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溶融NaOHの表面張力およびマランゴニ対流挙動

有福智之＊・有馬博史＊・百暗信＊

安廣祥一＊・佐藤恒之・今石宣之

Surface　Tension　and　Marangoni　Convection　of　Molten　NaOH

Tomoyuki　ARIFUKU，　Hirofumi　ARIMA，　Makoto　MOMOSAKI，

Shoichi　YASUHIRO，　Tsuneyuki　SATO　and　Nobuyuki　IMAISHI

　　We　measured　the　surface　tension　of　molten　NaOH　by　means　of　the　maximum　bubble　pressure

method，　and　investigated　the　thermal　Marangoni　convection　behavior　in　a　small　liquid　bridge　of

molten　NaOH　confined　between　two　platinum　disks．　The　measured　temperature　coefficient　of

surface　tension　（＝OolOT）　is　positive　at　lower　temperature　range　（T　〈　721K）　and　negative　at　higher

temperature　range　（T　〉　721K），　But　these　values　are　much　smaller　than　those　reported　previously

by　T．　Nakamura　et．　al．．　Numerical　simulations　were　conducted　to　reproduce　the　visualized　flow

pattern　in　a　small　molten　NaOH　bridge　using　the　measured　surface　tension．　The　numerical　results

were　in　good　agreement　with　the　experimental　ones　under　various　thermal　conditions，　and　revealed

that　the　different　multi－roll　cel田ow　patterns　are　formed　depending　upon　the　heating　conditions　of

platinum　disks．

1．緒　言

　近年、情報機器の急速な発展に伴い、光学あるいは

電子デバイスに対する高品位化への要求がますます

高まっている。これらを支える半導体結晶成長技術と

して、融液からのバルク結晶成長法であるCz法やF

Z法が挙げられる。このような成長法においては融液

内に、結晶や増塙の回転による回転流、浮力対流、お

よびマランゴニ対流などが重畳した、極めて複雑な流

れ場が形成されることが知られている。融液流れを予

測することは、結晶成長時の熱環境やドーパントの予

測に極めて重要である。自然対流や回転流については、

その機構が明らかにされつつあるが、マランゴニ対流

の挙動については、不明な点が多い。特に高温場では、
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界面から周囲気体への放熱量が、常温場でのマランゴ

ニ対流に比べて大きいため、常温とは異なった挙動を

示す可能性がある。また、表面張力の温度係数
（＝∂al∂7）により、流れ方向が変化することが知られて

いる。以上のことより、高温場におけるマランゴニ対

流を系統的に解析する必要がある。本研究では、表面

張力係数の符号が温度により正負に変化することが

知られている溶融NaOHを取り上げマランゴニ対流

の挙動を明らかにする。そこで、本研究では始めに、

最大泡圧法による溶融NaOH表面張力の測定を行い、

さらに、得られたデータを用いマランゴニ対流の数値

計算を行い、可視化実験との比較を行った。

2．表面張力の測定

2．1測定方法

　表面張力の測定法には、最大泡圧法、毛管上昇法、

二板間隙上昇法などがある。ここでは、測定原理が明

確で、泡圧変化を測ることにより比較的簡一単に表面張
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　Fig．　2－b　Radius　of　curvature　and　bubble

