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鉛直流路形成が濃厚な粘土懸濁液の界面沈降速度に及ぼす影響

中石克也 1 大井節男 1

Settling velocity of high-density clay suspension and e旺'ectsof vertical channel formation 

Katsuya NAKAISHI1 and Setsuo 0011 

Abstract: The effl巴ctsof channel formation on settling ve-
locity have not yet been clarified for high-density clay SUS-
pensions. In this study， we examined the effects of ver-
tical channel formation conditions on channel shape and 
channel ftow rate by a method where artificial bubbles 
wer巴 passedupward through a column containing a sus-
pension of kaolinite. Sp巴cifically，settling velocity， chan-
nel diameter， and channel number density were measured 
by photographic methods. These data were used to cal-
culate channel ftow rates， which were then compared with 
the values expected for Hagen-Poiseuille ftow. At a high 
solid concentration (1.1 % '" 4.0 % by volume)， vertical 
channels did not form unless artificial bubbles were ap-
plied， because the suspension became highly viscous. The 
number of channels formed by applying bubbles decreased 
sharply with increasing solid concentration， whereas verti-
cal channel diameter increased with increasing solid con-
centration. As a result， there was a peak settling velocity 
at a solid concentration of 2.2 % by volume. Under con-
ditions without structural force， the relation was examined 
between measured diameter and flow rate diameter (i.e.， 

the mean of diameter to the 4th power) calculated from set-
tling velocity using Darcy's law and the Hagen-Poiseuille 
equation. The calculated diameter of channels formed by 
artificial bubbles agreed well with the measured diameter 
at low solid concentration (< 2.2 %)， but was lower than 
the measured diameter at high solid concentration (> 2.2 
%). These results show the importance of structural force 
in high-density clay suspensions. 
Key Words : settling velocity， vertical channel， kaolinite 
suspension， Hagen-Poiseuille flow， bubble rise 

1.はじめに

粘土懸濁液の沈降特性に関する研究はこれまで数多

くなされているが，それらの内容は主に沈降体積から微

視的凝集構造を推定すること(例えば Meltonand Rand， 

1976;vanOlphen，1977)や沈降体積の時間変化から沈降

様式をいくつかのパターンに分けることで，定性的に沈
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降現象を説明していることである (Imai，1980， 1981). 

一方，凝集懸濁液の沈降に関する最近の研究は，フロッ

クに着目して沈降管の壁面とフロックの間で生じる流体

抵抗が単一フロックの沈降速度に及ぼす効果 (Lallet al.， 

1989; Becker et al.， 1996; Chhabra et al.， 2003; Arsenijevie 

巴tal.， 2010)や凝集過程における沈降粒子の構造につい

て調べたもの (Allain，et al.， 1995， 1996; Gonzalez， 2001; 

Gonzalez et al.， 2004) ，塩濃度， pH，高分子添加によ

るフロック構造の変化と沈降速度への影響について論

じた研究 (Wattset al.， 2000; Nasser and James， 2006; 

Akther et al.， 2008; Kim and Palomino， 2009; Bessho and 

Degueldre， 2009)などが数多くみられる. しかしながら，

試料濃度の増加にともなって無数の凝集粒子(フロック)

が相互に干渉しながら沈降したり，フロック同志が連結

してネットワークを形成するような高い濃度領域におけ

る界面沈降に関する理論的研究はほとんど見られない.

