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(57)【要約】
【課題】ガスアトマイズ法を用いて所望形状の金属粒子
で構成された高品質な金属粉末を製造することができる
金属粉末製造装置を提供すること。
【解決手段】金属粉末製造装置１は、溶融金属Ｑを流下
させる溶融金属供給部２と、溶融金属供給部２の下方に
設置された筒状体３と、溶融金属供給部２から供給され
た溶融金属Ｑに向けて気体を噴射する気体噴射部５と、
筒状体３の内周面に沿って冷却液層Ｓ１を形成するよう
に冷却液Ｓを流出させる冷却液流出部４とを有し、溶融
金属供給部２から流下した溶融金属Ｑに気体噴射部５か
ら噴射した気体Ｇを衝突させることにより、溶融金属Ｑ
を多数の液滴Ｑ１とするとともに、多数の液滴Ｑ１を冷
却液層Ｓ１に衝突させ冷却固化させて、金属粉末Ｒを製
造するものであって、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位
置Ｐ１と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置
Ｐ２との間の距離を調整する昇降機構１０（距離調整手
段）を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融金属を流下させ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た筒状体と、
　前記溶融金属供給部から供給された溶融金属に向けて気体を噴射する気体噴出部と、
　前記筒状体の内周面に沿って冷却液層を形成するように冷却液を流出させる冷却液流出
部とを有し、
　前記供給部から流下した溶融金属に前記気体噴出部から噴射した気体を衝突させること
により、当該溶融金属を多数の液滴とするとともに、該多数の液滴を前記冷却液層に衝突
させ冷却固化させて、金属粉末を製造する金属粉末製造装置であって、
　前記溶融金属に前記気体が衝突する位置と前記多数の液滴が前記冷却液層に衝突する位
置との間の距離を調整する距離調整手段を有することを特徴とする金属粉末製造装置。
【請求項２】
　前記距離調整手段は、前記気体噴出部を前記筒状体に対して変位させる変位手段を備え
る請求項１に記載の金属粉末製造装置。
【請求項３】
　前記変位手段は、前記気体噴出部を鉛直方向に移動するように構成されている請求項２
に記載の金属粉末製造装置。
【請求項４】
　前記溶融金属供給部および前記筒状体の互いに位置関係を維持したまま、前記変位手段
が前記気体噴出部を移動するように構成されている請求項３に記載の金属粉末製造装置。
【請求項５】
　前記気体噴射部は、前記筒状体の軸線に平行に流下した前記溶融金属に対し前記気体を
衝突させることで、前記多数の液滴を前記筒状体の軸線に対して傾斜した方向に向けて飛
翔させる請求項１ないし４のいずれかに記載の金属粉末製造装置。
【請求項６】
　前記気体噴射部は、前記多数の液滴を鉛直方向に対して傾斜した第１の方向に向けて飛
翔させるように構成されており、前記筒状体は、その軸線が鉛直方向に対して前記第１の
方向とは反対側に傾斜した第２の方向を向くように設置されている請求項５に記載の金属
粉末製造装置。
【請求項７】
　前記気体噴射部は、流下した前記溶融金属に気体を第１の流速および第１の流量で噴射
する第１の気体噴射口と、流下した前記溶融金属に前記第１の気体噴射口とは反対側から
気体を前記第１の流速より遅い第２の流速および前記第１の流量よりも少ない第２の流量
で噴射する第２の気体噴射口とを備える請求項５または６に記載の金属粉末製造装置。
【請求項８】
　前記距離調整手段は、前記多数の液滴の飛翔方向を変更する向き変更手段を備える請求
項１ないし７のいずれかに記載の金属粉末製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属粉末製造装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、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が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
　例えば、特許文献１にかかる金属粉末製造装置は、溶融金属を流下させる溶湯ノズルが
形成された原料容器と、この原料容器の下方に配設された冷却容器と、冷却容器の内周面
に沿って冷却液層を形成する冷却液供給手段と、流下した溶融金属に向けてガスを噴射す