　　　　　　pressure　variation

　　　　（under　Bct＝O．032，　T＝657．2　K，

r，　＝4．93577×IO’‘　m，　h　＝O　m，　p，　＝O．730　Kg／m3，　p，

＝1783．737　Kg／mi，V＝v／v，，　B＝blr，，　AP＝pr，／6，

　　　　　　　Bo＝pgr．21d）

力の高精度測定が可能な最大泡圧法を採用した。最大

泡圧法による表面張力測定原理を以下に説明する。

Fig．1のように密度ρ、の融液中に、半径r，．のノズルを

深さhまで沈め、密度ρgのガスを供給して気泡を徐々

に成長させる。その時の、気泡底面レベルでの融液の

静水圧p旦は、

pl＝p．，i＋gPl（h＋x）　（1）
気泡先端での曲率半径をbとするとき、液面レベルで

のノズル内部の圧力p。はラプラスの式より、

Pin＝
pt＋Pl－gPg（h＋X）　（2）

となる。式（2）より差圧△p＝Pin　一　Poutを計算すると

Ap＝一21itL＋g（p，一p，）（h＋x）　（3）

となる。ここで、Hozawaら（t）の気泡形状計算：法で求め

た気泡形状の変化および泡圧の変化をFig．2・a，bに示

す。気泡体積が増加すると、気泡先端の曲率半径わ

が極小値をとる。またその時助は極大値を示す。こ

の時の圧力を最大丸圧助皿“と呼ぶ。その後気泡が成

長し続けるとbは増大し、差圧は下がり、最後にはノ

ズルから離脱する。

　測定圧力からの表面張力の導出は以下の手順で行

った。試料温度を一定とし、浸漬深さのみを変えた場

合の最大泡圧の変化は式（3）を変形した次式で与えら

れる。

ZNI）max　＝A＋C×h

　　　A一子・・（Pl一隅　　（4）

　　　C＝　g（Pl　一　Pg）

密度は式（4）の傾きCより決定される。また、表面張

力は、切片Aより求める事ができる。ここで、気泡

が半球状であると仮定するとb＝x＝rとなる。しかし、

実際の気泡は完全な半球状ではなくわずかに歪んだ

状態にあるため、正確なbおよびxの値が必要である。

それにはBashforthとAdams｛2）の形状計算結果を利用

するSugdenの補正方法。）が用いられるが、本報では数

値表を用いる代わりに、Hozawa（i｝らの有限要素法を用

いる形状計算法から印。期の時のx，bを求め、表面張

力を導出した。一方、ノズル半径rおよび浸漬深さh

については、熱膨張による伸びを考慮した。

2．2実験装置

　実験に使用した装置の概略図をFig．3に示す。装置

全体は、貝回、ヒーター、ノズル、マスフローコント

ローラー（MFC）、圧力計、ペンレコーダーからなる。

増蝸には、腐食防止の目的で内径51mm厚さ0．5mm

深さ120mmの純金製増塙を使用した。また、増塙強

度を保つため内径52mm外径54mm深さ120mmのス

テンレス容器に収めた。柑禍は、PIDコンロールされ

た3個のヒーターで加熱され、熱電対で温度測定を行

った。
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Fig．　3　Schematics　of　the　measurement　apparatus　of　surface　tension

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノズル（Fig．4）は、内径約1mm長さ50mmの溶融

　　　　　　　　　　　　　　　　　NaOHに対して濡れ性の良い金一パラジウム合金製

Fig．　4　Nozzle　configuration
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Fig．　S　Typical　variation　of　bubble　pressure