そのような中で，沈降開始時から急速な沈降を示す希

薄な試料濃度から，試料濃度の増加にともなって沈降

初期に非常に遅い界面沈降を示し，経過時間にともなっ

て突然急激な沈降現象が生じる領域までの沈降現象に

ついては，ある程度定量的に取り扱われている.すなわ

ち， Michaels and Bolger (1962)と三分ーら (1987)は，

Richardoson and Zaki (1954)の提案した剛体球の干渉沈

降における界面沈降速度式を凝集粘土懸濁液に拡張して

適用し，試料濃度と初期沈降高さが界面沈降速度に及ぼ

す影響について解析を行った.さらに，中石らは凝集粘

土懸濁液の沈降現象をフロック沈降として捉え (Kuroda

et al.， 2003)，無数のフロックが互いに干渉しながら沈降

する界面沈降現象を沈降界面からの透水現象と等価であ

るとみなし，フロック構造に自己相似則を取り入れた界

面沈降速度式を提案した (Sekiguchiet al.， 2004; Ooi et 

al. 2007). これらの研究によって，希薄な試料濃度から

比較的濃厚な試料濃度領域における界面沈降現象のメカ

ニズ、ムをフロックモデルに基づいて説明できるようにな

るとともに，界面沈降速度とフロック構造の試料濃度依

存性についても定量的に評価できるようになった.しか

しながら，さらに濃厚な濃度領域における界面沈降特性

については，現象論的に圧密沈降として定義しているだ

けであり (Imai，1980， 1981)，そのメカニズムについて

はほとんど論じられていない.
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本研究では， 1/100 mmの精度で計測が可能な 3次元

読取顕微鏡にカメラを取り付けてモニターに接続し，拡

大した画像から界面沈降速度の計測と沈降過程における

懸濁層の詳細な観測を行った.その結果，濃厚な試料濃

度において，これまでのモデルの予想に反する異常な沈

降現象が生じ，同時に鉛直流路が形成されていることを

見出した.さらに，鉛直流路を上昇する粘性流の解析を

行うことによって，このような濃厚凝集懸濁液における

異常な界面沈降のメカニズムを明らかにした.

2.実験

2.1試料

供試試料として，極めて純度の高い入来産カオリナイ

トを用いた. 69もH202溶液による有機物処理を行った

後， Na型粘土を作製するため， 1 molL一1のNaCl溶液で

2回洗った.その後，懸濁水の過剰な NaCl濃度を低下さ

せるために，上澄み液の EC値が 100μScm-1 (NaCl溶

液 10-4mol L -1)程度に低下するまで、蒸留水でフk洗いを

繰り返した.石英などのシルト分を取り除くために，懸

濁液の pHを 10に調製して安定した分散状態をっくり，

沈降法を用いてストークス径で 3μm以下の粒子を採取

した.さらに，採取された懸濁液を濃縮するために，遠

心分離機にかけて粘土画分を沈殿させて上澄み液を捨て

た.この濃縮試料に蒸留水， NaCl溶液， NaOH溶液を加

えて，カオリナイト懸濁液の体積濃度を1.1rv 4.0 %の

範囲，バルク溶液の NaCl濃度を 0.2M，pHを 10に調

製した.この溶液条件において懸濁層と上澄み液の聞に

明瞭な界面が形成され，上澄み液の部分はほぼ透明で濁

りは見られなかった.

2.2測定方法

2.2.1界面沈降高さの測定

界面沈降実験に内径 63.5mm，容量 300mLのトール

ビーカーを沈降管として用い， 2.2.2で述べるような二つ

の撹枠方法で撹持した後，すばやく静置し測定を開始し

た.界面高さの計測は， 1/100 mm精度の読取顕微鏡を

用いて行った.肉眼で直接読み取ると誤差が出る可能性

が大きいので，読取顕微鏡の接眼部にカメラを取り付け

て解像度の高いモニターに接続し，拡大された画像上で

界面沈降高さを 1分間隔で、読み取った.なお，粒子の沈

降は温度の影響を強く受けるので，ビーカー内の懸濁水

の温度を一定に保てるように， 250Cに設定された恒温

室内で測定を行った.

2.2.2撹祥方法と懸濁層内への気泡混入

撹枠は，以下に示す懸濁層に気泡を混入させる方法と

させない方法の二つの方法で、行った.なお，異なる撹枠

を行う前に懸濁試料を均一にするために 5分間超音波

照射して試料を分散させ， 250Cの恒温水槽内に 1時間

程静置した後，懸濁液の温度を 250Cに設定した.

フロック懸濁層へ気泡を混入させる撹枠は，沈降容器

上面をパラフィルムでしっかり覆って懸濁水が漏れない

ようにして水面との聞に空気を封入し，転倒撹持によっ

て行った.このときの空気封入量は，およそ 43cm3程度

である.転倒撹枠は 1分間で 20回行い，撹枠後直ちに測

定を開始した.この方法は， Michaels and Bolger (1962) 

