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 著者 らは既に,気 流速度 の急激な変化に よる 凝集粒子の破壊分散が,粒 子流体間の相対速度 によ

るものである として理論的考察 よ り,凝 集粒子 の破壊分散に関 して モ デ ル を提案 した.本 研究にお

いては,そ のモデルを検証す る目的で,凝 集粒子を含む固気2相 流を急激 に減速す ること に よ り,

凝集粒 子を破壊分散す る実験を行 った.

 破壊分散後の凝集粒子径 は,相 対速度に よって 凝集粒子に作用す る 破壊分散力に よって よく整理

され ることを示 し,気 流速度の急激な変化 による 凝集粒子 の破壊は,相 対速度に よるものである こ

とを実験 的に確認 した.ま た凝集粒子の 強 さを表す指標 として,比 表面積径を 代表径 とす る1次 粒

子径が有効であることを,実 験的 に明 らかにするとともに,凝 集粒子の強 さは 粉体試料の引張 り強

さだけでな く,凝 集性の影響を強 く受けてい ることを示唆 した.

          緒 言

 付着凝集性の強い粉 体は,凝 集粒子を単 位と して挙動

す る.そ のため,乾 式 の分級装置,集 塵 装置,エ アロゾ

ルサ ンプ リング装 置などにおいては,粉 体粒子 の凝集状

態がそれ らの装置性能 に大 きな影響を及 ぼす.ま たそれ

らの装置の性能試験 において は,試 料粉体をできる限 り

1次 粒子まで分散す ることが要求 される.

 以上 の観点か ら,気 流中に置かれた凝集粒子の破壊分

散機構 を解 明す ることは重要な意 義を持 ってい るといえ

る.従 来,気 流中の凝集粒子の破壊 分散実験は大別する

と,1)障 害物への衝突2,3,5,12),2)気 流速度の急激な変

化4～7,9～12),の方法 によって行われて きた.一 方理論的研

究について見てみ ると,1)の 方法 については 障害物へ

の衝突効率 よ り破壊分散機構 が解 明されている5).2)の

方法 においては,凝 集粒子の破壊分散は乱流渦に よる と

い う考 え9)と,粒 子流体間の相対速度に よ る とい う考

え1,5)が提示 されている.

 著者 らは前報7)において,Bagsterら1)が 層流域 におい

て理論的に導出 した,相 対速度 によって凝集粒子 に作用

す る破壊力を もとに,他 の領域 におけ る破壊力 も導出 し,

凝集粒子の強 さ,破 壊の し方 も考慮 に入れて,相 対速度

と破壊後の凝 集粒 子径 の関係式を提示 した.本 実験 にお

いて,前 報7)の 考 え方 を裏付け ることができたので以下

に報告する.

      1. 実験装置および実験方法

実験装 置の概略 図をFig. 1に 示 した.(2)の 振動ぶる

いか ら供給 された凝集粒子は,(3)の 透 明ア クリル製の分

散管(30φ ×1330)内 を混相流で流れる.そ の後(1)の電磁

弁 によ り気流を瞬時 に(4)のバイパスへ切 り換え,分 散管

内の気流を停止 し,凝 集粒 子に相対速度を与え破壊分散

す る.破 壊分散 された凝 集粒子 のサ ンプ リングは,電 磁

弁の作動 と同時に,(6)に あ らか じめ下向 きに挿入 してお

いたガ ラスプ レー トを上 向 きに して行 う.サ ンプ リング

された凝集粒子 の粒子径は,凝 集粒子が球形に近 いため

粒子直径を代表径 として測定 した.供 給凝集粒子は,(6)

の位置で気流を流 した状態 で,ガ ラス プレー ト上 に衝突

Fig. 1 Experimental apparatus
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Table 1 Experimental conditions and re-

          sults of limestone powder

捕集 した.電 磁弁作動後の 分散管内の 気流の 経時変化

は,(5)の 位置で熱線風速計に よって測定 した.そ の一例

を後述のFig. 3に 示 した.気 流減速率は同一平均風速

において も,分 散管上流に取 り付けたバ ッファタンク内

の水量に よって変 えることがで きる.試 料お よび気流 の

湿度調整は行 っていないが,実 験 は相対湿度が50～70%

の日を選び行 った.