　　　　　　　with　time

　　　900

第
騒書

籠
E　r［

800

700

600

500

400

　0 O．005　O．Ol　O．015
　　Depth，　h［m］
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　　　　bllbble　pressure

（30％Pd）である。これは、長さ250mmのステンレスパ

イプの先端に銀甲付けされている。ノズルにはMFC

（アエラ社FC－770AC【FS　I　OSCCM］）で一定流量でAr

ガスを供給した。ガス供給路には、バイパスを設けニ

ードルバルブで流量を調節することで気泡発生間隔

を15秒とした。差圧測定はダイヤフラム式高感度微

差圧計（セトラ社旗mode1246・フルスケール
635mmAq）を使用した。圧力計からの、　DC信号はペ

ンレコーダーで記録した。

　この時の圧力の経時変化の例をFig。5に示す。測定

時の△p。“の再現性は±0．02％以下であった。また、測

定は浸漬深さを変えて行い、各々の深さでの最大泡圧

をプロットしたものがFig．6である。表面張力は、2．1

節の方法により決定したが、その時の密度は、Fig．6

の傾きから得られた値をそのまま使った。

2．3誤差評価

　密度および表面張力の測定誤差要因は式（4）のパラ

メーターから考えることができる。この事から、密度

の誤差要因として浸漬深さおよび圧力、表面張力は圧

力、密度、b、　xが考えられる。ここでは、　Fig．6の結

果を基にσ＝132．535mN／m，　p，＝1783。737　kg1M3，　x＝

0．498×10”　m，b　＝　O．496×10’3　mおよび、圧力計検定用

マノメーターの水の密度p、，＝9985kg！M3の場合につい

て、表面張力に関する誤差eσ．，密度に関する誤差epに

ついて誤差評価を行う。

2．3．1浸漬深さ　浸漬深さは測定誤差より、0．5％の誤

差を含む。

2．3．2圧力　圧力計検定式からの誤差は0．2％であっ

た。また、Fig．6の圧力値の相関式からのばらつきは、

O．19。である。Ai7。、の再現性は前遷のように0．02％であ

る◎
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2．・3．3b，　x　ノズル径の測定誤差は約1％である。　b，x

はノズル半径にほほ比例するので、約1％の誤差が含

まれるといえる。

2．3．4密度　密度測定の誤差は浸漬深さおよび圧力

の誤差からeρ　＝O．6％と見積もられる。

2．3．　5表面張力　それぞれに含まれる誤差からeσ＝

L3％と見積もられる。なお、式（4）より密度測定誤差

による影響が考えられるが、実際は1010の測定誤差に

対して、表面張力は0．05％変化することが分かる。

2．4試料

　試料には特級試薬のNaOHを用い、特別な処理は行

わず増齢に入れ融解して使屯した。

2．5表面張力の測定結果

　表面張力の測定は657Kから798Kの温度域で2－

13K間隔で行った。密度と表面張力の値を温度の関数

としてFig．7，8に示す。これらの図より、式（5）（6）（7）

に示す密度および表面張力の相関式が得られた。

p＝2099．26－O．490408T　（5）

o　＝　O．02833T　＋113．945

（657K　〈　T　〈　72tK］

o　＝　一〇．O1214T　＋　143，15

［721K　〈　T　〈　798K］

（6）

（7）

　密度は、Fig．7中に破線で示した文献値‘‘，より約1％

高い値が得られた。次に、Fig．8の表面張力の測定結

果は、中村らσDの測定結果（Fig．9）と比較した場合、

表面張力が全体的に低く、温度係数も、低温側で約

3／io、高温側で約1！20となっていることが分かる。ま

た、表面張力が極大値を示す温度プは721Kとなり、

低温側へ約16Kシフトした。この2つの結果の差異

の原因については不明である。

3．マランゴニ対流実験・数値計算

　測定結果の妥当性を評価する目的で、マランゴニ対

流実験および前節で得られた表面張力データ用いた

数値計算結果との比較を行った。

3。1装置

　実験装置の概要をFig．10に示す。テストピースと

して、上下を直径3mm厚さ0．5mmの白金プレートで

挟んだ直径2mm高さ3mmの溶融NaOHの液柱を使用

した（Fig．11）。

融液の加熱・測温は上下プレートに付けられたR型

熱電対によって行った。これをホットサーモカップル

法‘s）と呼ぶ。この液柱をArガス雰囲気中に置き、融

液の中の流れを観察した。
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　　　　　　　by　Nakamura　et．　al．（S）

　融液挙動の可視化は、液柱にトレーサーとして白金

微粒子を混入して、その軌跡を観察した。軌跡は、

CCDカメラおよび一眼レフカメラで記録を行った。

　本報では表面張力の特性からT＊を中心に以下の3
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つの温度域に分け、それぞれを、