る高圧ガス噴射手段とを備えている。
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　このような金属粉末製造装置では、原料容器から流下した溶融金属に高圧ガス噴射手段
から噴射されたガスを衝突させることにより、当該溶融金属を多数の溶滴とするとともに
、その多数の溶滴を冷却液層に衝突させ冷却固化させ、これにより、金属粉末を製造する
。
【０００３】
　かかる金属粉末製造装置では、冷却容器が円筒状をなしその軸線が鉛直方向に対して傾
斜するように配設されている。また、冷却液供給手段は、冷却容器の内周面の接線方向に
向けて冷却液を噴射し、冷却液を冷却容器の内周面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。このような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。
　しかしながら、特許文献１にかかる金属粉末製造装置では、金属粒子の形状を変化させ
ることができず、所望形状の金属粒子が得られない場合があった。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－８０８１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、ガスアトマイズ法を用いて所望形状の金属粒子で構成された高品質な
金属粉末を製造することができる金属粉末製造装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的は、下記の本発明により達成される。
　本発明の金属粉末製造装置は、溶融金属を流下させ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た筒状体と、
　前記溶融金属供給部から供給された溶融金属に向けて気体を噴射する気体噴出部と、
　前記筒状体の内周面に沿って冷却液層を形成するように冷却液を流出させる冷却液流出
部とを有し、
　前記供給部から流下した溶融金属に前記気体噴出部から噴射した気体を衝突させること
により、当該溶融金属を多数の液滴とするとともに、該多数の液滴を前記冷却液層に衝突
させ冷却固化させて、金属粉末を製造する金属粉末製造装置であって、
　前記溶融金属に前記気体が衝突する位置と前記多数の液滴が前記冷却液層に衝突する位
置との間の距離を調整する距離調整手段を有することを特徴とする。
　本発明によれば、溶融金属に気体が衝突する位置と多数の液滴が冷却液層に衝突する位
置との間の距離を調整することで、得られる金属粉末の粒子形状を変更することができる
。その結果、ガスアトマイズ法を用いて所望形状の金属粒子で構成された高品質な金属粉
末を製造することができる。
【０００７】
　本発明の金属粉末製造装置では、前記距離調整手段は、前記気体噴出部を前記筒状体に
対して変位させる変位手段を備えることが好ましい。
　これにより、比較的簡単な構成で、溶融金属に気体が衝突する位置と多数の液滴が冷却
液層に衝突する位置との間の距離を調整することができる。
　本発明の金属粉末製造装置では、前記変位手段は、前記気体噴出部を鉛直方向に移動す
るように構成されていることが好ましい。
　これにより、より簡単な構成で、溶融金属に気体が衝突する位置と多数の液滴が冷却液
層に衝突する位置との間の距離を調整することができる。
【０００８】
　本発明の金属粉末製造装置では、前記溶融金属供給部および前記筒状体の互いに位置関
係を維持したまま、前記変位手段が前記気体噴出部を移動するように構成されていること
が好ましい。
　これにより、さらに簡単な構成で、溶融金属に気体が衝突する位置と多数の液滴が冷却
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液層に衝突する位置との間の距離を調整することができる。
【０００９】
　本発明の金属粉末製造装置では、前記気体噴射部は、前記筒状体の軸線に平行に流下し
た前記溶融金属に対し前記気体を衝突させることで、前記多数の液滴を前記筒状体の軸線
に対して傾斜した方向に向けて飛翔させることが好ましい。
　これにより、多数の液滴を冷却液層に比較的簡単かつ確実に衝突させることができる。
　本発明の金属粉末製造装置では、前記気体噴射部は、前記多数の液滴を鉛直方向に対し
て傾斜した第１の方向に向けて飛翔させるように構成されており、前記筒状体は、その軸
線が鉛直方向に対して前記第１の方向とは反対側に傾斜した第２の方向を向くように設置