 試料粉体 として,石 灰石粉,熔 融アル ミナ粉,ガ ラス

粉,タ ル ク粉,関 東 ローム粉を用いた.こ れ らの試料の

1次 粒子径dp1は 比表面積径 によって表 した.凝 集粒子

の見掛け密度 ρagは,石 灰石粉,熔 融 アル ミナ粉におい

て は,ふ るい上で造粒 された球状凝集粒子20～30個 の

重量 と,粒 子径 よ り計算 した体積か ら求めた.他 の試料

Table 2 Experimental conditions and re-

          sults of fused alumina powder

において は,造 粒体を作 りに くいため,粉 体試料 を軽 く

タッピング充填 し,そ の見掛 け密度 で代用 した*.

 実験条件 の詳細は,Tables 1～5に 示 した.

         2. 解 析 方 法

2・1 粒度解析

 粒度解析を行 う際 の代表径には,凝 集粒子はほ とん ど

球形 とみなせるため,ガ ラスプ レー ト上に捕集 された凝

集粒子の直径 を当て た.凝 集粒子径は分布を持 っている

ので,何 らかの平均粒子径 によって表 さなければな らな

いが,平 均粒子径 は分布 の基準(個 数,長 さ,面 積,体

積)の と り方に よって異な って くるため,こ こでは プ レー

ト上 に捕集 された最大凝集粒子径 に着 目した.最 大凝集

粒 子径 に着 目した ことに よって,あ る気流条件下では少

な くとも,そ の時測定 され た最大凝集粒子径 よ りも大 き

な凝 集粒子 は,必 ず破壊分散され ている ことがわか る.

 この最大凝集粒子径 も,実 験 の ごとに変 わると考 えら

れる.そ こで本実験では,ガ ラス プレー ト20枚 から最

大凝 集粒子径 の分布を求め,そ の50%径 を以下 の解析

に用 いた.1枚 のガラスプ レー トに対 し,数 回の破壊 分

散実験 を行 った.Fig. 2に 最大凝集粒子径分布 の一 例を

示 したが,そ の分布 はいずれの試料において もかな りシ

ャープであ った.こ のことは,凝 集粒子の粒子径 分布 は

広いが,そ の最大凝集粒子径は比較的再 現性が よい こと

を示 している.

 2・2 破壊分散結果の解析

 著者 らは前報7)に おいて,凝 集粒子が相対速度に よっ

て破壊分散 され る場合,破 壊 され る最小凝集粒子径(破

* 見掛け密度 の測定に は試料 により2と お りの方法 を用いたが,熔 融

 アル ミナ粉の見掛 け密度 をタッピング充填 によって も求めた所,2

 回の測定 で1.35,1.40g/cm3と い う値が得 られ た.こ の値はTable

 2に 示 した値 にほぼ等 しい.こ の ことは タッピング充填時 の見掛け

 密度 で,凝 集粒子の見 掛け密度 を代表 することが妥当 で あることを

 示 してい るといえる.
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Table 3 Experimental conditions and re-

          sults of glass powder

 Fig. 2 Undersize distribution of the maximum feed

     and broken-up aggregate on a sampling glass

     plate

壊 され ない 最 大 凝 集 粒 子径)dag eritと そ の 凝集 粒 子 が 受

け る相 対 速 度urの 間 に は,

        dag crit・url=const. (1)

の関 係 が 成 立 し,lの 値 は0.5～1.0と な る こ とを導 い

た.ま た,凝 集 粒 子 が 相 対速 度 に よって 受 け る破 壊 分 散

応 力 σ は,凝 集 粒 子径 をdag凝 集 粒 子 が 受 け る相 対 速

度 をurと す る と き次 式 で 与 え られ る こ とを 導 い た.

σ∝

ur/dag (Stokes域)

ur1.5/dag (Allen域)

urur2 (Newton域)

(2)

そ こで,デ ー タの解 析 はEqs. (1),(2)を 用 い て行 った.

