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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融金属を吐出する溶融金属供給部と、
　前記溶融金属供給部の下方に設置される筒体と、前記溶融金属供給部から吐出された前
記溶融金属を冷却する冷却液の流れを、前記筒体内に形成する冷却液流形成部と、を有す
る金属粉末製造装置であって、
　前記冷却液流形成部は、前記筒体の軸方向の上部から下部に向けて冷却液を前記筒体の
内周壁に沿って流出し、前記筒体内に前記冷却液の流れを形成し、
　前記冷却液流形成部は、
　第１の流路断面積を有しており内部に前記冷却液を流入させる流入部と、
　前記流入部から前記軸方向の下部へ向けて、前記第１の流路断面積より広い第２の流路
断面積まで、徐々に流路断面積が広がる拡大流路部と、
　前記第２の流路断面積より狭い第３の流路断面積を有しており前記内周壁に沿って膜状
に前記冷却液を流出させる冷却液吐出部と、を有することを特徴とする金属粉末製造装置
。
【請求項２】
　前記冷却液吐出部は、前記筒体における前記内周壁の同心円方向に沿って延びているこ
とを特徴とする請求項１に記載の金属粉末製造装置。
【請求項３】
　複数の前記冷却液流形成部を有しており、
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　複数の前記冷却液流形成部は、前記筒体の前記軸方向に対する直交面に沿って、かつ、
前記筒体における前記内周壁の同心円方向に沿って配置されていることを特徴とする請求
項１または請求項２に記載の金属粉末製造装置。
【請求項４】
　冷却液形成部が、溶融金属供給部の下方に設置される筒体の内周壁に沿って冷却液の流
れを形成する工程と、
　前記溶融金属供給部から溶融金属を前記冷却液の流れに向けて吐出する工程と、を有す
る金属粉末の製造方法であって、
　前記冷却液の流れを形成する工程では、前記冷却液形成部が、前記筒体の上部から下方
に向けて前記冷却液を、前記筒体の前記内周壁に沿って流出し、
　前記冷却液流形成部は、
　第１の流路断面積を有しており内部に前記冷却液を流入させる流入部と、
　前記流入部から前記軸方向の下部へ向けて、前記第１の流路断面積より広い第２の流路
断面積まで、徐々に流路断面積が広がる拡大流路部と、
　前記第２の流路断面積より狭い第３の流路断面積を有しており前記内周壁に沿って膜状
に前記冷却液を流出させる冷却液吐出部と、を有することを特徴とする金属粉末の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属粉末製造装置と金属粉末の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば特許文献１に示すように、いわゆるガスアトマイズ法を用いて金属粉末を製造
する金属粉末製造装置とその装置を用いた製造方法が知られている。従来の装置は、溶融
金属を吐出する溶融金属供給容器と、この溶融金属供給容器の下方に設置される筒体と、
溶融金属供給部から吐出された溶融金属を冷却する冷却液の流れを、筒体の内周壁に沿っ
て形成する冷却液層形成部と、を有する。
【０００３】
　冷却液層形成手段は、冷却用筒体の内周壁の接線方向に向けて線状に冷却液を噴射し、
冷却液を冷却容器の内周壁に沿って旋回させながら流下させることにより、冷却液層を形
成している。冷却液層を用いることで、溶滴を急冷し、高機能性の金属粉末を製造するこ
とができることが期待されている。
【０００４】
　しかしながら、従来の装置では、冷却用筒体の内周壁の接線方向に向けて冷却液を線状
に噴射したとしても、冷却液の一部は、筒体の内周壁に衝突して跳ね返り、冷却液の流れ
に多量の空気を巻き込む問題を生じ、十分な冷却作用を奏することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－８０８１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、このような実状に鑑みてなされ、その目的は、優れた冷却作用を奏する金属
