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充．．．．填．．．塔、［に於．．．け る 液 の 分布．．

　　武．．；谷　　．懇．．

（匡㈱7127年孟月29i］受理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Resu！ts

　　　　Observations　ln　the　main　series　of　experlments　indlcated　th’e　following　：’L

　　　　（1＞　As　to　the　wf　ter－rate　distributed，　the　outer　zone’　’was’　niaximuni，　’th’e’centre　zone　ca，　me　next

　　　　　　　and　the　mlddle　zone　was　m｛nimum　tlirougliout　the　experiments．　The　distribution　meE　sured

　　　　　　　by　the　concentric　receiver　did　n6t．chE　nge一　appreciably　at　the　three　cross－sections，　1＝＝75　cm．，

　　　　　　　150　cm・　t　nd　230　cm．　1｛rom　the　top　（Table．4，　（II（］1）　and　Figure　11，　C－1），　“9），　3），　4））．

　　　　（1）L）　The　distribution　measured　by　the　equi－angular　receiver　showed　a　tendency　to　repeat　un－

　　　　　　　uniformity　（w｛thin　certaln　limlts）　and　yn｛forihity　alterna，　tively　between　those　three　cross－

　　　　　　　sections，　btit　that　tendency　dlm｛nished　gradually　as　the・　water一＋rate　wa＄　increased　（”1’able　4，

　　　　　　　（IIA）　and　Figure　11，　A一一1），　Lt），　3），　4））．

　　　　（3）　Changes　in　the　water－rate　within　the　range　of　25－44　m3／mr．hr　ha‘d　not　any　appreclable　effect

　　　　　　　on　the　unlformity　of　distribution，　altho“gh　the　inrease　in　the　water－rate　up　to　25　m3／m2．hr

　　　　　　　1即roved出e　u1壼ormity．

　　　　（4）　Average　deviation　（are）　from　er　actly　uniform　distribution，　over　the　crgss－sectlonal　ayeac　t　t

　　　　　　　those　three　heights，　was　estimated　at　20－3e％　maximum，　when　・the　water－rate　exceeded

　　　　　　　25m3／rnC’・hr．　（’1’able　5）．

　　　（5）　Te　ebtain　the　uniform　distribution，　it　is　important　to　accept　the　water　uniformly　into　the

　　　　　　　packing　at　its　top．　lt　m｛gh．t　be　beneficlai　to　use　a　“guide”，　such　as　a　regularly　packed

　　　　　　　Iayer　of　Raschig　rings　at　the　top　pi，　rt　of　a　dumped　packed　columnL

　　　In　supplementary　experimentg．，　a　greater　un一一uniformity　of　water　distribution　Nvas　revealed　in　the

packed　column　employed　in　the　previotts　experknents2）　（Figure　10）・
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掬 い冒口

　　　ガス吸牧に廣く用v・られる充出品の作業容量の斐1i．輪には，

スの流れが均一・一・であり，從って吸牧も均…．・に行われること，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／塔の断面積の各部に於ける液及びガ

2ilち吸牧作業の建當ll／こ態に於いては，

塔の任意の駿｝耐L．｛：の各鮎の液．及びガスの紅成は，充鎭騰．の高さのみによって定まる｝母一．．．．．．の｛ll権とる

ものである，との重．．大なる蝦定を．含んでいる．

然るに寛際の塔に於て1・よ液分：布は必ずしも一一・A；；Stではなも理想的〃踊献態に近づけるためtrL・biit
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特定のガスー液向流装毅の場合でも，塔頂に於ける液の分布装｛削壁贋方法，流れの調整方法弊に

就いて考慮すべき畔菅があることは，從來の研究1）或は著者の炭酸ガスの高鱒吸牧に流する＝豫備質

験2＞からも容易に推察し得るところである・

　　併し乍ら内田・藤田爾氏軌4）によれば，充鎭塔内の液の分布は一般に極めて複雑で，理論的研

究の不可能な偶然の機會に左右されるであろうこと，從って液分布の閥題は充填塔の作業にとり璽

要な問題ではあるが，研究方法としては，唯，無数の灘定を繰返して得られる寛験上の結論を信ず

る以外には方法がなbものの如くである．

　　燗冷の事を念頭におき，此の種：の實験の新πな繰返しに依り何等明確な一艇1勺結論が假に得ら

れなV・としても，術，著者は炭酸ガスのカil燃吸牧に罰する研究を行う過程に於てve，三内に於ける

水の分布につき一州検討してみることが必要であると考え，本丁験を計書した　帥ち酋報2）に蓮べ

た通り豫備實験に於V・て充填塔の容量係数，Kxaに封ずる灌ノk量の影響が豫期した程鮮明でなかっ

たことから，κ詔に封ずる作業呼子の影響を詳細に實験5）する前に，著者の牛工業的實験塔に於け

る水の分布を一三検：討しておく必要があること）　．一一・般的に矯って液分布の研究i資料に實測値を追加

すること・．更に串來得れば，工業的吸牧野に於いて塔内の液の分布を改善するための蝉吟を些少な

1）とも見出し得れば，と念願して本實験を宥ったものである。

　　　　　　　　　　　　　　　第1節　既往の研究

　　卑斜塔内に於けろ液の分布に平する研究に就いては，古くHurtcrfi）氏がコークス牽填塔の塔頂

中央部に水を供給し典型の吟詠劃に集る水量を特定し，塔の高さ，コークスの大きさ馨を冷えて分

布を槍べた結果，水の流下に：飼い，梶野よ・り2・5m位まで次第に凋幽に：鑛がり，共の後は大体その

まま一一・様に保fcれることを認めた．

　　Kirschbaum7）氏はラシヒリング充填塔に於）・て塔頂中央より給水し「q様に分布を槍べ允結果，

Hurter氏と異り，水は流下に從い周幽に虚〕つて射りなく鑛がり，丈の高V・塔では下部の中央に殆ん

ど水が落ちて來ないと云う．　Kirschbaum氏は第1圃の如きイ∫孔倒立圓錐

型隔壁を充填贋ξ）途中に激段設け，四壁に集った流水の調整を行うことが

脚⑳るとし穿る・

　　Baker，　Chilton及びVernon一等s）は直壁3吋，6吋，11．3吋，24吋，

の充鎭塔に各種の充贋物醐V・て同秘との研究を行った結果，Kirschb・um氏

の得た様な塔壁に集る傾向は小型塔に特有で，大型塔に方きては著しくない．

Ullち大型塔では一度均一一一一分布に達した後は大休均一に流下する．叉1蔑注方

法は・、

ら，塔頂に於て照る可く均一・に撒布する必要があるとし，

響のないことを認めた．　併しノWl四喪1拶ぐ氏は共の著瞥hに，

“iこの報丈は充墳塔に於けるフjqこよる炭酸ガスの加腿幾露1父に關する研究の嘉部’Cある．

第i圓　有孔倒立

　鐵三型隔壁

塔頂の中央に供給すれば塔律の4～5倍の深さを流下するまで均…にならなV・と云う結果か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叉ガス速度は浴注黙に：i捗るまで大きな影

