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技 術 報 告

尿 素 水 溶 液 の 性 質 と 応 用*

真 空 乾 燥 ・

井 上 繁**・ 千 正 清 方**

細 沼 明**・ 大 塚 英 二**

三井東圧化学(株)中 央研究所

緒 言

尿素合成プ ロセスにおいて,そ の合成液か ら未反応の

NH3,CO2を 追い出した 溶液は ビウ レッ トをわずかに含

むが事実上尿素水溶液である。 この尿素水溶液の水を蒸

発 して実質無水の尿素溶融液 としてから造粒するのが仕

上 げ工程である。 ところで,こ の工程での要点は ビウレ

ット生成の増加および尿素の加水分解を極 力防 ぐ事にあ

る。 これらのためには水を低温 真空下で蒸発 させつつ

尿素を晶出して ビウレッ トは母 液側に残留 させて ビウレ

ッ トの少ない尿素結 晶を得て分離,乾 燥 して最後に溶融

造粒する 方法が広 く行 なわれている?。 この方法では水

分の多い間は低温操 作な の で加 水分 解 も防げて良い。

他 の一つの方法 としては ビウレッ トを分離 しない まま溶

液を迅速に濃縮 しながら温度 を上げて溶融 尿素 とす るの

も行なわれている↑↑。 この操作で重要なのはいかに迅速

にす るかであ り,こ のために薄膜蒸発器な どが用い られ

る。蒸発促進剤 として通常は空気が用い られ る。 この方

法 の特徴は ビウ レッ トは減 らないが,全 工程液 体処理 で

あるので装置が全体 としては簡単 な ことである。 しかし

反面薄膜蒸発器な どはその性質上構造,運 転が難 しい点

がある。著者 らは尿素水溶 液の性 質を解 析 した結果,上

記2法 の うち前者 を 簡 単化した 真空乾燥法 を 編み出 し

た。すなわち 尿素溶液を 適当に予熱 して 真空に 保たれ

た,メ ルタ ーを供 えた乾燥器に導入す る。 この中 で水 分

の フラ ッシュとさらに蒸発が進み メル ターにかかる時 に

は事実上粉の尿素 とな ってお り,こ れ が メルタ ーを通 る

間 にスチームの間接加熱に よって溶融 され て液 とな り落

ちる。 この溶融液は真空 ポンプに よって抜 き出 されて造

粒 され る方法であ る。本報では尿素水溶液 の性 質を述べ

さらに この応用 としてパイ ロッ ト試験につ いて若 干触れ

る。

* <Characteristics of Urea Solution an1 It
s Application to 

the Urea Finishing> 
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**Shigeru Inoue(正 会員)
,Kiyokata Sensyo,Akira Hosonuma

(正 会員)and Eiji Otsuka(正 会員)Central ResearchLabor-

a之ory,Mitsui-Toatsu Chemicals Inc.,Yokohama,Japan

↑ 製品は低 ビウレ ット尿素 とよばれてその 含有 魔 は0.2～0.3%で あ

る。

↑↑ 用途に よって低 ビウ レットでな くてもよい場合には この 方法で製品

化 され るが ビウレット含有量は0.8～1.0%で あ る。
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1.飽 和尿素水溶液の蒸気 圧

尿素 プロセスの仕上げ工程に入る尿素溶液にはわずか

にNH3,CO2お よび ビウレッ トが含 まれているが,蒸 気

圧上か らは尿素,水 の2成 分系 と考 えて よい*。 したが

って相律よ り温度,尿 素の濃度が指定 されれば溶液の状

態は定まる。 もし固相 も共存すれば さらに自由度は1個

減 って圧 力,ま たは温度を指定すれば状態は決 まる。

さて尿素水溶液の 蒸気圧すなわち 水蒸気圧は 文献1,2)