　　　　　T≦721　K　　　　　低温域

　　　　　700K≦T≦775K　中温域

　　　　　T≧721K　　　　　高温域

と呼ぶ。さらに、実験は上下プレート温度をTable・1

のように設定して行った。

　　　　　Table　1　Temperature　of　disks

　　，窒?　lon Lar　e△τ Midd且e△7 Small△T

Low　7 680－630K 680－650K 660－660K

Near　7＊ 775．705K 760－720K 7525－752．5K

Hih7 810－760K 790－760K 780－780K

to　upper　heater　controller

i…iii糠

to　vm

ここで、液柱が微小であるので浮力対流は無視できる

と仮定し、浮力項は省略した。　（使用記号・参照）

　　Tc

h（T－Tg）

i2r””””．

D）） 旺ユー一．

　　Cold　7／X　1　・　CCD　Camera　or
　　　　　　　　　　　　　　　35mm　Still
Liquid　Bridgeto　iowi?ｒ　hi?ａｔｅｒ　controiier　CaMera

　Fig．　10　Schematics　for　the　experimental

apparatus　for　the　visualization　of　Marangoni

　　　　　　　　convection

　　　　　　　　　　　　R－type　T．C．

　　　　　　　　　　　　　Platinum

難

2一．

g・　’T’

Plate

Liquid

Bridge

　　　　　　　　　2mm

Fig．　11　Liquid　Bridge　of　Molten　NaQH　confined

　　　　　・between　two　platinum　disks

34数値計算
3．2．1　数値計算モデルおよび基礎方程式　数値計算

には、二次元定常マランゴニ対流計算コード‘e〕を利用

した。液柱は、半径a＝1mm，高さL＝3mmの真円柱で

あると仮定した。Fig．12に二次元の軸対称モデルを示

す。

無次元の基礎式および境界条件は以下の通りである。

・σ、（〆一噌）

　　　　　T，

　　　　　　　　　　　免

Fig．　12　2D－axisymmetric　Marangoni

　　　　convection　model

Equation　of　continuity：

v・v　一一〇

Equation　of　motion：

一｛！L’　2t　．　一vp’＋　v2v

Pr　Dt

Energy　equation：

〃。塑＝》・θ

　　DT
Boundary　conditions（O　S　T）：

　　　　　　OW　　　　　　　　　　oe
R＝O：U＝O，・：ti’t－t　＝O，　一t一＝O；

　　　　　　OR　’OR
　　a　一．　AOW　　　　　　　　　　oe
R＝　i’一：U＝O，÷’i　＝一！t7；

　　L”　”OR　61Z
oe
盃＝一Bi（θ＋θバθ・）

　　　一　Bi“　｛（e　一i　e．　）‘　一　eZ　］；

Z＝O：｛ノ＝0，W＝0，θ＝　eh；

Zニ1：（ノ＝O，　W＝0，θ＝θ，

る。

R＝乙，z＝三，u＝⊥，w＝エ，P’＝．2と，

　　L　　　　ム　　　　Uo　　　　Uo　　　　蘇bμ

AT＝（T，一T，），e，＝一Z一一一一一gT・e．＝ft・T．＝

別。姓，B、・＝・σ・L△z3　，p，＝エ，

　　　A’　A　　’　　a
M．　F　：s（zy！izz2LftOUIOT）ATL　，u，　＝　一！11i’IE1”　，a　＝7　［tl｝」p

3．2．2　数値解析法

（8）

（9）

（10）

（11）

これら式中の無次元量は以下のように定．義されてい

（Th　＋　Tc）

　2　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p
　　　　　　　　　　　　　　　，a　＝　一一：一　，v　＝　：一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p

