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水滴の突沸崩壊実験と自発棲生成
Exploding -Droplet Test of Water and Spontaneous･ Nucleation

西　尾　茂　文*

Shlgefumi NISHIO

1.緒　　　,a

preexistlngな予備核をもたず,また濡れ難い固体表

面とも接していない液相が容易に過熱状態となる事実は,

よく知られている.この過熱液は,ある限界値以下の半

径をもつ気泡に対してのみ安定であるという意味で準安

定な状態にあるが,この準安定状態も過熟度の上昇とと

もについには安定限界に達し,過熱液の状態は崩壊する.

この限界を｢過熱限界(limit of superheat)｣と呼ぶ･

液体の過熱限界は,蒸気爆発現象1)や直接接触式蒸発

器2)の設計などに際し欠くことのできない概念であり,

熱力学的な｢相の安定性条件｣3)および状態方程式とによ

り導出される｢熱力学的過熱限界(thermodynamlC

limit of superheat)｣と,自発核生成(spontaneous

nucleation)を確率過程としてとらえることにより導出

される｢運動論的過熱限界(kinetic limits of super-

heat)｣の2つの立場から理論的検討が加えられている4)･

本報告は,液体の過熱限界温度について,これらの立場

から若干の補足的考察を行ったものである.

2.熱力学的過熱限界温度TELs

van der Waalsの状態式を拡張した式

[7E+3/(en¢2)](め-1/3)-80/3 ･･ ･･････ (1)

(ただし,7E, C, ¢ほそれぞれ換算圧九換算温度,換算容

積)と,熱力学的な相の安定性条件

(∂77/∂¢)e<0　　　　　　　　　　　･･･ (2)

とから導かれる過熱限界温度βfJ丘は,

et/S-[(3¢,Ls.-1)2/4OL3ls]1′(桝lJ　･･･-･･ (3)

一方, LienhardB)は, van der Waals式, Maxwell

の定理および相の安定性条件を用いて, AOus (-lTl/S

-Tsa,]/Tc,)とOsa,(-Tsai /Tc,)の関係を導き,以下の

形の整理式を提案している.

AOf/5-0.905-0saL+0.095βS8a, ･･･.　--- (5)

図2は,図1で用いた測定値をACtlsvs.esaEとして図示

したものであるが, (5)式は測定値の上限に位置してお

り,これら多数の測定値についても良好な整理結果を示す.

3.自発核生成

液体の運動論的過熱限界は,核生成過程を確率過程と

-3　　　　　10-2　　　　　10~1　　7r 1

図1過熱限界温度の整理(1)

となる.

図1に,現在までに報告されている過熱限界温度の測　AOlは

定値Tm/S (約looヰ)･5) )を換算座標で示したが,これらの

測定値をよく整理するnは,Eberhart and Schnyders61 0･2

の指摘するようにn-0.5(破線)である.また,以下のよ

うな簡易式,

C,ls-0.89+0.1177　･.　　　　　　, (4)

でも±2 %程度に測定値を整理することができる(実線).

しかしこの図からわかるように,過熱限界温度はvan

der Waals式のような2-parameterの状態式では完

全な整理ができないことは明らかで,最近では4-pa-

rameterの状態式による検討7)もなされている.
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図2　過熟限界温度の整理(Ⅱ)

日日lm川日日川日日HHll日日日日州HHH‖ll‖l川Ill‖l=HHH川‖日日川日日lH川=川HHHl日日日日日日日日川川IlH川日日川日日Hl川Il川日日l川日日日日=lH‖l川日日日日‖日日lHHtHHIl

18



32巻12号(1980.12)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生　産　研　究　　577

表1　核生成過程の分類

核生成

ニー.｣　｢

〔慧芸が純す〕---~均質場　　不均質場

卜-｣ I

〔警器の起こ〕-----鶴) (不塁諾成)

〔悪霊筈謂相〕~--~~

5iii⊆⊆副
.-気相以外　　気相も含む

〔予備核の性格〕一一一一一密度ゆらぎ　　　　外的に用意

1　　され守もの
自発核生成　　　　　沸騰核生成

とらえる自発核生成理論にもとづくものであるが,まず

ここでは核生成過程について概念的整理を行っておきた

い.表1は,液相の核生成過程を分類したものであるが,

注意すべきことは,不均質場でも均質核生成が優先して

起こることがあること,不均質核生成でも対象とする液

相がpreexistingな予備核と接していない場合は自発

核生成であることである.