によればRaoultの 法則に割合 よ く適合す るようである。

しかし実測可能なのは 温度80℃ 以下 の よ うな加水分

解,ビ ウレッ ト生成を無視で きる低い温度範囲である。

一方,工 業的に現在多 く行 なわれている真空結晶法から

推察すれば90℃ 以上の 高温で もRaoultの 法則が 適用

できそ うで ある。一方尿素の水に対 する溶解度はTable

12)に示 され る通 りであ る。 この溶解度をモルパ ーセ ン

トの対数 と1/Tで プ ロツ トす るとFig.1に 示され るよ

うに非常 によ く直線に乗る。 したが って本報で対象 とす

る温度範囲では次式のよ うに 溶液度は表わ される(約70

～150℃) 。

(1)

一方,純 水の蒸気圧 も対象の温度範囲では次式の よう

に近似 され る。

(2)

飽和尿素水溶液の温度 による蒸気圧の変化を考えると,

まず温度上昇に よる蒸 気圧上昇がある。一方,温 度が上

昇す ると尿素の溶解度 は増すので水の濃度は次第に減 り

尿素の溶解度100%で ある溶融点 では水分はゼ ロとなる

ので蒸気圧 もゼ ロにな り,し たが ってある温度で水蒸気

圧が最大になるはず である。 それにはRaoultの 法則が

適用で きる とすれば飽 和 尿 素水 溶 液 の蒸気圧PU-Hを

Eqs.(1),(2)の 組 み合わせ として次の ように表わして,

ただ し

(3)

Tで 微分 して,

(4)
これをゼ ロとお くことに より,水 蒸気圧最大 を与える温

度TMaxは

Fig. 1 Temperature vs. solubility of urea

Table 1 Solubility of urea to water

(5)

で求 ま る。Eqs.(1),(2)の 各 定 数 をEq.(3)の 定 数 に 換

算す れ ば

した がって

すなわ ち尿素濃度91wt%の 溶液が示す蒸気圧 が最大で

その値 は222mmHgで ある。Eqs.(1),(2)は 近似式なの

で各温度におけるPE20に 水 の モ ル 分率をかけて 得た

PU-Hを不飽和領域 についてもプロッ トしたのがFig.2

であ り,こ れからは濃度90%で240mmHgの 最大値を

示 している**。

以上 の性質からなるべ く温度 を上げずに真空下で尿素

水溶液の濃縮 さらには晶出後乾燥を行な うには晶出の始

まる点での 温度が105℃(濃 度90%)で 最も 良い事が

判る。すなわ ち真空下での水分蒸発速度 は次式に示 され

るよ うに溶液 の もっ てい る 水蒸気圧PU-Hと 操作圧力

Popと の差が大 きいほど大 きいか らである。

(6)

実際工業装置では蒸発 した水分はバ ロメ トリックコン

デンサーで凝縮 させるのが普通であ り,そ の場 合真空度

は使用する水の 温度における 蒸気圧の2～3倍 の所が経

*NH3
,CO2の 分圧は,尿 素+ビ ウ レッ トで80%以 下,NH3,COz

のそれぞれで0.4wt%以 下,温 度で110℃ 以下では,無 視 してよ

いので蒸気圧はほぼ水蒸気圧に等しい と考えてよい 。しかし,温 度が

110℃ 以上 と高い場 合には実際問題 として,例 えば120℃,80wt%

では5分 で約0.2%の 加水分解速度を持ち,水 の蒸発速度が小さけ

れば 相対的にNH3,CO2の 分圧の影響を無視出来ない場合がある。
**前 記計算値 と差 を生じたのは前者が近似式に よる 値のためであ る

。
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Fig. 2 Temperature vs. vapor pressure of urea solution

済的 とされ ているので,そ の水温を考慮すれば50～100

mmHgが 経済的である。 よってPop=80mmHgと すれ

ば,

が最大の推進 力とな る。

2.尿 素水溶液の断熱特性

尿素水溶液の濃縮 さらには乾燥を行なうにはなるべ

く温度を上 げない ことが望 ましい。 このためにはあ る温

度に予熱 された尿素水 溶 液 を断 熱 的 に操作で きれば よ

い。

この問題は熱収支 と物質収支 との組み合わせであるか

ら この系に関与す る熱物性値が判 り,微 分方程式が立て

られれば解けるので以下本節では これを定量的に扱 って

みる。

計算基準:尿 素は1kg,水w[kg]と す る。

不飽和領域 尿素水溶液の比熱をCpl,水 の蒸発熱

を λtとすれば6卿 の水 の蒸発に よる 尿素水溶液の温度

降 下dtよ り次式が成 り立つ。

(7)