　　　　　　　　　　数値解析には、有限差分法を使

用した。また、離散化には、コントロールボリューム
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Z8

璽｛1

鎧
：S8

一一”@O，05mm　from　surface

’’”@O．15mm　from　surface

1　　臨　　　　「fac

覧㌦．．．．＝婁噸e・二おし」しち●”e

N．．f

　　　　O　　　　l　2　　　　3
　　680K　z　lmml　650K
Fig．13－a　Comparison　of　the　theoretical　velocity

　　distributions　with　experimental　ones

（lines　：calculated　results　using　Nakamura　’s　data，

　　　　　　　points：experiments）

工

a）　Th＝680K，　Tc＝630K

　　（AT＝50K）

T，

叉

詔
塞1£

’t6　oV

蚕一5

二｛2

一一一一一一　O．05mm　from　surface

’’’’”@O．15mm　from　surface

T　，＝
rnin

629．5K

r

びマlhマLロL口
surfa
　　pt．b

＼’ Q艶艶艶」堀’”
モ?ｎ，er

s一一一G；z｛；urfaC

　0
680K

1

Z［mm］

2 　3

650K

Fig．13－b　Comparison　of　the　theoretical　velocity

　　　distributions　with　experimenta1　ones

（lines　：　calculated　results　using　the　data　measured　in

　the　present　experiment，　points　：　experiments）

法（7｝を使用し、SIMPLE（Semi－lmplicit　Method　for

Pressure　Linked　Equation）法で運動方程式と、連続の式

を連立させ収束させた。

4計算結果と実験値との比較

b）　Th＝680K，　Tc＝650K

　　（AT＝30K）

T，

笑

T，

T　，＝
tnin

644．1K

T　．＝
皿颯

638．9K

　本研究で得られた表面張力値および中村らの報告

値を使ってそれぞれ数値計算を行い、可視化実験によ

って得られた表面近傍での流速値との比較を行った。

一例として、低温域、AT＝30Kで行ったときの結果を

Fig．13・a，bに示す。この可視化ではトレーサーの濡れ

が良いため、トレーサーは表面に現れず表面から

0．15mm付近の流れが観察された。この比較では、

Fig．13－aの中村らの報告値を使った計算は、融三内の

流速が著しく大きく、中心軸および表面近傍での実測

結果を全く説明できない。

　しかし、本研究で得られた表面張力値を使った計算

Fig．13－bはFig．13・aに比べ、融液内の流れは全体的に

遅く、実験値に比較的近い流速を示していることが分

。）　Th＝660K，　Tc＝660K

　　（AT＝　OK）

Fig．　14　Visualized　fiow　patterns　（left　side）　and

　　calculated　stream　functions　（center）　and

temperature　（right　side）　distriblltions　at　low

　　　　　　temperature　region

かる。また、図は省略するが、高温域での結果におい

ても同様に温度係数がかなり低い場合実験値とよく

合うことが分かった。したがって、本実験に用いた

NaOH融液の表面張力は中村らの結果に比して著し

く小さい温度係数を示したFig．8の測定結果がより

妥当であると判断できる。

　次に、可視化実験と同条件での数値計算との比較を
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Tc

a）　Th＝810K，　Tc＝760K

　　（AT＝50K）

Th

Tc

Tmin　＝

758．IK

b）　Th＝790K，　Tc＝760K

　　（AT＝30K）

4歴

Th

Tc

Tmin＝

746．3K

Tmin＝

750．7K

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Th

　　　　　　　c）　Th＝780K，　Tc＝780K

　　　　　　　　　（AT＝　OK）

Fig．　15　Visualized　flow　patterns　and　calculated

stream　functions　and　temperature　distributions

　　　　　at　high　temperature　region

示す。

4．1低温域

　低温域では、温度係数の符号が正であるので、表面

での流れは常に低温から高温側へと流れる。

　Fig．14・a）のATが50Kの場合、上部プレートから

下部へ流れる1ロールセルができる。

　Fig．14・b）のzSTが30Kの場合、上部プレート付近

に界面からの放熱により最低温度Tmin点が発生し、流

Th

a）　Th＝775K，　Tc＝705K

　　（AT＝70K）

Tc

Th

b）　Th＝760K，Tcr－720K

　　（ATt　；40K）

Tc

Tc

Th

T’

Tmin＝

702．4K

T’

Tmin”

705．4K

T’

