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空 気 透 過 法 の 応 用 例

(稲称:二年8Fl23日 生江)

丸 lll 修 こ

くE:辛 カー)フI真土ナ谷エqL)

!1.# T

桝 は甥の奇_q分のtiBFの分布戦跡は齢 の蛙盛会

盲することb･大きいので.常Lこ大きなEr心がもたれて

いる｡環在弧 作東での11度の雅 は於と丘倉敷 こよ

っているZ)二.fi倉芸.土鳩作の上で若干のあいまいさも

あり.ことにFFA遅達の邦も･汚W の丘ta;=ついて.-_

Pi月カ'･きく,即 事朋を¥することも多い.lh暇 では

このためには作の圧政た空恨 注せ托用することの

軍用的たれ附を行い,且つ NH.Cl0.及び yILNO.
についての矢鵬 蚤からこttらの輔 休の比箕面節と

詑fttW とのEn床について誉千の湾井を行った.

モ2 tt 村

瀬態にmいた柵 はエヌ用NTfi.C10一及びyH.六0.

セ屯坤し,甘士jt･玉31のアトマイザー (武運振放 車

載掃苔)1_,色JrたiEE且まで凧 ､て怒FTしたものであ

ち.

烏3 粒 度の淵定ま

空気鼓過払 二三も瓜JZ桝 が･常用されるのは七J./

ト瀕晶にその例d･あり,これにはいわゆるBhznのPt

凝着b'LRLJI.也.EZ♯8で僻丈に.用いら̂ ている.こ

の装ZEは七 ノソI用に怒計されているたZC',我々の場

合はもう少し恥 ･粒子を対屯とすることか如 .ので若

干の改良カ･Blまい ･が.7, このままでも一法のEIP..,土

荘せられる.

ここで用いたの.まね木衣作所覇,プレーン空G:並畠

19Ji皮湖繋船で,その大鵬を図 1に元ナl). これは扮

件の此資面辞な)Rabももので,まiLセルの串の目皿の

上に折定の江按をtき,ー琵Jt打った邦 を入れ.セ

ル4面1_,軽くた■_いて考-.こし,その上に再び乱たJL

Ctいてブタソゾt一に.iり一定の件跡 こ庄指する｡折

か･こプランI/T-を･jfL･て･t/-+_,･1/I-7-上古の

摺 り合せの紛 ▲こ居り附.チ,仔でセルの上謬そよぐ.

次にゴム怨と活栓のBM .二上り-ノノーP一派をA撫

*一由 >トンP

LLIJZJt▲AJltt下させる.この時価 カtl攻JL誠 してカらC投

を訟ざるまでの

時rufLス ト'ナウ l′ナで滞る̀ この併から帥 現件

の比洪面脈 び比&転炉随を渋め るに.iKozeny及び CLLrnflnl)の暇 にZSlく3:9)(

3-t)(㌻･･･2)i昂式に.tろ.S-- i/lll:

E:;.'7,ニ(⊂-,/g,(Eq 3--,D･p-読 - (′一) (･…
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七･tの'J=rl l'(cmり

七～の平た J(

xMのXttt ･L(gem))

At科の■Jt I(g)

+凡1

ViT

001353

1.991

2024

(NH-CIOl) (NLl.NOユ)

195 1.725

2.2O l.90

0-1341 C.4430

026LJ O.3cc

桝 .エ14)-7)a:蔽休について2LuJ脚 を巾やし,更

にも5-Lf別.こ淋 を作 T々LかしてAIS托 摂 り蓋え

し.合Ittく4つ03位の'1'-句を捕った.

与4 測 定 括 3E

朔電灯互ひこれから上式に上って決めた比讃面凍及

び比讃折伏相の放せ妨2灘に流した.桝2抑 こはfalじ

柵 について東めた通有の泣分相 の払弧も,7.してあ

ち.また航 速過yiとEZ分の招来のEP旅を見ろために

これJ_yR示すれは妨2班のヱ)[=なる.

!5 消定井Jtのt[tl

r5-I) ユI含tZのit?.性とnr取

水ヱ3Zの井守廿に且らTLるように榊 5の榔

(エあtウ上(な1,..この他 .i

(a) 柵 の不均一性｡

■=■ fll. tL u T.
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った柵 /{プチ'/ジ'-でfEAW る油.こ軌 iT'セ･=た.I

て~力に叫していることのILいり .こtt丑すべきであ

る●

この上17=してITlた奇脈 軒の上大幡 .ま士31.･tT
ZEであZ･.ifってこLtから深め(=此苫両横五IJ比蛮両
iA旺;王それぞれ V'J●丑び 】,V 'Il.=此91するから

±】S〆 1雌 のはらつきですむこと.こなる.