今Cplが 文献3)に 示 され るよ うに尿素の濃度(ま たは

水の濃度)の みの関数とし,ま た λtは文献4)に 示 され

る ように温度のみの関数 とす れ ばEq,(7)はEq.(8)の

よ うに変数分離型 となるので容易 に積分で きる。

(8)

こ こで

(9)

(10)

積分範 囲の下限は フラヅシ ュの始 まる時 の温度,濃 度 で

あ り,一 方上限は 飽和溶解度曲線 との交点tsws,が 極

限値である。 た と え ば87%(w1=0.1494);t1=150℃

の尿素水溶液は 断熱濃縮の後,飽 和点では91%(ws=

0.0978),ts=107.8℃ となる。

飽和領城 この領域では結晶の析 出を ともな うので

飽和溶液 とともに存在す る尿素の結晶量5が 変数 として

入って来る。 全体の尿素の 基準量 を1kgと すれ ば飽和

溶解分は1-sと なる。 したが って,0≦s≦1

プ ロセスの順序 を先ず スラ リーの まま温度が下が り,

そ こで晶出 して この両者の発熱で水が蒸 発す る もの と考

えれば次式が成 り立つ。

(結晶の顕熱)(飽和水溶液の顕熱)(結晶熱)*

(蒸発熱)

(11)

しかるにw'は 常に尿素で飽和 された値 であるか ら

または (12)

ここでf3(の は尿素 の飽和溶解時 の 水 を 尿素の量1kg

当 りに換算 した量 を温度の関数 とした ものである。

Eq.(12)のw'の 微分 は次 の ご と くな るの で

　これ を 基 本 式Eq.(11)に 代 入 し て次 のEq.(13)と な る 。

(13)

ただし,　 とな りCpsは 結晶

の比熱で次式 で与 えられる。

(14)5)

Eq.(13)はs,tに 関す る1階 の微分方程式であるが解析

的積 分は困難 なのでRmge-Kutta-Gill法 で解 く。 た と

えば,ち ょうど飽和 してい る温度が86.7℃ の尿素水溶

液 から水を断熱蒸発 させ る とそ の 軌跡はTable2に 示

され る とお りである。

しかしは じめの飽和温度 が高い と水の蒸発につれて ス

ラ リーの温度は逆に高 くなる場合 もある。 したが って水

の蒸発 が続いて も温度変 化の起 きない初期条件 もある。

すなわち

(15)

Eq.(15)を 解 い て

teq=106.35℃,ws=0.104

尿 素 の 重 量濃 度 に して90.54%の 飽 和 水 溶 液 で あ る 。

以 上 を,種 々 の初 期 条 件 に つ い て 解 い て グ ラ フに した*尿 素の結晶熱55 .9cal/g
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のがFig.3で ある。

3.解 析か らの結論 と基礎実験

先の尿素水溶液 の蒸気圧 と前節の断熱特性の解析 の結

果から次の重要な結論が引き出せ る。すなわち

i)水 蒸気圧が最大に なる 飽和濃度(温 度)が90%

付近 にあ り,し か も最大値 の 付近 が な だ らかで ある こ

と。

ii)こ の濃度(温 度)は 飽和 領域の等温蒸発(晶 出)

