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1. 緒 言

粉 体層の付着 力は,粉 体層 の力学 的特性 を評価 する重

要な基礎 物性 の一つ である。最近,粉 体層 付着 力の測定

装置や方法にこつ いて,本 学会 の粉体物性 グループ会 によ

って組 織的に検討 が加え られ,粉 体層付着 力の測定技術

は,ほ ぼ確立され た段階 にご至 っている1)と もいわれ てい

る。

しか し,引 張 り破断過程 や破断機構 の解 明は今後 の課

題 として残 され ている。 これ らの課題に対 して は,引 張

り破 断時の応 力変位 曲線が重要 な手がか りを与 えて くれ

ると思われ るが,近 年 この応 力変位 関係 を測定 できる装

置が開発 された ことに より,破 断 に要 したエネルギーに

ついて も報告2,8)され るよ うにこなってきた。 また,エ ネ

ル ギーと粉体現象を関連付け ようとす る試み も報告2,3)

されてい る。 しか し破断過程 に関す る測定は,始 め られ

てか ら日が浅 く,系 統的な解 析がな され ていない現 状にご

ある と思われ る。

本研究においては,粉 体層の破断に要す る変位 とエネ

ルギーを,粉 体層 引張 り強 さで整理 し,興 味深い知見を

得 たので以下 にご報告す る。

2. 実 験 方 法 お よ び供 試 粉 体

引張 り破断実験に用 いた装置 は,Fig.1に ご示 した 吊

り下 げ式粉体層付着 力測定機(コ ヒテスター)で,引 張

り応 力と変位を 同時にご測定 しX-Yレ コー ダー上 に記 録

す る ことが できる。 セルの付法 は,内 径50mm,深 さ

20mmで,可 動セルは2mm/minの 一定速度 で引張 ら

れ る。破断 に要 したエネル ギーは,図 形解析装置(デ ジ

グラマ)を 用いて,破 断点 まで の引張 り応 力変位 曲線 を

Fig.1 粉体層引張 り破断装置

図積分 して求めた。

試料 の充 てんはふ るいを通 して行な った が,目 開 き

1000μmの ふるいを用 いた場合 と,目 開 きの異 なる2枚

のふるいに よって凝集粒子径をそ ろえた場合 の,2通 り

の方法に よって行な った 。

用 いた粉 体試料は,標 準粉体 であ る関東 ローム粉3種

類(JIS 11種,8種,7種),石 灰石粉2種 類(P-30

は粉 体物性 グル ープ会 の共通試料1)),熔 融 アル ミナ 粉

(ホ ワイ トアランダム#8000)の6種 類 であ るが,凝 集

粒子径をそ えた場合 は,一 次粒 子径 がほぼ等 しい関東 ロ

ーム粉(JIS 11種) ,石 灰石粉(1.7gμm),熔 融 アル ミ

ナ粉 を用 いた。試 料の平均 粒径 は,そ れぞれ図中 に示 し

た。

ふ るいに よって試料をセルに充てん した後,10分 間予

圧 密を行ない粉体層の空隙率を調整 した。予 圧 密 応 力

は,0～200g/cm2の 間で変化 させた。空隙率調整後粉

体層 をセル上 面です り切 り,粉 体層の体積を一定 にして

引張 り破断 を行 な った。粉 体層の空隙率は,破 断後試料

重量 を秤量 し,試 料重量,セ ル容積,粒 子密度か ら算 出

した。

3. 実 験 結 果

まず,目 開 き1000μmの ふ るいを通 して充 てんし た
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Fig.2 粉体層引張 り強さ(付 着応力)

Fig.3 引張 り破断に要す るエネルギ ー

場合 の粉体層付着 力 σzの測定結果を,粉 体層 の空隙率

εとの関係 で,Fig.2に 示 した。 図か ら明 らか な と う

り,こ こで用 いた試料 の範囲においては,付 着 力は粒子

径 のみ によって定 ま り,物 質に よる違いは見 られない。

特 に,感 触か らして付着 力が まった く異な る と 思 わ れ

る,関 東 ローム粉(JIS11種)お よび石灰石粉(1.7μm)

