子の「自重−浮力」は沈降管底部が支えるので、
静水圧は水深に相当する圧力まで低下する。
以上のことを数式で表すと、次のようになる。
密度 ρ［kg・m−３］の液に密度 ρ［kg
・m−３］の粒
p
子が濃度（体積分率）φ
［−］で懸濁しているス
ラリーを想定すると、深さ H［m］における静水
圧 P［Pa］は、スラリーの密度は ρ＋（ρp−ρ）φと
なるので次の式で表される。

㻔㼐㻕

P㼙㼕㼚

㻜

㻔㼎㻕

㛫

図−8.4

静水圧の変化パターン

粒子間に反発力が働き、粒子がよく分散して一
次粒子単位で沈降している場合は、粒子の沈降速
度は遅いので、静水圧は図−8.4
（a）のようにゆっ
くりと一定速度で降下する。
逆に粒子間に強い引力が働く場合はどうか。ス
ラリー濃度が集合沈降できる程度に高ければ、粒
子は瞬く間にゲル化するので、静水圧は図−8.4
（d）のように一気に降下する。
粒子が凝集すれば、図−8.4
（c）のように、分散
していた粒子が途中で凝集すると（b）のように
静水圧は降下する
我々はこのスラリー評価法を「沈降静水圧法」
と名付けているが、次回は沈降静水圧法の威力の
一端を紹介してみたい。

引用文献
１） 椿 淳一郎： 粉体技術者のための粉体入門講座４２
ス ラ リ ー 徒 然 草−７ 、粉 体 技 術、５、p.８２８３
（２０１３）
２） 木口 崇彦、稲嶺 育恵、佐藤根 大士、森 隆昌、
椿 淳一郎； 分散剤の添加量が粒子沈降挙動に
及 ぼ す 影 響 、粉 体 工 学 会 誌、４７、p．
６１６−６２２
（２０１０）
３） 椿 淳一郎： 粉体技術者のための粉体入門講座３６
ス ラ リ ー 徒 然 草−４ 、粉 体 技 術、５、p．
６２−６３
（２０１３）

（8. 1）

スラリーを濃度φ［−］に調製すると、静水圧
０
は全ての粒子が懸濁している（φ＝φ０）Pmax から、
全ての粒子が堆積し終えた（φ＝０）Pmax まで変化
Vol．
５，No．
５（２０１３）
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6．粒子の沈降挙動（続き）
前回、スラリーの凝集・分散性評価に沈降試験
は、安価で情報量も多く大変有効な方法であるが、
結果が出るのに月単位の時間を要する場合もある
ことを述べた。
さらに、測定時間を短縮する方法として、沈降
管の底部で静水圧を測定する沈降静水圧法の原理
を紹介したので、今回は実験データでその有効性
を検証してみたい。
試料スラリーには、いつものアルミナ粉体（住
化 製、AES１１−E、０．
４８µm）を、蒸 留 水 に２０vol
％になるように調製したスラリーを用いた。
粒子間力は pH によって調整した。粒子のゼー
タ電位を実測し、DLVO 理論により計算した粒
子間ポテンシャルを図−9.1 に示した。
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20 vol%アルミナスラリーの沈降曲線