Tmin＝

716．IK

T’

　　　　　　c）　Th＝752．5K，　Tc＝752．5K

　　　　　　　　　（AT＝　OK）

Fig．　16　Visualized　flow　patterns　and　calculated

stream　functions　and　temperature　distributions

　　　　　　　　near　T＊　region

れはそこを起点に各プレートへと流れ出し、2個のロ

ールセルが形成される。

　Fig．14・c）のATがOKの場合、界面の中点付近に最

低温度点が移動し、ほぼ対称な2個のロールセルが発

生する。

4．2高温域

　高温域は、温度係数の符号が負であるので、表面で

の流れの向きは常に高温側から低温側へとなる。
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　Fig．15・a）のATが50Kの場合、下部プレートから

上部へ流れる1個のロールセルができる。

　Fig．15・b）のzSTが30Kの場合、上部プレート付近

に最低温度点が発生し、流れは各プレートからそこに

向かって流れ出し、2個のロールセルが形成される。

　Fig．15・c）のム7がOKの場合、界面の中点付近に最

低温度計が移動し、ほぼ対称な2個のロールセルが発

生する。

4．3中温域

　血温域は、温度係数の符号が正と負になる温度場が

混在する。

　Fig．16・a）プレート温度がT＊を挟みかつzSTが70K

になるように設定した場合である。界面上にピーク温

度PS点が存在し、各プレートからピーク温度点に流

れ込む2個のロールセルが発生する。

　Fig．16・b）a）と同様にT＊を挟むようにプレート温度

を設定したが、△7が40Kではピーク温度点に加えて

最低温度点も発生し、3個のロールセルができる。

　Fig．16。c）では、　zST　＝OKとなるようにT＊より少し

高めに設定した。この時、放熱により7’＊が1点Tmin

が2点発生し、4個のロールセルが形成された。

　以上の結果から、各温度条件に対し、計算より得ら

れた流れパターンは実験結果を極めて良好に再現し

ている事が分かる。

5．まとめ

　NaOHの表面張力を最大泡圧法で測定し求めた。こ

の値は、既存のものと値、温度係数、表面張力が極大

値を示す時の温度が異なっていることが分かった。ま

た、溶融NaOHを使った、マランゴニ対流実験を行い、

その可視化結果と数値計算結果との比較で比較的近

い値を示したため測定値は妥当であると考えられる。

h

L

Ma

ハlu

’

p

p

Ra

r，　z

rc・

t

T

uo

配，w

Vc

V

V

：浸漬深さ

：伝熱係数

：液柱高さ

：マランゴニ数

　（＝一（Ocfilcr）‘tSTL／（apt））

：ヌッセルト数（＝　HLノλg）

：圧力

：丁丁

［m］

［Wlm2Kl

［ml

［一］

［．1

（Pal

［Pal

レーリー数（＝13gATL’1（αV））卜】

：座標

：ノズル内半径

：時間

：温度

；基準流速（＝ルlaaofL）

：流速の（r，　z）成分

：半球近似の気泡体積

（＝213zr，3）

：無次元の気泡体積（＝v／v．）

速度ベクトル

：気泡先端までの長さ

ギリシャ文字

a・

B

e

A

／1

り

e

P

a

O　B

T

：温度伝導度（＝ρCp／λ）

：体膨張係数（＝1／　Tg）

：輻射率

；熱伝導度

：粘度

：動粘度（＝μφ）

i温度（＝（T－7；n）　IA　T）

：密度

表面張力

：ボルツマン定数

：時間（＝tUo　／L）

圃
［m］

［s］

［Kl

［mlsl

【m／sl

［m3］

目

［mj

［m2／sl

［1／Kl

日

［W／mKl

［Pa　’　sl

［m2／sl

日

［Kg／m31

［N／m］

［W／m2K‘1

［一］

　本研究では、平成6年度宇宙環境利用フロンティア

共同研究において作製された微小液柱実験装置を使

用した。付記して謝意を表します。

b

Bi

Bo

D
g

使用記号

：液柱半径

：気泡先端の曲率半径

：ビ昏黄（＝」肌／λ）

：ボンド数（＝pgr，210）

：熱容量

；微分演算子

：重力加速度

［m］

［m］

［一］

［．］

｛J／KgKl

｛m／s2］

添え字

c

g

h

l

m
＊

oo

：低温プレート

：周囲気体

；高温プレート

：試料液体

：平均温度

：輻射による放熱

：無限遠での周囲気体温度

付録

付．1伝熱係数の推算

　Bi数を求めるときの伝熱係数Hは次の推算法によ

って求めた。液柱を直径しの球であると仮定し、球の
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周りの伝熱係数から推算を行った。ガスは、Arであ

