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発破 の後 ガスに関す る研究

(群一報)Ef■')へルボン7内生成ガスと実腰発破の後ガスとの比較
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軸 J)筏がスtl均和8gスた･V..一郎化立方刊疑化宝

3iは.娃BF7)紛 日銭.=上る地77Tiの脚 や突鼓のtf

f和こ耕 されTJこと王多い.そLLは爆韮'.JEE#当由:局

辺抽体の鼓抗に上t)空化すろのみ1=らず,鼓堕された

租体の柵 it千的性耳がJB拙 攻uAの二丈BtEは

i=榔 f女及i三ナ如くj8iられ1-からである｡

牝虫に御 .I-A栓xJりこ粥すろ拡妃の外国の併変をコ書

基した捜,ビ'へIL･ポンプlⅦ 確の技ブスと徴 発鼓

の攻ガ3Lとな,,放牧群F rろこととする｡又 後 u ス

中q)7J-i和 文の他力･T./.沖化に閃rろ外泊のJt近の蘇

死な も折介す乙.

11 発破の後ガスに沌する外Elの研究

て究敵将王.完煤した叫でTI=旭光呈l三成rスrF.▲ニ111時

Nスたる-It化災兼や,Ht化軸 を兼生しないようl=

他 哩 やられていろ｡燃し買FEの究めのuEiは若干

の CO や N'Oが山乙.Tノ yJrCは比の11符Hス

血に上J)朋 を,鼓別していち が,組 腿茄とAL右肘
枝邪で,そのhl鰍土且つていろ.dt)してtL氾 Uス丑の

;境 はビクへ ,̂ポンプfAlでは野をば兜させ,それから

生すろ〝A血で決';iIナろ｡その払肌を炎tに荒す｡

哉 L T/Ihl=於けち11ガス銃羽衣

^ 災E叫邪 (TJyカ軌 IlJニり

鼓 BI lkg の#零から稚9_するtlぷHス史
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入 用 】kgJ)や好さ､ら狩セナ･-}イLぷ〝ス九と

] 2_'4Jll下
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このPiJlti〉ろように.生.L石は･ZSの1EI諒〝ス丘は次
f蜘 惑 (玖態は頚)の3分のl以下である.tE)ち,i-]L

石雌労の77打yス｣恥王.ビ'へA･ボン1内で雄発せし

めた妙合は耗めて少くたければI;ら也,さてttクへA･

ざンア (JiJChclbQt9b又はb】l=helgZtL･jLe)内ICば

究した時と,村石(ごり封hfたりの小でJX究した坤の.