粉末製造装置と、それを用いる金属粉末の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る金属粉末製造装置は、
　溶融金属を吐出する溶融金属供給部と、
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　前記溶融金属供給部の下方に設置される筒体と、前記溶融金属供給部から吐出された前
記溶融金属を冷却する冷却液の流れを、前記筒体内に形成する冷却液流形成部と、を有す
る金属粉末製造装置であって、
　前記冷却液流形成部は、前記筒体の軸方向の上部から下部に向けて膜状に広がる冷却液
を前記筒体の内周壁に沿って流出し、前記筒体内に前記冷却液の流れを形成することを特
徴とする。
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明に係る金属粉末の製造方法は、
　溶融金属供給部の下方に設置される筒体の内周壁に沿って冷却液の流れを形成する工程
と、
　前記溶融金属供給部から溶融金属を前記冷却液の流れに向けて吐出する工程と、を有す
る金属粉末の製造方法であって、
　前記冷却液の流れを形成する工程では、前記筒体の上部から下方に向けて膜状に広がる
前記冷却液を、前記筒体の前記内周壁に沿って流出することを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る金属粉末製造装置および金属粉末の製造方法では、筒体の軸方向の上部か
ら下部に向けて膜状に広がる冷却液を、筒体の内周壁に沿って流出し、筒体内に前記冷却
液の流れを形成する。従来の金属粉末製造装置では、冷却液を線状に流出させていたため
、冷却液の流れの中に多くの空気を巻き込む問題を生じていたが、本発明では冷却液を膜
状に広がるように、筒体上方から可能へ向けて流出することで、冷却液の流れの中に空気
等の雰囲気ガスを巻き込む問題を効果的に抑制し、冷却液による冷却効果を高めることが
できる。
【００１０】
　また、たとえば、前記冷却液流形成部は、第１の流路断面積を有しており内部に前記冷
却液を流入させる流入部と、前記流入部から前記軸方向の下部へ向けて、前記第１の流路
断面積より広い第２の流路断面積まで、徐々に流路断面積が広がる拡大流路部と、前記第
２の流路断面積より狭い第３の流路断面積を有しており前記内周壁に沿って膜状に前記冷
却液を流出させる冷却液吐出部と、を有する。
【００１１】
　このような冷却流形成部を有する金属粉末製造装置では、冷却液が拡大流路部を通過す
ることにより、冷却流が下方へ向かって広がる流れを生じるため、筒体の軸方向の上部か
ら下部に向けて膜状に広がる冷却液を好適に形成できる。また、冷却液吐出部の流路断面
積である第３の流路断面積が、拡大流路部における第２の流路断面積より狭いために、流
出する冷却液の流速を上昇させ、溶融金属の冷却効率を高めることができる。
【００１２】
　また、たとえば、前記冷却液吐出部は、前記筒体における前記内周壁の同心円方向に沿
って延びていてもよい。冷却液吐出部が内周壁の同心円方向に延びていることにより、冷
却液の流れが内周壁に沿って好適に形成されるため、冷却液の流れに空気が巻き込まれる
問題を防止することができる。
【００１３】
　また、たとえば、金属粉末製造装置は、複数の前記冷却液流形成部を有しており、複数
の前記冷却液流形成部は、前記筒体の前記軸方向に対する直交面に沿って、かつ、前記筒
体における前記内周壁の同心円方向に沿って配置されていてもよい。金属粉末製造装置に
含まれる冷却液形成部の数は、特に限定されないが、複数の冷却液形成部を同心円方向に
配置することにより、冷却液の流れが内周壁に沿って好適に形成されるため、冷却液の流
れに空気が巻き込まれる問題を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は本発明の一実施形態に係る金属粉末製造装置の概略断面図である。