比讃両肌 三一衣的'=IEい .恥 '･あるという上りも粒
子の讃丙の凹凸をとこまで考えに入れるかに上ってR･

化+る餌である｡BET法で東めた&軒故と郡見遣適

法で求めたぷ両横 よその丑恥 梱 ることから増えても

nI抄 である･従って絶対僻を仰臥 こすZ,上りも.この

加 たで3紬 た多くの糊 王の柑郡 偶 作をnJJ血.こすべき
である)｡

しかし･次に牧村するよっに htIL.CJO.や LWl.加o一

のり な無恥1の純血に対しては.この判や締 まかた

り類の廿に払 ､上)にB I.

亡512⊃ 比JtTfA徒と存分JfAとの附

二つの投よ伽 の凪 こ.三和2円の曲は.こ,T{さILる

上llZ搾取 '･あるtJ:.こLt.ま士!=Nrl.CIO.と _TiH.

･TtO▲とに共話したEk集であると且らtLる.

この顔見fL貫.こ触 Lこ附 け る一二め.こ.三,こ,lら

の桝 tのIm の分布状店･こついての仮定を転けるm

d･ある･その葺flとし･=才廿.ニさきに軸 .こ℡持され

た ･W .CJÒ の杏恥 こついて･且托法に1ってそのL2

t分布を帝昏しホ32位 U帯 aEg)･こ京すり lE械束を

ホ3責 tr■のBqLこなるtiよ分か

C 波 JEjLガTltt公 ZtJt,i

1〔q U(i- [8J P 305
3･CO 18･L- i91L 27D

三ヲ55 1三言::: …7:: 22ヲ:
Sl朗) ZlIL- 22'L I.e5

590 _I)2LL - 23'l J95

6cc 23･L一 二1イ 130
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9d 一 一od lr S･60 2" - -別 O･a,
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lad-1-8 45 3O.I- 3ld I o.30
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D･p-義 一 (ミクロンH Eq 5- 3)

(b) 250メッシュ通過士と5'p及び D'J'との関係

1m並のエ)に各区rHlの怒laTLがわかっている場合l+_

当然或る出様より小さい起7-の花畑53が各位r{烏麦に

決っている｡即ち uLより小さい怪の粒子の丑見好:三

∑ trLである｡一万 25Dノ ･J y.'Iの確のHの大きさは

62ミク ロ/であるから.ある買った粒搭 WZを 62､

ク.'/とナ九は,そのときの250ノ ッ yユ通過のiE宜

,a.'は∑LPl%となる｡文このとき "･L-62 ミクpソ

であるから.{Lの伍が舛際の数丘tLとして決まり,LL,′

JLL'酌 わかってくるから 主 意 の伽 ､盟- 許
で求められる.

桔牌粒度分前lJの形Al.【蜘 のとき,i;Lとの力まで 2さ0

ノ ノ y=t逸逸盃がいくらの時はその比詳面改径がいく

らであると直ちに計32山菜も｡卵 とした NrT.CZOt

及び ,NH.PtTO】についてのm 純潔L三筋 i誠 に示 し

た｡D.Jlの方は競耳の其 比7柾に餅旅しないが,S.,汁

LN怖するので 5-1,のき†罪ulは .TiH-C】0▲についての

偶であるC

(t:) に子を立方体と考えた場合

次に粒千を稔でなく3uJ体と考え,その粒皮分確は

その-控のfT<さで決められたものと考え,実話の日を

並泡するのは弟 4Ⅰ詔に見る上うに,立方体の一棟の長さ

か蕗の員の辺の長さに等しくなるまで うまく遠祖する

ものと仮定する.この親告一倍の粒子のf梱 .三(■I′L<))

(cmり.盗泉 は q(d'手))(g)である｡(1-I)-I-I(L区

間内の放7･は (10~Z･比),qd'〆1時,その区間内の全表

面税は 6X1(】一三zozJqLLL′(cml)と1Lる｡従って全粒径

2iOA華 i
与 曇 唾



されるから前と間軌 こして

S- - 6xl′13×10zs .:;,: (cm･/g'

(Eq5-5)

D･･-131,;:,r,･. '- - H Eq 5~6)

のように出hきれる.これによろ朴芥位をも薪 4淡1=

流した｡

(A) 事m とけ暮tzの比較牧村

萌 1ポ中のホ1す及びホ6潔の併Jzそれぞれ 2カ メ

/シュ立通A-こ対してブp･'トすtu=市2J牙の.W 依

することカ'･Lかる.

-1JNH.CZO.や NJi.NOjは無機姓の払d!Lで,各

粒子の外板から見て練よりIi立JJ体と巧x.るJJが妥当

であり.文.杓の通過7)弘も酌 4河の上Iにうまく通

るとは考えられないから軒5JZdの頂Si:のJJ-が巽当<-あ

ると考える.