と熔融 アル ミナ粉において も,そ の粉 体層付着力の測定

結果が一致 してい るこ とは興味深 い。

これ らの測定結果 を,破 断に要 した エネルギ ーEと

付着 力 σ2の関係 で整理す る と,Fig.3が 得 られ る。 こ

の図において,Fig.2で は認め られなか った物質 によ

る差異が顕著 に表われ ている。す なわちFig.2に おい

て付着 力 σz、と空隙 率 εの関係が一致 した,関 東 ローム

粉(JIS11種),石 灰 石粉(1.7μm),熔 融 アル ミナ粉

において,関 東 ローム粉 と石灰石粉の場合は,粉 体層 引

張 り強 さ(付 着力 σz)が 増すにつれて破断に要す るエ

ネルギーEも 増大 し,両 対数紙上 でそ の傾 きはほぼ1.0

に近い値 とな ってい るのに対 し,熔 融 アル ミナ粉 の場 合

Fig.4 引張 り破断 に要す る変位

Fig.5 凝集状態の引張 り強さに及ぼす影響
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は,逆 に粉体層 引張 り強 さの増大 とともに破壊に要す る

ェネルギーEは 減少 しているこ とが認め られ る。 同一

物質 で粒子径 の依存性を見てみ ると,粒 子径が大 き くな

る と,粉 体層 引張 り強 さに対す るエネ ルギーの増加割合

は 鈍 って くる ようである。

次 に,破 断に要 す る変位1と 付着 力(引 張 り強 さ)σz

の 関係につ いて見 てみる と,Fig.4と なる。 図か ら明

らかな とうり,試 料に よらず 引張 り強 さが小 さ い 場 合

(高空隙域)は,10～20μmの 変位 で層 は破断 し て い

る。 引張 り強 さ σzが増 すにこつ れて,破 断 にご要す る変位

1は いずれの試 料において も小 さ くなってお り,こ の こ

とは圧密に より粉 体層は より脆 くな ってい ることを示 し

て い る。 この傾 向は,特 に熔融 アル ミナ粉 において顕著

Fig.6 凝集状態 のエネルギーに及 ぼす影響

Fig.7 凝集状態のェネルギーに及ぼす 影響

Fig.8 凝集状態 のエネル ギーに及ぼす影響

Fig.9 凝集状態の変位に及ぼす影響

Fig.10 凝集状態の変位に及ぼす影響
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Fig.11 凝集状態の変位に及ぼす影響

である。それ に対 して,Fig.2に おいて傾 きが1.0に

近 かった関東 ローム粉(JIS11種),石 灰石粉(1.7μm)