を始め多くの沈降実験で行われている一般的な撹枠方

法であり，以後転倒撹持と呼ぶ.一方，懸濁層への気泡

混入が起こらない撹祥は，基本的には空気混入の場合と

同等になるように転倒撹#によって行った.しかしなが

ら，封入空気を除去して転倒撹祥を行った場合，懸濁液

を均質に撹枠することができないことから，以下のよう

に工夫した.まず，ビーカー内の懸濁液中にスターラー

(撹祥子:直径 6.3mm，長さ 30mmの円柱状)を 3個投

入し，小孔付きのゴム栓をビーカー上部口に取り付け，

液面とゴム栓の間に含まれる空気を抜きながら栓を静か

に押して水面まで接触させた.その後，上で述べたよう

に， 5分間超音波照射して試料を分散させ， 250Cの恒温

水槽内に 1時間程静置した後， 1分間で 20回の転倒撹枠

を行い，直ちに測定を開始した.以後，この撹枠方法を

スターラー撹枠と呼ぶ.なお，スターラーを投入するこ

とによる懸濁液面の上昇は 0.8mm程度であったことか

ら，界面高さの補正は行わなかった.

以上のように流路形成の有無と懸濁層濃度の均質化の

ために二つの撹伴方法を用いたが，基本的には空気とス

ターラーを利用した転倒による撹#であり，超音波撹枠

に比べて破壊力は非常に小さいことから，フロックの大

きさや構造に与える影響はほとんどないものと考えられ

る (Ooi，et al.， 2007). 

2.2.3鉛直流路の測定

鉛直流路の確認並びに流路数と流路径の測定は，沈降

界面上面と懸濁層側面の観測に基づいて行った.具体的

には，測定終了直後の沈降界面上面をデ、ジタノレカメラで

撮影し，画像を拡大して流路数と流路径を計測した.ま

た，側面の流路径は，沈降過程において読取顕微鏡に接

続したモニターに映し出された懸濁層側面の拡大画像か

ら読み取って測定した.

3.結果

3.1濃厚な濃度領域における特異な沈降現象

Fig. 1に示すように，凝集フロック懸濁液の界面沈降

特性は試料濃度に大きく依存して変化する (Sek:iguchiet 

al.， 2004) .希薄な体積濃度では，沈降開始直後から急激

な界面の低下(急速沈降)を引き起こす.試料濃度が増

加すると，始めに非常に緩やかな界面沈降(緩速沈降)

現象が表われ，ある程度の時間経過を経て急激な沈降が

生じる.固体濃度が増すにつれて緩速沈降継続時聞が長

く続き，その後急速沈降に転じる.このような界面沈降

の特徴から推察すると，さらに固体濃度が増すと緩速沈

降過程のみが現れ，もはや急速沈降が起こらなくなるこ

とが予測される. しかしながら，空気混入のある転倒撹

枠による界面沈降現象では、実際には Fig.2に示すよ

うに体積濃度が1.1%を越える領域になると，体積濃度

の増加にともない界面沈降速度が増加するという，今ま



わかる.一方，スターラー撹枠では，このような流路形

成は全く見られなかった.このことから，鉛直流路は懸

濁層に混入された気泡によって発生し，流路形成は沈降

容器内に封入された空気が撹搾時に懸濁層に混入するこ

とによって生じることがわかる.

3.3流路形成と界面沈降速度の関係

転倒撹枠及びスターラー撹#による界面沈降速度は，

Fig. 2 rv Fig. 4の沈降曲線に基づいて求めた.転倒撹

枠の界面沈降速度は， Fig. 2，3に基づいて沈降開始時か

ら30分間に起こる急激な界面沈降の平均速度を用いた.

スターラー撹#による界面沈降高さの変化はわずかであ

り，沈降曲線はおよそ直線的に変化するので (Fig.4)， 

その勾配から界面沈降速度を求めた. Fig.5に転倒撹枠

とスターラー撹枠の界面沈降速度と体積濃度の関係を示

す.流路が形成される転倒撹枠の界面沈降速度は，体積

濃度 φが増加するにつれて大きくなっていき， φが2%

付近でピークに達した後，さらに φの増加にともなって

沈降速度は急激に減少する.流路が形成されないスター

ラー撹持の界面沈降速度は，体積濃度 φの増加にとも

なって減少していくが，測定された試料濃度領域で転倒

撹持に比べて極めて低い値になっていることがわかる.

これらの実験事実は，流路形成が界面沈降速度を促進さ

せる要因であることを明瞭に示している.
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Fig.4 界面沈降高さと時間の関係(気泡なし). 