されていることが好ましい。
　これにより、多数の液滴を冷却液層により簡単かつ確実に衝突させることができる。
【００１０】
　本発明の金属粉末製造装置では、前記気体噴射部は、流下した前記溶融金属に気体を第
１の流速および第１の流量で噴射する第１の気体噴射口と、流下した前記溶融金属に前記
第１の気体噴射口とは反対側から気体を前記第１の流速より遅い第２の流速および前記第
１の流量よりも少ない第２の流量で噴射する第２の気体噴射口とを備えることが好ましい
。
　これにより、多数の液滴をその広がりを抑えつつ鉛直方向に対して傾斜する方向に飛翔
させることができる。
　本発明の金属粉末製造装置では、前記距離調整手段は、前記多数の液滴の飛翔方向を変
更する向き変更手段を備えることが好ましい。
　これにより、比較的簡単な構成で、溶融金属に気体が衝突する位置と多数の液滴が冷却
液層に衝突する位置との間の距離を調整することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の金属粉末製造装置ついて、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
　＜第１実施形態＞
　まず、本発明の金属粉末製造装置の第１実施形態について説明する。
　図１は、本発明の金属粉末製造装置の第１実施形態を示す模式図（縦断面図）、図２は
、図１に示す金属粉末製造装置に備えられた気体噴射部を示す斜視図、図３は、図２に示
す気体噴射部の部分拡大縦断面図、図４は、図１に示す金属粉末製造装置における距離調
整手段の作用を説明するための模式図（縦断面図）である。なお、以下の説明では、図１
ないし図３中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【００１２】
　図１に示す金属粉末製造装置１は、溶融金属Ｑをアトマイズ法（ガスアトマイズ法）に
より粉末化して、多数の金属粉末Ｒを得るものである。この金属粉末製造装置１は、溶融
金属Ｑを供給する溶融金属供給部（タンディシュ）２と、溶融金属供給部２の下方に設け
られた筒状体（冷却容器）３と、筒状体３内に冷却液Ｓを流出させる冷却液流出部４と、
流下する溶融金属Ｑに向けて気体Ｇを噴射する気体噴射部（ノズル）５と、気体噴射部５
を上下に昇降させる昇降機構１０とを有している。
【００１３】
　以下、各部の構成について説明する。
　図１に示すように、溶融金属供給部２は、有底筒状をなす部分を有している。この溶融
金属供給部２の内部空間（内腔部）には、製造すべき金属粉末の原材料を溶融した溶融金
属Ｑが一時的に収納される。このような溶融金属供給部２は、例えば、黒鉛、窒化珪素等
の耐火性材料で構成されている。また、溶融金属供給部２の外周には、溶融金属Ｑを加熱
・保温するための誘導コイル６が設けられている。
【００１４】
　溶融金属Ｑは、いかなる元素を含んでいてもよく、例えば、ＴｉおよびＡｌの少なくと
も一方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
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素を含む溶融金属Ｑは、短時間の空気との接触により、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１は、後述するように気
体噴射部５が噴射する気体Ｇとして不活性ガスを用いることで、このような溶融金属Ｑを
も容易に粉末化することができる。
【００１５】
　また、溶融金属供給部２の底部の中央部には、吐出口２１が設けられている。この吐出
口２１からは、溶融金属供給部２内の溶融金属Ｑが下方に向かって自然落下により吐出さ
れる。
　このような溶融金属供給部２の下方には、筒状体３が設けられている。
　筒状体３は、円筒状をなし、その軸線が鉛直方向に対して傾斜する方向を向くように設
置されている。
【００１６】
　この筒状体３は、後述するように、気体噴射部５からの気体Ｇにより溶融金属Ｑを分断
（飛散）させて形成された多数の液滴（溶滴）Ｑ１が供給されるとともに、その多数の液
滴Ｑ１を冷却液流出部４からの冷却液Ｓにより形成された冷却液層Ｓ１で冷却するための
ものである。
　このような筒状体３の上側（上端部付近）には、環状の蓋部材７が設けられている。こ
の蓋部材７上には、蓋部材７の中央部の開口を通じて筒状体３内に気体Ｇを噴射し得るよ
うに気体噴射部５が設けられている。
【００１７】
　また、筒状体３の上端部には、その周方向に沿って冷却液流出部４が設けられている。