㻝㻚㻡
㻝㻚㻠

㻜

㻠㻜㻜

反発力が働く pH４．
２では、粒子同士が接近し
ても凝集することはなく、幾何学的に安定する粒
子配列まで移動して、密な堆積層を形成する。
粒子間に働く力が異なっても、界面の降下速度
は余り変わらず、pH４．
２と pH５．
５のスラリーを識
別するためには、丸２日以上の時間を要する。
では、沈降管底部の静水圧はどうだろうか。
図−9.3 が界面位置の観察と同時に測定した沈降
静水圧の経時変化である。
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図−9.1
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図−9.1 から明らかな通り、pH４．
２のスラリーで
㻜㻚㻥
は粒子が他の粒子に近づいていくと、粒子の前に
㻜㻚㻤
大きな障壁が現れそれ以上の接近を妨げるので、
㻜㻚㻜
㻝㻜
㻞㻜
㻟㻜
㻠㻜
㻡㻜
㻢㻜
粒子は凝集することなく分散した状態でいられる。
㛫 䠷㼔䠹
それに対して、pH６．
８のスラリーでは、粒子が
図−9.3 20 vol%アルミナスラリーの静水圧変化
他の粒子に近づくと、障壁とは逆に下り坂が続く
ため、粒子は急接近し一気に凝集してしまう。
これらのスラリーを沈降管に入れ、スラリー
図−9.3１）を見ると、静水圧降下速度はスラリー
１）
界面の位置を観察すると、図−9.2 に示す結果と
pH ごとに沈降開始時から違っており、２日も待
なる。
つことなく、数時間で両者を識別できる。
本講座の７回目（Vol．
粒子間に引力が働く pH６．
５、No．
４）で述べたよう
８では、沈降開始と
に、２０vol％という濃度は、粒子間に引力が働け
同時に静水圧が一気に低下し、瞬時にゲル化して
いることがわかる。
ば全ての粒子がつながり得る濃度であるため、
一方、反発力が働く pH４．
pH６．
８のスラリーを静置すると間もなくゲル化し
２では、変動はある
てしまう。
ものの平均的には一定速度で静水圧は低下してい
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るので、粒子は分散状態で途中凝集することなく
沈降していると思われる。
pH６．
０でも静水圧は平均的には一定速度で低下
しているが、その低下速度は pH４．
２よりかなり
大きいので、沈降開始直後に粒子はある程度凝集
し、その後はその凝集粒子が沈降していると思わ
れる。
pH５．
５の静水圧も一定速度で低下するが、沈降
開始約２１h で折れ曲がり低下速度を増しているの
で、最初分散していた粒子は、粒子間引力に抗し
きれず途中で凝集してしまったものと思われる。
このような変節（？）は、スラリーの世界でも
人の世と同じで、あとで紹介するように、ものご
とを複雑怪奇にする原因となっている。
静水圧の低下速度は、すなわち堆積層形成束度
（kg・m−２・s−１）である。一方スラリー界面から沈
降束度は図−9.2 の沈降曲線から計算できるので、
その比を取ってやれば、堆積層形成過程をもう少
し詳しく知ることができる２）。
その流束比を計算してみると２）、粒子がよく分
散している場合は、その比は１に近く、堆積層は
沈降してくる粒子によって形成されることが分
かる。
それに対して、粒子間に引力が働いていると、
沈降してくる粒子の何倍もの粒子で堆積層は形成
されている。堆積層はまるで筍が生えるように成
長する。
変節スラリーが引き起こす複雑怪奇な挙動につ
いては、本誌で既に紹介３）したことがあるが、重
要なので簡単に触れておきたい。
乾式粉体層で層高を増せば、自重のために充塡
率は普通高くなる。高くならなくとも下がること
はない。
ところが液中では、スラリーの初期高さを増す
ほど堆積層の充塡率が下がる場合がある。
図−9.2、9.3 と同様に調製したスラリーを、初
期高さを変えて静置したときの、堆積層の充塡率
が図−9.4１）である。
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図−9.4

積層を形成する。
しかし２０h 後、分散していた粒子は凝集状態に
変節するため、２０h 後に形成される堆積層の充塡
率は低くなる。
初期高さ３０mm のスラリーでは、約３０h で粒子
の沈降は完了しているので、いずれの初期高さに
おいても、堆積層は下部の密な層と上部の疎な層
の二重構造になっていると予想される。
密な層は沈降開始から２０h 以内に形成されるの
で、その厚みは初期高さによらず一定である。
それに対して上部の疎な層は、２０h 後から沈降
終了までの間に形成されるので、初期高さが高く
なるほど厚みを増すことになる。
したがって、全体としての堆積層充塡率は初期
高さと共に低下することになる。
γ 線密度計で堆積層の高さ方向充塡率分布を実
測したところ、上の予測を裏付ける結果となって
いる。
pH５．
５スラリーの変節振りは、図−9.2 でも見て
取れる。pH５．
５以外の沈降曲線は し の字を描
いているが、pH５．
５では逆 く の字を描いてい
る。これは、粒子の凝集によりスラリー界面の降
下速度が増したことを表している。
図−9.4 で、pH４．
２の堆積層充塡率が微妙に初期
高さに対して低下しているのは、沈降の完了まで
数百時間も要するため、粒子の凝集が少しずつ進
行しているためと思われる。
このような堆積層充塡率の初期高さ依存性は、
pH 調整によって調製されたスラリーだけでなく、
高分子分散剤添加によって調製されたスラリーで
も同じように観察される。
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すスラリー初期高さの影響− 、粉体工学会誌、
４１、p．
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堆積層充塡率の初期スラリー高さ依存性
つばき じゅんいちろう

