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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
粒子状の固体材料および液体材料、またはコロイド粒子および前記コロイド粒子の分散
媒を、体積比率が液性限界以上かつ塑性限界以下となるように混合した塑性体の混合材料
に振動を加える工程と、
前記混合材料を静置した後、前記混合材料の内部に、前記混合材料の降伏応力を超える
エネルギーを有する超音波振動を伝播させる工程と、を有する材料混合方法。
【請求項２】
前記超音波振動を伝播させる工程では、前記混合材料の一部の領域に超音波照射を行い
、前記混合材料の残る領域に超音波照射を行わない請求項１に記載の材料混合方法。
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【請求項３】
前記混合材料がモルタルを含む請求項２に記載の材料混合方法。
【請求項４】
粒子状の固体材料および液体材料、またはコロイド粒子および前記コロイド粒子の分散
媒を、体積比率が液性限界以上かつ塑性限界以下となるように混合した塑性体の混合材料
に外場を加える工程と、
前記混合材料を静置した後、前記混合材料の内部に、前記混合材料の降伏応力を超える
エネルギーを有する超音波振動を伝播させる工程と、を有し、
前記粒子状の固体材料が誘電体または磁性体であり、
前記外場は、電磁気的な外場である材料混合方法。
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【請求項５】
前記超音波振動を伝播させる工程では、前記混合材料に対して複数の方向から前記超音
波振動を伝播させる請求項１から４のいずれか１項に記載の材料混合方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、材料混合方法に関するものである。
本願は、２０１４年０２月２８日に出願された日本国特願２０１４−０３８７７７号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
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【背景技術】
【０００２】
従来、固体材料と液体材料とを混合した混合材料や、液体材料と液体材料を混合した混
合材料のように、２種以上の材料を混合するという操作は、塗料、化粧品、建築等の多く
の分野において多く行われている。このような混合材料は、濃度によって挙動が大きく変
化する。
【０００３】
例えば、発明者らの検討により、固体材料と液体材料とを混合した固液混合材料は、塑
性を発現するほど固体材料が高濃度となると、撹拌時の流れや振動などの力学的な外場を
受けることで、外場の方向に応じて内部にミクロで異方的な疎密構造が形成されることが
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分かった（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
例えば、高濃度の固液混合材料を一方向に往復させ振動させると、固液混合材料の内部
には、振動方向に生じる圧縮波に起因した疎密構造が形成される。また、高濃度の固液混
合材料を流動させると、固液混合材料の内部には、流れのせん断応力に起因した疎密構造
が形成される。すなわち、固液混合材料には、力学的な外場に応じて、異方性を有する疎
密構造が形成される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】A. Nakahara and Y. Matsuo,

Imprinting memory into paste and it

s visualization as crack patterns in drying process
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, J. Phys. Soc. Jpn., Vol.

74, No. 5, May, 2005, p. 1362‑1365.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上述のように、一見すると均一に見える固液混合材料が、ミクロに見ると異方的な疎密
構造を有している場合、例えば、次のような課題が生じうる。
【０００７】
上記現象について、固液混合材料としてモルタルを想定した場合、内部に異方的な疎密
構造が形成されたモルタルから得られるコンクリート体には、強度に異方性を有するおそ
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れがある。
【０００８】
また、固液混合材料において化学反応を進行させる場合、密な部分では相対的に疎な部
分よりも反応が生じやすいことが予想される。すなわち、反応系全体としては、化学反応
が進行しやすい箇所と進行しにくい箇所とが生じることとなる。そのような反応系では、
反応が不均一に生じるおそれがある。
【０００９】
しかしながら、固液混合材料の内部の異方的な疎密構造については、従来、検討自体が
なされていなかった。したがって、固液混合材料の異方的な疎密構造を消去する技術につ
いては知られていなかった。