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B詠er氏等の得た分布曲線に：よれ1ぎ，
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小型塔で灌水量の少い場合に特に著しV・分布の不均一一一・・が見られる他に，『分布が均一であると稀する

大型塔の場合に於ても，必ずしも満足すべきものとは認められないと蓮べている．

　　内田俊一・藤田煎丈爾氏3）は3種類の三三ラシヒリング（代表的寸法4繍1．5Cm，2・6cm，3：5cm）

を2種の塔（律D漏「26cm，36cm）の中に，種々の高さ（1・・50cm，140　cm，170　cm）に不規則充填し，

灌脳i：乙。＝2～25m3／m2・hrの範國で塔頂均一脚注をそ；莇，流下水を同心闘メこの4室（D＝26cmの塔

の場合），或は6室（D瓢36cmの塔の場合）に1籔劃した塔底の受器に受けて水の分布を研究した結果，

　　（1）1／4＝30附近迄は1／dの増：加と共に均一一度は悪化するが，之より大なれば殆んど墾化なく一

　　　　般に：は1／rlの影響は無膨邑．し得る．　　　’　、’　　　　　・　・　　　，1　1

　　1（L））灌水量の増：JJIIと共に均一度は良好となる＿　b　　　．，　’tt、　、「・Z”’

　　（3）塔壁に集るか1躯心に集るかの傾向に封しては1（D／d）が大きな影響を及ぼし砲に依っては

　　　　殆んど影響されない・葡してD／d＝＝10の場合は1時に中央に，時に塔壁に落ちるが大体に

　　　／於て2卜均の分布をとり・，D／tl　：7の時は野饗に：築り，’D／，1；14及び17の時はD／tl＝’10の時

　　　　乏大露なく群々中央に集まる傾向を示す．’

　　（4）「・叉塔の全断面積に於ける理想的分布よりの雫均偏侮も，D／tl＝10の時が他の場合に比して

　　　　最：もノ」・さV・．

　　　　以上は吟興弾入し静搬で騨力勝鰍眺氣馨黙すればDfd　：10の時に獣き

　　　　な影響を受けなV・が，D／tl＞〈10の時は盤氣の途入に依夢分布均一度が悪化される．

等を認めた．’掬うジヒリングを規則充回した場合の水の分布は，不規則充填の場合に比し七均一性

が劣るという結果1。）も得られた．

　次いで爾氏は實潤め範1途iを蟹大して，ド異る充填物（三三ラシヒリング｝破砕三三）及び充鎭方法

（ラシヒリングの不規則，及び規則充填），異る特注液（水，攣一州油，タービン油）を用い，灌液量の

やや貰V・華墨（水の場合はL6　＝＝　2～30　m3／血2・hr）に亘って同檬の實験を行い，液の分布に及ぼす種々

の因子の影響を廣ぐ槍際した結果，液分布の問題に封してこ般的考察を下してV・る4）．以下に爾氏

の結果の頃から著者の實験と開聯ある黙を主と’して引用すれば，

　1（1）’灌注法として塔頂均一分野をL’る場合は，分布に勤して充三鷹の厚さは殆んど影響を及ぼ

　　　　さす1特にD／d・・　14の時の項目を攣燥櫃験では冷q徽な一1：7．tO分布蜘が得られk’・

　　　　從って分布を良くするための1／tlの條件と云うものはない．

　　（2）・・灌雪景，「L〔〕＝2～30m3／m2・hrの馬験範園では，　L｛｝が大となればなる報大休に於て分布は良

　　　　好となip’；潮岬程度以上L（，が大となれば更にそれ以上増しても分布は改善されないと云ぢ

　　　　知き事實は現われな“．

　　（3）1）／4鵠7～16の實験の範型で，晶質にD／4の夫なる時’（D／4；≧10），・最良の分布が得られる場

　　　　・合が多い．

　　（4）充腫方法としては，ラシヒリング不規期1充婁の場合に最良の分布の得られることが多く，

　　　　破伸固休の場合が之に次ぎ，ラシヒリングを焼期充填した時に〃｝奮の悪い場合が多い。
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（5）液の襟難よる影響はジ攣蝋融に於て郷の最前る齢力斗多く：・4㍗ビン油之に家ぎ・

　　水繊敬ぐな肉合が多湿葺㌃ρ順腕液蕨醸焼山度ρ｝1贋で腋り粘度の順で

　　はないが，之等の物聯黒質と分廊の踊との懸白三三醐かで馳・・

（6）以上駐として塔下からガス腿聾しな畷合であρたが，愚心から構煙罐麟察

　　氣を途入した場合には，迭入しな喘倉に上ヒして飾娘くする時とし瓢する蒔と・M

　　慶らな一二あるが・典の影響ま二二四物両方、、　気パ．

　　法D／ゆ価演の種鱗）に依って異り湛だ複雅で樋・

　　喜入ガスの影響は漣度が小なる時は大きな影響はなく）．、灘

　　下熱附近に至って影響が大きい，一計氏は三内に於ける溺遥

　　下の王冠を，流下液が充填厨を通過する聞に塔の中央に集

　　つたり塔壁に偏ったりする糠な歌態を繰返し，分布が良く

　　なったり悪くなったりして流れているものと考えた・　　　　　　　　　　　　　　　　：

　　　　　　　第2筆　實験装置及び實験方法

　　　　　　　　　　　1．三三装置

　　水の分布に關する瀦の實蜘ま・雛の多くの研究者と同誌rゴ

充坂庭内を流下する水を塔底に於て斑論集水受器に受け高詠塞する

方法をとつ稲船繊置の主郵限，炭酸ガスの加墜吸牧の灘瞳

験a）に三三し允ものと同じで，その系統圏を第2溝1に示した轍・
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・∵原料の永（地下水）ほ，地上約8mにある容量21．2血3の源料水槽に一旦汲上げられ，三三メー

汐みゴ3001の小貯水槽を経てブラシジャーポンプに入り，次いで貯水槽を維て充填塔に途られる．

　　充翼塔（第3園）’は鋼既製圏穣ぢで全高4m，内裡45　cml断画積α159…竣2），　CO，｝の力幽！ミ吸牧塔とし

f’ g屠する場合の充回暦の標準高さは2．30熱，叉充贋謄上端と放水器の距離1ま35cmである．・

洪ぴランジ》恥瀞シプの駆動力には前報土）の直流分捲電動機（7．5HP）を慶して3相誘導電動機（10

HP）を使用し，、ポンプの最大容量を7・2　m3／hr（45in3／mLbthr）．まで増大した・・之に附随して充填塔への

塗水量調節のfeめのバイパス弁，及び・ミイパスの流量を表示ナるためのノk銀荊尉を新たに設けた

之にま蝿動機及びポンプの三士臨一建であるが，逡水　　　　＿門
動講露易に行う。と醐來た．　．、tttt　t．一tt　t、．　r

　　　　　　　　　裏放繍　　　t．t・」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶
　　放水器としては次の5種類を月」いた．