５の場合のみ明ら
図から明らかなとおり、pH５．
かに堆積層の充塡率は、初期スラリー高さと共に
低下している。これはとりもなおさず変節のなせ
る技である。
図−9.3 から明らかなとおり、pH５．
５のスラリー
は調製後２０h まではそれなりに良く分散している。
この分散された粒子はそれなりに高い充塡率の堆

Vol．
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6．粒子の沈降挙動（スラリー評価、続き）

ニウム、PCA）水溶液に分散調製したものである。
ところが、AES−１２に MgO 換算で０．
１mass％
の Mg を添加した AES−１１E では、図−10.2 に示
すように、調製直後の見かけ粘度が最小となって
も堆積層の充塡率はきわめて低い。
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前回は、スラリーの心変わりによって、スラ
リーの初期高さを高くしていくと堆積層の充塡率
が低下する、という乾式粉体層では考えられない
現象を紹介した。
㻝㻜㻝
㻠㻤
堆積層の充塡率の話ならそれほど実害はないが、
㻭㻱㻿㻙㻝㻝㻱
セラミックス成形の世界では、スラリーの心変わ
りは、これまで実に多くの人たちを悩ませ惑わし
㻠㻢
てきた。
㻝㻜㻜
セラミックスは、原料粉体をスラリーとして調
製して形状を付与し、成形体を焼成して作られる。
㻠㻠
成形体の密度が低いと焼成時の収縮率が大きく
なり、寸法精度が悪くなるため、成形体の密度は
㻝㻜㻙㻝
できるだけ高いことが望まれる。
㻠㻞
成形体の密度を上げるには、本シリーズの初回
ㄪ〇┤ᚋ
４, No．
１０）に説明したように、粒子間に強
（Vol．
ㄪ〇䠓᪥ᚋ
い反発力を働かせなければならない。
㻠㻜
㻝㻜㻙㻞
㻜
㻞
㻠
㻢
㻤
しかし当然のことながら、スラリー調製時に粒
子間力を直接評価することは不可能なので、スラ
ศᩓῧຍ㔞 䠷㼙㼓 䞉 㼓㻙㻝㻭㼘㻞㻻㻟䠹
リーの挙動から粒子間力を判断せざるを得ない。
図−10.2 分散剤添加がスラリー見掛粘度堆積層充塡率
粒子間に反発力が働いていれば、構造体を作ら
に及ぼす影響、およびその時間効果
ず個々に分散しているので、スラリー粘度は粒子
この食い違いはなぜ起きるのか、粒子間に反発
体積分だけ分散媒粘度よりも高くなる。
力が働いていても、密に充塡されない場合がある
このことから、スラリー条件の最適化を粘度評
のか、沈降静水圧法で粒子の沈降・堆積過程を観
価によって行うことが多い。
察してみた。
確かに、図−10.1 を見てもらうと、調製直後の
見かけ粘度が一番低い分散剤添加量で、堆積層の
図−10.3 がその結果であるが、図−10.1、10.2 で
最も高い堆積層充塡率となる分散剤添加量では、
充塡率は最も高くなっている。
易焼結高純度アルミナ
AES−１２、AES−１１E のどちらのスラ リ ー で も、
図−10.1 のスラリーは、
（住化AES−１２）を分散剤（ポリカルボン酸アンモ
静水圧は少しずつ直線的に低下し、粒子はよく分
散されていることを伺わせる。
㻝㻜㻝
㻠㻤
それに対して、図−10.2 で調製直後の見かけ粘
０mg・
度がほぼ最も低かった AES−１１E 添加量２．
㻭㻱㻿㻙㻝㻞
g−１Al２O３のスラリーは、半日は頑張って高い静水
㻠㻢
圧を保っていたものの、その後は息切れしたか急
㻝㻜㻜
速に静水圧は低下している。
０mg・g−１Al２O３ス
つまり AES−１１E の 添 加 量２．
㻠㻠
ラリーは、調製時は良い子でいたものの半日とは保
たず、直ぐに地金がでてしまったということである。
㻝㻜㻙㻝
粒子の沈降・堆積が終了するには数週間かかる
㻠㻞
ので、堆積層は悪い子スラリーによって形成され
ㄪ〇┤ᚋ
ていたことになる。
それで、悪い子になりきった調製７日後に見か
ㄪ〇䠓᪥ᚋ
㻝㻜㻙㻞
㻠㻜
に示すように、
け粘度を測定してみると、図−10.2
㻜
㻞
㻠
㻢
㻤
１E
でも堆積層充塡率に対応している。
AES−１
ศᩓῧຍ㔞 䠷㼙㼓 䞉 㼓㻙㻝㻭㼘㻞㻻㻟䠹
裏表のない AES−１２では、図−10.1 に示すよう
に調製直後でも７日後でも変わらず堆積層充塡率
図−10.1 分散剤添加がスラリー見掛粘度堆積層充塡率
と見かけ粘度は対応している。
に及ぼす影響、およびその時間効果
（654）
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密な充塡構造をとるためには、やはり粒子間に
は反発力が必要なようである。
スラリーの心変わりは大変迷惑であるが、良い
子でいる間に成形を終わってしまえば、被害は免
れられる。
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図−10.3 沈降静水圧の経時変化
（図中の数字は分散剤添加量［mg・g−１Al２O３］）