以上の点を確認した上で,液相の運動論的過熱限界温

度Thlsについて考察する.均質核生成に関する古典理

論4)･glによれば,均質核生成速度IHo (cm~3sec~1)は,

･Ho-N虐exp [-3歳紬-- (6,

N :単位体積中の液相分子数,ozv :表面張力, m :液

相分子1個の質監B5-2/3,k :ボルツマン定数, T :

系の温度, Rvc :平衡気泡内蒸気圧,Pz :系の圧力

で示される.この理論が多くの仮定の上に成り立ってい

るにもかかわらず正当性を保っているのは,この理論に

よる予測値がExploding - Drop Technigue4日こよる測

定値をよく説明することによる.つまり,試料液休の液

宿(体積V) No個を,この液体の臨界温度以上程度に沸点

が高く,これと混合せず表面張力の大きい液体中に支持

し,この系の温度を(dT/dt)の割合で上昇させる場合を

考える.いま,温度Tで崩壊せずに残っている液滴数を

Nとし, (dT/dt)およびVを一定とすると,液滴の鏡算

崩壊割合Ro(T)は,

dN/dt=-IHoVN ･･････････ ･･･.･･-････････････ (7)

/. Re(T)=11N/No

-1 -expf - [y/(dT/dt)]JrTsQiIHodT)･･･( 8 )

いま, (8)式に(6)式を代入LV, (dT/di)を適当に選

ぶと, R0-0.5となる温度(これをTkLsと定義する)およ

びReが0.05-0.95と変化するのに要する温度幅ATが

計算できる. Tklsについては,図1に示した実測値のう

究　　速　　報

ち9割以上について±2degC以内で一致し, ATの理

論値はldegC程度でこれも実験結果とよく一致する.

このことにより, (6)式の均質核生成理論の妥当性が裏

付けられている.

しかし,水滴については, TkZs ･AT双方に開し実験値

と理論値との一致が悪いことが報告されている10り1㌧12)

すなわち, (6) ,(8)式により予測されるTklsは約301

oCであるが,多くの実測値はこれにより50degC以上も

低く, ATの実測値も数10degCに及び理論値よりもかな

り大きい(たとえば後述の図6 (a),(b)参照).この特異性

に対し,水滴-の異物の混入が原因と考える解釈が多い

が,これについて著者は若干の疑問をもつので以下に検

討する.

4.球形固体表面での自発核生成

いま,半径rsの球形固体が水滴の中に含まれ,図3の

ように固体表面で自発核生成が起こる場合を考える.固

休表面に居座る平衡気泡を作るのに要する最小仕事W,C

は,

W,e -(4方/3)olpre2g(αU,pe )･ ･--- (9)

F (αU, PQ)-1.5sirf βe[1/(1+cosPc)

+cos γ/(1 +cosae)] -0.25sin3jRo [tan3 (Pe/2)

+ 3tan (Jgc/2)-tan3 (αe /2)- 3tan (αe/2)]

-(10)

ここで添字eは平衡気泡に関する諸星を示す.

鋸ま幾何学的関係より以下のように求まる.

Pe -arc tan l-sinT/(re /rs +cos r) ]･-･･･.･･(ll)

ただし,reはLaplace equationとPoynting relation

ye-2oJか/(Pye-Pl) ---･-.･,------ (12)

P" -peat (T) expf- vl [Psot (T)-Pl] /kT i

(13)

より求まる.さらに

α6 -γ+pe一打　----･-.･=-･･--･-I- (14)

一方,この固体表面での自発核生成率ISHEは一般に4)

IHSE-j /Ilk(NEA如)-.dl ･･･-.･･--･････ (15)

ここで　j -P"/J2,EmkT, Nr; X個の蒸気分子を

含む(単位体積中の) cluster数, A如; X個の意気分

子を含むclusterの気液界面両店- 27rr2 (1 -cosβ)

WrをX-xeでTaylor展開すると

wx- wrQ十(8 Wx)8+ (82WX)e+ -･---･･(16)

(15), (16)式より

ISHE - (Pvc /Ji蒜右左テ) ALv Xc

･Nsexpト　Wre/kT]･Z･･--=･･･ (17)