　　No・1：、管欺放水器，風形管及び十字管よ珍成り，・軍・

　　　　　西に細孔180を設けfuもの（第4岡）．

　　No．2A：均一分布放水器，孔数67，孔挫8：n：hr（第6

　　　　　　　　　　　　　　　1　’！1・高冷”　　tt’トー一・…440牽一一一一．一．．一．n．．．一wu．．

　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　tt　　．　　　　　　、　i
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充填物受器（豫備箕験）

　　　　　．i⑥・6飢

第6麟蝸一分布放水器
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　　Nα2B：均一分布放水器，孔藪：67，乳裡6撮血（第6画⑰）．

　　解。・2a：　No・遣2A放水器の最外周の孔を木栓にて閉じたもの，回数45・’

　　No・3・：　11／2吋ガス管，塔頂中央に位置せじめる．’

　　襯撤回器はco，の撫ξ1撒牧の三二瞼・）にア恥たものでジ文工業的私傷吸牧塔にも屡嫡v・

られる型である。

　　No・2A，2Bは新たに設計した均一分布放水器でジ1＝lq．央の11／2吋ガス管より供給され海水は∫

末端を閉じた4箇の水ユトの1V琴吋ガス管z・d分岐し1夫々の下面に各々1箇所つつ設けられブピ熾面．

の放水口より槽内に落下し，供給水量に從って槽内に一・宛の水準を保ちつつ底面を貫通する細孔よ

り塔内充填贋へ流下する。35mm敷：ノK口の直下の∫旺は，動獲の影響を緩衝し1槽蕨細孔より流繊す、

る水を塔頂に於て穿る驚く．一一一に：分布するために設けられ充ものである・

　　術，槽の底耐には，弛に：直立した4衙の1i／gi寸ガス管が捻ぢ込んであり，之等は，放水器の外

嗣と些些塔壁との閥ゐ察溺と共に，ガス吸牧實験の場合には上昇するガスの通路となる・

　　　　　　、＿　　tt　　　　　　　b・　充　　翼　　物

　　三遍勿は最初の二心にアルミニウムリングを用いたが，本報の三分噴1の寅験の後に塔ゐ1作業口琴

量に關する魔験を35mmの磁製ラシヒリング充塀で行う豫建であったから，tt大部分の三三に1ま35

m．pa磁製ラシヒリングを用V・た．それ等の性欺ほ第1表の通りである・

、、三下方法はすべで不規則三野である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　第1表　　充　　環　　物

　　　　　　　A：アルミニウムリング（30mm×50　mm）　B：磁製ラシ鴛リング（35　mm）

充壌物の種類

A
B

、、、、 �@考

充填．物1掴につき菅
姫均の一；’1⇔法と頭：黛

夕欝け慧い盆樗評
，29．0

3tl．2

1．6

4．7

51．2・

35．0

2Q．窪

31．0

単均容積

　C鵬3

7．05

正52

単均密度
g／em：1　．

2．S9．

2．0．4

充填．層欝，30m

充埴物
繍　鍛
　姻

．6，395

6，SQQ

自由空回祷ミ

計二三囎鞭

S7．7

71．S

S7．4　・

　’「e托意の30欄についての籔測値の彫均
”鼎’ a狂層に田田した水を塔MF部より抜き， ドラム糟こて計量プ含圃の渕驚の恥蠣

　　　　　　　　　　　じ　充填物の受器

　　塔底に於ける水の分布は，髭の實験裟置の場合，充填物の受器

を通じて落下する水量を測定して求める他はな“から，充三物め受

群鮒確も妙の考慮を論る嬢初回騨三三のものを．
摺V・たが，之は充鎭麿の末端に於ける水の分布駄況を多少とも蝿観

する穿れがある。依って新たにi封辮型の充填物受器（第7圃）を軟鋼

畔欝レジ二三Uン欺嫡杢ての三巴脳た・35　r・m
灘製ラシ塾リング塗不規則充塀しπ厨の犠llh室三三71・8％（第1表）

に比し，　1封稻型の充鎭物受器の犠山盛聞率はやや大きく78．2．％で

’皿1皿正［＝＝理
策7翻囁 [覇勿受器働爾型）
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あり，下底に於いて水の分布を擬胤することはないと推察される．「