沈降静水圧法は、スラリーの心変わりを簡便・
安価に監視できる良い方法だと自負している。
粒子間に働く力は、分散剤の吸着状態に左右さ
５、No．
１）
れるので、本シリーズの第４回目（Vol．
で紹介した吸着量の図を図−10.4 に再掲して考察
してみる。
㻠㻤
㻭㻱㻿㻙㻝㻝㻱
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粒子表面に顔を出している Mg は正に帯電して
PCA の吸着サイトとなりうる。また粒子表面は
PCA で飽和していないため、あちこちにそのよ
うな吸着サイトが顔を出していると考えてよい。
したがって一定時間経過後、粒子に吸着した
PCA の親水基が、他の粒子の吸着サイトに吸着
し架橋凝集を起こすことは十分あり得ることである。
沈降試験の試験時間を短縮する方法として、定
圧 過によって強制的に堆積層（ 過ケーク）を
作る方法も有効である１）〜３）。
スラリーに一定の圧力をかけて 過をすると、
過抵抗に対応する 過速度の逆数 dt／dV と時
間 t のプロットは、スラリー条件によって４通り
のパターンを描く。
形成されるケークが均質なら、dt ／dV vs. t のプ
ロットは直線となる。
過の進行とともにケーク下部が圧密されると、
過抵抗は少しずつ増えていくので、dt/dV vs. t
のプロットは下に凸の曲線となる。
それに対して、ケーク形成時の粒子充塡率が少
しずつ低下していくと、ケーク上部の 過抵抗は
低下するため、dt/dV vs. t のプロットは上に凸の
曲線となる。
粒子が塊状に凝集すると、沈降速度が 過速度
を上回り、スラリー中に上澄み層ができてしまう。
上澄み層が 過される前に全ての粒子はケーク
となっているため、上澄みの 過時に抵抗増加は
なく、その間 dt/dV は t によらず一定値をとる。
重力沈降試験では、堆積層自重以上の圧密圧を
かけることはできないが、定圧 過法では自重よ
り大きな圧密圧を自由にかけることができる。
さらに、 液量の経時変化と 過終了後にケー
ク高さを測ることによって、ケーク内の充塡率分
布をモデル計算によって定量的に求められるとい
う利点も持っている。
紹介したいスラリー評価技術はまだまだあるが、
残り２回となってきたので、次回は堆積層の固化
現象を紹介したい。
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子間引力が同じでも、凝集スラリーからできる堆
積層は弱く、固化してもカチカチにならないので
よく分散したスラリーを長時間放置していると、 ある。
次は、カチカチ固化しない分散スラリーの謎で
堆積層がまるでコンクリートで固めたように、カ
ある。この謎を解く鍵は、ポテンシャル障壁で
チンカチンに固まってしまうことがある。
ある。
一方、凝集スラリーではカチンカチン固化は起
ポテンシャルを超えるか超えないかを議論する
きないし、分散スラリーの中にもへそ曲がりがい
ときに問題にされるのは、その高さであるが、本
て、固化しないスラリーもある、なぜか。
当にそうだろうか。
今回はそのカチンカチンの謎を解いてみたい。
どんなに高い山でも、ジグザグにルートをとっ
堆積層が自然に固まることから、堆積層内の粒
てゆっくり時間をかければ、前期高齢者はおろか
子間には強い引力が働いているに違いない。この
後期高齢者でも登頂は可能である。
ことから隣接する粒子表面は、図−11.1 に示す一