時の初期 値teqの 飽和濃度にほぼ等 しい。

iii)し た がって,真 空乾燥器に 供給 される尿素水溶

液の温度,濃 度が,濃 縮 されるにつれて,飽 和 点での値

が上記になる ように選ばれれば水分蒸発 の推進 力の点か

らもまた熱収支 が 自動パ ラ ンスされる点か らも都合が良

い といえ る。すなわち,も し飽和点でtsがteqよ り充分

高い と蒸発(晶 出)が 進 むにつれて溶液部分の飽和濃度

は さらに上 るので水蒸気圧は場合に よっては操作圧 よ り

も下 がるこ とになる。 そ のた めあ る時間経過ののちに

は,い ったん蒸発 した水分が再 び凝縮 して くる。いわゆ

る逆行現象 を起すので よくない*。 また逆にts<teqで あ

ると蒸発によ り系の温度は下るので加熱を要す る。した

が ってts=teqの 場合には,実 装置において乾燥のため

の加熱装置を内蔵す る必要がないので非常に操作を容易

に し好 ましい。その理 由は若干の水分を持 った尿素はそ

の水分のため塊化現 象を起 し易 く,あ とに述べるよ うに

撹拌が必要 とな り,そ のた め加熱器の組み込みが難か し

いからである。 このよ うに100～110℃ 付近に操作条件

の最適値が存在する ことは ビウ レット生成お よび加水分

解の抑制 の目的からして もはなはだ好都合である。

基礎 実験 基礎 物性値 が正 しけれ ば上述の結論 も正

しいはず であるが,こ れ を確かめ るために基礎実験を行

な った。 実験 はパ ッチ式でFig.4に 示す ように 所定 の

真空に保たれた 容器内に0.6ま たは0.9mmφ ノズルよ

り所定濃 度の尿素水溶液を一定量 フラ ッシュす る**。 完

了後,乾 燥 した尿素を全量容器内よ り取 り出し分析に供

する。その結果 の,製 品水分 と晶析開始濃度***の 関係

をFig.5に,水 分蒸発率****と 晶析開始濃 度 との関係

Fig. 3 Diagram of adiabatic drying of urea solution

Fig. 4 Experimental apparatus

Table 2 Adiabatic drying in saturated region

Drying starts from the saturated solution with 1 kg o urea 

at 86.65•Ž

をFig.6に 示す。 これ らの図か ら,実 験 は物質移動速

度の問題 も入 るので厳密ではないが,実 験の結果は先の

解析にほぼ一致 している といえる。すなわち

i)60mmHgの 操作では 晶析開始濃度 が90%付 近

の所で最 も乾燥 されている。

ii)操 作圧は120mmHgよ り60mmHgの 方が 乾燥

に効果 があ る。 ただし120mmHgの 操作で 谷が現われ

*溶 液のまま真 空下で水分0.3%以 下にす ることは 難 かしい事が判

る。
**実 験条件は次 のごと くである。

真 空:60,120mmHg

濃 度:尿 素で80,85,90%(wt)

フ ラ ッシ ュ量:70～80g(60mmHg)

150～170g(120面Hg)

予 熱 温 度:90～140℃

ブラッシ論時間:80～100sec

乾 燥 時 問:約3.5面 臓
***厳 密には フラッシユ され る初期条件(温 度,濃 度)に よって乾燥

はかわ るはずであ るが蒸発の律速段階は尿素の 晶析が始まってか

ら と考 えて よいので横軸に晶析関始濃度(飽 和点)を 採 った。

晶析 開始点のH20/urea-製 品のH30/urea****水分蒸発率=

晶析 開始点のH20/urea
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Fig. 5 Crystallization point vs. moisture content 