　　　　　　　d．　集．フ｝ぐ受器、

　　集水受器は次の2種：類を溺い旋．一つは第8園
i

ii ，§　1
1 i

f

1

9
1

に示す様に，、；塔の全断面積の2／3回忌面する巾心部

を回心闘の隔壁で2等分したもので，結局塔の金断

面積1590cm2を530f、騨2（計算値）の3簸劃に分つ

もの（之を，；9Zl心念器と略稔する）・　他は第9園に示ず

嶽に串央部の構積1，3◎1cm2を90度角にて4等分し

たもの（之を等：角受器と略滅する）r等：角受器の各室

の鷹積は次の通りである判、

麟號！ム 列A・

断8圏集水受器（附心）

ム｝合 備

　　　l

x一一．“r－x

　　　　　　弧
　一A」　　As
　　　　sLoly　r　Nx・

　　　　　　　ノ

’摂麟く・

1ド
lm　一　L．一

A，　／／．，

7喉
卜・・塑・ニゴ
　　　　i

第9國集水妥器（等角）

極　積（cm2＞

比　牽　　（％）、

32エ

24．7

32義

24．9

30．0

25．4

326

L）5．0

1，301

100．O

考

各室共外瑚を園として計算

　　2種類の受器はいすれも0．9瓢m厚の亜鉛メッキ薄鋼板製で，各室毎に1縛の捗永管1本をノ濠

ンダ附けしてある．同心受器の場合の最外鶴臨lllに落’ちた水は，マンホールより盗流せしめ，塔の

外部にて1本の排水管に集めた・等角受器の4室は各々ユ自τ分割することが繊回るが，紐合せの相、

勤的笠置は排水管の闘係k常に一定で，術，、瓢立てた場合には相隣る二つの隔壁の上縁を跨V・で鋭

利な二つ折カバー（ブリキ製）をはあ，・壁め密着を完杢ならしめた∴

　　　　　　　　　　　　　　　　　2。蜜験方　法

　　魔験方法は，塔下部マンポールを外して集水受器を入れ，塔臨面積の中心と集水受器の中’ひと

習潤詰るだけ三新比＝致せしめて，集水受藩を三内の木製三三上に水エトに固定する．

　　途次ポンプを運縛して一三の灌水量につき定常三態となった後，各懸謝室に落ちる水量を愚四

面夫々郷に・桝積既知の容器に騨に難酬回し・20分励鮒靴4～剛《崎洪の
拳均値を求めた．

　　爾詮ての實蜘端下よリガスを逡話しなt・’一’で行ったものである・

　　　　　　　　　　　　　　　第3節，實験結果

　　誌面結果を整理する便宜上，各面謝抵1積の言出及び夫々の室に落ちる水量を次の記號で表示す

る（第8～91醐参照）．、

璽翰鱗の綾耐麟の全騙・麟勺s2％に回する・　’・」・の肺繊の鋤勢からづこれば塔の下略購

　賜塔誌面と遷緬積ゐ受器を結合すべきであったが，著者の吸牧塔は石炭1靴試蜘揚の水素が濃造の離覧

　　鋳型いた爲，此の犠轍齢勺改造が｝瞭なかった，伽て塔下・宝飯ジ・1…一ルよ瞬入しそ尋る甑助受器

　．極積を以て我慢したのである．
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受　器 ’警角受器

面　　積

水　tt量

備　　考

Ag　　ノ隻1　　／1ユ

F｛〕　　瓦　　　瓦

　　　ヨ
　Ao＝Σム
　　　・tt襯1

　A3　　／14

　恥　　艮

　　ヨ
瀦謹Σ鶏、
　　π漏1

岡心受器

1・　豫備応仁の場合

侮や・1・1脚茎酬ず聯上通つ騨塔に？いτ，

Ll｝

Cl

Ll

　　ほ
αドΣα、
　　π脚1

e・2　　α‘

L2　　zン3

　　まお
し臼＝ΣLn
　　？tt・1

管欺放水器（No．　1），充」眞物（アル

ミ三ウムリング），干城騰の高さ（2．30m），リング受器（第揖醐）等を吸牧實験1⊂使用したままとし，

種吻輝脳ζ陣種変伽の飾聲押脚1いて鞭・・　・（に欄御棚文籔
等騨剛砂壁？た・輝蹴も蝉聴の21騨に6回の測矧・・1騙り・その結構第2撤
び第抽岡に示した・第2表の各欄の王側の櫃は7jg　T．｝ll：の最大値及び最少fii’｛で，下側は挙均（［il［である．

　　灌水葦を異たする各心霊は，いすれもあが小，44が異常に大（理想白勺分布景のL6ん1・8倍）と

い脚注q叶の悪ゆイ∫欺靴示し礎かの獅回る均：・此の二三融二段大（Fo　”44，
m3^ml・hr）の場合と最小（Fe＝玉5m3／me・hr）の場合に最も薯しい・此の様な懇v・分布謹聴の原因は明か

　　　　　　　　ヨ　を
ではないが，恐らく7i三として充填度の不均一に墓因するものであろう“；．．：c一．

　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　第2表　　 フ翼　の　 分　 lll　　（1）

蟹瞼番號、敏1シlt器’

1

2

3

4

5

e）

7

s

9

Ie

・．1　．

No．　1

・N．o．，．1

No．　1

No．　1

No．　1

No．　1÷“

No．　1“

No．2A

No．　‘2A

No．　2B

　Ro
（miソ三岡hr＞

43．3　一“　42．6

　42．S

4，s．e　”v　43．or

　44．or

34．3一　N？，3．S

　34．e

23．2一”22．S

　23．0

15．4’“15．2

　ユ5．3

44．2“v43．5

　43．9．

25．0　．v　24．3

　24．5

44．1　’v43．3

　43．7

25．8”一25．4

　2，5．6

45．o”　“v　43．S

　44．4

1

　　Fl　　　　　　、醜
（mP’ノm2　hr）（％）ほm3加2迦）（％）

687’“6．43　’

　6．62

e，．｛　g，　N6．6S

　6．S4

5．66’v5．e”1

　5．　e’　7

4．13一一3．9S

　盛．06

2．36N2．2S

　2．32
1　7．og．　N6．s7

　　7．eo

4．　‘］　1　Ai　3．　9，　6

　　4．1，r）

6．S9．　・st　6．79．

　　6．S3

4．Sl　一一　4．　75

　　4．79

7．OS　N　6．9．　1

　　6，99．

16

］5

1e，

17

15

16

17

16

19．

16

8．Sl　・L；S．64　’

　S．74

9．43　tv　9．　．1　9．

　9．32

7．os　一一7．es

　7．OS

o’．02“v4．92

　4．96

3．23　一一　3．11

　3．15

S91　t－8．68

　S．’i’9

5．3S　一v　5．19

　0r．26

s．g2．vs．Drs

　S．73

5．47　h一　5．？4

　5．3S

s．7e　tv　s．4g

　S．56

20

21

21

2t

20

20

21．

20

21

19

　　Ps　i　m
　　　　　　セ（m3／m2・hr）（2釧（m3／通’蚊）（％1

9．91　・一9．66

　9・．76

9．3E　tv　9．04

　9．21．

7．es　一一．7．os

　7．OS

4A3一一4．2S

　4．32

3．23””3．15

　3．17

9・57“一9．25

　9．36

0r．oeN4．s7
　4．9．　2

9A2・v9．23
　9，　．3・　2

5．40．　tv　5．21

　0r．2，2

SS，　7　・一　S．77

　S　SI

23

21

21

21

21

21

‘．）o

21

21．

20

IS．O・vl．7．6

　，17．7

20．　C｝　一一　IS．3

　玉9。喋．

ユ4，．o「　Nユ4，1、

　14．3

9．91　・一t9．43

　9．68

6．77一一6．5S

　6．6S

1［　．］L　’v　IE　．5

　工s．7

］　O．6　・h一　9．　9．　1．

　IO．・1｝

19．2　一・　IS．2

　1iS．9

10．3－vlO．O

　］O．1

20．9．　’v19．　．7

　20．1　’

41．

43

’4L）

4’L

44

43

“，

43

39

40r

　　　　備考　水温：19～20℃
　　　　　　　曇放水器位置を實瞼番號1～5の揚舎より45度鰍輔したもの．

響韓獅唾研究を開始する以前に，Stの！盲爆は石棺盗化照応工場に聯幣してevこ整脅臆れていたので，充埴物
　　が如侮にして装入されたかは不明一戯つた．輕量で破撮1三の無いアルミ＝　・）・x，リングであるカ・ら，塔の．蘭ζよ

　　り一時に相當多量を投入したものではなV・かと想保される，
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藍
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　　Ai　Av
　　　第10圖　水の分布①