しかし低い山でも、目の前に絶壁が立ちはだか
次極小の位置にいると考えていい。
ればどうだろう、元気な若者でも「無理ッス」と
䝫䝔䞁䝅䝱䝹㞀ቨ
いうことになる。
㼐V
Ⓨຊ F㻌㻩㻌䠉䠉
㼐r
つまり、議論すべきは障壁の高さではなく、そ
の勾配のはずである。そこで、この仮説を確かめ
r㻌㼇㼙㼉
るために、系統的な実験を行ってみた。
r㻌㼇㼙㼉
用いた粒子は＃６，
０００のアルミナ研磨剤（２．
０
ศᩓ䝇䝷䝸䞊
จ㞟䝇䝷䝸䞊
µm）で、蒸留水に３vol％（１１mas%）になるよう
に懸濁させた。
୍ḟᴟᑠ
୍ḟᴟᑠ
ポテンシャル障壁の高さとその勾配を調整する
図−11.1 粒子間ポテンシャル
ために HCl と NaOH を添加し、ゼータ電位は実
測して、DLVO 理論によりポテンシャルカーブ
を描いた。
図−11.1 からわかるとおり、分散スラリーで一
調製したスラリーを直径２０mm のアクリル製沈
次極小まで接近するためには、ポテンシャル障壁
を乗り越えなければならないので、一次極小まで
降管に、深さが１５０mm になるように入れ、パラ
接近できない粒子がいるに違いない。
フィルムで蒸発を防いで、堆積層高さが変化しな
それに対して凝集スラリーでは、吸い寄せられ
くなる７２h 静置した。
るように難なく接近できるので、隣接する全ての
その後、沈降管を傾けてみると、堆積層は全て
粒子は一次極小の位置で接している。
が固化しているのではなく、図−11.2 に示すよう
それなのに凝集スラリーの堆積層は、なぜカチ
に、流動性を持った部分と、カチカチに固化した
ンカチンに固化しないのか。その謎を解く鍵は堆
部分に分かれていることがわかった。
積層の充塡率である。
㼜㻴㻢
㼜㻴㻡
㼜㻴㻠
本講座の初回（Vol．
４，No．
１０）に説明したよ
ὶື
うに、粒子間に強い引力が働いていれば、粒子が
幾何学的に不安定な位置で接触しても、その位置
で付着凝集できるので、凝集スラリーからできる
ᅛ
堆積層は嵩（かさ）高くなってしまう。
図−11.2 堆積層の固化
一方、強い反発力が働いていると、接触しても
付着できず、幾何学的に安定な位置まで移動して
静止する。したがって分散スラリーからは、緻密
このことから、堆積層下部の粒子はポテンシャ
な堆積層が形成される。
ル障壁を乗り越えて、一次極小の位置で接してい
また、堆積層の強さは、概念的に言えば、単位
るが、堆積層上部の粒子は障壁を乗り越えられな
体積中の粒子数、１個粒子に接触している粒子の
いでいることがわかる。
それで、障壁を乗り越える条件が障壁高さなの
数（配位数）、接触点に働く粒子間引力の３つの積
か勾配なのかを確認するため、DLVO 理論で計
で表される。
算されたポテンシャル曲線から、障壁高さと勾配
充塡率が低ければ配位数も少なくなるので、粒
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7．堆積層の固化１），２）
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（反発力）の最大値を読み取り、流動性堆積層厚
さに対してそれぞれ相関を取ってみた。
図−11.3 は最大反発力に対する相関であるが、
相関係数が０．
９４と実験精度を考えれば、非常に良
く相関している。
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図−11.3