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【００１０】
以上、疎密構造を有する混合材料が固液混合材料である場合について説明した。しかし
、例えば、液体材料と液体材料とを混合する場合であっても、一方の液体材料が他方の液
体材料中にコロイド状に分散した分散系の場合、液体材料と液体材料との混合材料が塑性
を有するときには、混合材料中に上述の疎密構造が形成され得る。その場合には、同様の
課題が生じるおそれがある。
【００１１】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、混合材料が内包する疎密構造
の異方性を低減することができる材料混合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】
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【００１２】
上記の課題を解決するため、本発明の一態様は、粒子状の固体材料および液体材料、ま
たはコロイド粒子および前記コロイド粒子の分散媒を、体積比率が液性限界以上かつ塑性
限界以下となるように混合した混合材料に外場を加える工程と、前記混合材料を静置した
後、前記混合材料の内部に、前記混合材料の降伏応力を超えるエネルギーを有する超音波
振動を伝播させる工程と、を有する材料混合方法を提供する。
【００１３】
本発明の一態様においては、前記外場は、力学的な外場であってもよい。
【００１４】
本発明の一態様においては、前記粒子状の固体材料が誘電体または磁性体であり、前記
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外場は、電磁気的な外場であってもよい。
【００１５】
また、本発明の一態様は、粒子状の固体材料および液体材料、またはコロイド粒子およ
び前記コロイド粒子の分散媒を、体積比率が液性限界以上かつ塑性限界以下となるように
混合しながら、得られる混合材料の内部に、前記混合材料の降伏応力を超えるエネルギー
を有する超音波振動を伝播させる工程を有する材料混合方法を提供する。
【００１６】
また、本発明の一態様は、粒子状の固体材料および液体材料、またはコロイド粒子およ
び前記コロイド粒子の分散媒を、体積比率が液性限界以上かつ塑性限界以下となるように
混合して得られる混合材料を静置した状態で、前記混合材料の内部に、前記混合材料の降
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伏応力を超えるエネルギーを有する超音波振動を伝播させる工程を有する材料混合方法を
提供する。
【００１７】
本発明の一態様においては、前記超音波振動を伝播させる工程では、前記固液混合材料
に対して複数の方向から前記超音波振動を伝播させる方法としてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、混合材料が内包する疎密構造の異方性を低減することができる材料混
合方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１Ａ】実施例の結果を示す写真である。
【図１Ｂ】比較例の結果を示す写真である。
【図２】実施例で用いる実験装置を示す模式図である。
【図３Ａ】実施例の結果を示す写真である。
【図３Ｂ】実施例の結果を示す写真である。
【図３Ｃ】実施例の結果を示す写真である。
【図３Ｄ】比較例の結果を示す写真である。
【図４】実施例の結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
本実施形態に係る第１の材料混合方法は、粒子状の固体材料および液体材料、またはコ
ロイド粒子および前記コロイド粒子の分散媒を、体積比率が液性限界以上かつ塑性限界以
下となるように混合した混合材料に外場を加える工程と、前記混合材料を静置した後、前
記混合材料の内部に、前記混合材料の降伏応力を超えるエネルギーを有する超音波振動を
伝播させる工程と、を有する。
【００２１】
または、本実施形態に係る第２の材料混合方法は、粒子状の固体材料および液体材料、
またはコロイド粒子および前記コロイド粒子の分散媒を、体積比率が液性限界以上かつ塑
性限界以下となるように混合しながら、得られる混合材料の内部に、前記混合材料の降伏
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応力を超えるエネルギーを有する超音波振動を伝播させる工程を有する。
【００２２】
または、本実施形態に係る第３の材料混合方法は、粒子状の固体材料および液体材料、
またはコロイド粒子および前記コロイド粒子の分散媒を、体積比率が液性限界以上かつ塑
性限界以下となるように混合して得られる混合材料を静置した状態で、前記混合材料の内
部に、前記混合材料の降伏応力を超えるエネルギーを有する超音波振動を伝播させる工程
を有する。
【００２３】
ここで、本明細書において「体積比率」とは、具体的には下記式（１）または式（２）
で表される値を指す。体積比率の単位は「％」である。
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【００２４】
【数１】

【００２５】
【数２】
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【００２６】
混合する材料が固体材料と液体材料とである場合には、上記式（１）によって体積比率