Height of the sedimentation interface H plotted against 
elapsed time T (no bubbling). Volume fraction: 0.2~0.7 %. 
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Fig.3 界面沈降高さと時間の関係(気泡あり)
体積濃度:1.8 ~ 3.2 'iも.

Height of the sedimentation interface H plotted against 
elapsed time T (bubbling). Volume fraction: 1.8 ~ 3.2 9も.
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Photo 1は，転倒撹枠による懸濁層の界面上面と側面

を写したものである.界面上面に多数の黒い点が見える

が，それらは気泡によって作られた流路であり，側面か

ら見ると鉛直方向に発達した流路を形成していることが

でのモデ、ルの予測に反する異常な現象が現れる. Fig. 3 

を見ると，この特異な沈降現象は体積濃度が 2.89も付近

まで続くことがわかる.さらに，図から体積濃度 2.4% 

付近で界面沈降が最大となり，その後固体濃度の増加に

ともない沈降が起こりにくくなっていくことがわかる.

一方，懸濁層内への気泡混入の起こらない，スターラー

撹梓による界面沈降高さと時間の関係を Fig.4に示す.

経過時間に対する界面沈降高さの変化は極めて微量であ

り，沈降現象の特徴は転倒撹枠に比べて大きく異なって

いる.変化の様子を見やすくするため，代表的な体積濃

度の値を載せたが，測定された全ての試料濃度領域にお

いて同様の結果が得られた.

3.2気泡混入による流路形成

沈降実験終了直後に界面上面を観察すると，転倒撹枠

では懸濁層に流路のような穴が数多く見られ，側面から

の観測によって流路の形成が確認された.一方，スター

ラー撹持による界面沈降においては，懸濁層の界面上

面及び側面の観測結果から流路の出現は全く見られな

かった.

200 

20 30 40 

Time T(min) 

Volume fraction ・0.20%A 0.40% )(0.50%・0.70%
Fig.l 界面沈降高さと時間の関係(気泡あり)
体積濃度:0.2 ~ 0.7 %. 

Height of the sedimentation interface H plotted against 
elapsed time T (bubbling). Volume fraction: 0.2 ~ 0.7 %. 

50 100 
Time T(min) 

Fig.2 界面沈降高さと時間の関係(気泡あり)
体積濃度:1.1 ~ 1.7 %. 

Height of出es巴dim巴ntationinterface H plotted against 
elapsed time T (bubbling). Volum巴fraction:1.1 ~ 1.7 %. 
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L-.J 

1mm 

Sideview Interfaces 

Photo 1 気泡によって形成された鉛直流路.

Situation of vertical channel formed by bubbling. 

Volume fraction 2.8 % 

Photo 2 沈降界面上での鉛直流路の流出口の様子

Outl巴tsof vertical channels from th巴 viewof the sedimentation interface. 

Volume fraction 1.8 % 

4.考察

4.1凝集懸濁層に発生する鉛直流路の形態

界面上面から写した体積濃度 l.8%と 2.8%の流路の

様子を Photo2に示す.写真から明らかなように，流路

数は体積濃度の低い試料の方が多く，流路径は体積濃度

の高い試料の方が大きくなっている Photo 2には体積

濃度 l.8%と 2.8%の例を示したが，全ての体積濃度に

ついて画像から流路数と流路径を測定し，流路数と体積

濃度の関係を Fig.6に，沈降界面上面から見た流路径と

体積濃度の関係を Fig.7に示す. Photo 2及び Fig.6， 7 

から， 体積濃度の増加にともなって流路数は急激に減少

していくが，流路径は逆に大きくなっていくことがわか

る. このような現象は，懸濁液の固体濃度と粘度の関係

に起因して生じる すなわち 懸濁液の体積濃度が高く

なるにつれて粘度が上昇するため，懸濁層内に混入した
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の側面から見た流路径(側面径)を比較するために，体

積濃度ごとに界面と側面の流路径を測定し，両者の関係

を Fig.8に示す.図からわかるように，沈降界面上面と

側面の流路径がほぼ一致していることから，気泡によっ

て形成される流路に異方性は見られず，流路径の形状は

およそ円管であることを示している.