 Eqs. (1),(2)のurは,次 式 に よ り求 め た.

(3)

た だ し,

Table 4 Experimental conditions and re-

          sults of talc powder

Table 5 Experimental conditions and re-

          sults of Kanto loam powder

          (JIS-8)

  Fig. 3  Air and aggregate velocity after that the elec-

      tromagnetic valve is operated: Sample powder

      is limestone (dp1=1.6μm, ρag=0.67g/cm3),

      mean air velocity U=10m/s, opening of

      sieve=250μm: a) deceleration α=376m/ss2,

      diameter of feed aggregate d/fmax50=345μm,

      b) α=288m/ss2, dfmax50=400μm

      CD=24(1+0.125Re0.72)/Re

       ur=uag-(U-αt)

減 速 前 の 定 常 流 中 の 相 対 速 度 は,Eq. (3)の 左 辺=0と

し てNewton法 に よ り数 値 計 算 で 求 め た.減 速 時 の 相

対 速 度 は,時 間 き ざ み 幅 を0.05U/α と してRunge-

Kutta法 に よ り数 値 計 算 で 算 出 した.Eq. (3)の 粒 子 径

に は,50%最 大 供 給 凝 集 粒 子 径dfmax50を 用 い,計 算

は,Fig. 3に 一 例 を 示 し た よ う に,気 流 が 直 線 的 に 減 速 す
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Fig. 4 Relationship between diameter of broken-up
        aggregate and relative velocity (limestone
        powder)

Fig. 5 Relationship between diameter of broken-up

        aggregate and relative velocity (fused alumina
         powder)

Fig. 6 Relationship between diameter of broken-up

        aggregate and the product of stress breaking up

        aggregate and primary particle diameter (lime-

        stone powder)

る範 囲で行 った.凝 集粒 子は気流が直線的 に減速 し終 っ

た時点 で,最大相対速度urmaxを 持つ.供 給凝集粒子は,

この最大相対速度urmaxに 達 した時点で破壊分散す ると

仮定 して,以 下の解析 には最大相対速度urmaxを 用いた.

         3. 実 験 結 果

 Tables 1～5に,実 験条件,実 験 結果,計 算結果を試

Fig. 7 Relationship between diameter of broken-up

        aggregate and the product of stress breaking

        up aggregate and primary particle diameter

        (fused alumina powder)

Fig. 8 Relationship between diameter of broken-up

        aggregate and the product of stress breaking
        up aggregate and primary particle diameter

        (glass powder)

Fig. 9 Relationship between diameter of broken-up

        aggregate and the product of stress breaking
        up aggregate and primary particle diameter
        (Kanto loam powder and talc powder)

料 ごとにまとめて示 した.

 Eq. (1)の 関係を検証するために,破 壊分散後 の凝集

粒子径dmax50と 相対速度urmaxで 整理 した一例を,Figs.

4,5に 示 した.図 か ら明 らかな ように石灰石粉 において

は,1次 粒子径dp1が1.6μmで 目開 き125μmの ふ

るいを用いた場合を除いて,熔 融 アル ミナ粉 にお いては

目開 きが125μmの ふるいを用 いた場合 には,デ ータが

直線 に乗 ってい る.図 には示 さなかったが,関 東 ローム
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粉,1次 粒子径 が7.7μmで 目開 き125μmの ふ るいを

用 いた場合 にも,デ ータが直線に乗 っている.

 デー タが直線 に乗 っている場合,そ の直線の傾 きは,

-0.7～-0 .5の 間に入 っている.一 方,熔 融アル ミナ粉

を目開 き250μmの ふるいを とお して供給 した場 合の よ

うに,デ ータがば らつ く場 合にも回帰直線を引いてみる

と,そ の傾 きは よ り立 って くる傾 向にある.

 いずれ の試料 において も,ふ るい 目開 きが小 さい場合

に は,破 壊分散後 の凝集粒子径 も小 さくなって いる.