を定義する。また、混合する材料がコロイド粒子と分散媒とである場合には、上記式（２
）によって体積比率を定義する。
【００２７】
また、本明細書において、「混合材料の降伏応力」は、混合材料を調整した後、レオメ
ーター（Physica MCR301、アントンパール社製）を用いて求められる値を指す。
【００２８】
降伏応力の具体的な測定方法は次の通りである。
混合材料を水平に設置した２枚のパラレルプレートで挟み、下部のパラレルプレートを
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固定した状態で上部のパラレルプレートにトルクを加えて一方向に回転させる。これによ
り、２枚のパラレルプレートで挟んだ混合材料にせん断応力を加える。せん断応力の強さ
の関数として混合材料の流動性を表すせん断速度を測定することにより、混合材料が流動
を始める時のせん断応力が得られる。この「混合材料が流動を始める時のせん断応力」を
、求める降伏応力とする。
【００２９】
また、本明細書において「液性限界」とは、固体材料と液体材料、またはコロイド粒子
と分散媒を混合して得られる液状の混合材料について、液状と塑性状態との境界の体積比
率を指す。具体的には、上述の方法で固液混合材料の降伏応力を測定したときに、降伏応
力の値が０Ｐａとなる体積比率を指す。
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【００３０】
また、本明細書において「塑性限界」とは、固体材料と液体材料、またはコロイド粒子
と分散媒を混合して得られる混合材料について、塑性状態と半固体状との境界の体積比率
を指す。具体的には、上述の方法で混合材料の降伏応力を測定したときに、降伏応力が測
定限界を超える体積比率を指す。
【００３１】
すなわち、混合材料の体積比率が、液性限界以上かつ塑性限界以下である場合、混合材
料は塑性体である。
【００３２】
混合材料の「液性限界」「塑性限界」は、用いる固体材料および液体材料の組み合わせ
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、またはコロイド粒子と分散媒の組み合わせに応じて変化する値である。そのため、本発
明の材料混合方法を実施する前に、予備実験を行いそれぞれの値を求めておくとよい。
【００３３】
また、混合材料の「降伏応力」は、混合材料の体積比率に応じて変化する値である。そ
のため、本発明の材料混合方法を実施する前に、予備実験を行い、複数の体積比率ごとに
降伏応力を求め、混合材料の体積比率と降伏応力との関係を示す対応表やグラフを作成し
ておくとよい。
以下、本実施形態の材料混合方法について順に説明する。
【００３４】
（固体材料）
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本実施形態の材料混合方法においては、固体材料として、粒子状であり、液体材料と混
合して塑性体を形成するものであれば、無機材料と有機材料とのいずれも用いることがで
きる。ここで「粒子状」とは、粉状および粒状の両方を含む。固体材料の粒子径分布は、
単分散であってもよく、多分散であってもよい。
【００３５】
また、固体材料は、後述の液体材料に対して不溶であってもよく、溶解性を有していて
もよい。固体材料が液体材料に対して溶解性を有する場合、固体材料を液体材料の飽和濃
度以上に混合することにより、液体材料中に固体材料が分散している状態の混合材料には
、本実施形態の液体混合方法を適用することができる。
【００３６】
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有機材料としては、でんぷん（コーンスターチ、片栗粉、馬鈴薯でんぷん）、小麦粉、
米粉などの食品粉末であってもよく、種々の有機化合物の粉末であってもよい。
【００３７】
無機材料としては、炭酸カルシウム、フッ化カルシウム、塩基性炭酸マグネシウム（別
名：炭酸水酸化マグネシウム（ｍＭｇＣＯ３・Ｍｇ（ＯＨ）２・ｎＨ２Ｏ，代表的な値は
ｍ＝４，ｎ＝５））などの塩；
カオリンやベントナイトに代表される粘土、泥などの鉱物；
石炭、活性炭、グラフェン、カーボンナノチューブなどの炭素素材；
金属酸化物；を挙げることができる。
【００３８】
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金属酸化物としては、酸化マグネシウム、磁性酸化鉄、酸化チタン、チタン酸バリウム
のような１種類の金属を含む酸化物であってもよく、ＬｉＣｏＯ２、Ｌｉ２ＦｅＯ４、Ｉ
ＴＯ（インジウム−錫−酸化物）など、２種類以上の金属を含む酸化物であってもよい。
【００３９】
（液体材料）
また、本実施形態の材料混合方法において用いる液体材料としては、水および有機溶媒
のいずれであってもよい。有機溶媒としては、メタノール、エタノールなどのアルコール
、ヘキサン、デカン、石油エーテルのような炭化水素の他、エーテル、ケトン、アミン、
エステルなど、通常知られた種々のものを用いることができる。
【００４０】
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なお、液体材料には、液体材料に可溶な物質が溶解していてもよい。「可溶な物質」は
、有機物であってもよく、無機物であってもよい。
【００４１】
これらの固体材料および液体材料は、それぞれ１種のみ用いてもよく、２種以上を併用