of product urea

Fig. 6 Crystallization point vs. evaporation efficiency

ていないのは乾燥時 間が不十分 と思われる。

iii)し た がって60mmHg操 作 の場合 に は 蒸発率も

90%付 近 で最高になっている。

4.パ イ ロッ ト試験

基礎実験 から,平 衡論的には尿素の結晶を析 出させれ

ば真空下で も0.3%程 度の水分に乾燥で きる ことが判 っ

たので,次 に動的挙動 と設計資料取得のため製品尿素 と

して約19t/4相 当の規模でパイ ロッ ト試験を行な った。

Fig.7の フローシー トに示す よ うに本工場 よ り尿素濃度

82～90%の 水溶液を分取 して昇圧後,温 度110～130℃

Fig. 7 Flowsheet of Pilot test

Table 3 Pilot test data

に予熱 し て80mmHgに 保 た れ た,撹 伴機*お よび メ

ルタ ーを供 えた真空乾燥 器 内 に ノズル よ りスプ レーす

る。大 方の水分は フラツシ ュに よ り蒸 発す るが残 りの水

分は湿 った粉 として メル ター 上 に滞 留 している間に蒸

発する。 この間粉 は撹拌 され る。 事実上,乾 燥 した粉

は メル ターにてスチームの 間接加熱 に よ り融解 され て

135～140℃ の溶融液 とし て 器底の液留め より速 やかに

ポ ンプに より抜 き出され る。乾燥装置 としての能力は撹

拌機のある場合で製品尿素 として最高22t/4相 当であ

る。

本試験の 目的は,1)製 品 として ビウ レツ ト1.0%以

下,水 分0.3%以 下 の品質 の 尿素を得 る。2)最 適運転

条件,3)能 力向上のた めの構造(塔 径,ス プ レー型式,

撹拌機等)の 決定 であった。先ず データの典型例を示す

とTable3の よ うになる。 次に初濃度を83～85%に し

*た とえば水平軸に回転半径 として 長 さ20～30cmの 矩形状 などの羽

根を数枚 以上取 りつけたものをメル ターのす ぐ上 に とりつけて真空

乾燥器外 より駆動する。 回転数は50～225rpmで ある。 全体 の大 き

さは もち ろん使用真空乾燥器の径によって変 えた。
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た場合には 予 熱 温 度 を120～123℃ にす る ことに よっ