ため同氏等と同様の表示法に從って求めた。但し此の場合等角受器の各藩は，葡積の僅少な差を無

観して等しいものとみなした．帥ち，

　　　　同心受器の場合：

　　　　　　da」　一一　Li，　（％）　ff　，a，・　，o，．，n，

　　　　　　aノ　＝ノ3ゾ33．3

　　　　　　．・’、1一｛α333Σ圃曇

　　　　等角受器の場合：

　　　　　　dar　一一　F．　（％）　一　25．0

　　　　　　．z／　＝dx／－9t5．0

　　　　　　…一｛価E（〆）・戸

である．

　放水器に開する試験：

　　第3表により，No．2A放水器は此の種の濫淫装置として満足な均一一分木幡態を示し，　Laの大き

い場合には特に均一i生が良好である．；o．1放水器はlo．2A匠劣るが，之＄均一分布を『近V・と致え

る．リング受器の介撫ま豫期した通り水の分布に殆んど影響を及ぼさない．

　　武　　谷　　　懸

　　放ノk器としては，3種類のiliでNo．2Aが最も良いと思わ

れる．叉實験番號5及び8に於ては，放水器の位置（等角受器

の【贔刻壁に封ずる絹封位澄）を45度圓1博せしめたが，塔底の分

布結果に攣りはない．

　　　　　2．磁製ラシヒリング不規則充填の場合

　　35mm磁製ラシヒリングを不規則充唄した充鎭；暦比就いて

水の分布を調べるために，先ず放水器による水の分布と蜀構型

リング受器（第7岡）の影響を槍べ，次V・でNe・2A放水器を用

いて充鎭贋の高さ～を75・m・ユ50・m・230・mに憂えて夫々，

塔底に於ける水の分布を測定した此の際，放水器と充填：贋上

端との距離は常に一・定（35　cm）とし，又充填物を不規期充墳す

るに際しては，前癌の藩論結果に：かんがみ，一定マ）高さに封し

て成る暗く同一・個数（2卜均590～600個／Z＝20cm）となるように，

少量つつならしながら積む様に努めた・　灌水景の範1線ま15～

45　m3／m‘2・hrである・

　　各重富共4圃の測定を行って，平均値をとり，分布量L，、

（％）及び1弓t（％），理想的分布量との茱4娠％），各窒に於ける理

想的分布よりの偏僑〆を求め，更に塔の全断面積に於ける理想

的分布よりの山廊偏侑釦を，内鮒・藤lfl卜14氏の結果と比較する



　充‡所払に於ける波の．分布

第3表　　敷水器に關する試瞼

蕪9

蹴一 著永田

器1櫨
Hl．7

H14

H21．

’No．　2A

No．　2A

No．2A

リング

受器

なし

あり

’なし

あt］

あり

　　Le　」　Ct
（m3／m2・hr）乙1（・％）4紹6）xノ

　　　　C’2

LL，（i“一〇）　dx（％）　x’

　　　　C：t

L3（％）　A：c（％）　xt

Ue

xo

44．4

44，5

33．5

33．0

32．5

35．3”　・i－2．0

34．5・十L2

32．2　　一1．正

3董．0　　－2．3

34．8　ff－1．5

一FO．06　1　31．7　．　一1．6’

十〇．03　1－31．3　一2．O

　　　E

　　　1
－O．05　1　33．0　一〇．3　一e．Oll

－o．06　i　34．2　十〇．g　一eo．03

一〇．03

－O．07

“O．04

HIS　1・　No．　2A　1　tst　L　i’　26．6

29．，5　一3．S　一〇．11

HO．2

H23二

No．　1

No．　1

なし

なし

44．3

33．6

3es　一2．s　一〇．es

34．1　一F－O．S　1－O．02

34．5　　一ト玉2　　十〇．03

？，O．5　一2．8　．一e．08

2S．9　一4．4　一〇．13

35．｛　si－2．6　十〇．OS

3s．s　一i・一2・．or　一i－o．07

3．6．7　一i・一3．4　一1－O．10

3，3．3　e

．o，s．or　一i－5．2

36．3　十3．0

O．04，r）

O．0塩3

　o

“e．15

－hO．09　I

　　　i

O．02S

O．11

0．096

34．6　　十1．3　　一｛一〇。OtS

33・　．7　“・　O．4　一i－O．O1

29．2　一4．1　一〇．10．

o．os？，

O．060r

．O．09．　3

備考　　水澁19～20℃
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／
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第11圃　　　水　の　分布　σIC，　IIA＞



lt・」

・15e ．武　，谷
tLt，．．

　充よ眞燈の高さの影響：　．　　1　　　　　　　　　　　　　　　・

　　．次に充顎1羅の高さを75cm・150　cm，230　cn｝と攣化し塔底に於ける分布量を二二した結果1ま第

4雍HC，　IIAの通りである・・第U岡には第4表よりLn，蕉の値をと．り・理響的弓布線（C：33・3％，

A．：25・0％）を挾んで充填贋の深さ1による夫等の攣化を，異る灌水量の場合に就．いで示した8＝Qの

時の圃購・や加C－4）及びA－1）・2）・鋸）は，…腱ミ理想鰯蹄を1畷黙とし鋼示しfc　）・

　　　　　　　　　　　　　．覧　第4表　水の分布　（IIC）

實猛士號 放水器 　Le
（m3／m2　hr）

　　　　C・，

Li（％）　dx（％）　x／ Ig－SZE（％）．一一d－x（％ww）　xx． L3（％）　dx，　（％a）　x’

ct）

欝。．．

，　（1）　1　＝　”t5　cm．

H26
H27
HL）8

H29

No．　2A

　！7

　1f
　11

43．8

30．9・

la）6S

16．3

32．7　一〇．6　一〇．02

29．1　一4．2　一一〇．13

31．5　一1．8　一e．05
24．5　一S．S　一〇．27

23．5　一9．8

25．6　一7，7

23S　一9．5
22．7　一・・10．6

一〇．29

－O．23
－O．L）9

－e．3L）

438
45．3

44．7

5’Z8

十10．5　十〇．3呈

“12．0　十〇．36
“，一　11　．4　一S一　O．　34

i・一19．5　一1－O．59

O．2dr・

e．‘ae）

o．2e）

O．41

（2）　1　x／150　cm

H3S
H9，9

H40
H41

i

Ne．　2A

　11’

　11
　11

43．2

30．9

23．S

ユ2．3

30．9　一2．4　一〇．e”i

29．7　一3．6　一〇．l1

27．3　一6．0　一〇．IS

21．6　一1．1．7　一〇．35

22．1　一11．2

25．7　一7．6
露6．0　　－7．3

L）3．4　一9．9

i

一〇．34　1　47．0

－O．23・　1・　44．6

一　O．　22　1　46．7

－O．30　1　55．e

“13．7　十〇．41

十li．3　Lr’　O．3．4

十］．3．4　÷O．4e

十21．7　“O．65

O．31

0．24

0．28
0．4e｝

（3）　Z　＝’　230　cm

H42
va43

1｛44

H45

Ne．　2A

　11
　11
　／1　，

42，．4

34．5

26．6

16．0

28．8　　晶4。5　　一一〇ユ4

28．4　一4．9　一〇．15

26．2　一7．1　一〇．21．

‘22．8　一10．5　一〇．3L）

24．2

25．9

26．5

24，2

一9．1

－7．4

－6．8

－9」

一e．27　i，　47．0　｛一13・　．7

－O．・22　1．　45．7　・　十12．4

－O．21　1／　47．3．　一；一14．0

－O．27　1　53．0．　一f－19．7

十〇．盤

ナ0・37

十〇．42

÷O．59

O．30

e．26

0．30

0i42

備考：　フ翼濫L王S～ユ9。C

第4表　水の、分布　（IIA）

難放総 　　1弓1

im3／m2・br）、

　　　　　　　　　…
@　　　ノ11

d（％）4¢（％1　げ

　　　．過ゴ．

ﾅ（％）4¢（％）　留ノ

　　　b／13b．．

｢（％）命（％〉　僧■

．『瀞． @　≧44．．．’

｢（％）珈（％）　〆

ム｝

噬ﾐ

H30一 噬ﾉl
H　31　1　／1

H3－21　！1

H33　ツ1

44．2

3，2．e

．oor．6

16．7

．厩田三1：講蕪・早・・‡8：｛無三璃：ll儒：1．‡1：綿l

　l6．3　一S．7　一〇．3，5128．7　t－b．．7　ff－O，15121．6　一3．4　i’一〇．1419，3．4　一F8．4　一FO．341

　14．ts）　一10．S　一一〇．431　27．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．1　一3．9　一〇．16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37，1．十12．1　十〇．48
　　　　　　　　．1．．1／11．L’，J．　．．一LILLL．！．．：！II．1’umL．．］Ltt．．一Lu．LthL’　Lltt．1．．一luL’　LI’　1＝1／　，L．一IL’　［’tl．］