してもよい。
【００４２】
（材料混合方法）
次いで、材料混合方法について説明する。
第１の材料混合方法では、まず、上述の固体材料と液体材料、またはコロイド粒子と分
散媒を、液性限界以上かつ塑性限界以下の体積比率となるように混合する。これにより、
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塑性体の混合材料が得られる。
【００４３】
しかし、混合材料が塑性体である（液性限界以上かつ塑性限界以下の体積比率である）
と、混合材料が外場を受けた場合には、混合材料の内部に、外場の方向に応じて異方性を
有するミクロな疎密構造が形成される。
【００４４】
本明細書で対象とする「外場」とは、「力学的な外場」と「電磁気的な外場」との両方
を含む。
「力学的な外場」とは、混合材料を撹拌したり流動させたりする場合に混合材料に加わ
るせん断力や、混合材料を一方向に往復させて混合材料に加える振動などを指す。
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「電磁気的な外場」には、「電気的な外場」と「磁気的な外場」とを含む。「電磁気的
な外場」とは、混合材料を構成する固体粒子が誘電体や磁性体である場合に、混合材料に
対して加わる電気的または磁気的な外力を指し、例えばクーロン力やローレンツ力が挙げ
られる。電磁気的な外場は、定常的であってもよく時間変動してもよい。電磁気的な外場
が定常的であるものとしては、直流電流に起因したものが挙げられる。また、電磁気的な
外場が時間変動するものとしては、交流電流に起因したものが挙げられる。
【００４５】
例えば、混合材料を撹拌していると、撹拌の流れ方向に交差する方向に疎密構造が形成
される。また、混合材料を流動させると、流動方向に交差する方向に疎密構造が形成され
る。詳しくは、撹拌の流れ方向や流動方向に沿って延在する「疎」な部分と、撹拌の流れ
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方向や流動方向に沿って延在する「密」な部分とが、撹拌の流れ方向や流動方向と交差す
る方向に交互に複数形成される。
【００４６】
また、誘電体や磁性体を分散質として用いた混合材料に対し、電場あるいは磁場を印加
すると、電場方向や磁場方向と交差する方向に疎密構造が形成される。詳しくは、電場方
向や磁場方向に沿って延在する「疎」な部分と、電場方向や磁場方向に沿って延在する「
密」な部分とが、電場方向や磁場方向と交差する方向に交互に複数形成される。
【００４７】
また、固液混合材料を振とうさせると、加振方向に疎密構造が形成される。詳しくは、
加振方向に交差する方向に延在する疎な部分と、加振方向に交差する方向に延在する密な
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部分とが、加振方向に交互に複数形成される。
【００４８】
そのため、本実施形態の第１の材料混合方法では、混合材料を静置した後、混合材料の
内部に混合材料の降伏応力を超えるエネルギーを有する超音波振動を伝播させる（超音波
振動を伝播させる工程）。これにより、混合材料の内部では、固体材料、またはコロイド
粒子が揺さぶられ、ミクロに異方的な疎密構造が減少し、均一な構造の混合材料とするこ
とができる。
【００４９】
例えば、第１の材料混合方法を用いて得られた混合材料を固化または硬化させると、内
部に疎密構造を有さない均一な構造の成形体を得ることができる。
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【００５０】
また、第２の材料混合方法では、上述の固体材料と液体材料とを、液性限界以上かつ塑
性限界以下の体積比率となるように混合しながら、得られる混合材料の内部に、混合材料
の降伏応力を超えるエネルギーを有する超音波振動を伝播させる。
【００５１】
上述の体積比率の混合材料の混合中において、混合材料の内部では、ある瞬間には混合
により加わる外場に起因した異方的な疎密構造が形成され、またある瞬間には混合による
外場に起因した新たな疎密構造が形成される。すなわち、混合材料の内部では、常に疎密
構造が形成されている。
【００５２】
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そのため、本実施形態の第２の材料混合方法では、混合しながら混合材料の内部に超音
波振動を伝播させる。これにより、混合材料の混合中において固体材料、またはコロイド
粒子が揺さぶられ、ミクロで異方的な疎密構造の形成を抑制し、均一な構造の混合材料と
することができる。
【００５３】
例えば、第２の材料混合方法を用いて固体材料と液体材料、またはコロイド粒子と分散
媒を混合しながら、混合材料中で化学反応を生じさせると、ミクロな反応場において濃度
差が小さくなる。そのため、より揃った濃度条件で化学反応を起こさせることができる。
【００５４】
また、本実施形態の第３の材料混合方法では、混合して得られた混合材料を静置した状
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態で、混合材料の内部に超音波振動を伝播させる。これにより、混合材料の混合中におい
て固体材料、またはコロイド粒子が揺さぶられ、ミクロで異方的な疎密構造の形成を抑制
し、均一な構造の混合材料とすることができる。
【００５５】