【図２】図２は図１に示す金属粉末装置に含まれる冷却液流形成部及び冷却液供給部を示



(4) JP 6330958 B1 2018.5.30

10

20

30

40

50

す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。
【００１６】
　第１実施形態
　図１に示すように、本発明の一実施形態に係る金属粉末製造装置１０は、溶融金属２１
をアトマイズ法（ガスアトマイズ法）により冷却固化して、多数の金属粒子で構成された
金属粉末を得るための装置である。この金属粉末製造装置１０は、溶融金属２１を吐出す
る溶融金属供給部２０と、溶融金属供給部２０の鉛直方向の下方に配置してある冷却部３
０とを有する。図面において、鉛直方向は、Ｚ軸に沿う方向である。
【００１７】
　溶融金属供給部２０は、溶融金属２１を収容する耐熱性容器２２を有する。耐熱性容器
２２の外周には、加熱用コイル２４が配置してあり、耐熱性容器２２の内部に収容してあ
る溶融金属２１を加熱して溶融状態に維持するようになっている。耐熱性容器２２の底部
には、吐出口２３が形成してあり、そこから、冷却部３０の筒体３２の内周壁３３上に形
成された冷却液の流れ６０に向けて、溶融金属２１が滴下溶融金属２１ａとして吐出され
るようになっている。
【００１８】
　耐熱性容器２２の外底壁の外周部には、吐出口２３を囲むように、ガス噴射部２６が配
置してある。ガス噴射部２６には、ガス噴射口２７が具備してある。ガス噴射口２７から
は、吐出口２３から吐出された滴下溶融金属２１ａに向けて高圧ガスが噴射される。高圧
ガスは、吐出口２３から吐出された滴下溶融金属２１ａの周囲全周から斜め下方向に向け
て噴射され、滴下溶融金属２１ａは、多数の液滴となり、ガスの流れに沿って、円筒状部
分３２ａにおける内周壁３３上に形成された冷却液の流れ６０に向けて運ばれる。
【００１９】
　溶融金属２１は、いかなる元素を含んでいてもよく、たとえば、Ｔｉ、Ｆｅ、Ｓｉ、Ｂ
、Ｃｒ、Ｐ、Ｃｕ、Ｎｂ、Ｚｒの少なくともいずれかを含んでいるものも用いることがで
きる。これらの元素は活性が高く、これらの元素を含む溶融金属２１は、短時間の空気等
との接触により、容易に酸化して酸化膜を形成してしまい、微細化することが困難とされ
ている。金属粉末製造装置１０は、上述したようにガス噴射部２６のガス噴射口２７から
噴射するガスとして不活性ガスを用いることで、酸化しやすい溶融金属２１であっても、
酸化の進行を防ぎながら粉末化することができる。
【００２０】
　ガス噴射口２７から噴射されるガスとしては、窒素ガス、アルゴンガス、ヘリウムガス
などの不活性ガス、あるいはアンモニア分解ガス等の還元性ガスが好ましいが、溶融金属
２１が酸化しにくい金属であれば空気であってもよい。
【００２１】
　冷却部３０は、溶融金属供給部２０の下方に設置される筒体３２と、溶融金属２１を冷
却する冷却液の流れ６０を筒体３２内に形成する冷却液流形成部４０と、冷却液供給部５
０（冷却液供給部５０については図２参照）とを有する。筒体３２は、一端に冷却液流形
成部４０が接続しており溶融金属供給部２０の近くに配置される円筒状部分３２ａと、円
筒状部分３２ａの他端に接続する円錐状部分３２ｂとを有する。円筒状部分３２ａの内周
壁３３の内径は、特に限定されないが、好ましくは５０～５００ｍｍである。
【００２２】
　本実施形態では、筒体３２の軸方向Оは、鉛直線Ｚに対して所定角度θ１で傾斜してあ
る。所定角度θ１としては、特に限定されないが、好ましくは、５～４５度である。この
ような角度範囲とすることで、吐出口２３からの滴下溶融金属２１ａを、筒体３２の内周
壁３３に形成してある冷却液の流れ６０に向けて吐出させ易くなる。なお、軸方向Оの矢
印は、筒体３２の上部から下部へ向かう方向である。
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【００２３】
　筒体３２内における冷却液の流れ６０に向かって吐出された滴下溶融金属２１ａは、冷