　冷却液流出部４は、筒状体３の周方向に沿ってほぼ等間隔で並設された複数の冷却液流
出口４１で構成されている。
　各冷却液流出口４１は、筒状体３の内周面に開口しており、筒状体３の内周面の接線方
向に向けて冷却液Ｓ（本実施形態では水）を流出（吐出）する。これにより、冷却液Ｓを
筒状体３の周方向に旋回させて、冷却液層Ｓ１を形成する。なお、冷却液Ｓは、還元剤等
の添加剤が添加されていてもよい。
【００１８】
　このように構成された冷却液流出部４によれば、比較的簡単な構成で、筒状体３の上端
部から下端部に亘って冷却液層Ｓ１を形成することができる。
　特に、冷却液流出部４が前述したように冷却液Ｓの旋回流を形成させるので、筒状体３
内での冷却液Ｓの流れを安定化することができる。また、冷却液流出部４は、前述したよ
うに筒状体３の内周に沿って設けられた複数の冷却液流出口４１を備えているため、比較
的簡単に、冷却液層Ｓ１の厚さを筒状体３の周方向に亘って均一化することができる。
　また、図示しないが、各冷却液流出口４１には、冷却液供給管を介して冷却液タンクが
接続され、当該冷却液供給管の途中には、ポンプが設けられている。これにより、ポンプ
を作動させることで、冷却タンク内の冷却液Ｓを冷却液供給管を介して各冷却液流出口４
１に供給し、加圧された冷却液Ｓが各冷却液流出口４１から流出（噴射）される。
【００１９】
　以上説明したようにして形成される冷却液層Ｓ１には、気体噴射部（ガスジェットノズ
ル）５によって溶融金属Ｑを分断して形成された多数の液滴Ｑ１が気体噴射部５からの気
体Ｇとともに供給される。
　気体噴射部５は、図１に示すように、前述した溶融金属供給部２の吐出口２１と同軸上
に設けられた溶湯ノズル５１と、溶湯ノズル５１の外周に沿って設けられたガス室５２と
、ガス室５２に連通する複数の気体噴射口５３とを備えている。
【００２０】
　溶湯ノズル５１は、鉛直方向に上下に貫通するように形成された溶湯ノズル孔５１１を
有している。また、溶湯ノズル５１は、耐火材で構成されている。
　このような溶湯ノズル５１は、前述した溶融金属供給部２の吐出口２１から流下した溶
融金属Ｑを一旦受け止め、溶融金属Ｑを溶湯ノズル孔５１１を通じて筒状体３内へ流下さ
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せる。溶湯ノズル孔５１１を通過した溶融金属Ｑの横断面形状および横断面積は、溶湯ノ
ズル孔５１１の横断面積および横断面形状に応じたものとなる。
　このような溶湯ノズル５１の外周側には、その周方向に沿って環状をなすガス室５２が
設けられている。このガス室５２には、外部から図示しないガス供給管を介して、高圧の
気体Ｇが供給されるようになっている。
【００２１】
　気体Ｇとしては、溶融金属Ｑの酸化を防止することができるものであれば特に限定され
ないが、例えば、窒素ガス、アルゴンガス等の不活性ガス、アンモニア分解ガス等の還元
性ガス等を用いることができる。
　このようなガス室５２の下側には、その周方向に沿って並設された複数の気体噴射口５
３が設けられている。各気体噴射口５３は、前述したガス室５２に連通しており、気体Ｇ
を噴射するようになっている。
【００２２】
　本実施形態では、複数の気体噴射口５３は、図２に示すように、溶湯ノズル５１の軸線
を中心とする同一円周上に設けられている。特に、複数の気体噴射口５３は、図１および
図２中左側に設けられた複数の第１の気体噴射口５３１と、図１および図２中右側（すな
わち第１の気体噴射口５３１とは反対側）に設けられた複数の第２の気体噴射口５３２と
で構成されている。
【００２３】
　このような複数の気体噴射口５３（複数の第１の気体噴射口５３１および複数の第２の
気体噴射口５３２）は、これらの下方における溶湯ノズル５１の軸線Ｌｃ上のほぼ同位置
に向けて気体Ｇを噴射するように形成されている。
　各第１の気体噴射口（主気体噴射口）５３１は、流下した溶融金属Ｑに気体Ｇを第１の
流速および第１の流量で噴射するように構成されている。そして、複数の第１の気体噴射
口５３１は、各第１の気体噴射口５３１からの気体Ｇの噴射により主分断用のガス流ｊ１

を生じさせる。
【００２４】
　一方、各第２の気体噴射口（補助気体噴射口）５３２は、流下した溶融金属Ｑに第１の
気体噴射口５３１とは反対側から気体Ｇを前記第１の流速より遅い第２の流速および前記
第１の流量よりも少ない第２の流量で噴射するように構成されている。本実施形態では、
各第２の気体噴射口５３２の横断面積は、各第１の気体噴射口５３１の横断面積よりも小