て88%の 場合 とほ とんど同 じ 品質の製品を 得ることが

で きた。ただし初濃度 の低下 した割 には予熱温度を上げ

ないために滞留部の温度は90～95℃ に下が った。 この

た めに 余計な滞留時間25分 を要した。 この例からも判

るよ うに滞留上部の温度 はそれぞれの初期条件か ら断熱

乾燥 した 際の軌跡 を 示すFig3の 晶析開始点の温度に

近い。 なお本 工場 で得 られ る尿素水溶液 の濃度は最高

90%で あ ったので,そ れ以上の 初濃度 のものについて

は実験を行 なえなか った。 以上は試験の 目的をほぼ達 し

た際 のデータであ り,こ れ までにかな り多 くの データを

採 った。製品は溶融状態で取 り出さねばならないので乾

燥 と同時に溶融操作のデ ータも採 る必要があった*。

したがって乾燥操作 としての結論はすなわち溶融操作

としての結論 も含 んでいる。その要約のみを述べ ると

1)初 濃度はな るべ く85%以 上が よい。85%以 下に

なると次に述べ る ように滞留時間を長 く必要 とす るため

30%近 く処理能力が低下す る。

2)晶 出した結 晶は メルタ ー上に滞留させる必要があ

る**。 その時 間は初濃度,撹 伴機の有無に よっておよそ

次 のよ うになる。

撹伴機なし 撹伴機あ り

初濃度83～85%40分 以上17～27分

初濃度85%以 上40分 前後10～20分

3)予 熱温度:初 濃度 に よって 当然 変る べ き である

が,90%近 い場 合には115℃ で よい。 これは解析 の項

で述べた ように 飽和濃度90%付 近 が 蒸気圧最大 である

こ と,晶析が始まってか らの温度 変化が少ない。す なわ ち

蒸発熱が結 晶熱 とバ ラ ンスする範 囲である事による。 こ

れは ビウレッ ト生成お よび加 水分解 が115℃ 以上 にな

ると顕著 になる とい う点か ら 好都合で ある。 また85%

程度の うす い 液にな ると 予熱温度は120℃ 位を 要する

が,こ れ以上 の予熱は,理 論的には晶析開始点 での蒸気

圧に差を生ず るが,20～30℃ の 予 熱温度 の差では蒸発

能力に余 り差は 出ない様だ。その理 由は晶析が開始 して

か らの領域(飽 和領城)で の蒸発速度に対 しては蒸気圧

に よる推進 力 よ り もEq.(6)の 容量係数 島 の小 さい こ

とが支配的に影響す るか らである。 したが って ピウレッ

ト生成抑 制の点か ら120℃ 以上 に な るべ くしない方が

良い***。

4)ノ ズルの型式:ノ ズルの 目的は微細な液滴を作 る

ことによって 気相 との 接触面積を 大 き くし,水 の蒸発

速度を大 き くす ることに あ る が,多 少の ノズルの構造

(径,ピ ッチ)****を 変えても 晶出後の結晶 を メル ター

上に滞留させる必要は同じであった。 この理由は溶液の

フラ ヅシュする不飽和領域 では ΔPに よる推進 力も十分

大 きいため水の蒸発に より液滴が分裂 して微細化す るの

で ノズル径の多少の差はあ との乾燥速度に殆ん ど影響を

及ぼ さないと考えられ る。また晶析が始 まってからは結

晶群の間に飽和水溶液が介在す る形 にな り,ま た この水

のため塊化 を起 し易 くなるので水の蒸発速度は,気 相へ

の移動速度が遅 くな り,こ れに よって支配 される と考え

られ るからである。

5)撹 拌機:前 項 から乾燥能 力を上げるには撹拌機を

設置す る必要が あり,そ の構造は塊化を起し易い結 晶群

を解砕 して水 分蒸発の自由表面 を増 した り,更 新するよ

うな機能を もつ ものでなければならない。

6)真 空乾燥法の長所:以 上の成果 よ りビウレットを

除去しないで温度 を 上 げつ つ 濃縮 し て行 く従来の方法

(直接法)と 比較 して,次 の点が長所 としてあげ られる。

i)ビ ウ レット生成に 影響 をあたえる 加熱は実質的

には メルターのみで あるので抑制を行ない易い。

ii)液 状の まま水分0.3%ま で濃縮す る 直接法 に較

べ ると先ず装置上は,直 接法が蒸発を行 ないつつ加熱す

るため加熱に薄膜式を使用するので伝熱面上を液の均一

な流下 を行な う必要がある。 したがって複雑 な構造 とな

るのに対 して本法は予熱 のあ とは断熱的に乾燥を行な う

ので最大の問題 である ビウレット,加 水分解 の抑制のた

めの構造上の工夫 もメルターを除けば不要である。すな

わち直接法が上述 の構造であるため ロー ドに対 して製品

品質が敏感であるのに対して,本 法は粉での滞留区間が

あ りこれが ロー ド変化に対す るバ ッファー となって操作

上神経質 になる必要はない。

iii)直 接法では水分の 少 ない所 の追い 出しは熱風 で

行な ってい るため,そ の分余計 な熱量を必要 とす るのに

対 して,本 法は余分 な熱量を必要 としない。

iv)前 述の ように 直接法では加熱器が 複雑な構造 の

ため チャージ濃度,処 理量いかんに よっては複数段 を直

列,ま たは並列に要す るため建設費が高い。これに対 して

本法は従来 の造粒塔 の メルタ ーが真空器内に入 った形 な

ので建設費 は,規 模にもよるが前者の60～70%と 安い。

結 言

蒸気圧特性の最適条件 と断熱特性のそれ とが一致 して

いることは非常に好都合であ り,こ のために ビウレット

増加を大 きくしないですむ濃縮 乾燥,お よび溶融操作

を一体の装置で行な う本法を開発し得た。

*溶 融時 の能力の決定的因子 の一つ として結晶の 架橋形成があ る
。

これは乾 燥が不十分であった り,む らがあ るとブロ ックができて

しまいメルターにひ っかか り,一 部メルターの伝熱面積を殺した

結果 になる。 したが って乾燥が十分に行なわれない とメルターの

能 力も十 分に発揮出来ないこ とになる。それゆえ,わ れわれは メ
ル ターの能力を乾燥能力 とほぼ同義的に用 いてい る。

**工 業的でないが,た とえば30mmHgに 真 空度を上げれば滞留 さ

せな くとも十分乾燥で きる。
***予 熱温度を130～134℃ に した場 合 は ノ ズ ル 直 下 で ビウレット

0.75%と な っている。
****使 用 しお ノズルの一例は1.0mmφ,ピ ッチ20mm前 後であ る。

あ まり細いノズルであ ると飛沫同伴 の問題が出 る.
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Nomenclature