超音波振動の伝播は、通常、超音波振動子を用いて行う。超音波振動の伝播は、混合材
料に対して複数の方向から行ってもよい。この複数の方向からの超音波照射は、例えば、
１つの超音波振動子を用い、複数の方向から超音波照射を行うことで実現してもよく、複
数の超音波振動子を用いて超音波照射を行うことで実現してもよい。
【００５６】
混合材料の内部に伝播させる超音波振動は、混合材料の内部で徐々にエネルギーを失い
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、いずれ混合材料の降伏応力を下回るまで減衰する。そのため、例えば、第１の材料混合
方法および第３の材料混合方法において、一か所からの一方向の超音波照射では混合材料
の全体に超音波振動を伝播させることが困難である場合が想定される。例えば、静置する
混合材料の量が多い、または静置する混合材料が貯留されている容器が長尺である、など
の場合である。そのような場合であっても、複数の方向から超音波照射を行うことで、所
望の領域に超音波照射をすることができる。
【００５７】
なお、混合材料に対し複数の方向から超音波振動を伝播させる場合、混合材料の全体に
超音波振動を伝播させることとしてもよく、一部の領域に超音波振動を伝播させ、残る領
域は超音波照射を行わないということも可能となる。
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【００５８】
例えば、混合材料としてモルタルを想定した場合、一部の領域には超音波照射を行い、
残る領域には超音波照射を行わないという処理をすると、一部の領域では均一な内部構造
を有し、残る領域では疎密構造を有する混合材料が得られる。このようなモルタルから得
られるコンクリート成形体は、均一な内部構造のモルタルに対応する部分と比べ、疎密構
造を有するモルタルに対応する部分は相対的に低強度となると予想される。そのため、柱
状や板状などの簡単な形状であっても、切欠きの形成や厚みの変更をすることなく、部分
によって強度の違いを有するコンクリート成形体とすることができる。
【００５９】
また、第２の材料混合方法においても、混合材料の量が多い、混合材料を混合する容器
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が大きいというような場合に、複数の方向から超音波照射を行うことで、所望の領域に超
音波照射をすることができる。
【００６０】
例えば、第２の材料混合方法を用いて固体材料と液体材料とを混合しながら、混合材料
中で化学反応を生じさせる場合に、複数の方向から超音波照射を行うことで、反応系全体
の濃度条件を揃えて化学反応を起こさせることができる。
【００６１】
以上のような材料混合方法によれば、混合材料が内包する疎密構造の異方性を低減する
ことができる材料混合方法を提供することができる。
【００６２】
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以上、本発明に係る好適な実施の形態例について説明したが、本発明は係る例に限定さ
れないことは言うまでもない。上述した例は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない
範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。
【実施例】
【００６３】
以下に本発明を実施例により説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもので
はない。
【００６４】
［１．外観観察］
まず、本実施例においては、モデル実験により発明の効果を確かめた。
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【００６５】
以下のモデル実験では、固液混合材料を調整した後、室温・低湿度で乾燥させて、乾燥
物を乾燥破壊させ、破壊の様子を観察することで、固液混合材料内の異方的な疎密構造を
確認した。
【００６６】
塑性体の固液混合材料を乾燥させると、疎密構造を保ったまま乾燥し、乾燥物に乾燥破
壊が生じる。固液混合材料において「疎」な部分では固体材料が少ないため、乾燥物の対
応する部分でも低密度となる。このような部分は、乾燥物において固液混合材料の「密」
な部分に対応する部分よりも脆く低強度になるため、乾燥収縮によって割れやすくなる。
そのため、乾燥破壊後の亀裂の様子を観察すると、固液混合材料では亀裂に対応した「疎
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」な部分があったと判断することができる。
【００６７】
＜実験１＞
（実施例１）
固体材料として炭酸カルシウム（鹿１級、関東化学社製）、液体材料として純水を用い
、混合して複数の体積比率の固液混合材料を調整した。
【００６８】
次いで、得られた固液混合材料を、容器型超音波洗浄機（ＳＷ５８００、シチズン社製
、長軸直径１４８ｍｍ、短軸直径１２５ｍｍ）の容器に直接に入れた後、卓上振盪機（Ｆ
ＮＸ−２２０、東京硝子器械社製）を用いて水平方向に加振した。加振の条件は、以下の
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通りであった。
〈条件〉
振動数：４０ｒｐｍ、振幅：１５ｍｍ、加振時間：１分間
【００６９】
次いで、容器型超音波洗浄機を駆動させ、容器型超音波洗浄機内の固液混合材料に超音