 次 にEq. (2)を検証 し1次 粒子径の影響 を見 るために,

本 実験 の範囲では粒 子基準 レイノル ズ数はAllen域 に入

るため,(urmax1.5/dfmax500.5).dp1で 破壊分散後 の凝集粒

子 径dmax50を 整理 したのがFigs. 6～9で ある.い ずれ

の試料において も,供 給凝集粒子径が既に充分小 さ く破

壊 分散後の粒子径 とほぼ等 しい場合を除 くと,外 力 と比

表 面積径で表 した1次 粒子径の積 で,破 壊分散結果が よ

く整理 され,次 式で関係づけ られる ことがわか る.

  dmax50・{(urmax1.5/dfmax500.5)・dp1}n=const.

                      (4)

 石 灰石粉,関 東 ローム粉,タ ル ク粉の場合は,バ ッフ

ァタンクが空 の場合 も満た んの場合 もデータは1本 の直

線 に乗 っているが,熔 融 アル ミナ粉 とガラス粉 において

は影響が表れている.直 線 の傾 きnに ついて 見て み る

と,バ ッファタンク内の水量 の影響を受けない試料 にお

いては,nの 値 は小 さ く,影 響を受け る試料 においては,

のn値 が大 き く1.0に 近い値 になってい る.

 いずれの試料においても,や は りふ るい 目開 きの影響

が表れ てい る.

         4. 考 察

 以上 の解析結果か ら,前 報7)の モデルの妥当性につい

て考察 してみ る.

 Figs. 4,5に そ の一例を示 した,破 壊分散後の凝集粒

子径 と相対速度 の関係について考 察 してみ る.Eq. (1)

は,あ る気流 条件下 でそれ以上破壊分散 が進行 しない平

衡状態 での凝 集粒子径dagcritを 用いて計算 され るべ き

ものである.し か し本実験 においては,相 対速度urは

供給凝 集粒子径dfmax50を 用いて計算 している し,破 壊

分 散後の凝 集粒子径dmax50も,同 一気流条件下 でもふ

るい 目開 きの影響 を受けていることか らも明 らかなよ う

に,ま だ平衡凝集粒子径dagcritに 達 している とはいえ

ない.し たが って,Figs. 4,5の 整理結果 から直接Eq.

(1)の 妥 当性について,言 及することは無理がある.

 そ こでEq. (2)を 使 って供給凝集粒子に作用 する外力

を用 いると,既 にFigs. 6～9に 示 した よ うに,い ずれ

の試料に おいて も破壊分散後の結果が よ く整理 され てい

る.こ れ に よって,前 報7)の 考 え方 は実験的に裏付け ら

れた といえる.ま た,オ リフィスやエジ ェクターによる

凝集粒子の破壊分散 において も,凝 集粒 子には大 きな相

対速度が作用するので,こ れ らの破壊分散結果 の解析 に

も前報7)の 考 え方が適用 で きるものと推察 され る.

 これ までは,気 流か ら凝集粒子 に作用する外力につ い

て検討 して きたが,凝 集粒子 の破壊分散を論ずるために

は,凝 集粒子 の強 さの ような力学的物性,ま たそれ と関

連 して体積破壊,表 面破壊 といった破壊分散の仕方につ

いて も検討 を加 える必要がある.

 Figs. 6～8に 示す ように,1次 粒子径dp1の 影響 は

比表面積径を代表径 とす ることで評価 できることがわか

る.数 μmの 石灰石粉,関 東 ロー ム粉,熔 融 アル ミナ粉

を試料 として,粉 体層引張 り強 さ(粉 体層付着力)を 求

めた別の実験8)か ら,粉 体層引張 り強さは1次 粒子径が

同 じであればほ とん ど同 じであ るとい う結果が得 られて

いる ことか ら,1次 粒子径dp1は 凝集粒子 の強 さを表す

一 つの尺度 と考え ることが できる.代 表粒子径 として沈

降相 当径を用いて,同 様 の整理を行 ってみたが,比 表面

積径を用 いた場合の ような,き れいな結果は得 られ なか

った.