Cpl = specific heat capacity of the solution [kcal/kg] 

Cps = specific heat capacity of the urea crystal 

[kcal/kg] 

ka = coefficient of evaporation in Eq.(6) 

[kg/hr rnmHg] 

PH2O = vapor pressure of pure water [mmHg] 

Pop = operating pressure of the dryer [mmHg] 

PU—H = water vapor pressure on the urea solution

[mmHg] 

s = amount of crystals [kg] 

Ttemperature [•KK] 

w = amount of water in the solution, slurry or 

crystals [kg] 

W = rate of evaporation [kg/hr] 

xu = mol fraction of urea in the solution [%] 

ƒÉt .= latent heat of vaporization of water [kcal/kg]
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寄 書

傾斜平板上の流下液膜への硫酸カルシウムの溶解速度*

田 中 久 弥**・ 田 子 修**

笹 倉 寿 介**・ 稲 甲 邦 夫***

富山大学工学部 化学工学科**

本研究は近年諸種 の化学工 程で排出 される過剰の難溶

性塩,た とえば硫酸 カルシ ウムの化学処理について,物

質移動速度の面か ら問題を とりあげ,種 々の酸濃度にた

いする溶解速度の測定をおこない,律 速過程 と酸濃度の

依存性につい て検討を試 みた。

実験装置および方法

本研究で使用した傾斜平板に 沿う流下液膜実験装置の概略を

Fig.1に 示した。 主要部の傾斜平板にはFig.2の 試料部平板

がはめこみ式にとりつけられる。主要部の横幅は30crnで,試

料部分(Fig.2で50×30の 部分)の 横幅5cmに たいし十分広

くとってあ り,側 壁効果は無視し うる。また主要部のover flow

edgeか ら試料部分 まで25cmの 助走距離 をと り,測 定部分で流

れが十分発達するよ うにした。 本実験 では 平板の傾斜角度はい

ずれ も27.6゜ に一定にセ ツ トした。

溶解液には水道水 と 塩 酸水溶液(濃 度0.01N～0.8N)を 使

用 してお り,液 は主 タンクか らポ ンプで 定水位槽 に 送 られ さら

にオ リフ ィス,流 量調節バル ブをへて主要部の整流槽にはいる。

ここか らover flowし て平板 に 沿 っ て 流 下 し主 タンクに もど

る。一実験中の硫酸 カ ル シ ウムの溶解量 は0.2g以 下 で少量に

おさえ,循 環中の酸濃度 の 変化は無視 し うる。 実験温度はいず

れも25±0.5℃ に調節 した。

溶解試料は焼石膏を重 量比で 約4対3の 水 と混練し,気 泡の

混入を防 ぐため,バ イブレータ上で 試料部平板に流 しこみ固化

させた。使用にあた って予 め水 中に放 置しつい で90分 間真空 デ

シ ヶータ内で乾燥 し 秤量 した。 実験終 了後すみやか に水 洗し
,

最初と同様 の乾燥のあ と秤量 し,溶 解 による減量を求 めた。

* <Dissolution Rate of Calcium Sulfate to Liquid Fil
m on 

an Inclined Plate> 
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＜技術報告 ＞

尿素水溶液の性質とその応用一真空乾燥一(井 上 繁 ・大塚

英二 ・細沼 明 ・千正清方,化 学工学,37,82～88(1973))

尿素水溶液の蒸気圧特性と断熱特性の解析によって真空乾燥操作

の最適条件が前者と後者で一致することを見出した。それには晶析

開始点での濃度が約90%(105℃)に なるよう初期条件を選ぶのが

よい。この条件であればビウレット,加水分解の増加は無視でき,

しかも蒸発の推進力である水蒸気圧が最大で,ま た蒸発熱は結晶熱

でまかなわれるので加熱器を要しない。基礎,工 業化試験により経

済性と操業性の良い真空乾燥法が確立された。

＜寄書 ＞

傾 斜平 板上 の流下 液膜 への硫 酸 力ル シウムの 溶解 速度(田 中

久弥 ・笹倉 寿介 ・田子 修 ・稲 田邦夫,化 学 工学,37,88～

90(1973))