流動性堆積層厚さと最大反発力

では、障壁高さでプロットするとどうなるか。
紙面の関係で図示はしていないが、やはり相関し
ている。しかし、相関係数は０．
８３で最大反発力の
０．
９４よりも小さい。
障壁の高さと勾配は、pH と塩濃度によって調
整したが、それぞれを独立に変えることは不可能
で、両者はそれなりに相関してしまう。
したがって、最大反発力でなく障壁高さでも固
化現象が説明できるように見えてしまう。
最大反発力によって固化現象が支配されている
ことがわかったので、モデルを立てて定量的な解
析を試みた。
簡単のため、充塡層内の粒子は正方配列で積み
重ねられているとすると、堆積層の構造は図−11.4
に示す鉛直に一列の粒子の重なりで代表される。
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粒子の接触点には自重により圧縮力が働き、そ
の大きさは深さ（粒子個数）に比例して大きくな
るので、ある深さで圧縮力が最大反発力を超え、
接触粒子は障壁を乗り越え一次極小の位置に達し、
カチカチに固化してしまう。
つまり、圧縮力＜最大反発力となる堆積層の上
部は、どれだけ長時間静置されても流動性を失わ
ずにいられる。
このモデルから得られる理論式を、堆積層充塡
率の実測値で補正すると、図−11.3 の理論推定線
となり、かなりの精度でカチカチ固化現象を予測
できることがわかる。
つまり、堆積層が図−11.3 の「流動性堆積層厚
さ」より厚くなると、固化が始まるということで
ある。
したがって、カチカチ固化を防ぐためには、堆
積層の厚さを「流動性堆積層厚さ」以下にすれば
良いということになる。
カチカチ固化のメカニズムがわかったので、難
しい理屈を知らなくても簡単な実験から、固化防
止策を立てることができる。
対象とするスラリーについて、図−11.2 に示し
たような実験をして、「流動性堆積層厚さ」hC と
堆積層の充塡率 Φ を測定する。
単位断面積の沈降管を考えると、堆積層中の粒
子体積は ΦhC となるので、スラリーの体積濃度
φとスラリーの高さ h の積φh が、φh＜ΦhC と
なるように h を調整してやれば、固化は防げる
ことになる。
具体的には、タンクに水平の仕切りを入れてス
ラリー高さを抑えてやればよい。
なかなか面白い結果が得られたと思っているが、
沈降管以外の装置は全て手作りで、総額２〜３万円
の費用で済んだ。私の研究生活の中で最もコスト
パフォーマンスの良い研究であった。
次回はいよいよ最終回であるので、評価の話で
はなく、沈降静水圧法から生まれた新たな沪過・
濃縮装置を紹介してみたい。