　（1）

29．7

　♂讐75¢m

十4。7

÷2．6　　十〇．ユ0

，O．14

0．22）

O．26
’　O．3，4

（2）　1　de　150　cm

H34
H3，5
ff　3，6

H3一　7

No．　2AI

　多

　11

43・　．4

31．4

23．7

13．1

19．4

19．9
22i4

25．3

一5．6　一〇．22
：一5．1　一〇．‘．）1

－2．6　一〇．10

－Fe．3一　一s－o．o1

3L2　十6．2
30．7　　十5．7

27．0　十2．0
．“ 盾秩D6　“O．6

“O．25　］　24．1

十〇．23　i　25．2

－i一　O．08　1　25．3

－i－O．03　1　25．5

一〇．9　一〇．04

十　Q．　2）　7F　e．Ol

－1－O．3　一一i－O．Ol

e一　o．s　’　÷o．e2

25．3　十〇．3

24．2　．’O．8

25．3　一FO．3

23．6　r，．1．4

．一 e　e．　Ol　］　O．17

－O．e31　O．15
－FO．Ol　l　O．066

－O．061’　O．033
1

（3）’　1＝　230cm

EI　46

H47
H4S
H49

No・　2Al

・劉

　11

43・　．5

5，4．1

25．7

15．Dr

i　1．s．　or　rr－N　6．s　一　O．26

17．5　A7．5　一〇．30

17．3　L7V　一〇．31
16．2　一S．S　一〇．2｝5

31．o「　．十6．5　　十〇．26

3王．1　　イー6．1　　÷0．24

露9．3　　十4．3　　÷0．17

1a）6．o　十1．o　十・　e．04

鎚±1：1二8：蓋附：射1動‡8囲綴

；＞i］．．6　・T．L），4　一e．09　L　30S　一i－5．S　・一1－Ol－L）31　O．‘．），Z）

ti，LL）．O．．一’3．0　一〇．121”35．S　一t－108　十〇A31　o．29

備考二水温五8～19℃



海墳；塔に於ける液の分布 篇1

　　塔の全町面に於ける理想朗分；看はりの楽均偏椅鞠を第11岡と封照して表示すれば，第5表の

勲くである。　　　㌧＼

　　　　　　　　　　1　　　　　　第5表　　 ユls　均　 ｛看認　fξ｝　　（x〔〕）

（凱塩）［艇■…

園番號

磁

LgiiEii　Lpa－2）

O．045’

e．20r

O．31

e．3，e

O．02S

O．26

0．24

0．　S，6

25± 15土’

veL，．tt

O．083

0．26

0．2S

O．30

1：麗

i
　O．42

44± ・33ｻ・5・レ5・
A一・｡醐い一・）「・・

1：諺

陣

e．　la）2

0．ts

e．2L）

O．26

0．066

0．2）2）

O．34

0．033
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　　　　　　　　　　　第4節　蜜験結果に謝する考察

以土の磁製ラシピサング不規期充翼の場会の實験結果より次の事が認められる．

　　　　　　　　　1・　同心圓款3獲劉（同心受器）に於ける分弗羅、

（1）Le　＝＝　15～44　m3／m2・hrの貴験範剛内でLoが大きv・場合の方が良好である・

（2）充鎭騰の厚さは纂實上殆んど影響を及ぼさす，、1　＝＝　75～230cmの範臨1で同象兼な形の分布曲

　・線が得られた・（1），（2）は内田・藤i・師i毒氏の實験結果と良く…致する．

（3）lLo　・33　in3／mC・hrよりし。　＝．44　m3／me・hrに：増しても最：早分布は改：善されなV・・著者の結果

　　によれば，灌水量が或程度偽二33m3／m2・hr附近）以上に大きい場合には，更に夫以上ム，

　　を増しても分布は改善されないものの様に思われる．

（4）Cr4）よりC一玉）に到るまでヲ寿通して周壁部（03蓋）戸翻巳・部（01室），中間日野02室）の順に水

　　量が大きく，灌水量が大となるに從い中心部は憂！t！想的分布量に近づくが，周邊部が大，中

、　闘部が小とV・う偏｛くチは，灌水量が大となっても改善されない．（3）は内II．い藤田爾氏の實験

　　範園外で比較出來ないが，（4．）は宿‘氏の結果と，一見異る様に思われる．

（5）1塔の全蜥面に於ける単均偏椅（Xe）は・Lo：　：15の場合を除き25～30％の程度と見てよV・・

　　　　　　　　　　2．　等角歌4優翻（等角受器）に於ける分布蚤

（1）茄繍15～封　m”／mE・hrの範圃で，燃の増大k從って分布は概して良好となる．

（2）灌水量が大となるに從V）．1・i］心病燭に於けるのと1ゴ引蒙iによる高子は殆んどなくなる．　1＝

　　75cm附近で不均一・・一一，～出50　cm附近で均一・一一，～＝230　cm附近で．ili・ぴ不均一一一一の如く，1の糟

　　大に從って周期的に繰返す如き傾向はド・見，A－4）の場で｝に最も著しく，之より灌水量の

　　増大に：つれて次第に消滅して行く様に：槻取される．

　　併し，藍の顛向が翼實とし．ても，流下しつつ・・“yilの橿細机〃1の分布量を1墨期ll勺に：1－1・：1減させ

　　る水の夢動纏釜に就いては，多くの場含があり得勧りで本實瞼の測定から之を追求するこ

　　とは不可能である．剛；濠に分fliの不均一一，均一・の極まるlbk置が夫々1瓢75cm，驚Oc題笠；の
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　　断断であるか否かも，この實験の範園からは，勿論確’言出來なb　“’“．’