鼓qスが比内するかとうかMZdでもろ｡英Q)和のEE拡

lこ称するif安 は TIIh及びyZElでdEんにIrわれてい

･一●

ピタ-Jt,ボン1ri遥Xを芸所した無lY】煤実存でも,1

から紙 の芳弘のqlTのklく.捷ガスが外鍬の益坑と

iB合して捲訳されたt･..経って,ビーへJL･ボン1E勺で

の姓究占三成gス小Lこは,JiiZIK>Rtが紘めて多い.牝

のピタ-JL･ポンプのqlJ･と細 の宍FloVu-との717;
=1

Kスに閃LTJyか比山村のJ｡llh 50m7tぴ Agt)eW
は.ビ1ヘルkン-/のVu-には1イナヤ イJ･11bまSIJ

のX'0丑が,実缶の究紙の瑚IT上l)131㍍多いとすっ▲I
てヽ る.之Lこ玩こし,y班の 1くoqIは, ビ･,へ ･̂Jfン

1内では,COは多くLLIるかトOはJPつて少いとi生

･<ていろ｡q]らyO に関してはTノタカとyiiEtとの

℡うことが浬になっていろ｡これは恐らくVZEnでの位
Itll<ナ▼イトの地肌が見ろのと朔熊の鮒 も逼って

いたのであ7日 と増えられろ,11IjLft近 T ノyカセLII

樹の T伽 ,,主Tul,1.,及び‖…J'Q)純Kスに内ナ
ろ媒染では,ビ1-A･ポンプと公甘発破との比把で,

A及ぼ玉と Il奴は茄との CO の肋 :LqJtの切れ

端比内すろ｡傑ってttクへAIJITンナの柏 Lll伎ろ技q

スの色別尉 Tけは大作Ba当でもろと紀していろ｡PBL

乍ら,挽 Hスの細 班のP;】qi)は.とL=て析決'Lふたとは

すェない｡

一帖住宅のぼ片のftJJ'は,その瓜破に上って先ず88

I) 茨にl■8-8 式でもそれを山むずW の規EBIL=上って

災り,lrL二又1jtgスは洩脚 の牡狩的化学的性質lこ

3:つても好学をi･けちもので･あろから,一杯の妊虫牡

かL,全州 をすらことはml掛 ･を出す ろことにな
rJH

ろ｡粥えは,CraV7心 ､･及 JonLlの天5aL=仏iLi王'

gLEL的に侶茄と炎に淡挑む叔qEして,托すスを放すろ

lこ朋 カqLの姓にもiufCOか村きないけ7Ltl.煤

茄より手前にもろと捕しくCOが粁す. ttiu三外灘

の注'式中の蝦 と純正Le抱起すからである｡又Sll＼V･
■1

ro､は rblgo､･bomb的雌発と坑相 見との後yス

を罪臣し.農政の用地の鞍帖やtI繋小の打たの慨 店
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残の批 昧付が,捜qスに彰笹するとia:べ ていろ｡吐 代JW)な槻 成城を凝舶 茄とhL右脚 に放き,ど,

の放TL71F謀を考l者すれば,後ガスのfZll雌は伯今繰入に -ルtrンプ内燃発の砂合と対FEE発破の租介とセ此収 し

柿兜をa(ナ ろことであると甘わ11はならぬ. て′r;せほ】炎2火R 3,4の如 く亡もる.訳の巾の 〆

lu ピッへJL･ボン7内後ガスと実際免猛の

凍ガスとの比較任

はず三g!クエとしての分析依そのtAであl),それを換装

lkg当I)に換井したのが LFkgであろ｡

さて狂糖も後ガスの宗実を行ってい7.が,その中の

袈 2 洪Eや巧の1tKl .ピ ッ-JL･ポ11円土崩収内'h巧&巧との先々岨)

It fT 繋 抑 CO,pi

忘;言昌(竺孟 芸,&<言 ;J.:. ::;三

細 可 竺志 芸;言 ∴ : ::;;:
LllLtI,へJL･ボン1の均分は,291の.Jj容拭rllに

5ng iD断 を-タフJン抹砕入りのtA,煤究せしめ

た均令 Cある｡又次官莞鍬 ま,咽7Il25年 相 月 1日

升詳螺 ,奈井江肺 三抗技向S市i･lld.に'CF7ったも

ので, 斯而1貞62mtの切.HLニー孔 1125g<2･;

225tirを糾 し,電鉄市野をuTFtlL2プ壱研 究し,発

卿 灸JO砂してぢ昭価 から 1m の折の訪免を探Atし

て分析 したものである｡伎yスのt5は 5m 附i圧まで

柁放したP脚 であろから分所ulから,次の如くしてEF
射す7L)｡

伺 mダイ4)CO 止を I/kgでJi,'r

co,Jkg-62x5x慧 欝 ･195

x,ビワへjt,t'y7内のgスitは,火空輯故鮒 37:

法にて▲先づ Ikgの提琴から川ろ全dスもtをn uL

そItから舶 する水蒸気の好捕をJ7Jいた帆に,州

:(Oタg COT/kg NOIn.g ,汁J/kg

OO195 544 0059 SLI46

00125 555 OlHZ SS54

00067 195 47 242

0004] 2O6 29 235

.･'な擁 L:て計許したもの'Cもろ. 前絹TJjに於けろ洪

官発破は,比較的見好な発破であった｡ti肘kTRからqE

演耕 土･-†拝Iと滋主訴の丑は.X:際の発破のW Tにはt'1

- ･̂4'y7'の助合よりも少 く,暮与平分以下でもろこと

を知 3た｡又練化菜兼の方は,反対に洪甘茶故の断

が断然L>く,tf7へJL･t'y7'の掛合よりも 7… OI託

にも津ナろのである｡発奴が鵬 で行われる時は,

CO はニ?蘇)陀EGXの桝の 2倍LこなLJZ(0 は 10frr

にもTくることがある｡この肘 の実取捌 さに上LLlで.