更にこのような仮掛 二五く升紬 とRl卸伐の-.敦

していろことは.瑚冠された比津面蚊及び比#面CFt作

の絶対餌もかなり†J鎖Zll来ろbのであり.社史分布の

位TEb不当でないことをJ_,示していろ.

貴6支 載

り E･事七J/ト改行pBE プ1/-/空究き遠扮.官立

として77-{したものか柑られる｡f河カち岡ちかた17に 弗定FP.研任用8 (昭和28年lOTl)

恭BeU5の班の方がささに7-T=Lf_実刑也 と よく-鼓す 2) PCCarmart JSolChem tnd 57 22与

る｡すなわち現地 7.を棟と考える場合.又Li立方体 (1938),58.1(】938)

であってその托日通適が.-熊のR三日ニ文花されると巧 3) 冗 L Blalrl ASTM Btll) 10817(_1911).

えるJt合上りも,並73件であってその対Pl様に1って 12351(1913)

3'J目通過か茨稚さtLちと4:,£I.:/Jが東湖仕とよく適合 く) 水沫,莞JJr,書ti =化 59307(19知)

^irpcTme8hHLtyn7ethodforl)etermlrlinJJ･g

PzlrljcleSkc｡fAmmonium･NltT･at(･OrPcrchll)rLlte.

byShh)lMaruyama

Somea.yperlmcntsweremadeonthe

appllCat】OnOfa)rpermeab】lltYmethod

foT'thedelermLnatlOnOfparticlesIzeof

ammonlum percllZoratcornitrate.

TheapparatusLESCdlsBlaLr〉●sonelヽhlCh

was des将ned for the surface area

determlnat】OnofPortlarldCcmentandlS

shoIVnlnFlg.1

SpeCll1CSurfLICCalldmeaIISurl'acedla一

meterare expressed by HlefoHoh,)ng

equat10nSl･CSpeCLLl･ety

s･p-.lll.iE.';.I,rJ.; (cm･/ど,(Eq3-1)

D･･･- 嘉 xlOl (′L, (Eq312,

S,,, sTXtClnCSurEaccof‖IDSalnT)1e.

(cmZ/a)
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l( celtcol)Slant

e porosltyOfthepackLngbed

T obserヽ･edduratlOTl(See)

rl specはcgravltyOfthesample

lJ vISCOSLty COe爪clentOfallat

room temperature.(LX)lS.)

DJ. mearLSurfacedLameter.(FJ)

SamplesusedaredrytechnlCaトgrade

matenalsgroundby''AtoTIll7,erHWltha

controJJcdspeed.

ReproduclbHltyOftheobservedduratEOZl

tlIneOfpermeat】OnlVaSfalr.maXlmunl

devzatlOnfroTnmeanVaZucsbell)g士37J

Thellthema).lmundcvLatlOllSOfsT)eCtrlC

surfaceandmeansurfacedLamCtCrfrom

thercspectzvezneal1Valuesarej=1.5タメ.

becauseとheyarcpropor亡LOnal.tosquare

rootoftheduratiol一亡LmeaIldLtSrCClpr･



ocalrespectLVeh'.

1いvasfoun(IthatthereexLStSadeElnLCc

corTclaいOn behveentlle meaIISurface

dLameterSandtheresuEtsofs(evLrtg:thIS

appearscommontobothhT札CIO.and

NE･I.No..

LtlSCZlpable.therefore.toapplytheaLr

permezlbI]Jtymethodforthedctermma･

tLOnOfmean paTttClesIZeOE powder

compotlenlsOfexpJosIVCS.

ForsImplzcl【y'sSake.theauthormade

theEoI)OIV)ngaSSUmptLOnS.(()shaT把

ofpart】⊂】e SEZC dlStrlbut10n Cur､re lS

alwaysofthesametypewhlchhadbeen

deとernllned from elutrlat10n rllethod.

rcgardLessoftZICabsolutesizerange.

(ll) allcrystalpartlCLesareoFcublC

shapeandtheypassthroughadcRnlte

shleVeOpenLrlgOnLywhenthelrlongest

dlagonalarenotloTLgerthantheslel'e

Openlng.

UndertheseassumptlOnS. CalcLLZat10n

wasmadeonthereht10nbetweenthe

meansurfacedEameterandsleYlrlgresult.

SattsfactoTyagreementOfthisrekt10n

lV】ththeabovemcrttLOlledexperlmerLtaE

resuLtsshow thz)tabove as8umPllOnS

are resonablebothtoNH.CIO.andNH.

NO,.