（3）各室に落ちる水量に：就いては，灌水量の少V・時はd・窒に最ノ1・，44竃に最：大，灌水量の多い

　　時は∠1室の最小に墾り1まないが，42室に：最大となった．叉灌水量の塘大に：つれて孟密は

　　分布量過大の側より，ム室は過小の側より，夫々均一詠出に近づくが，42窒のみは過大の

　　：方向へ次第に偏侑を塘す傾両にある．

（4）塔の全断面に於けるよ1三言偏惰岡は・∫ll・＝15　m＝γm臼・hrの場合を除けレよ15～26％の程度で

　　ある．

　　　　　　　　　　　　　　　　3．　薦者の習合

上記1・，2・の結果を綜合して更に次の如く考えられる・

（1）為〈C。（＝塔噺面積）であるから，Loは塔頂灌水量（冷水ポンプ吐出最）に等しいが，瑞は

　　塔内壁とdeの聞の面積（Coの18％に相凹し，牛縄方向に約2cmの幅を有する環肌面積）に

　　落ちる水量だけ少い筈である．

　　然るに，同じく迭水ポンプの最大能力（44～45m3！m磐・hr）で行った全ての實験（第4表IIC，

　　IIAのH26とH30，　H　38とH34，　H42とHU6）によれば，　LoとF，｝（V・すれも4闘の測定の

　　ギ均値）の閥にほ事下上鶉違がない．此の事は，三野（第3表）の如く封穂型リング受器が塔

　　底に於て流下水の分布を撹照しなV・（例えば馬蝉還より中心の方に集める等のことがなV・）

　　ものとすれば，44m3／1n2・hr附近の灌水量の場合，少く共3個の野幌（1＝75，150，230　cm）

　　附近では塔内壁の表面上を傳って流下する部分は殆んど無いか，あっても極めて僅かと推

　　察される・

（2）灌水量大なる場合には一一般に，（a）分布は1に殆んど無關係であること，（b）塔内壁の表面上

　　を傳って流下する水の部分は極めて僅かと推察されるこ・と，（c）放水器出口に於て均一分布

　　を行ってV・る（第3表）にも拘らす，回心受器による分布量は周邊部（（t’：i）〉申央部（の＞

　　r回田部（Ctr2）・となる傾殉が即きV・こと等より

　（i）C，3部に落ちる水は，C，部に近W｛≧復方向にて申｝ll約2cmの面積（塔内壁よりの距離は2～

　　　4cm）の部分に主として集るものの如く解されること。

　（ii）之等の傾向を逆に塔頂の方まで延長して考えれば，充填物の上端（7＝0）に於て1受け込ま

　　　れた水の分布を，第／1尚1の如く放水器汁1口の分布そのままと見倣すことは適常でなく，

　　　寛際は放水器出口に：於1つ響るものと可なり異り，既に或程度不均「になっているものと推

　　　派する方が安當であろう．

（iii）自Pち均一に撒布された水が充鎭騰の土端面で激しく反跳し，特に転出近くに落ちた書il分

　　　は塔内壁によっても反射される結果，・博者の装置では，周虚礼にやや多く三つた分（1it（1

第11圃に於て3鯛の翻面のラ怖量（％）を遮線で結誌熟とは殿響には意味が無く，軍1こ圃を見易くする爲のも

のにメ逃ぎない．
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　　　　　　　　　　　　　　　　充埴塔に於ける波の分署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1器　・

　　　攣化して充填暦に流入して行くものの如く推察される．

（3）磁禦ラシヒリングによる水の分布試験の場合には充二物の均一な積み方に充分注意を拗つ

　　たにも拘らす，灌水量の小なる水の分布試験に：於いて前圓のアルミ＝ウムリングの場合程

　　著しくはなv・が・矢張り4童に多く集り払室に少い傾向をみた．之の理山は著者に：は明

　　かでな　ib　Ve．

（4）内田・藤1・師1祇の考察の女眠，不規則充鎭の麿を流下する水は，一般には比較的小さV・偏

　　椅の範困内で，分布が良くなったり悪くなったりする歌態を繰返して行くものと著者も解

　　する．』

（5）Kirschbaum氏の有孔倒立風三型隔壁1ま，著者の用v・た稚度の大いさの・塔で灌水量大なる場

　　合，充填厨の上端に於て均…分布をとる隈り，水の分布調整の口的のみからは滞特に必要

　　とする程のものではなbと思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　第5節　著者の蜜験の結論

　　水の分布に賊する廣範囲の一般的な結論を求あることは，前門の如く甚だ困難であるが，著者

のi装置及び大型塔に就いての可能な結論だけを策すことにする．

　　　　　　　　　　　　　　　　　1騎異る放水器による實験

　　前節の考察を更に三三するために三門に於ける分布を攣えて補是實験を行った．勘」ち，、前回の

質験の磁製ラシヒリング充填騰を最後の欺態（1諜230c！切のままとし，放水器のみをNo。2a及び

No．3放水器に縫えて，翼翼水量は同じくユ5～44　m3／m9・hrの町回で，各々4圓の測定を行った，共の

結果←ド均1直）を前回のNo．2Aによる結果と封比すれば，第6表III　C及びIII　Aに示す通りである．

　　No・2Aの最外周の孔を閉ぢたNo・2a放水器によれば，1司心受器の場合，外周部（03　i蓋）の水量

が減じ，各室に於ける分布のtd一・一性，雫均偏侮（㊥共に改善されてV・る．僧；角受器の場合には分布

が僅かに悪くなる稚度で殆んど攣りはなV・．

　　　　　　　　　　　　　　　第6蓼…．水の分’布くIII　C）

籔験番號

H40．

H56
H58

H43
H57

H44
H，59

翻㌦塾，、

No．　2A

No．　2a

No．　3

illlil．一ill］1，A　i

45，．4

44，0

44．0

No．　‘一’a

34　5

3P，．5

26．6
．．）6．4

　　　Cr，
L1〈％）d．e（％）　Xノ

L2〈”！o／）　dx／％”）　．x’　I　L3（％）　dx9）ig）　x／

28．8　一4．5　一〇．141　24．2　一9．1　一〇．27
32．S　一〇，5　一〇．Ol　l　25．1　一S．2　一〇．25

？6．｛1　一！－3．1．　一FO．09　i　23．2　一1．O．1　一e．30

No．2A
No．　3・

28．4　一‘1．9　一〇．15

31．0　一2．3　一〇．07

‘．’6．tt｝　一7．1　一〇．O．1

35．1．　一1－1．S　一t－O．05

25．9　一7．4　一〇．22

26．4　一6．9　一〇．21

47．0　一i－13．7　一trt　O．41

42．1　十8．S　一1－e．26

40．4　　十7．1　　十〇．21

Si7　一P　12．4　“　O．　37

42．6　一t－9．3　一t－O．2S

xv

O．30

0．21
0．1）2

O．26

0．20

撫1＝9：獺㌍書：8　8：1麦職

　　　　　弱ii考：　！濡鶴30　cm，水溜，　lt　8～】9℃

菅　塔の鉛直糠からび）傾斜の有無も錐錘を下して一橡叫べてみたが，認めら堵しないe

K”K一 R崎氏は，llt彫のll…｛1錐1籍堕を珊ふることに，ガス流調整の意味をξ～￥たせてみる的．
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第6表　水、の分布　（III　A＞
N

實三
番・號

H46
HbO
H54

放水器　Fa　1　Ai
（m3／m2。hr）：1π（％）dx（タ6》　　xノ

No．2Ai　43．5
No．’2al　43．6

No．3i　43．6

　　，

18．5　一6．5　一〇．26

18；1　一6．9　一〇．28

iS．2　一6．8　一〇．27

　　　A．t
1，”2（　％）　dx〈　％）　x’

H4”ENo．2A
ff51　INo．　2a

　　t

34．1

33．1

H‘is　INo．2A

H52叙。．2a
Iif　55　INo．　‘v’

　　1

2，5．7

26．2

25．3

　　f
H49　INo．2A
圃N・・2・

15．5

15．0

3L5　十6．5　十〇．26

33．0　一PSO　十〇！32

33，5　十8．5　十〇．34

w．s　一7．s　一〇．30131．1　一i－6．1　＋o．24

1S．O　一7．0　一e．281b2．6・ti－7．6　H－e．31

　　　A3
E．］（％）d．x〈％）　x’