の場合 は,引 張 り強 さ σzが増大 して も破断 に要す る 変

位1は,そ れ ほ ど小 さ くなっていない。引張 り強 さの増

大 とともに変位が減少す る傾 向は,同 一物質 の場合,粒

子径 が大 きいほ ど顕著 になる と思われ る。

次 に,2枚 のふるいに よって凝集粒子径 をそろえた場

合の結果を示 す。 付着力 σzと空隙 率 εの関係 は既 に報

告4)し てあ るので,こ こでは一 例 として関東 ロ ー ム 粉

(JIS11種)の 結果のみを,Fig.5に 示 した。

それぞれの試 料の,破 断に要 したエネル ギ ーEと 引

張 り強 さσzの関係を,Figs.6～8に 示 した。全体の傾

向はFig.3に 示 した結果 と同 じであ るが,関 東 ローム

粉 と石灰石粉の場 合は,試 料充てん時の凝集粒子径に よ

ってエネルギ ーEの 増 加の し方が異な ってい る。

破断に要 した変位1と 引張 り強 さ σzの関係を見 た の

が,Figs.9～11で ある。関東 ローム粉,石 灰石粉 にお

いては明 らかに充 てん時 の凝集 粒子径 の影 響が見 られ,

凝集粒子径 が大 きい場合,変 化1は 引張 り強 さ σzによ

らずほ とん ど 一定 にな っている。それ に対 して凝 集粒子

径 が小 さい場 合は,引 張 り強 さ σzの増大 に ともな っ て

変位1は 減 少 している。一方熔融 アル ミナ粉 に お い て

は,凝 集粒子径 に よらず変位1は,引 張 り強 さ σzの増

大に ともな って減少 してい る。

4. 考 察

Fig.2に 示 した ように,付 着 力 σzと空隙 率 εは片対

数 紙上で よく直線関係を示 しているが,こ の直線 の傾 き

の意味につ いて,著 者 ら4)はFig.5に 示 した実験結 果

か ら,次 の ような考 え方 を既 に提示 している。Fig.5

において,予 圧密応力が小 さく粉 体層中の凝集粒子が壊

されず に充 てん時 の凝 集粒子が残 ってい るほ ど,ま た凝

集粒子径が大 きいほ ど,傾 きは大 きくな ることを示 して

いる。 この ことか ら,空 隙率 εの変化に対す る 付 着 力

σzの変化割合に,粉 体試料 の凝集性 によ り変化 し,凝

集性 の強 い粉 体試 料ほ どその変化割合 は大 きい と結 論づ

けた。

この観点 か らFig..2を 改 めて見 てみ ると,粒 子径 が

極端 に異 な りまた測定範囲 も狭い関東 ローム粉(JIS7.

種)を 除 いて考えれば,一 次粒子径が ほぼ等 しく付着力

σzと 空隙 率 εの関係がほ とん ど一致 している関東 ロ ー

ム粉(JIS11種),石 灰石粉(1.7μm),熔 融 アル ミナ

粉 においては,凝 集粒子を作 りに くい熔融 アル ミナ粉の

傾 きが,わ ずかの差ではあ るが最 も小 さ くな ってい る。

また同一物質で比較 してみ ると,粗 い粒 子で傾 きが小 さ

くな ってお り,や は り凝集性が小 さい場 合は空隙率 εに

対す る付着 力 σzの変化割合が小 さい とい う結果に な っ

てい る。

これ らの考察結果を も とに,エ ネルギーEと 変位1に

つ いて見 てみ る。Fige.6,7か ら明 らかな と うり,充

て ん時 の凝集粒子径が小 さいほ ど,引 張 り強 さ σzに対

す るエネルギーEの 増加割合 は小 さ くなって い る し,

さらにごFig.8に 示 した,凝 集粒子をつ くりに くい熔融

アル ミナ粉 の場 合は,引 張 り強 さ σzの大 きい所 ではエ

ネルギーEが 減少傾 向を示 している。変位1はFigs.9

～11で 明 らかな とう り,関 東 ローム粉,石 灰石粉 では凝

集粒子径 が小 さい場 合 と,熔 融 アル ミナ粉 の場 合では,

引張 り強 さ σzが増大 す ると変位1は 減少 している。 こ

の ことか ら,粉 体層中の凝集体構造が小 さい場 合,予 備

圧密 に よって粉 体層は よ りぜい性的に なるた め,引 張 り

強 さは圧 密に よって増 大 して も,破 断 に要す るエネルギ

ーはそれ ほ ど増大 しない といえ る。

この粉体層 中の凝集状態 と破断 に要す るエ ネルギーお

よび変位 の関係 を,Figs.3,4に 示 した 目開 き1000μm

のふ るいを通 して充 てん した場 合の結果で検 討 し て み

る。一次粒子径が極端 に大 きい関東 ローム粉(JIS7種)

を除けば,凝 集性 の少 ない熔融 アル ミナ粉,同 一粉体 の

場合は 一次粒子径 の大 きい試 料において,エ ネル ギーE

の引張 り強 さ σzに対す る増 加割 合は小 さく,変 位1は

引張 り強 さ σzの増大 とともに著 るしく減少 してい る。

以上の ことよ り,一 次粒子径 が数 μmの 粉体層におい

ては,引 張 り破断 にご要す る変 位お よびエネル ギーと引張

り強 さ(付 着 力)の 関係 は,粉 体 の凝集性の影響を強 く

受 け,凝 集性 の少ない粉体 の場 合は,圧 密にこよって粉体

層 のぜ い性 が増 し引張 り強 さは増大す るが,破 断 に要 す

る変位 は逆 に減少す るため,破 断 にご要す るエネルギーは
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引張 り強 さほ ど増大 せず,極 端な場 合はむ しろ減 少す る