 著者 らは前報7)に おいて,粒 子基準の レイ ノルズ数が

Allen域 に入る場 合にはEq. (1)のlの 値が,凝 集粒

子 の体積破壊 に対 しては0.75と な り,表 面破壊に対 し

ては1.0と な ることを示 した.Figs. 4,5に 示 した よう

に,lの 値が0.5～0.7に な る試料 と,デ ータがば らつ

く も の のlの 値が1.0に なるものに大 別され た.こ

の傾 きの傾向はFigs. 6～9で も同様 に表れ てい るので,

Eq. (4)のnの 値 で考察を進 めてみ る.nの 値が小 さい

試料 においては,バ ッファタ ンク内水量 の影響 を受けて

いないが,nの 値が大 きい試料 においては明 らかに影響

を受けている.ま た,nの 値が大 き くバ ッファタ ンク内

水量 の影響 を受けている試料 において も,目開 き125μm

のふ るいを用 いた場合にはnの 値が小 さくな っている.

この原因が破壊分散の仕方に よるものであ るか どうかを

確め るため,破 壊分散前後の粒子径比dmax50/dfmax50で

整理を試みてみたが,満 足で きる結果 は得 られず,破 壊

分散の仕方を確認す ることはで きなか った.し か し,石

灰石粉,熔 融 アル ミナ粉を用 いて,粉 体層引張 り強 さは

同 じであ っても,凝 集体の作 りやす さ(凝 集性)は 石灰

石粉の方が大 きいことを確めてい る8).この ことと,Figs.

4,5も しくはFigs. 6,7で 凝集性 の大 きい石灰石粉の

傾 きの絶対値が小 さいとい うことを考え合わせると,凝

集粒子 の強 さを表す尺度 と しては粉体層引張 り強 さだけ

でな く,粉 体の凝集性 も考慮 しなければな らないことを

示 していると思われる.

 減速率 はバ ッファタ ンク内の水量で調整 したが,タ ン

クが空の場合 にはFig. 3の(b)に 示 した よ うに,2回
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の大 きな減速 が認め られ る.凝 集性が小 さく凝集粒 子の

強度 が小 さい(nの 値が大 きい)場 合には,こ の2度 目

の減速時 に も凝集粒子が破壊分散 され ていると考 えられ

る.目 開 き125μmの ふるいを とお して供給 した 場合

は,供 給凝 集粒子径 は小 さ く,凝 集粒子の強 さは増 して

い るため,nの 値は小 さくなっていると考え られ る.

          結 言

 凝集粒子を含む固気2相 流を急激に減速す ることに よ

って,凝 集粒子の破壊分散実験 を行い,既 に報告 した粒

子流体間の相対速度 による凝集粒子の破壊分散機構を,

実験 的に確 めた.ま た,凝 集粒子の強 さは,試 料粉体の

物体層引張 り強さのみな らず,凝 集性 によって も評 価 さ

れなければな らないことを示唆 した.
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        Experimental Investigation of the Disintegrating Phenomena of

        Aggregates of Fine Powders in Air Flow

                          Jun-ichiro Tsubaki, Keiichi Kato*, Yasuhisa Nagahiro**
                                                              and Genji Jimbo

                                   Dept. of Chem. Eng., Nagoya Univ., Nagoya, 464

    A model of the failure of aggregates in air flow having a high velocity relative to the
aggregates has already been proposed from theoretical considerations by the authors. The
basis of the model is that the stresses exerted on the aggregates are induced by the relative
velocity between air and the aggregates.
    In this study, in order to confirm the model experimentally, aggregates in an air flow
were broken up by sudden deceleration of the two-phase flow consisting of air and the ag-
gregates. The diameter of the broken-up aggregate is well correlated to the stress in feed
aggregate induced by relative velocity of air, so the model is conformed experimentally. It is
shown that the strength of the aggregates can be evaluated by the primary particle diameter
defined by specific surface area diameter. It is also shown that not only the tensile strength
of aggregates but also the ability to make aggregates of sample powder may influence the
strength of the aggregates.
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