〟古は固体表面近傍に存在し自発核生成に関与し得る単

位体積あたりの液体分子数であり, ZはZeldovich fac･

torで

1/Z-JIWexp[(82 wT)e/kT]dx --. (18)
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A,,sI, Vyrをそれぞれ気泡付着面鶴,気泡休店とすると,

(82　wx)Cは任意の形状の固体について

(82 WX)C= (管)[(貨三).cosr(%)

一吉(豊里)] (r-rc)2･裟(pv -凡C)2

3:-Xe以外の気泡についても力学的平衡を仮定すると

(82　wr)0 -- 47WLu(r-rc)2H(αC,βe) -- (19)

H(ae,Pc)-181 (#)一驚(慧旦)

･孟(%)一撃Q(ae･即

--( 1 -cosPe) /2-sinαc sinZpc/sinT

- (3/4)sin2αe sin2庫cosPe/sin2 r

-sin3pc cos r(cosαc sinPc十2sin accosβC) /

(4 sin2r)十(213cosβe +cos3cc) /2

十(3/4)sine:e sin4βC/sinγ一晩cIPl)め (偽,Pe)

/(3Pue)　　　　　　　=------- (20)

¢(ae,pe) -(2 -3cosPe十cos3βe)/4

- (sinβu /sinαC)3(213cosαe十cos3αC) /4

･---- (21)

一方, xvv-(4/3)打r3¢(α,p)より

d3:-(如r2pv/kT)¢ (a,β)G(a,♂)dr　-･･･ (22)

G (a,♂) -汁(Pz,8 -PL)/ (3Pyc)+(sin P /sine)3

×(2-3cosa+cos3α)/ [4¢(a,?)] ･･--- (23)

したがって, Zeldovich factor Zは, (18)～(23)式より

1/Z-Lexp ll4EqLかH(ac,Pc)(r-re)2/kT]

× (如r2po/kT)め (α, β)G(a,♂)dr,ed(2m冨Pve/kT)

×¢(ae,βC)G払,Pe) kT/ [6Ep H(ac,βe)]-(24)

ただし積分区間の変更を文献(9)と同様に行った.(17) ･

(24)式より,

IBE-Ns[(トcosβe)/2] [26Ly/(ZmB)]与[B･If

(ac,βe)]i/[¢ (ac,pc)G(ac,Pc)lexp i-16

花OLy3g(ae, pe)/[3kT (Pvc-PL)Zl I-.･･(25)

(25)式は. rs-,-とすると平面固体面上で自発核生成

速度4)に漸近する.

( 8)式において, IHoのかわりに(25)式のPuQを代入し,

(ll) ･ (14) ･ (20) ･ (21) ･(23)式を用いて.Rc(T)を計

算し, Tk/Sを求めた結果を図4に示した.図中の記号AS

はNs,つまり不純物濃度に関係する量で

AS-N/Ns　　　　　　　　　　　　　･･･. (26)

この図からわかることは,

( 1 )接触角rの小さい固体不純物の混入した系の運

動論的過熱限界温度TkLsは均質場でのTkls.と大差ない.

( ii )固体不純物の混入によりTkZsが覇者に減少する

ためには,その接触角がかなり大きい必要がある.

(lll) TbLsの値に対し,固体不純物の曲率,濃度の影

響は極めて小さい.

ことである.特に(‖)の特徴は重要であると考えられる.

さらに,図中には鈴木ら】2)の測定値Tm/S(中央値,つまり

Re(T)-0.5)が示してあるが.

(lV) ㍗ - 1650前後の固体不純物の混入を憩定すれば,

TmLs･とTklsを一致させることができる

ことがわかる.

5.液々界面での自発核生成

Jarvisら…によれば,試料液体,支持液体の表面張力

oo ,obおよび両者の間の界面張力oabとの間に

Co<ob+oob　かつ　ob<oo+oGb　-･･---- (27)

の関係がある場合,液滴と支持液体との界面で平衡する

気泡が存在し(図5),液々界面での自発核生成率｣‰ぱ1),

IA5-2Na2B (1 - Ma)[2cc/(7mBF)]l′2

expf-167W孟F/[3kT(Pue -P/)2]卜---･･･ (28)

ここで　Mo-(o孟-o言十ccl)/(2000Gb) ---･･･ (29)

Mb-(0g102+oob2)/(2obOGb) ･･･.･･.･････ (30)

F=[(2-3Mo+MB)