4.2鉛直流路を上昇する粘性流

既に 3.3で述べたように，濃厚凝集懸濁液の沈降は，

流路内を水が通って沈降界面から流出することによって

促進される (Fig.5). しかしながら， Fig.5の結果のみ

からでは，流路を通って界面から流れ出る水量と沈降速

度の関係が定量的に明らかにならない.そこで，流路内

を上昇する粘性流の解析を行うことによって，鉛直流路

を流れる流量が界面沈降速度にどのように寄与するのか

を詳細に検討する.実験結果に基づいて，鉛直流路が形

成されていないフロック懸濁層の界面沈降速度は極めて

遅いため (Fig.5)，鉛直流路壁面からの透水はほぼ無視

できる，さらに気泡によって形成される鉛直流路の形状

はほぼ円管と見なせること (Fig.8)から，この流路を上

昇する粘性流に Hagen-Poiseuilleの法則を適用して，沈

降過程における流路内の流量を求める.

Hagen -Poiseuille則によれば，円管内を流れる流量は

次式で表わされる.
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ここで，qcは流量 (m3s-1)，μは水の粘性係数 (Pa.s)， 

dcは管路径 (m)，Gは圧力勾配 (Pam-1) である.式

(1)は管路一本当たりの流量を求める式なので，N本の

管路に対する流量 Qcは以下のようになる.

qc =π/128μ dc
4.G 

Volume fraction φ(%) 

Fig.7 体積濃度が鉛直流路径に及ぼす影響.

The effect of volume fraction on diameter of v巴rticalchannel. 

(2) 

圧力勾配 Gについては，以下のようにして算定する.

厚さd.Zの懸濁層に発生する圧力差 M は，浮力を差引

いた粒子の自重によって生じ，次式で表わされる.

三ω 
.;;; 0.6 
E-
Q E 0.5 
=E 
.$ ';' 0.4 
ω5  
E，itl 
ro .，.， 
てコ.;:._ c: 

φ・-E石
E百
Zこ
u 

0.7 

Qc=N.π/128μ.dc
4.G • • • 

•• • •• 0.3 

0.2 

0.1 

(3) 

上式で， M は懸濁層企Z聞の圧力差 (Pam-2)，PSは

カオリナイト粒子の密度 (kgm-3)， Pwは水の密度 (kg

m-3)， gは重力加速度 (ms-2)，ゅはカオリナイト粒子

の体積濃度， d.Zは懸濁層の厚さ (m)である.圧力勾配

Gは圧力差M を懸濁層の厚さふZで除して

M = (Ps -Pw) g .4>・u0 
o 0.2 0.4 0.6 

Channel diameter from view of side (mm) 

Fig.8 沈降界面から測定された流路径と沈降容器側面
から測定された流路径の比較.

Thecomp訂isonof channel diameter measured from the 
interface and channel diamet巴rmeasured from the sid巴.

(4) 

となる.式 (4)は浮力を除いた自重が圧力差として働

いたときの圧力勾配である.沈降過程において懸濁層と

壁面との摩擦によるせん断抵抗力 τ，及び士粒子聞の接

触による支持力 σが作用すると，その分だけ圧力差が

減少する.壁面摩擦抵抗力 τについて詳細に調べた結

果， τは界面沈降速度に依存し，非常にゆっくりとした

G = (Ps -Pw) g .ゆ
気泡が沈降界面に向って上昇しにくくなる.その結果，

体積濃度の増加にともない流路が形成されにくくなり，

流路数が著しく減少する.さらに，高粘度になるにつれ

て，浮力の強い大きな径の気泡だけが懸濁層内から沈降

界面に向けて上昇して流路をつくるため，流路径が大き

くなる.なお，気泡によって形成される流路径は懸濁層

側面と沈降界面上面の出口とで異なる可能性がある.そ

こで，沈降界面上面から見た流路径(界面径)と沈降容器
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緩速沈降でない限りほぼ無視できることがわかっている

(Nakaishi et al.， 2012). また，沈降に伴う濃縮によって

懸濁層の体積濃度が変化すると考えられるが，急速な界

面沈降が生じる領域では，懸濁層の密度はほとんど変化

しないことが実験的に確かめられている (Michaelsand 

Bolger， 1962). 本論文では沈降開始直後から生じる急速

な界面沈降の領域について調べていることから，これら

のことを踏まえて鉛直流路を流れる流量の算定に τ及び

士粒子聞の接触による支持力 σの影響を無視した最大圧

力勾配(式 (4))を用いることにする J さらに，この最

大圧力勾配を式 (2)に代入することによって， τとσに

よる抵抗力を無視した最大流量 Qcが得られる.