ヒJJヘル】Jiン'/の秘 合には共襟の発乾の岬よりCOは

多くt什て NO は少く出るかLP,召3迷した外国の研究

輸光と別 tすれば Rotszの苦っていることに-数十

ろわけである｡然 し之があらゆる位邪に対し,叉あら

ゆるbL石や石32に対し常に成立ナろ既旅であらと筆者
はまI=1甥 冒しな い ｡

六L=封石川-1淵 茄の抜〝スの成折の粥を示す｡

作 R- I; 蝶 じ0チ.I

訂 Thy ( 琵 崇 .イ/ i : : tot

･･･LG如 く 芸 #, '1イ/ / : こ :.0芸

111し%I石苑地は,昭和25年 711F柵 1榊 b;r鉱山

1こて持ったもので,鮒 面et6m!の棚 の折に

新剤 1125,⊂100..ll25kg粍 112 5x170-1912kg

を将火投を用いて,全部党政した正枝に淵びiAんで挽

ガスを力≡衣したのである｡

錐の成頓にj:7日Jj.COの発生丑はビ1'へJL･ボン1

の仲介上bもSL市発破の租合が Fつと少い｡叉所舶ダ

イナYイトと柾ダイナマイトでu,叫水の肺件で CO

の)止が迫になっていろ｡hOは細めてftl止のhrく考え

たの C分析 しなかった｡LEEL別に射れ花町 C桂ダイナ

-!イトの NO .L†085批 gの班 をWたから.ピフへ

39

PI01'' CO〝kg biTOLnZg 也 牧村 軒

UOJO 42tl O61 歓

OO43 296 017 ナ 17 T ン

28 淡

LI4 - ク177シ′

ルZT'ンナの齢 のSlEiとなろ. 何れにせよ CO のit

は_L-a石発破のJ8分にはビクへJL･.-*ン1のJq合の大約

10分 lの樫虻にTj:ろと見放して大過なしようである｡

然し打払う切 れば,策際発破とピケへルポン7'内とで一

CO の丑は比例するとは甘えTrLI.

-Xに日本油断触 全能武鼓工場中河拒食坑屯S,似目
して,tlrlと同帆 こして実際常軌のuスと.t''ヘル4'

ンプ内〝スとを比較したEW は裁4の泣EJであろ｡臥

し岩石は.HGLlこて.糾 t樽 罪は少しくfll嘘をZZlえた

扶FイブYイトJ班であも.口許は共に花itrJT管を,(di

HlLJ､｡
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fR 4 FTT州IJl投仇iBlこ脚 Ia界技の練 K ス

It rr t

孟可 - イド - 杜… CsO6'3

S･l

- 号 L, -｢ - 日 義

未鰍 は畑 組 JIか策招発故であるが,岩jZの不

句等のため脚 L)実生に若干の絹芯があった土:建ち可く

塘件s,Ji!にした快うで1'ろ.比LLに上れ.ま血diを少

しくだ正したまdA.机 Cの弧に余り緋 は改め

られ[=t｡!毒し,(･JLLにせ上IJtのH的とナちと,-

A･ボン1JtJのVAと.3<吸発破の牛舎のgスとの関の

比較7)P託には援&.つ｡EDも策再突破Z)書合には,堤

3;のRI位相 8L)の CO E+" どすへJL･zyシ7内の U

スより沌少するが .T(0は却ってql加する｡.tのこと

は発破の苛勤 :石洪 亡も智石でもHEaである｡

上記3つの茨の蚊は何れも花札lE捜飛び込んで行っ

てgXを校tiしたものeあろから突瞭憎 の申分は持

時間のため比の折よQ小さい.