却液の流れ６０に衝突し、急速に冷却固化され、固体状の金属粉末となる。筒体３２の軸
方向Оに沿って下方には、排出部３４が設けられ、冷却液の流れ６０に含まれる金属粉末
を冷却液と共に、外部に排出可能になっている。冷却液と共に排出された金属粉末は、外
部の貯留槽などで、冷却液と分離されて取り出される。なお、冷却液としては、特に限定
されないが、冷却水が用いられる。
【００２４】
　冷却液の流れ６０の下流側には、調整板３５が内周壁３３に固定してある。
【００２５】
　本実施形態では、冷却液流形成部４０は、筒体３２の軸方向Оの上部に設けられている
。冷却液流形成部４０は、冷却液吐出部４６を介して、筒体３２の軸方向Оの上部から下
部に向けて膜状に広がる冷却液を、筒体３２の内周壁３３に沿って流出し、筒体３２内に
冷却液の流れ６０を形成する。
【００２６】
　図１に示す冷却液流形成部４０は、筒体３２の内周壁３３に沿って膜状に広がるように
、冷却液を流出する。図２は、図１に示す冷却液流形成部４０及び冷却液供給部５０（図
１では不図示）を示す斜視図である。図２に示すように、冷却液流形成部４０は、筒体３
２の軸方向Ｏに対する直交面Ｐに沿って、かつ、筒体３２の内周壁３３の同心円方向Ｖに
沿ってリング状に配列される第１冷却液流形成部４０Ａ、第２冷却液流形成部４０Ｂ、第
３冷却液流形成部４０Ｃ、第４冷却液流形成部４０Ｄの４つの冷却液流形成部で構成され
る。第１～第４冷却液流形成部４０Ａ～４０Ｄは、同心円方向Ｖに関する配置が異なるこ
とを除き、互いに同様の形状および構造を有するため、第１冷却液流形成部４０Ａを例に
挙げて説明を行い、その他の冷却液流形成部についての説明は省略する。
【００２７】
　図２に示すように、第１冷却液流形成部４０Ａは、流入部４２と、拡大流路部４４と、
冷却液吐出部４６とを有する。流入部４２は、第１冷却液流形成部４０Ａの上端に位置し
ており、第１冷却液流形成部４０Ａ内に冷却液を流入させる。流入部４２には、流入部４
２に冷却液を供給する第１冷却液供給部５０Ａが接続している。
【００２８】
　流入部４２および第１冷却液供給部５０Ａは、第１の流路断面積Ｓ１を有している。後
述するように、第１冷却液流形成部４０Ａの内部を構成する拡大流路部４４の少なくとも
一部、好ましくは拡大流路部４４の全体は、第１の流路断面積Ｓ１より広い流路断面積を
有している。
【００２９】
　図２に示すように、流入部４２の下方には拡大流路部４４が接続している。拡大流路部
４４は、流入部４２から軸方向Оの下方へ向けて、第１の流路断面積Ｓ１より広い第２の
流路断面積Ｓ２まで、徐々に流路断面積が広がるように構成されている。図２に示すよう
に、拡大流路部４４の流路幅は、流入部４２に比べて、筒体３２の径方向Ｎと、内周壁３
３の同心円方向Ｖとの、両方向に広がっている。
【００３０】
　拡大流路部４４の流路幅が、筒体３２の軸方向Ｏの下方に向けて、内周壁３３の同心円
方向Ｖに徐々に広がっていることにより、冷却液の流れ６０が筒体３２の内周壁３３を好
適に覆うように、冷却液の層を形成することができる。また、拡大流路部４４は、流入部
４２および冷却液吐出部４６に比べて流路断面積が広くなっているため、乱流の発生を抑
制しつつ、冷却液が流れる方向を適切に調整することができる。なお、図２に示すように
、拡大流路部４４は、軸方向Ｏの下方に向けて流路断面積が広がる部分を有していればよ
く、これに加えて、流路断面積が一定である他の部分を有していてもよい。
【００３１】
　図２に示すように、冷却液吐出部４６は、第１冷却液流形成部４０Ａにおける拡大流路
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部４４の流路底壁４４ｂに形成されており、拡大流路部４４を通過して流れてきた冷却液
を、下方に続く筒体３２の内周壁３３に沿って膜状に流出させる。冷却液吐出部は、内周
壁３３の同心円方向Ｖに沿って延びており、径方向の流路幅より、同心円方向Ｖの流路幅
が長い。
【００３２】
　冷却液吐出部４６は、第２の流路断面積Ｓ２より狭い第３の流路断面積Ｓ３を有してお