4.3鉛直流路内流量と界面沈降速度

質量保存則より沈降界面から流出する流量は，沈降容

器の断面積に界面沈降速度を掛けた値に等しくなる.ま

た，沈降界面の断面積に対する全ての流路の断面積の割

合は極めて小さいことから，全鉛直流路からの流出量は

流路が形成されていないときの界面上面からの流出量を

差し引くと次式で表わされる.

Qm =AV -A¥七 (5) 

ここで， Qmは形成されたすべての鉛直流路から流出す

る流量 (m3s一1)，Aは沈降容器の断面積 (m2)， Vは流

路が形成されているときの界面沈降速度 (ms-I)， ¥七は

流路が形成されていないときの界面沈降速度 (m3c1) 

である.さらに， Qmを鉛直流路 1本当たりの流量 qm

(m3 S-I) に換算すると，次式が得られる.

qm = Qm/N = (AV-A同)/N (6) 

以上より ，qmは沈降容器の断面積と各々体積濃度での

界面沈降速度 V，，ゐ，及び流路数Nを代入して求められ

る.なお，空気混入による撹祥とスターラー撹#とでは

第 127号 (2014) 

撹持方法が異なるものの， 2ユ2で述べたように基本的に

は転倒撹梓であることから，両者の撹枠方法によってフ

ロックの構造に大差はないものと見なせる.よって， ，も

にはスターラー撹枠による流路形成のない界面沈降速度

を用いることにする.

4.4粘性流に基づく流路径と実測流路径の比較

界面沈降を引き起す主要因が鉛直流路内を流れる粘性

流によるものとすれば，式 (6)で得られる qmと式(1)

で得られる qc，あるいは式 (5)で得られる Qmと式 (2)

で得られる Qcは等価になるはずである.したがって，

qcとqmまたは QcとQmを求めて両者を比較すること

で，流路形成が界面沈降速度に及ぼす効果を検討すれば

よいことになる.しかしながら，式(1)または式 (2)よ

りqc，Qcを算定するには鉛直流路径 dcが必要なことか

ら，ここでは qm=qc(Qm= Qc)の関係が成立するもの

と仮定して dcを算定し，実測流路径 dm と比較すること

で鉛直流路内の流れと界面沈降速度の関係を定量的に評

価することにする.

各々体積濃度における界面沈降速度及び流路数のデー

タ (Fig.5，6) に基づいて式 (6) より qmを算定し，qm 

= qcとして式(1)， (4) を用いて流路径 dcを求める.

得られた dc値は，界面沈降速度から算定した任意の体

積濃度における平均流路径であり，ここでは流速流路径

と呼ぶことにする.一方，実測流路径 dm については，

体積濃度ごとに沈降界面上面から計測した全ての流路径

の 4乗平均から算出した.Fig. 9に，流速流路径 dcと

実測流路径 dm との関係を示す.同一体積濃度で沈降実

験を 3，，-， 5回ほど繰り返し行っていることから，それら

の実測流路径と流速流路径をすべて図にプロットした.

また，図中の直線は，dcとdm の等しい点を結んだもの

である • Fig.9からわかるように，dm とdcの値は，体

積濃度が 2.2%より低い濃度の懸濁層に形成される 0.3

mm以下の流路径でほぼ一致する.しかしながら，体積

濃度が 2.2%を越えると，流速流路径 dcは実測流路径

dm よりも著しく小さく見積もられ，体積濃度の増加にと

もなってわずかばかりの増加を示しているに過ぎない.