とい うことがいえ る。

5. 結 言

一次粒子径 が数 μmの 粉体層の引張 り破断実験 を行な

い,粉 体層 引張 り強 さ(付 着力),破 断に要 したエネル

ギーお よび変位 の測定か ら,次 の ことを明 らかに した。

1) 一般に,体 粉層は圧 密に よりぜ り性 を増 し,引 張

り強 さは増大す るが破 断に要す る変位 は減 少 し,そ

のため破断に要するエネルギーの増大は引張り強さ

の増大に比べて小さくなる傾向がある。

2) その傾向は,粉 体層の凝集状態の影響を受け,粉

体層中の凝集体構造が少ないほど顕著であり,この

場合には圧密により引張り強さが増大しても,破 断

に要するエネルギーは逆に減少する場合もある。
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使 用 記 号

dp:一 次粒子径 [μm]

E:粉 体層 の引張 り破断に要す るエ ネルギー [erg/cm2]

:粉 体層の引張 り破断に要す る変位 [μm]

ε:粉 体層空隙率 [-]

σs:粉 体層引張 り強 さ(粉体層付着 力) [g/cm2]
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Author's Abstract

Energy and Displacement Required to Split Powder Bed

by

Jun-ichiro TSUBAKI, Keiichi KATO and Genji JIMBO
(Dpt. of Chem. Eng., Nagoya Univ.)

The splitting mechanism of a powder bed is studied experimentally, by using a split

cell type tensile strength tester which is able to measure stress and strain at the same

time, Three kinds of Kanto loam powder(JIS standard powder), two kinds of limestone powder,

and fused alumina powder, were used as samples. The particle diameters of the powder
samples were several gum except for one of the Kanto loam powder samples. The sample

powders were fed into the split cell by two feeding methods, through a sieve, and using
two sieves in order to control the agglomeration size. From the relationship between the

energy, the displacement required to split and the tensile strength, it was found that the

compression of powder beds changes not only the strength of the powder beds but also

the brittleness, and this change depends on the agglomerate condition in the powder

beds. This change is also remarkable in powder beds consisting of little agglomerate

particles or in weak cohesive powder.
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Fig. 8 Effect of aggregate size on energy

required to split powder bed

Fig. 9 Effect of aggregate size on:displacement

required to split powder bed

Fig. 10 Effect of aggregate size on displacement

required to split powder bed

Fig. 11 Effect of aggregate size on displacement

required to split powder bed

研 究 報 告

木材の粉砕動力に関する研究*
Experimental Study of the Power Required to Crush Wood and Bark

遠 藤 展** 高 橋 裕**
Hiromu ENDOH Hiroshi TAKAHASHI

山 口 賢 治*** 遠 藤 一 夫****

Kenji YAMAGUCHI Kazuo ENDOH

1. 緒 論

木材の粉砕を含む天然有機物の粉砕につ いては,そ の

規 模が製紙工業を除い ては,何 れ も小規模,分 散型 であ

るた め,用 途,目 的 を限定 した個別的な性能にご関す る報

告 が行なわれて きたのみであ り,粉 砕能 力を推定す る工

学 的手法につ いての研究はほ とん ど見 出せ ない1～3)。

最 近,堆 肥 原料,キ ノコ培地,さ らには,全 国的な鋸

くず不足に対応 するため,木 質廃材を直接粉砕 す ること

に よ り,鋸 くず 同様 の原料が確保で きるか,な どが大 き

な課題 とな ってきている。 しか し,新 たな需要に対 し ょ

で きる粉砕機の合理的選 定は困難であ る。

本研究は,木 材を対 象 とす る粉 砕機お よび粉砕物に共

通 性,あ るいは特定 の差異 が現 われ るかにつ い て 検 討

し,目 的にそ った木材の粉砕機 の選定指針,粉 砕技術を

確 立す るための一試 案を提 供す るものであ る。

2. 実 験 装 置 と方 法

2.1 原料木材

実験に用いた木材の種類は,広 葉樹のシナ ノキ,ミ ズ

ナ ラ,針 葉樹の トドマツ,お よび ト ドマツ樹皮であ り,

Table 1 原料 の大 き さ

含水 率(木 材中の水の質量を,木 材の乾燥質量 で除 した

値 をパーセン トで表示 した値)を35%に 調整 した。原料

は,原 木をパル プチ ヅパ ワで,チ ップ大 に粗砕 した後,

大 きさを節い分 けに よって,20mm目 開き以上,20mm

～10mm,10mm目 開 き以下の3つ の種類 にご分 け 実 験

に用いた。

Table 1に は,実 験に用 いた木片 の寸法 と密 度を示 し
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