さくなっている。そして、複数の第２の気体噴射口５３２は各第２の気体噴射口５３２か
らの気体Ｇを噴射により補助分断用のガス流ｊ２を生じさせる。
【００２５】
　このような複数の第１の気体噴射口５３１および複数の第２の気体噴射口５３２で複数
の第２の気体噴射口５３２を構成することで、気体噴射部５は、筒状体３の軸線に平行に
流下した溶融金属Ｑに対し気体Ｇを衝突させることで、多数の液滴Ｑ１を筒状体３の軸線
に対して傾斜した方向に向けて飛翔させることができる。これにより、多数の液滴Ｑ１を
冷却液層Ｓ１に比較的簡単かつ確実に衝突させることができる。
【００２６】
　より具体的に説明すると、ガス室５２に所定の圧力で圧縮された気体Ｇが供給されると
、図３に示すように、各第１の気体噴射口５３１および各第２の気体噴射口５３２から気
体Ｇが噴射される。これにより、複数の第１の気体噴射口５３１から噴射された気体Ｇに
よりガス流ｊ１が形成されるとともに、複数の第２の気体噴射口５３２から噴射された気
体Ｇによりガス流ｊ２が形成される。これらのガス流ｊ１、ｊ２は、溶湯ノズル５１の下
端よりやや下側の位置における溶湯ノズル孔５１１の軸線上で互いに交差する。
　このとき、各第２の気体噴射口５３２の横断面積が各第１の気体噴射口５３１の横断面
積よりも小さいので、流路抵抗差により、ガス流ｊ２の流速および流量がガス流ｊ１の流
速および流量よりも小さくなる。
【００２７】
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　その結果、図３に示すように、ガス流ｊ１は、ガス流ｊ２と交わった後、やや広がりを
生じてその噴射方向に沿う流れを維持する。一方、ガス流ｊ２は、ガス流ｊ１と交わるこ
とによって、ガス流ｊ１の噴射方向に沿うように流れる方向が変化し、ガス流ｊ１と一体
化される。
　このようにして、気体噴射部５は、溶湯ノズル５１を囲う円周上に配置された複数の気
体噴射口５３のそれぞれから気体Ｇが噴射されるものの、これらのガス流が溶湯ノズル孔
５１１の軸線上で交わることで、円錐状の拡がりを全周にわたって生じることなく、溶湯
ノズル孔５１１の軸線に対して片側に気体Ｇを噴射することができる。
【００２８】
　一方、溶湯ノズル５１の溶湯ノズル孔５１１から流下した溶融金属Ｑは、ガス流ｊ１と
ガス流ｊ２との交差点付近で、これらに衝突し、分断されて複数の液滴Ｑ１となる。複数
の液滴Ｑ１は、ガス流ｊ２と一体化したガス流ｊ１によって、冷却液層Ｓ１に向けて飛翔
する。そして、複数の液滴Ｑ１は、冷却液層Ｓ１に衝突し、さらに分断され微細化される
とともに冷却固化され、これにより、金属粉末Ｒ（複数の金属粒子）が得られる。
【００２９】
　このようにして、流下した溶融金属Ｑは、気体Ｇのガス流ｊ１、ｊ２によって分断され
て複数の液滴Ｑ１となるととともに、当該複数の液滴Ｑ１を効率的に冷却液層Ｓ１に衝突
させて冷却固化させることができる。
　特に、気体噴射部５は、多数の液滴Ｑ１を鉛直方向に対して傾斜した第１の方向に向け
て飛翔させるように構成されており、筒状体３は、その軸線が鉛直方向に対して前記第１
の方向とは反対側に傾斜した第２の方向を向くように設置されている。これにより、多数
の液滴Ｑ１を冷却液層Ｓ１により簡単かつ確実に衝突させることができる。
【００３０】
　以上説明したように構成された気体噴射部５は、昇降機構１０により支持されている。
　この昇降機構１０は、前述した気体噴射部５を上下方向に昇降させる機能を有するもの
である。このような昇降機構１０を作動させることにより、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突す
る位置と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置との間の距離を調整することがで
きる。ここで、昇降機構１０は、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置と多数の液滴Ｑ１が
冷却液層Ｓ１に衝突する位置との間の距離を調整する距離調整手を構成するとともに、気
体噴射部５を筒状体３に対して変位させる変位手段を構成する。
【００３１】
　より具体的に説明すると、図１に示すような場合、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置
と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置との間の距離はＬ１である。そして、図