波振動を直接照射した。超音波照射の条件は、以下の通りであった。
〈条件〉
振動数：４２ｋＨｚ、照射時間：１分間
【００７０】
超音波照射後、温度２４℃±１℃、湿度３０％±１０で固液混合材料を乾燥させ、乾燥
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物を乾燥破壊させて、破壊の様子を観察した。
【００７１】
（比較例１）
超音波照射を行わないこと以外は実施例１と同様にして、乾燥物を乾燥破壊させて破壊
の様子を観察した。
【００７２】
図１Ａおよび図１Ｂは、乾燥物に生じた亀裂の様子を示す写真である。図１Ａは実施例
１、図１Ｂは比較例１の結果を示す。また、図中の両矢印は、卓上振盪機を用いた水平加
振の方向を示している。
【００７３】
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図１Ａに示すように、実施例１の乾燥物においては、亀裂が等方的に生じた。対して、
図１Ｂに示すように、比較例１の乾燥物においては、加振方向と直交する方向に縞状の亀
裂が形成された。実施例１では、超音波照射により固液混合材料の内部の異方的な疎密構
造が減少または消滅した結果、乾燥破壊時に異方性を生じるほどの疎密構造が無くなった
ことを示していると思われる。
【００７４】
＜実験２＞
（実施例２）
固体材料をフッ化カルシウム（鹿１級、関東化学社製）とし、液体材料をエタノールと
し、体積比率を２０％、加振時の振動数を１２０ｒｐｍとしたこと以外は、実施例１と同
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様にして、乾燥物を乾燥破壊させて破壊の様子を観察した。
【００７５】
（実施例３）
固体材料を炭酸水酸化マグネシウム（鹿１級、関東化学社製）とし、体積比率を７．７
％、加振時の振動数を１２０ｒｐｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、乾燥物を
乾燥破壊させて破壊の様子を観察した。
【００７６】
（実施例４）
体積比率を１２．５％としたこと以外は、実施例３と同様にして、乾燥物を乾燥破壊さ
せて破壊の様子を観察した。
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【００７７】
（実施例５）
固体材料をコーンスターチ（特級、和光純薬社製）とし、体積比率を４７．４％、加振
時の振動数を６０ｒｐｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、乾燥物を乾燥破壊さ
せて破壊の様子を観察した。
【００７８】
（実施例６）
液体材料を塩化ナトリウム（特級、関東化学社製）の０．１ｍｏｌ／Ｌ水溶液とし、体
積比率を２５％、加振時の振動数を９９ｒｐｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして
、乾燥物を乾燥破壊させて破壊の様子を観察した。
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【００７９】
（実施例７）
体積比率を３５％としたこと以外は、実施例６と同様にして、乾燥物を乾燥破壊させて
破壊の様子を観察した。
【００８０】
（比較例２〜７）
超音波照射を行わないこと以外は、対応する実施例と同様にして、乾燥物を乾燥破壊さ
せて破壊の様子を観察した。
【００８１】
実施例１〜７の結果を表１に示す。表では、各実施例の亀裂パターンと、対応する比較
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例の亀裂パターンとを比較した結果を示した。
【００８２】
表中、結果の欄に示す「Ａ」とは、対応する比較例における亀裂パターンが消滅し、等
方的な亀裂パターンが観察されたことを示す。また、結果の欄に示す「Ｂ」とは、対応す
る比較例における亀裂パターンと同様のパターンは見て取れるものの、異方性が弱まった
亀裂パターンが観察されたことを示す。
【００８３】
【表１】
10

20

【００８４】
評価の結果、固体材料、液体材料を変更しても、超音波照射により固液混合材料の内部
の異方的な疎密構造を減少または消滅させることが分かった。
【００８５】
＜実験３＞
図２は、実験３で用いる実験装置１００を示す模式図である。実験装置１００は、加振
装置１０と超音波照射装置２０とを有している。
【００８６】
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加振装置１０は、基台Ｂ上に載置された加振器１１と、加振器１１上に載置されたスタ
ンド１２と、スタンド１２に設けられたアーム１３と、を有している。超音波照射装置２
０は、昇降機２１と、昇降機２１上に載置された水槽２２と、水槽２２の底面に載置され
た超音波振動子２３と、を有している。
【００８７】
加振器１１は、卓上振盪機（ＦＮＸ−２２０、東京硝子器械社製）を用いる。スタンド
１２に設けられたアーム１３は、水槽２２の側壁を跨いで水槽２２の内部にまで延在して
いる。アーム１３の先端には、固液混合材料を貯留するシャーレ１が保持されている。
【００８８】
昇降機２１は、水槽２２および超音波振動子２３を昇降させる。水槽２２には水Ｗが底
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面から３８ｃｍの高さまで貯留されている。超音波振動子２３の高さが８ｃｍなので、こ