種 々の塩酸濃度の液膜にたいす る石膏 の25℃ におけ る溶解につ

いて物質移動速度を求めた。 測定結果では,溶 解速度 は 液流量の

1/9乗 に比例 してお り,純 水の液膜の場合 と同様である。 したが っ

て,こ れは溶解速度が拡散過程に より律速 されていることを示 して

いる。Ca++イ オ ンの拡散流束にたいす る酸濃度の影響を検討 し,

固体界面におけ る平衡 イオ ン濃度が顕著 な効果をもつ ことを見出 し

た。

1次反応 からなる複合反応 の 最適化 について(近 藤和生 ・

権藤晋一郎 ・中塩文行 ・楠浩一郎,化 学工学,37,91～93

(1973))

複合反応における目的生成物の媛大収率線図を得るために,最 大

傾斜法を用いて管型反応器の最適温度分布を各滞留時間に対して求

めた。

さらに等温管型反応器における最適温度と最大収率を各滞留時間

に対して求め,最 適温度操作によって得られる収率とこの等温最大

収率との差 Δy∫を計算した。その結果,不 可逆並発反応と単純可

逆反応の場合の Δy∫は逐次反応と逐次並発反応の場合に比べ,か

なり大きいことがわかった。
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ORIGINAL PAPERS

<Technical Report> 

Characteristics of Urea Solution and Its Applica-

tion to the Urea Finishing, Shigeru Inoue, Kiyo-

kata Sensho, Akira Hosonuma and Eiji Otsuka 

(Mitsui-Toatsu Chem. Inc.) 

Kagaku Kagaku. 37, 82-88 (1973)) 

According to the studies for both characteristics of 

vapor pressure and adiabatic characters of the urea 

solution it was found that the optimum operating 

condition from the former was consistent with that 

from the latter, when the urea solution is processed 

in vacuum system. 

That is—the best initial condition of urea solution 

charged into a dryer is such one that the crystalliza-

tion begins just at the concentration of 90 wt% (105•Ž) 

as evaporation proceeds. 

Under such conditions both biuret formation and 

urea hydrolysis are negligibly small and a heater in 

the dryer is unnecessary, because the heat of vapori-

zation is just given by the heat of crystallization. As 

the results of this study a new vacuum drying system 

has been developed and it is characterized by economi-

cal and wide flexible operation.

<Short Communications> 

Dissolution Rate of Calcium Sulfate to Liquid Film 

on an Inclined Plate, Hisaya Tanaka, Tosisuke 

Sasakura, Osamu Tago (Toyama Univ.) and Kunio 

Inada (Kobe Steel Co., Ltd.) 

Kagaku Kogaku, 37, 88-90 (1973)) 

Mass transfer rate are measured for the dissolution 

of gypsum plate by a liquid film of various HCI con-

centrations at 25•Ž. Results show that the dissolution 

rates are proportional to 1/9 powers of liquid flow 

rate as in a pure water film. Hence, it indicates 

that the rate is controlled by diffusion processes. The 

effects of acid concentrations on the diffusional flux 

of Ca" ion are discussed and it is found that the 

equilibrium ion concentration at the solid surface 

has noticeable effects on the flux.

Optimization of First Order Complex Reaction in 

a Tubular Reactor, Kazuo Kondo, Shinichiro Gondo, 

Fumiyuki Nakashio and Koichiro Kusunoki (Kyushu 

Univ.) 

Kagaku Kogaku, 37, 91-93 (1973)) 

To obtain the diagram of the highest yield of a 

desired product in complex reaction, the optimal 

temperature profile in a tubular reactor was calculated 

by gradient method for each residence time. 

Moreover, the optimal temperature and the best 

yield in isothermal tubular reactor were calculated 

for each residence time to obtain the difference be-

tween the yield obtained by use of optimal temper-

ature policy and the best yield attainable at isothermal 

condition, ƒ¢yi. Consequently, it was found that ƒ¢yf 

in the cases of parallel irreversible reaction and 

reversible single reaction was fairly large as compared 

with the cases of consecutive reaction and triangular 

reaction.