引用文献
１） Satone H., T. Mamiya, A. Harunari, T. Mori and J.
Tsubaki : “Solidification Mechanism of the Sediment Formed by Particle Settling −− Analysis of
the Final State of the Sediment”, Advanced Powder
Technology, １９, p.２９３−３０６（２００８）
２） Satone H., T. Mamiya, T. Mori and J. Tsubaki :
“Solidification mechanism of the sediment formed
by particle settling −− Analysis of the formation
of the solidified layer”, Advanced Powder Technology, ２０, p.４１−４７（２００９）
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8．ケークレス高濃縮沪過技術
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図−12.1 ２０vol％アルミナスラリーの沈降挙動
（粒子径０．
４８µm、初期高さ９０mm）
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なぜ図−12.1 が沪過に結びつくのか。図−12.1（a）
５，No．
５、６）で紹介し
は本講座の８、９回目（Vol．
た沈降静水圧で、図−12.1（b）は沈降曲線である。
２に調製したスラリーの６０h 後の沈降静水
pH４．
圧の低下は１０％以下なので、９０％以上の粒子がま
だ浮遊状態にあることがわかる。それなのに沈降
界面は３５mm も低下している。
初期の濃度は２０vol％で高さは９０mm なので、
６０h 後にス ラ リ ー は３３vol％（６６mass%）ま で 浮
遊状態を保ったまま濃縮されたことになる。
とすると、沪過面を鉛
直にしてやれば、沪材表
面で濃縮されたスラリー
は自重で沪過器底部から
流出するはずである。
そこで、写真−12.1に示
す沪過器を作って、
図−12.1
４８µm のアルミ
と同じ０．
ナ粒子を使って実験して
みた。沪過開始数時間後
⃰⦰䝇䝷䝸䞊
に沪過器底部のコックを
ᢤ䛝ฟ䛧
開けたところ、狙い通り
ᾮ
に４０vol％（７３mass%）
以上に濃縮されたスラ
写真−12.1 初代デカフ
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ᾮ
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ᾮ

ある学会で、デッドエンド沪過の研究発表を聞
いているときに、ふと図−12.1 のグラフが頭に浮
かび、凝集剤の代わりに分散剤を添加する沪過装
置を思いついた。

リーが流下してきた１）。
そこで、沪過速度を上げるため加圧沪過とし、
濃縮スラリーの排除速度を上げるため沪材を回転
円盤として満足できる結果を得たが、沪材の小型・
軽量化ができず、この方法２）は断念した。
そ の 後、あ れ こ れ 思 考 実 験 を 重 ね た 結 果、
図−12.2 に示すような構造にたどり着いた。
思考実験のポイントは
䝇䝷䝸䞊
次の３つであった。まず
最も重視したのは、沪材
表面で濃縮されたスラ
リーを速やかに掃き出す
構造であること、次は、
掃き出された濃縮スラ
リーがバルク流れに取り
込まれること、そして構
造はできるだけ簡単で可
動部がないことであった。
⃰⦰䝇䝷䝸䞊
図−12.2 で、挿 入 す る
心棒により流路断面積は 図−12.2 螺旋 案 内 棒 付
きフ ィ ル タ ー
小さくなるために、流速
が増し濃縮スラリーの掃
チューブ
き出し効果が期待され、
心棒に巻き付けた螺旋により流れは旋回流となり
混合効果が期待される。
早速、外径１２mm、内径９mm のセラミックフィ
５mm
ルターを買い求め、６mm のアクリル棒に１．
のリード線を巻き付けて、１vol％のセリサイトス
ラリーを沪過してみた。
図−12.3３）にその沪過流束を、案内棒を挿入しな
いフィルターの結果と併せて示したが、螺旋案内
棒の効果はてきめんで、案内棒の挿入で沪過流束
は約３０倍も向上している。
案内棒のないフィルターを実験後観察してみる
と、フィルター内面に濃縮層の存在が認められた。
㻞㻜