+(cb/qa)3(2-3Mb+Mb3)]/4 ･･･- (31)

鈴木らの実験12)では,支持液体が流動パラフィンおよび

シリコーン油であり,これらの液体の水に対する界面張

力が不明であるため彼らの実験結果と(28)式とを直接対

応させることができない.ただし,支持液体がかりにテト

ラデカンであるとし,

ob - 51.48(1-T/694.15)J･2日･･------ (32)

I=さ一ヒ-_. ��ｶﾈ�������� 

-一一-.4S=】0川,√､=0.lFml 】 

100　　150　　　200　　　250 TkL, (.C) 300

図3　球形固体表面の気泡　　　　　　　　　　図4　運動論的過熱限界温度

6.7

-支持液体(b)

図5　液々界面の気泡
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oab-78.5-0.086T　-･･ I.････=--･--- (33)

(ただしTはケルビン温度)なる近似式13)を用いると, Tkls

の理論は228.6℃となり,ここでも鈴木らの実験値㍍J∫

に近い値が得られる.

6.核生成過程の統計的生格

以上のように, Rq(T)-0.5となる温度として定義し

た過熱限界温度TkZsについては,濡れ難い固体不純物表

面や液々界面での自発核生成を想定することにより,特

異な実験結果を示す水滴についても理論値と実測値を一

致させることができた.しかし,この考え方の妥当性を

主張するためには,液滴の崩壊温度と核生成過程の統計

的性格を比較検討しておく必要がある.

次の式により,液滴崩壊率Pen(T)を定義する.

peJ'(T)≡pe(T)-Rc(TI AT ).･.･･-･--･･･(34)

AT-0.2ととり,このPOel2(T)について図6に示した.

(a)は鈴木らの実測値, (b)は(6)式,(C)～(g)は(25)

式,(h)は支持液体をテトラデカンとした塊合の(28)式

による理論値である.この比較より明らかなように,図

3 ･図5のような不均質場での自発核生成を考えること

により,中央値として定義された過熱限界温度の値をあ

わせることはできても,水滴の崩壊と自発核生成との統

計的性格は全く異なっていることがわかる.

このことを踏まえて,鈴木らの水滴の実験結果を自発

核生成により説明する方法の1つは,水滴中に混入し得

る固体不純物には多種がありrに分布があるとする解釈

であるが,これは第4節で述べたJ鮎が不純物濃度に鈍

感であるという結果と矛盾すると考える.

もう1つの方法は,支持液体と水との間に

60>qb+6ab　　　　　　-･･.-I-･･･-･.･r- (35)

なる関係がある場合,気泡が水滴から支持液体中-押し

POe2 (%)
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_　_　._j

ド.｣巨｣∵　⊥トトL
I:･伽･, =･･･

299　303207　211192 196215　219205　209204　208227　231

(b) (C)  (a)  (e)  (f)  (g) (h)

(a)

200　　　　210　　　　220　T(.C) 230

図6　核生成の統計的性格(Ⅰ)

270　　　280　　　290　T(.C) 300

図7　核生成の統計的性格(丑)

出され,水滴近傍の支持液体中で成長する形の自発核生

成が起こるとする考えである.この場合,(6)式と類似

した式(ただしoluは支持液体の値を用いる)が得られると

思われるが,詳細な解析は今のところ困難である.ただし,

この場合.気泡中-未発してくる分子は支持液体中を拡

散してくる必要があり, (6)式のpreexponential fac-

torが著しく減少すると考えられる･そこで

IkE-(N/AS)[2ob/(が竹B)]与

exp(-167mg/[3kT(Pvc-Pl)2卜････ ･ (36)

として高温でも(35)式を満足する水滴･FreonE9系に

おけるAS-1033の場合のPeO･2(T)の計算結果を図7に

示した.分布の様子は図6 (a)に類似していることがわ

かる.但し, (中央値の相違は表面張力値の相違によると

思われるが) AS-1033という値の現実性については今後

の検討課題である.

7.緒　　　　言

液体の過熱限界温度に対し熟力学的過熱限界温度およ

び運動論的過熱限界温度の双方から検討し,特に水滴の

過熱限界温度の特異性に対する固体異物混入説は,水滴

の崩壊温度の統計的性格を合理的に脱明できず,今後は

I - Iflo + IHSE +Iie +I,,LE

として総合的に検討する必要があることを示した.

(1980年7月30日受理)
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