の状況は「超音波が発振される超音波振動子の表面」から水面までの距離が３０ｃｍの場
合に相当する。超音波振動子２３は、振動数が変更可能な仕様となっている。超音波振動
子２３から発振される超音波振動は、底面側から水面側に水Ｗを介して伝播する。図中、
超音波振動の伝播方向を符号βで示す。
【００８９】
このような実験装置１００では、まず昇降機２１を下降させ、シャーレ１が水Ｗの水面
から離れた状態として、シャーレ１内に固液混合材料を貯留する。この状態で、加振器１
１を可動すると、図中符号αで示した両矢印方向にスタンド１２が往復運動する。スタン
ド１２の動きはアーム１３を介してシャーレ１に伝わるため、シャーレ１が符号αで示す
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両矢印方向に加振される。これにより、固液混合材料を加振しせん断力を加える。
【００９０】
次いで、加振器１１を停止し、シャーレ１内の固液混合材料を静置した状態で、昇降機
２１を、シャーレ１のおもて側底面が水Ｗの水面に接触するまで上昇させる。この状態で
、超音波振動子２３を駆動し、水Ｗを介してシャーレ１内の固液混合材料に超音波振動を
伝播させる。
【００９１】
（実施例８）
実験装置１００を用いて、固液混合材料に対し３７ｋＨｚの超音波振動を伝播させたこ
と以外は、実施例１と同様にして、乾燥物を乾燥破壊させて破壊の様子を観察した。
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【００９２】
（実施例９）
固液混合材料に対し７１ｋＨｚの超音波振動を伝播させたこと以外は、実施例８と同様
にして、乾燥物を乾燥破壊させて破壊の様子を観察した。
【００９３】
（実施例１０）
固液混合材料に対し１０２ｋＨｚの超音波振動を伝播させたこと以外は、実施例８と同
様にして、乾燥物を乾燥破壊させて破壊の様子を観察した。
【００９４】
（比較例８）
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超音波照射を行わないこと以外は実施例８と同様にして、乾燥物を乾燥破壊させて破壊
の様子を観察した。
【００９５】
図３Ａ〜図３Ｄは、乾燥物に生じた亀裂の様子を示す写真である。図３Ａは実施例８、
図３Ｂは実施例９、図３Ｃは実施例１０、図３Ｄは比較例８の結果を示す。また、図中の
両矢印は、水平加振の方向を示している。
【００９６】
図３Ａ〜図３Ｃに示すように、実施例８〜１０の乾燥物においては、亀裂が等方的に生
じた。対して、図３Ｄに示すように、比較例８の乾燥物においては、加振方向と直交する
方向に縞状の亀裂が形成された。実施例８〜１０では、超音波照射により固液混合材料の
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内部の異方的な疎密構造が減少または消滅した結果、乾燥破壊時に異方性を生じるほどの
疎密構造が無くなったことを示していると思われる。
【００９７】
［２．破壊強度］
次いで、本実施例においては、セメント試験片の破壊強度を測定することにより発明の
効果を確かめた。
【００９８】
（実施例１１）
（ａ．セメントペーストの作製）
水と砂入りセメント（トーヨーマテラン社製、インスタントセメント（汎用セメント）
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）とを、質量比で水：セメント＝３：１０の割合となるようにそれぞれ秤量して１分間混
合し、セメントペーストを作製した。なお、用いたインスタントセメントは、ポルトラン
ドセメント、シリカサンド、接着剤を含むものである。また、セメントペーストの作製法
は、用いた砂入りセメントの製品袋に記載された方法に従ったものである。
【００９９】
（ｂ．セメントペーストの充填）
次いで、７６ｍｍ×２７ｍｍ×３０ｍｍの直方体状の空間を有するシリコン容器にセメ
ントペーストを、４８ｇ流し込んだ。シリコン容器は、セメントペーストの充填前に、予
め容器型超音波洗浄機（ＳＷ５８００、シチズン社製、長軸直径１４８ｍｍ、短軸直径１
２５ｍｍ）の容器に配置させていた。
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【０１００】
（ｃ．セメントペーストへの加振）
次いで、振盪機（ＴＡＩＴＥＣ社製、トリプルシェイカーＮＲ−８０）を用い、シリコ
ン容器および容器型超音波洗浄機ごと、セメントペーストを水平方向に加振した。加振の
条件は、以下の通りであった。
〈条件〉
振動数：６０ｒｐｍ、振幅：シリコン容器の長尺方向に１５ｍｍ、加振時間：１分間
【０１０１】
（ｄ．セメントペーストへの超音波照射）
水平振動の停止後、容器型超音波洗浄機の容器内に水を張り、容器型超音波洗浄機を駆
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動させ、容器型超音波洗浄機内の固液混合材料に超音波振動を直接照射した。超音波照射
の条件は、以下の通りであった。
〈条件〉
振動数：４２ｋＨｚ、照射時間：１分間
【０１０２】
（ｅ．セメントペーストの固化）
超音波照射後、温度２４℃±１℃、湿度３０％±１０でセメントペーストを静置保存し
、固化させてセメント試験片を作製した。得られたセメント試験片は、長さ：約７６ｍｍ
×幅：約２７ｍｍ×厚み：約１１ｍｍであり、質量：約４０ｇであった。