㻌㻌㻌㐣ὶ᮰㻌䠷㻸䞉㼙㻙㻞䞉㼙㼕㼚㻙㻝㻌䠹

本講座では、複雑怪奇なスラリーの挙動を正し
く理解し適切に対応するためには、スラリーのど
のような特性を評価すべきか、我々が開発した評
価装置の紹介も含めて解説してきた。
今回は最終回であるので少し話題を変えて、
新た
な評価法から生まれた新たな沪過技術を紹介したい。
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図−12.3 螺旋案内棒の効果
（１vol％セリサイトスラリー、粒子径４µm）
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この濃縮層の形成により、沪過流束は時間ととも
に低下している。
それに対して、螺旋案内棒付きフィルターでは
沪過流束は低下せずむしろ、若干ではあるが増大
している、この増大はスラリーの温度上昇による
ものと思われる。
沪過流束の著しい増大が見られたので、次はど
こまで濃縮できるかを確認してみた。ちなみにこ
のセリサイトは、精製工程においてフィルタープ
レスにより含水率４５％のケークとして取り出され
ている。
セリサイトスラリーに許容範囲の分散剤（水ガ
ラス）を添加して沪過濃縮試験をしたところ、含
水率４３％まで流動性を失うことなく濃縮すること
ができた。
予想をはるかに超える心棒の効果が得られたの
で、この沪過技術にケークレス高濃縮沪過技術と
名付け、英語名を覚えやすく DECAFF（Dense
Cake Flow-able Filtration）デカフとした。
セリサイトは鱗片上の粒子で、難沪過性粒子と
して知られているが、そのセリサイトがスイスイ
と沪過できたので、アオコ、活性汚泥、パルプ廃
液、塗装廃液、研削液などこれまで沪過が難しい
といわれてきたスラリーに挑戦し、実験室規模で
は全て満足いく結果を得ている。
図−12.4４）にアオコの沪過流束を示したが、沪過
開始直後に沪過流束は急速に低下するものの、そ
１．
１％
の後は一定の沪過流束で沪過を続けられる。
までの濃縮で実験が終わっているが、それはアオ
コの原液が少なく実験を続けられなかったためで
ある。
㐣ὶ᮰㻌䠷㻸䞉㼙㻙㻞䞉㼙㼕㼚㻙㻝㻌䠹
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容易なことである。少ない本数のフィルターで
図−12.4 に示すような、沪過流束とスラリー濃度
の関係を実測してやれば、濃縮後の濃度、処理量
と処理時間に応じて、必要な沪過面積（フィル
ター本数）を簡単に算出できる４）。
現在デカフは実験室段階の開発を終わり、企業
による実機開発の段階に入っている。デカフを現
場で広く使っていただくためには、解決すべき課
題も少なくはないが、さまざまな業界の方々から
期待を寄せられているので、皆さまの協力を得て
早く世に出したいと思っている。
我々は、東電によって放射能汚染された福島の
土を除染すべく、デカフを組み込んだ装置を開発
している。本誌が皆さまのお手元に届く頃には本
格稼働しているはずである。詳しくは、本誌の
p.１５１９をご参照されたい。

おわりに
早いもので１２回の連載もこれで終わりである。
当初はもう少し教科書のように系統的な構成にす
るつもりであったが、非力の為せる技で、文字通
り「徒然なるままに PC に向いて、…」になって
しまった。
長期連載をお許しいただいた編集委員会の皆さ
まと、読者の皆さまに心よりお礼申し上げます。
こな椿ラボの HP をお訪ねいただければ、この
「スラリー徒然草」を含め私の全業績をダウンロー
ドできるので、お役に立てていただければ幸いで
ある。
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図−12.4

アオコの沪過濃縮

図−12.4 からわかるように、デカフは目詰まり
を起こしにくい沪過技術であることがわかる。ま
だ論文として発表していないが、原液を５０倍希釈
したモデルインク廃液を原液濃度まで濃縮する実
験を、フィルターを全く洗浄することなく１０回繰
り返しても、沪過流束の低下は見られなかった５）。
我々が経験した中では、繰り返し沪過によって
沪過流束が低下するスラリーの方が多いが、デカ
フは目詰まりしにくい沪過技術であることは確か
なようである。
フィルター孔径よりも小さい粒子も充分に捕集
できていることを考え併せると、まだ解明しきっ
てはいないが、デカフはルーバー集じん機と同じ
ように慣性力によって、粒子を流体から分離して
いるようである。
デカフのもう一つの特長は、スケールアップが
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