る。

　球の場合の層流平均三熱係数は次式｛8）で与えられ

る。

（7〈iT．　L）d　＝2＋　O．760　Ci　RaM　（A－1）

（ただし、＿糊地）L3 Ctn．＝⊥．一＿）

　　　　　　　　　vgas，　44＋8－2Rad

この式から、直径しの球まわりの平均ヌッセルト数

（〃軌を求め・

（ノVUL）、・号

により層流平均伝熱係数Hを算出する。

なお、Clはプラントル数の関数であり、

　　　　　　　　　　　　　　1

で表される。

（A－2）

（A－3）

付．2　補正法による表面張力の比較

　表面張力の補正法ほ、Schr6dinger（9），　Ferguson（lo｝，と

Sugden（3）の方法の3つが挙げられる。

Schr6dinger（Y）

σ一

冝o1一号隠・〕一÷隠・〕2｝

Ferguson（10）法

（B－1）

（B－2）

　ここで、以下の条件で表面張力の補正計算値を行い、

Table・B・2でその結果を比較した。

Table　B－2　Corrected　of　surface　tension

Surfbce　tension

@　　【mNlm】

Relative　error

@　　　【％】

hemis　here 13L83 0．53

Schr6dln　er 132．53 0．00

Fer　uson 132．43 0．08

Su　den 13253 魑

ここで、Sugdenの補正法を基準に相対誤差を取った

場合、何れの補正法によっても0．1％以内で一致して

いる。これは、NaOHが表面張力が大きいために半球

からのずれが小さいことを示している。

文献

（1）　Mitsunori　HOZAWA，　Takao　TSUKADA，　Nobuyuki

IMAISHI　and　Katsuhiro　FUJINAWA，　Journal　of　chemical

engineering　of　Japan，　14－No．5　（1981），　p358－364

（2）　F．　BRASHFORTH　and　J．　C．　ADAMS，　An　attempt　to

test　the　Theory　of　Capillary　Action，　Cambridge　University

Press　and　Deighton　Bell　＆　Co．，　Cambridge　（1892）

（3）　Sugden，　J．　Chem．　Soc．，　119，　（1921），　p1438

（4）日本熱物性学会編，熱物性ハンドブック，（1990），

養財団，p112

（5）中村・横山・向井，　Proc．4th　lnt．　Conf．　Molten　Slags

and　Fluxes，　（1992），　Sendai，　ISIJ

（6）　Nobuyuki　IMAISHI，　Shoichi　YASUHIRO　and

Matanori　KOJIMA，　Proc，　the　l　st　lnt，　Seminar　on

Manufacturing　of　Advanced　Materials，　（1995），p36－41，

IAMS

（7）　Pantankar　S．V．，　Numerical　Heat　Transfer　and　Fluid

Flow．，　（1980），　Hemisphere　Publ．，　Washington

（8）日本機械学会，白熱工学資料（改定第4版），（1986），

日本機械学会，p68

（9）　R．SCHRODINGER，　Ann．　Physik，　46，（1915），　p413

（10）　A．FERGUSON，　Phil．　Mag．，　28，（1914），　p　13

Tab婁e　B・1　Ca且cu童ation　da重a　of

　surface　tension　correction

試料 Molten　NaOH

温度　7［K】 657．2

ノズル半径r。【司 4．93577xlσ4

浸漬深さ　飢呵 0．0

ガス密度　ρ，【Kg／m3】 0，730

試料密度　　【Km3】 1783，737

最大泡圧△P【Pa】 542，816
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