21．5　一3，5　一〇．14

20．6　一4．2．　一〇．17

21．5　一3．5　一〇．14

22．2　一2．＄　一〇．11

20．3　一4．7　一一e．19

　　　馳A，1

瓦（％）　Ax（％）　ガ

28．5　1－3．5　十〇．14

2S．1　十3．1　十e，13

26．S　十1．8　t－e．07

29．2　十4．2　十e．17

29．1．・十4。1　十〇、16

w．3　一7．7　一〇．31　1　2g．3　÷4．3　’　n’一　o．w　1’　22．6　L　2．4　一〇．　og　1　301S　1一　or　．S　一1一　o．　23

18．7　一6．3　一e．25i　3‘G．1　一1－7．1　i－O．281　L，e．9　一4．1　一〇．161　28．3　一F　3．3　÷O．13

18・5一6・・「㎜ ｩ3a7f”7・7i’　e・31・21，．6　一3・4一曜27・2＋2・2’＋O・09

16．k）　一s．s　一〇．3s　l　26．o　一Fl．o　一i，一〇．04i　22．o　Ls，．o　一〇．121　3s．s　rf一　to．s　一i－o．4b）

・6・・一・」一峨・牝5欄・＋叫2…一…一・・6陣2＋…＋・・4

Ao

鋤

Q．21

0．24

0．23

O．22

0．24

O．22

0．22

0．22

O．2）9

0．2S

　　　　　｛Jiii’考：　　tm・230　cm，　フ童《淵．18～190C

　　1ソ2吋ガス管による塔頂中央灌注（No．3放水器）によれば，伺心受器の場合，明かに外周部（㈲

が減少し中央部（Ci）力測1想的分布量よりも大きくなる程度まで増嘱している．等角受器の場合には

殆んど攣りはない．

　　以土は島230Cm嘱面（三三）に於ける分布め’み蹴いてであって，途中の分布は渕定されて

いないから，此の結果が前節の均一分布の場合の考察を裏書ぎするとは云えないが，前述の考察と

茅盾する結果でなV・ことだけは少く共確かである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．　結　　　論

　　1・以上を綜合して，ラシヒリングを不規則充填した中砲規模以上の大型の充填塔でガ冬．を貫

通しない場合の水の分布に就いて，著：κは次の］tFlく考える．

　　（1）充血贋を流下する水の移動維路は極顔て複雑であ多が・、大体に於て分布が良く：なったり悪．

　　　　くなD’たりする歌態を繰返して行く．

　　（2）灌水鍛を大きくすれば分布は良く離り・25～4・5m：ソm3・hrの範囲では塔の全断面積に於ける

　　　　準均偏箭（㊥は20～30％以下の繰慶であるから，大槻してさほど望郷足なものではなV・。

　　　　叉下記（4）の注意を捌1えば更に改善の鹸地があると思われる．

　　（3）塔頂均…・灌注の」吻合，充玉目騰の厚さは水の分布に激してあまり大きな影響を及ぼさなV、．

　　（4）充鎭謄の王端に於て水が均…なク｝布量を以て受け込まれる様にすれば，大休に於いて共の

　　　　ままの分布三態を保って流下ずるものと推察凝鮒る．

　　（5）三王は塔底よリガスを逡通しない場合に就いてであるが，著者の研究に必要な高魅が鼠を

　　　　迭通した場合の水の分布を確めることは，實験が不可能ではないにしても甚だしく凶漁で

　　　　ある．　併し内III・藤lll困氏4）研究結果と併せ馳考える時，：加り購ガス途通の場・含芸でも盗注蕪il

＿＿．楢塾．蜘も臓li勺多嚇醗を塔晒…’分網如て槻時1よ・』’鋤欄と1一τ

X　加雁の程度が甚だしく高1晒となれば聞題は桝ぐあろう，
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　　　　上記と大差ないものが得られるであろうと推察される．

　　著者は比較的大型の實験塔を用いて，永の分布に罪する内田・藤田卜1す氏の實験よ砂灌水量の範

園をやや撰大し，新たに等角受器と数種の放水器とを併用して行ってみたが，爾氏の結果と大休一

致し，均扮続1鵬ための蹴乱ゆ畑二の観を除けレま・締鉦して特噸たなもの塵得ら紘

かつた，

　　鼠　次に炭酸ガスの工業的高塑三三塔に於ける水の分布を均一ならしめる友めの山際上の注意

を・」・に蓮べた實嚇課の範触勾で，極めて常識的ではあるが次のlt（1・1く鮒ること醐來る・

　　α）充填暦の高さによる盗間齋の墾化を融來るだけ少くすること・ラ，シビリングを不規則充填

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ
　　　　する場合に於て，一定の屑惇1が同一三田町の掌骨物を持つ様にする程度の注意は，工場に於

　　　　ても少く共必要であろう曇・

　　（2）充鎭：暦の最上部に於て，．曾爾液を出來るだけ均…分布のままで充鎭1爵内に受け入れる如く

　　　　すること．

　　（3）共のためには，放水器は均一一分布方式のものとし，且つ三三に於けるガスの流れ，充填物表

　　　　画に於ける灌二二の反跳等によ）1分布が擁織されない様にすることが望ましV・・Sherwood

　　　　氏等12）はCq放散（常蜷）の實瞼に於いて，充填物の直ぐ上まで多数の導管を降ろして液

　　　　を供給しているが，高塵吸牧塔の場合に此の桑蒙な方法を探用することには難勲があろう・

　　　　それで一一一■法として，放水器からの液の流繊法（：加跳1！貞出か自然流下か，或は撒布画積の大小

　　　　等！に二って，放水器と充鎭栂上端の闇の観更離を考慮し，且つ充填厨の最上部にガイド（例

　　　　えばラシヒリング激謄を規則充託する等）を設けること等が考えられる．

蜘

　　此の報文の第2節以下の實験は金て燃料研究所に：於V、て行われた．此の研究に：鮒し多

大の援助を思えられ，且つ畿表を許された所長黒川眞武1導士に’＄’」’し厚く感謝の意を表する。

　　叉，平飼に興し門門熱心なる協力と援助を審せられた贔川涼三三，桂登氏，三田忠志

氏，黒須善作氏，拉びに操作に從事された太田帯磁郎氏，郁藤留古宇，白倉隆雄氏，近藤

武四郎氏，鈴木毘三毛に封し併せて感謝の意を表する．

附記＝　本研究の概要は，昭測24年7刀30｝・1，口気化學會北海道大曾に於いて講1寅した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　　號

　　　　　　　　　　　d：　充壌物の過褒的寸2去　（cm）

　　　　　　　　　　　D；充填塔の内径（cm）

　　　　　　　　　　　1；　充三層の高さ　（cm）

　　　　　　　　　　ん，F：　充鎭塔：の臨面に湖1する漢液鍛　（1n3！！nS　hr）

　　　　　　　　　　　X：　分布蟻の編組

本邦の一一硫安工揚に於ては，塔に水を充煽した後充填物を不整列に投入する方法が骨はれていた．（高膝ガス協

櫓’誌・，　8，　267　01忍19））．
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