この事実は，体積濃度が 1.1% "-' 2.2 %の領域における

特異な界面沈降は，圧密現象などではなく気泡によって

形成された鉛直流路の流れによって引き起されることを

示している.体積濃度が 2.2%を越える領域において

は，懸濁液の粘度が大きくなることから浮力の大きい大

径の気泡によってのみ鉛直流路が形成されるため，流路

数は激減し流路径は大きくなる (Photo2， Fig. 6， 7). さ

らに，流路内の流れを支配する圧力勾配 Gは，体積濃度

の増加に伴って土粒子聞の接触による支持力が大きくな

るため，式 (4)で得られる最大圧力勾配よりも大きく減

少する.その結果，鉛直流路内を流れる流量は極端に少

なくなり，界面沈降速度は著しく抑制される (Fig.5参

照) したがって， Fig.9に示すように，体積濃度の増加

にともなって流速流路径 dcはほとんど増加せず，実測流

路径 dm のみが大きくなる現象が現れ，界面沈降速度は

流路径や流路数による影響をほとんど受けないことがわ
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かる，このように，体積濃度 2.2%を境に界面沈降現象

の違いが明瞭に現れることは興味深い現象である.流動

現象から見ると体積濃度 2.2%付近は界面沈降が大きく

変わる力学的な転移点であり，降伏現象として捉えるこ

とができる.

5.おわりに

本研究では，体積濃度1.1%以上の濃厚な凝集カオリ

ナイト懸濁液における特異な界面沈降特性のメカニズム

を明らかにするため，一般的に行われている転倒撹持と

空気混入のない撹搾の二つの方法を用いて，高い精度で

の沈降速度の計測と気泡によって形成される流路の観測

を行った.その結果，固体体積濃度が1.1%を越える領

域における界面沈降速度は，鉛直流路の有無によって大

きく異なることがわかった.すなわち，従来から広く用

いられている撹持方法である転倒撹持では，気泡が発生

することによって懸濁層内に鉛直流路が形成され，その

存在が高い試料濃度にもかかわらず界面沈降を促進させ

る働きをしていることがわかった.この実験事実を定量

的に評価するため， Hagen-Poiseui1leの法則に基づいて

鉛直流路を上昇する粘性流の解析を行った結果，平均流

路径が 0.3rnm以下での界面沈降速度はほぼ流路内を流

れる流量によって決まることがわかった.このことは，

流路径が 0.3mm以下に相当する体積濃度1.1'" 2.2 % 

の領域における凝集カオリナイト懸濁液の界面沈降は，

鉛直流路の流れに支配されることを示している.体積濃

度が 2.2%を越えると，界面沈降速度は試料濃度の増

加に対して急激に減少し，鉛直流路内の流れはほとんど

見られなくなる.このような現象は，鉛直流路内を流れ

る粘性流を支配する圧力勾配が急激に小さくなることに

起因する.すなわち，体積濃度が 2.2%以上の濃度領域

(流路径 0.3rnm以上)になると，土粒子聞の接触による

支持力が強く作用するため，自重(浮力を除く)による

懸濁層の圧力差が著しく低下し，流路内を流れる流量は

少なくなるものと考えられる 今後，濃厚な凝集粘土懸

濁液の沈降特性についてより詳細に研究を進め，固液分

離の効率化など技術的開発に繋げていきたい.
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ヒ=ー目

流路の形成が界面沈降速度に及ぼす効果については，これまで明らかにされていない.ここでは，体

積濃度が気泡上昇によって形成される鉛直流路の形状や流路内を流れる流量に及ぼす効果を検討した.

具体的には，読取顕微鏡に接続されたモニターに映し出された画像から界面沈降速度，流路径，流路

数を測定した.さらに，これらのデータに基づいて流路内を流れる流量を算定し， Hagen-Poiseui1le式

から求めた流路の流量と比較した.得られた結果は以下の通りである.固体体積濃度1.1rv 4.0 %で

は，人工的に気泡上昇させないと鉛直流路が形成されなかった.固体濃度の増加にともない，鉛直流路

数は著しく減少するが，一方流路径は増加する.その結果として，体積濃度 2.2%で界面沈降速度の

ピークが見られた.次いで，土粒子問の接触による支持力の効果が無視できるとして，体積濃度ごとに

Hagen -Poiseui1le式を用いて沈降速度から算定した平均流路径(流量径)と実測径との関係を比較した.

体積濃度 2.2%以下の低い固体濃度では，気泡上昇流による流路径は実測径とほぼ一致したが， 2.2 % 

を越える高い固体濃度では算定された流量径は，実測流路径より著しく小さくなった.この事実から，

士粒子聞の接触による支持力の重要性が示された.

キーワード:界面沈降速度，鉛直流路，カオリナイト懸濁液， Hagen-Poiseui1le流れ，気泡上昇
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