†l ピッへルポンプ内砂充叫の後ガスlこ及

ぼす紺 と共の考轟

EJ沢 のbく設甘兄れ こせ上,生i右党跡 こせ上,援軍

JL.gから確立する COの34は.ビクへ ･̂･{ノブの場

合よりもrTF減'JT-rろの(･もろが.:<0丑ほIj]つて棉

人ナろ｡Ltれは槻状か大きいときは,娼玉の曝発汲姪

が布くILろために yO か析 ｢のか,嘘はy;貯発鼓の

噺 Tには,ピソへ～rHi,-/の齢 上りガスの冷却が急

恥でもろから.放談と京葉 との反党;により生妓した

.Yoヵ:油かlこDtyiして,邦の如 '減らf=いのか何れか

であろ～｡･ケ牝7)llを柑払するために.ビワへ ,̂e'ン

プ内に砂場 (クヤソTン袋)S･入れ非の小で廿通の相

'L<1イナYイトSOFrを怯7Z!させて竣Kスを分析した｡

ruLこの齢qa1rlナーイトの拓也Q)杭には,ハタ

フlyを付荊せしめてLl1Lい｡JCの成釈な715に77-:

す｡

Jt .t ビ 1- Ib :LJnP犬I t 上tA aL7t

(対tq,';) x-0
, r̂ ､ー̂ (仲山

cO= 0L CO :(0 ､■rbJE''

ll1 0tI IZ8 OO195 0059

50 2J5 11 105 8032Z 0(持8
1qI Z44 II2 92 0613 192

5(氾 ヱ7.0 UJ 1)1 1505 457
1i炎にLu tlfめ の舟 を 廿 ｢に恥ISOのRtl'-著し

くJBZEけ ちが 亡0 の舟 は 余 tI机ヒLTLい｡匂】ち頻状

.YO,'.' COLn(g

OO21 4J3

00】7 486

00_9 51.I

0032 102

0055 26

0_QZZ 27
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-
が大なるとさは._T(0の見生■か伽 でろことは事g;

と言わ!.I:ナtLはT.･らわ｡井の馳 11としては,耗止l=於

けち ･t'O t丘のZf入辰珊 ･ilか ･位下す引こL+

t."T(03E少D万に向Iのであるか,そtは:抄が多い

とき:--エ汝に冷却されろ似 ,LZ'b ･遜かに花輪し.

生ってさせか ･T<0か共カ脈 iA王'CfEろものと考え

られる.

ヰ偵宅か鎌発の牛舎,.T･10のLは する次の=つのLi

芯を考えろ｡

14 職 と鯨 とよ○カ >'0 並吐反応

.TIe†0! 二2:ilo

Xp一(.1･(,;'OjSF

や触 h-YのiA獅 政は･Xの如(.くもろ｡

logKp=-9㌢ +I0- C,nst)

-｡gE･･= 竿 +I6(P｡･"Let)
丁)

(''lJ,C00L-も Kl･セ計許 してしろか今 T ∠J仙 p

l=於Lナろ K■･り班を妃すれば,災6のiBウLeもろ.

LE6 XO 生成の･Tt約 8

＼ 7t A

i'p ＼ -1lerns= 'ol】llzer Couk

】ogkp(:JWOE) -285 -234 -16u_,

触 1.に似 tは Cookの虻は.:t'ezlldLと IJollltZL･F

との巾1川にもろ｡牝等の叩榔 敗を肋 ,て捜yス,T･J)