り、第１冷却液流形成部４０Ａから筒体３２の内周壁３３に沿って、冷却液を膜状に流出
させる。冷却液吐出部４６は、内周壁３３の同心円方向Ｖに沿って伸びる細長い隙間形状
を有しているため、円形の冷却液吐出部とは異なり、冷却液を膜状に流出させることがで
きる。
【００３３】
　冷却液吐出部４６は、上方の拡大流路部４４における第２の流路断面積Ｓ２より狭い第
３の流路断面積Ｓ３を有するため、内周壁３３上に形成される冷却液の流れ６０の速度を
向上させることができ、このような冷却液吐出部４６を有する金属粉末製造装置１０は、
効果的に滴下溶融金属２１ａを冷却することができる。
【００３４】
　図２に示すように、第２～第４冷却液流形成部４０Ｂ～４０Ｄについても、第１冷却液
流形成部４０Ａと同様に、流入部４２と、拡大流路部４４と、冷却液吐出部４６とを有す
る。また、第２～第４冷却液流形成部４０Ｂ～４０Ｄの各冷却液吐出部４６には、それぞ
れ第２～第４冷却液供給部５０Ｂ～５０Ｄが接続している。
【００３５】
　図２に示すように、冷却液流形成部４０では、複数の冷却液吐出部４６が、直交面Ｐ１
および同心円方向Ｖに沿って配置されている。このような配置により、筒体３２の内周壁
３３上に形成される冷却液の流れ６０に空気等が巻き込まれる問題を、より好適に防止す
ることができる。冷却液流形成部４０に含まれる流入部４２、拡大流路部４４および冷却
液吐出部４６の数は特に限定されず、単数であっても、複数であってもよいが、２～１２
とすることが好ましい。なお、冷却液吐出部４６と拡大流路部４４の数は同じであっても
、異なっていてもよく、たとえば、拡大流路部４４や冷却液吐出部４６が、同心円方向Ｖ
に沿って連続していてもよい。
【００３６】
　図１に示すように、各第１～第４冷却液流形成部４０Ａ～４０Ｄに含まれる冷却液吐出
部４６の外径端部の径方向位置は、円筒状部分３２ａにおける内周壁３３の径方向位置に
一致していることが、冷却液の流れ６０への空気等の巻き込みを防止する観点から好まし
い。
【００３７】
　図２に示すような冷却液流形成部４０から流出した冷却液は、冷却液流形成部４０で形
成された流れの方向と、流出後に冷却液に作用する重力とにより、筒体３２の内周壁３３
に沿う冷却液の流れ６０を形成する。図１に示す金属粉末製造装置１０では、このように
して形成された冷却液の流れ６０の内周側液面に、図１に示す滴下溶融金属２１ａが入射
し、滴下溶融金属２１ａは、冷却液の流れ６０の内部で冷却されながら、冷却液と共に流
れて排出部３４へ向かって移動する。
【００３８】
　本実施形態に係る金属粉末製造装置１０は、冷却液流形成部４０が冷却液を下方へ向か
って膜状に広がるように流出させるため、筒体３２の内周壁３３に沿う冷却液の流れ６０
が空気等を巻き込み難く、冷却液の流れ６０に入射する滴下溶融金属２１ａを効率的に冷
却することが可能である。また、このような金属粉末製造装置１０では、たとえ冷却液流
形成部４０に供給する冷却液の圧力を上昇させたとしても、冷却液の流れ６０が空気等を
巻き込むのような乱流を生じにくいため、高速かつ層流である冷却液の流れ６０を用いた
、効果的な滴下溶融金属２１ａの急冷を行うことができる。
【００３９】
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　以上、実施形態を示して本発明に係る金属粉末製造装置を説明したが、本発明は上述し
た金属粉末製造装置１０のみに限定されるものではなく、他の実施形態や変形例を有する
ことは言うまでもない。たとえば、図２に示す第１～第４冷却液流形成部４０Ａ～４０Ｄ
には、軸方向Оに沿って延びる第１～第４冷却液供給部５０Ａ～５０Ｄが接続しているが
、各冷却液供給部は、軸方向Оに対して傾斜する方向から冷却液流形成部に接続していて
もよい。これにより、冷却液吐出部４６から流出する冷却液も、軸方向Оに対して傾斜さ
せることができ、冷却液の流れ６０を渦巻き状の旋回流にすることができる。
【実施例】
【００４０】
　以下、本発明を、さらに詳細な実施例に基づき説明するが、本発明は、これら実施例に