４に示すように、昇降機構１０が気体噴射部５を上昇させると、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝
突する位置と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置との間の距離は、前述したＬ

１よりも長いＬ２となる。
【００３２】
　このような昇降機構１０は、前述したような機能を有するものであれば、いかなる構造
を有するものであってもよい。また、昇降機構１０の動力源は、手動であっても、モータ
やソレノイドなどであってもよい。
　ところで、前述したように溶融金属Ｑを分断して形成された液滴Ｑ１は、冷却液層Ｓ１
に到達するまでの間、球形に近づくように形状を徐々に変化させながら飛翔する。そして
、当該液滴Ｑ１は、冷却液層Ｓ１に到達・衝突することで、冷却固化され、形状が固定さ
れる。
　したがって、液滴Ｑ１は、冷却液層Ｓ１までの飛翔時間が短ければ、異形状のまま冷却
固化される。その結果、異形状の金属粒子で構成された金属粉末Ｒを得ることができる。
一方、液滴Ｑ１は、冷却液層Ｓ１までの飛翔時間が長ければ、球形状をなした状態で冷却
固化される。その結果、球形の金属粒子で構成された金属粉末Ｒを得ることができる。
【００３３】
　溶融金属Ｑを構成する金属の種類や雰囲気温度等にもよるが、例えば、円形度０．８の
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球形の金属粒子で構成された金属粉末Ｒを得るためには、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する
位置と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置との間の距離を１ｍ以上にする。
　このようなことから、金属粉末製造装置１では、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置Ｐ

１と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置Ｐ２との間の距離を調整することで、
得られる金属粉末Ｒの粒子形状を変更することができる。その結果、ガスアトマイズ法を
用いて所望形状の金属粒子で構成された高品質な金属粉末Ｒを製造することができる。
【００３４】
　特に、本実施形態では、昇降機構１０で気体噴射部５を筒状体３に対して変位させる変
位手段を構成することにより、比較的簡単な構成で、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置
Ｐ１と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置Ｐ２との間の距離を調整することが
できる。
　また、本実施形態では、昇降機構１０が気体噴射部５を鉛直方向に移動するように構成
されているので、より簡単な構成で、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置と多数の液滴Ｑ
１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置との間の距離を調整することができる。
【００３５】
　この場合、昇降機構１０は、溶融金属供給部２および筒状体３の互いに位置関係を維持
したまま、気体噴射部５を移動するように構成されているのが好ましい。これにより、溶
融金属供給部２および筒状体３を変位させる機構を必要とせず、さらに簡単な構成で、溶
融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置との間
の距離を調整することができる。
【００３６】
　また、筒状体３の下側には、その内周面に、冷却液層Ｓ１の厚さを調整するリング状の
厚さ調整部材８が設けられている。このような厚さ調整部材８は、筒状体３の下端部で冷
却液Ｓの下方への流速を低下させることで、冷却液層Ｓ１の厚さの均一化を図ることがで
きる。
　また、筒状体３の下端には、金属粉末Ｒを冷却液Ｓとともに排出するための排出管９が
接続されている。この排出管９は、筒状体３の下端付近から下側に向けて収斂する部分を
有している。また、この排出管９は、図示しない回収タンクに接続されている。
【００３７】
　回収された金属粉末Ｒと冷却液Ｓとの混合物は、脱液装置を用いて、冷却液Ｓを除去す
ることで金属粉末Ｒが分離される。分離された金属粉末Ｒは、乾燥装置を用いて、乾燥さ