句を桝 ℡付 して見ろに,ICtの分E O25.0,の分

監 002とすれば,ゴ0の生成分子串を∫とr乙とさ

2･100コK では

故に )kgヵ条発生gス丑を736Iとすれば,:(0.り

生成丑は 26LrL･gとfJ.-る啓である. Ltの瓜は抵抗あ

る符合D英貨位に近し｡

B 一群化発禁とRI化章票の圧IeL

-':tTO+zCOT -I_TIe十2CO士

にp-盈 諸 賢

･cQ" r-一.)57,T T---75.｡gT-50(X･Lm5t)
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之に旋itは,止髪が高くなればEJ.小となり,従っ

て 0ゞ生成月抄'JW る｡以上 A,Jlの2JZsGより

考えて,爆発の申告の肋 ;大きく'&桝 究退箆が

布くなれば,Fh働 でも が0が村し.又兆の庭冷

劫 適 いときは多是の :(0オ･その勝 抜して常退三

で盛ることが顎列壬Ilj当る｡

V ピッへルボンに依 る規尭発生ガスの渓

軍法

回 1の如きr勺.kr珊 29Lの T)LChcll加 blH二田

朽 50g を珊関して,6郡i屯田管を川い {短糧す

る｡爪LZtoTnh中の託E:は大紋正のままffう｡

四 】 t'γへルポyナ

J･1ヒ¢方法IC煉垂を脚 せしめ兎生 した終発生成yスを団

2のbさ擢 にて諜rtLは時に触 Kス丑を一泊定す る｡

印ち,fbmbの設取乱をGか･て IiozTbb中が大気

臣と等しく1.ろ三で瓦を斯採TI7脚 及びガス雌 扮

a: ･'Lt■t.LLを出しながら妹.rtIすら.K大任取

水正中には7･め煤見二巨成ガス

(趣和して水S･光し¢渦 の如く妊水t7を上下することL二位

Fl,常に大丸q:にてyス五抄二郎 ミる酔 こしてあら



エ 業 火 戦 地 仝 ff 薪 12番 ホ l肝

スを急池E=現収LJ益Sは 清田IにしていろcEIにIilT ろものであるから./ケ剛 7多敬のy滑 的肋 '必群で

-/リガの銅山では,Tンモ=T水を竹製させろことに ある｡

エLJ発破鮫 ガス坤の hTO ガスを 60!.'徴収 させて.

凪辿れ梁を可能にならしめている｡Lヨ米でも北砿 正人

引 4山教授の漁唱で姐管の党にTン そこT水を浦下す

ろ方法が,一別 と藩広の裳頭で行われていろけiLとも,

充だ一般化していない｡岩雛 後ガスの排亭hに対し物

湘 勺方法の他に,化学的方法を加妹 Tることは,社だ

欄 IC･あると考えられる.これに上().作課把確をT..1

め｣しっtbく人の鍵鋲を持つことに大いに芥与ナろこと

iJjら.

lT 捕 ti

1 校 ガス中の和 Lfガス故に対すろ花袋の如月ソ三.

淡雌 iRを甜 常軌 こ用いた船 と,ビワへ/,,ボン1

内LR首a役の生成ガスとを比較するに COに雛厨苑地

の吻合賊少するが.:<0 は却って碓端に埼加ナ7.,8

2 岩石脚泰発を岩石発破にT臥 tた秒合のCOは,

ビ ー へJL･ポンプ内の筏 ガス中の CO A:i)沌少ナろ｡

3 位geの掛合の抵抗が大なるときは .T:Oが附加

する｡

4 γメワカの群BE;の後ガスに上ろ級別分放r-" ど

ヮへ ･̂ポンプの後yス分析で行ってしろがー非の親輪

はJltTT川爆嘉に対するものが米棚 死に対するもの上

I)餌であろ0

5 外Eilに於けち後ガスに関する耗近の研究や,維

ガス中の祈i3ガスの弘迎刑 ヒに閃ナち親切に/役立つ化

学的研究を熊介した.

6 凝弧の捜カスは発破の隙†糾こ凶 L)火tに変瓜け-

抵 LJに米機 にta-J]せ られ た)碓 氷燕株式金敷並

に.同和盤繋株式金杜の人p+に感謝する｡
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