限定されない。
【００４１】
　実施例　
　　図１に示す金属粉末製造装置１０を用いて、Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ（実験番号６）、Ｆｅ－
Ｓｉ－Ｎｂ－Ｂ－Ｃｕ（実験番号７）、Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ－Ｐ－Ｃｕ（実験番号８）、Ｆｅ
－Ｎｂ－Ｂ（実験番号９）、Ｆｅ－Ｚｒ－Ｂ（実験番号１０）から成る金属粉末を製造し
た。
【００４２】
　各実験において溶解温度１５００℃、噴射ガス圧５MPa、使用ガス種アルコ゛ンと一定
とし冷却液の水流条件はポンプ圧７．５ｋＰａであった。実施例においては平均粒径が約
２５μｍの金属粉末を製造することができた。平均粒径は、乾式粒度分布測定装置（HELL
OS）を用いて測定し求めた。また実験番号６～１０で作製した金属粉末の結晶分析を、粉
末Ｘ線回折法により評価した。金属粉末の磁気特性についてはＨｃメータにて保磁力（Ｏ
ｅ）を測定することで行った。結果を表１に示す。
【００４３】
【表１】

【００４４】
　比較例　
　円形の冷却液吐出部を具備しており冷却液を線状に流出させる点を除き、実施例と同じ
金属粉末製造装置を用いて、実施例と同じようにして、金属粉末（実験番号１～５）を製
造し、同様な評価を行った。結果を表１に示す。
【００４５】
　表１の実施例と比較例を比べると磁気特性が向上しており非晶質性が向上した。これは
冷却液が冷却液吐出部４６を通過することでさらに整流化されたため冷却液の流れが均一
化し、より効果的な冷却効果が得られ、冷却不足となる粉末が少ないことが起因であると
考えられる。また金属粉末の結晶分析を粉末Ｘ線回折により行ったところ、結晶に起因す
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るピークを持つ比較例もあった。同一組成で比較した場合、金属粉末の磁気特性について
は比較例の方が実施例よりも保磁力が大きく、実施例において非晶質化に伴う磁気特性が
顕著に表れていることが確認でき、実施例においてすぐれた冷却効果が得られていること
が確認できた。
【００４６】
　上記比較例と実施例を比較すると、冷却液を膜状に流出させる冷却液流形成部を用いる
ことで、たとえポンプ圧が高い状態においても、冷却液の流れは乱流にならず整流化され
たことで、金属粉末の冷却効果が上昇し、従来作製できなかった組成に対しても非晶質性
が確認でき、さらに磁気特性も改善することができた。
【符号の説明】
【００４７】
　１０…　金属粉末製造装置
　２０…　溶融金属供給部
　２１…　溶融金属
　２１ａ…　滴下溶融金属
　２２…　耐熱性容器
　２３…　吐出口
　２４…　加熱用コイル
　２６…　ガス噴射部
　２７…　ガス噴射口
　３０…　冷却部
　３２…　筒体
　３２ａ…　円筒状部分
　３２ｂ…　円錐状部分
３３…　内周壁
３４…　排出部
３５…　調整板
４０…　冷却液流形成部
４０Ａ～４０Ｄ…　第１～第４冷却液流形成部
４２…　流入部
４４…　拡大流路部
４４ｂ…　流路底壁
４６…　冷却液吐出部
５０…　冷却液供給部
５０Ａ～５０Ｄ…　第１～第４冷却液供給部
６０…　冷却液の流れ
Ｓ１～Ｓ３…　第１～第３の流路断面積
Ｎ…　径方向
О…　軸方向
Ｐ１…　直交面
Ｖ…　同心円方向
【要約】
【課題】優れた冷却作用を奏する金属粉末製造装置を提供する。
【解決手段】
　溶融金属を吐出する溶融金属供給部と、前記溶融金属供給部の下方に設置される筒体と
、前記溶融金属供給部から吐出された前記溶融金属を冷却する冷却液の流れを、前記筒体
内に形成する冷却液流形成部と、を有する金属粉末製造装置であって、前記冷却液流形成
部は、前記筒体の軸方向の上部から下部に向けて膜状に広がる前記冷却液を前記筒体の内
周壁に沿って流出し、前記筒体内に前記冷却液の流れを形成することを特徴とする金属粉
末製造装置。
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