れる。
　以上説明したような金属粉末製造装置１によれば、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置
Ｐ１と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置Ｐ２との間の距離を調整することで
、得られる金属粉末Ｒの粒子形状を変更することができる。その結果、ガスアトマイズ法
を用いて所望形状の金属粒子で構成された高品質な金属粉末Ｒを製造することができる。
【００３８】
　＜第２実施形態＞
　次に、本発明の金属粉末製造装置の第２実施形態について説明する。
　図５は、本発明の金属粉末製造装置の第２実施形態を示す模式図である。なお、以下の
説明では、図５中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
　以下、第２実施形態について説明するが、前述した第１実施形態との相違点を中心に説
明し、同様の事項については、その説明を省略する。
　本実施形態の金属粉末製造装置１Ａは、距離調整手段の構成が異なる以外は、前述した
第１実施形態と同様である。
【００３９】
　金属粉末製造装置１Ａは、図５に示すように、気体噴射部５による多数の液滴Ｑ１の飛
翔方向を変更する向き変更手段１１を備えている。
　向き変更手段１１は、各気体噴射口５３からの気体Ｇの流量および流速を変更すること
で、気体噴射部５による多数の液滴Ｑ１の飛翔方向を変更する。これにより、多数の液滴
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Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置Ｐ２を上下させ、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置
Ｐ１と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置Ｐ２との間の距離を調整することが
できる。ここで、向き変更手段１１は、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝突する位置Ｐ１と多数の
液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置Ｐ２との間の距離を調整する距離調整手段を構成
する。
　このような向き変更手段１１によれば、比較的簡単な構成で、溶融金属Ｑに気体Ｇが衝
突する位置Ｐ１と多数の液滴Ｑ１が冷却液層Ｓ１に衝突する位置との間の距離を調整する
ことができる。
【００４０】
　以上説明したような金属粉末製造装置１Ａによっても、前述した第１実施形態の金属粉
末製造装置１と同様の効果を発揮することができる。
　以上、本発明の金属粉末製造装置を図示の実施形態について説明したが、本発明は、こ
れに限定されるものではなく、例えば、金属粉末製造装置を構成する各部は、同様の機能
を発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加され
ていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の金属粉末製造装置の第１実施形態を示す模式図（縦断面図）である。
【図２】図１に示す金属粉末製造装置に備えられた気体噴射部を示す斜視図である。
【図３】図２に示す気体噴射部の部分拡大縦断面図である。
【図４】図１に示す金属粉末製造装置における距離調整手段の作用を説明するための模式
図（縦断面図）である。
【図５】本発明の金属粉末製造装置の第２実施形態を示す模式図（縦断面図）である。
【符号の説明】
【００４２】
　１、１Ａ……金属粉末製造装置　２……溶融金属供給部　３……筒状体　２１……吐出
口　４……冷却液流出部　４１……冷却液流出口　５……気体噴射部　５１……溶湯ノズ
ル　５１１……溶湯ノズル孔　５２……ガス室　５３……気体噴射口　５３１……第１の
気体噴射口　５３２……第２の気体噴射口　６……誘導コイル　７……蓋部材　８……厚
さ調整部材　９……排出管　１０……昇降機構　１１……向き変更手段　Ｌｃ……軸線　
ｊ１、ｊ２……ガス流　Ｌ１、Ｌ２……距離　Ｐ１、Ｐ２……位置　Ｓ……冷却液　Ｓ１
……冷却液層　Ｇ……気体　Ｑ……溶融金属　Ｑ１……液滴　Ｒ……金属粉末
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