【０１０３】
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（比較例９）
上記（ｄ．セメントペーストへの超音波照射）を行わなかったこと以外は、実施例１１
と同様にして、比較例９のセメント試験片を作製した。
【０１０４】
（比較例１０）
上記（ｃ．セメントペーストへの加振）および（ｄ．セメントペーストへの超音波照射
）を行わなかったこと以外は、実施例１１と同様にして、比較例１０のセメント試験片を
作製した。
【０１０５】
（破壊強度の測定）
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得られたセメント試験片について、卓上型精密万能試験機（島津製作所製、オートグラ
フＡＧＳ−Ｘ）を用い、３点曲げ法により破壊強度測定を行った。具体的には、固化した
セメント試験片をシリコン容器から取出し、固化させた時の鉛直上下方向を保ったまま取
り出したセメント試験片を試験機に設置して破壊強度測定を行った。
【０１０６】
ただし、比較例１０のセメント試験片については、試験片の表面のうち、試験機の圧子
が接触する領域を、やすり掛けして平らになるように加工した後に、破壊強度測定を行っ
た。やすり掛けは、圧子からの応力が局所的に集中することを防ぐため、圧子が接触する
領域の凹凸を除去することを目的とするものである。
【０１０７】
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破壊強度の測定値に対するやすり掛けの影響については、別途、実施例１１および比較
例９のセメント試験片を用いて評価した。この評価により、比較例１０のサンプル試験片
に施す程度のやすり掛けは、破壊強度の評価結果に影響しないことを確認した。
【０１０８】
破壊強度測定の測定条件は以下の通りであった。
〈条件〉
圧子先端半径：５ｍｍ、圧子先端幅：３４ｍｍ、支点先端半径：５ｍｍ、支点先端幅：
３４ｍｍ、支点間距離（スパン）：５０ｍｍ、圧子下降速度：１ｍｍ／分
【０１０９】
破壊強度測定は、長さ、幅、厚み、質量を測定した１０個のセメント試験片について行
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った。各セメント試験片について、求められる最大点応力（単位：Ｎ／ｍｍ２）の算術平
均値（ｎ＝１０）を破壊強度とした。また、各セメント試験片の最大点応力について、標
準偏差を求めた。
【０１１０】
実施例１１、比較例９，１０の結果を表２および図４のグラフに示す。図４のグラフに
おいて各実施例、比較例の結果を示す３点のうち、中心の点は、各結果の平均値を示し、
上下の点は、標準偏差を示す。
【０１１１】
【表２】
10

20

30

【０１１２】
評価の結果、実施例１１は、比較例９と比べて１．２倍ほど破壊強度が増加することが
分かった。実施例１１のセメント試験片は、超音波照射によりセメントペーストの内部の
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異方的な疎密構造が減少または消滅した結果、比較例９のセメント試験片と比べて内部が
一様となり、試験応力が集中しやすい「疎」な構造が無くなったことを示していると思わ
れる。
【０１１３】
また、比較例９と比較例１０との破壊強度の違いは、加振によりセメントペースト中の
気泡が抜けたり、骨材であるシリカサンドのアーチ構造が崩れたりすることで、セメント
試験片の内部の疎密構造が減少または消滅したことによるものと思われる。
【０１１４】
以上の結果から、本発明の有用性を確認することができた。
【産業上の利用可能性】
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【０１１５】
本実施形態の材料混合方法によれば、混合材料の異方構造（疎密構造）を低減または消
去し、混合材料の内部構造を容易に均一化することができることから、固液混合材料を用
いて得られるコンクリート等の建材；無機微粒子を分散混合する化粧品、塗料、炭素素材
、電子材料；有機材料を分散混合する食品；などの原料を混合する際に有用である。
また、粉末焼結方式、粉末石膏方式、インクジェット方式の３Ｄプリンタにおいては、
造形物を構成する粉末等の粒子が、分散媒や硬化前の液状樹脂で濡れている状態（完全に
硬化する前）で本実施形態の材料混合方法を実施することで、造形物の形状を保持したま
ま、ミクロな異方性を消去することができる。一般に、３Ｄプリンタによって得られた造
形物は層構造を有するが、本実施形態の材料混合方法を実施することで、層間の異方性を
消去し、より強固な構造物することが期待できる。
また、本実施形態の材料混合方法を用いて材料を混合しながら化学反応を生じさせると
、均一な反応が期待できることから、化学プラントにおいて原料を混合する際に有用であ
る。
【符号の説明】
【０１１６】
１０…加振装置、１１…加振器、１２…スタンド、１３…アーム、２０…超音波照射装置
、２１…昇降機、２２…水槽、２３…超音波振動子、１００…実験装置、Ｂ…基台、Ｗ…
水、α…水平加振方向、β…超音波振動の伝播方向

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｃ】

【図３Ｂ】

【図３Ｄ】

【図４】
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