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はじめに

	
  時代と共に微細な粉体粒子に対する需要が高まってきている．微細粉体粒子は乾式で
は取り扱いが難しく，湿式でスラリーとして取り扱われることがほとんどである．しか
し，スラリーの挙動は複雑であるため工学・技術の体系化が遅れており，スラリーの取
り扱いは試行錯誤にならざるを得ない状況にある．
	
  筆者らは，1994 から 2012 年まで名古屋大学において「現場に役立つ基礎研究」を標
榜して，スラリー特性の評価，スラリー操作などに関する研究を行ってきた．本書は，
18 年間の研究成果を中心にして体系づけたスラリー工学の提案である．
	
  本書では，先ず第 0 章で粉体工学とスラリー工学との関係を概観し，本書で取り扱う
スラリーの範囲について説明する．本論は 3 編にわかれ，第 1 編ではスラリーの特性と
その評価法を筆者らの研究成果に限定せず網羅的に論ずる．第 2 編では，筆者らが取り
上げた成形プロセスの主に解析に関する研究成果をトピックス的に紹介する．第 3 編で
は，新規沪過技術など筆者らが開発したスラリー技術を紹介する．なお本書の記述にお
いて，引用元の論文とデータの解釈が違っている部分があるが，それはその後の研究成
果を反映してより深く考察した結果であるので，ご了解いただきたい．
	
  本書が，スラリーと悪戦苦闘しておられる技術者の頼もしい味方になってくれれば本
望である．

0. 粉体工学とスラリー工学

	
  現在，粉体工学が対象としてい
る粉体粒子の大きさは，図 0.1 に
示すように数 nm から数 mm 程度
で，そのうち実用に供され粉体技
術の対象となっているのは数十
nm から数 mm 程度である．この
ように粒子の大きさが何桁も違
えば，当然その作り方，粒子特性，
粒子の運動や挙動を支配する因
子も違ってくる．
	
  粒子の作り方には，固体の塊を
壊していく粉砕法と原子・分子か

図 0.1	
  スリー工学と粉体工学

ら化学的あるいは物理化学的に粒子を合成する成長法があるが，両者の適用範囲は図 0.1
に示すように 100µm オーダーのあたりで重なり合う．
	
  粒子に作用する力には，体積に起因する体
積力と表面に起因する粒子間力（表面力）が
ある．体積力は重力や慣性力として粒子の運
動を支配するが，粒子間に働く力ではない．
一方，静電気力やファンデルワールス力に代
表される表面力は，付着力・反発力として粒
子間に働く力である．
	
  体積力は粒子径の 3 乗に粒子間力は 1~2 乗
に比例するので，図 0.2 に示すようにあるとこ
ろで両者は交差するが，その粒子径も 100µm
オーダーのあたりである．つまり数 µm より
大きな粒子では粒子間力が小さいため乾式で
粉体操作できるが，数 µm より小さい粒子で
は粒子間力により粒子は凝集したり分散した

図 0.2	
  粒子に働く力

り状態を変えるので，乾式で操作することは
難しくなる．したがって，粒子の存在状態の制御が容易なスラリーとして操作すること
になる．また 1 個粒子の媒体中での運動には重力沈降と拡散があるが，これも 100µm あ
たりを境にして，大粒子側では沈降が小粒子側では拡散挙動が支配的になる．
	
  このように 100µm あたりを境にして粒子の運動や挙動を支配する因子が大きく異なっ
てくるので，着目すべき粒子特性も大粒子側では，大きさ，密度，形ぐらいでよかった
ものが，小粒子側では比表面積，帯電量，親媒性・濡性，吸着物質・吸着状態なども考
慮しなければならなくなる．
	
  つまり粉体は，100µm あたりを境にしてまったく異なる技術によって取り扱われてい
ることがわかる．大粒子側の操作技術は粉体工学（狭義）として体系づけられているが，
小粒子側の操作技術は体系づけられることなく勘と経験に頼らざるを得ない状態であ
る．本書は，この小粒子側の操作技術をスラリー工学と称し体系化を試みるものである．
	
  本書では，微粒子をスラリー化して成形したのち乾燥，あるいはさらに焼成して得ら
れる材料を粒子状材料と定義し，その製造プロセスで取り扱われる水系スラリーを対象
としているが，非水系スラリーでも基本的考え方は同じなので，十分お役に立てるもの
と思う．

