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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２、３または４つの気体を噴射する気体噴射部と、
　液体を噴射する液体噴射部とを備え、
　前記気体噴射部から、圧力０．２ＭＰａ以下で噴射した気体同士を前記液体噴射部の先
端より前方で衝突させて形成した衝突部または当該衝突部を含む部分と、前記液体噴射部
で噴射した液体とを衝突させて当該液体を霧化する液体霧化装置。
【請求項２】
　第１気体噴射部の噴射方向軸と第２気体噴射部の噴射方向軸とが所定の角度範囲を形成
する、請求項１に記載の液体霧化装置。
【請求項３】
　第１気体噴射部の噴射方向と第２気体噴射部の噴射方向とが対向し、第１気体噴射部の
噴射方向軸と第２気体噴射部の噴射方向軸とが一致している、請求項１または２に記載の
液体霧化装置。
【請求項４】
　前記液体噴射部は、前記衝突部に対して、前記液体の噴射方向軸が直交するように液体
を噴射する、請求項１から３のいずれか１項に記載の液体霧化装置。
【請求項５】
　前記液体噴射部からの液体噴射方向に向かって、前記気体噴射部と段違いに配置される
補助気体噴射部をさらに備える請求項１から４のいずれ１項に記載の液体霧化装置。
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【請求項６】
　前記液体が連続流、間欠流またはインパルス流の液体である、請求項１から５のいずれ
か１項に記載の液体霧化装置。
【請求項７】
　前記液体が微細化された液体である、請求項１から６のいずれか１項に記載の液体霧化
装置。
【請求項８】
　前記衝突部を含む部分と前記液体噴射部で噴射した液体とを衝突させて液体を霧化した
霧化体の噴霧パターンのパターン形状を変形させる気体を噴射する規制用気体噴射部をさ
らに備える請求項１から７のいずれか１項に記載の液体霧化装置。
【請求項９】
　圧力０．２ＭＰａ以下で噴射された２、３または４つの気体同士を、液体が噴射される
噴射位置よりも前方で衝突させて形成した衝突部または当該衝突部を含む部分と、前記液
体とを衝突させて当該液体を霧化する液体霧化方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を霧化するための液体霧化装置および液体霧化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の霧化技術として、気液混合式（二流体式）、超音波式、超高圧式（１００ＭＰａ
～３００ＭＰａ）、蒸発式等がある。一般的な二流体ノズルは、気体と液体とを同一噴射
方向で噴射させて気液の随伴流によるせん断効果で液体を微細化する。
【０００３】
　また、気液混合式二流体ノズルの一例として、微粒子ミストを生成するための噴霧ノズ
ル装置が知られている（特許文献１）。この噴霧ノズル装置は、第１ノズル部と第２ノズ
ル部を有し、第１ノズル部からの噴霧液と第２ノズル部からの噴霧液とを衝突させて、微
粒子ミストを形成することができる。しかしながら、２流体ノズル部を２つ備えるため、
コスト高であり、また小型化には適していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１２６５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述の従来技術の微細化原理とは異なる新規原理を用いて、かつ簡単な装置
構成で液体を霧化可能な液体霧化装置および液体霧化方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の液体霧化装置は、気体を噴射する気体噴射部を少なくとも２つと、液体を噴射
する液体噴射部とを備え、前記少なくとも２つの気体噴射部から噴射した気体同士を前記
液体噴射部の先端より前方で衝突させて形成した衝突部または当該衝突部を含む部分と、
前記液体噴射部で噴射した液体とを衝突させて当該液体を霧化する。 
【０００７】
　この構成の作用効果を図１を参照しながら説明する。少なくとも２つの気体噴射部１、
２から噴射した気体同士１１、２１を衝突させて衝突部１００を形成する。この衝突部１
００を含む部分を衝突壁１０１とする（図１（ａ））。液体噴射部６から噴射された液体
６１は、この衝突部１００または衝突壁１０１に衝突する（図１（ｂ））。衝突部１００
または衝突壁１０１に液体６１が衝突することで、液体６１が粉砕（霧化）され霧化体６
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２となる。また、液体噴射手段から噴射した液体に対し、少なくとも２つの気体噴射部か
ら噴射した気体同士を衝突させることで、噴射された液体と気体同士で形成された衝突部
または衝突壁とを衝突させることができ、これによって、液体を霧化できる。
【０００８】
　本発明の液体霧化装置によれば、気体同士の衝突部または衝突壁と、液体とを衝突させ
て衝突粉砕することで、低圧力（低気体圧、低液体圧）、低流量（低気体流量、低液体流
量）、低エネルギーで効率的に霧化することができる。また、従来の二流体ノズルに比べ
、低気液体積比（または気液比）で霧化することができる。また、従来の二流体ノズルに
比べ、本発明の液体霧化装置は低騒音である。また、本発明の液体霧化装置の構造をシン
プルにできる。
【０００９】
　気体噴射部から噴射される気体の圧力、流量は、特に制限されないが、本発明の霧化原
理によって、低気体圧力、低気体流量で、液体を好適に霧化できる。また、衝突部および
衝突壁を構成することになる気体同士の圧力は、同じまたは略同じに設定することが好ま
しく、衝突部および衝突壁を構成することになる気体同士の流量も、同じまたは略同じに
設定することが好ましい。また、気体噴射部から噴射される気体の断面形状は、特に制限
されず、例えば、円状、楕円状、矩形状、多角形状が挙げられる。また、衝突部および衝
突壁を構成する気体同士の断面形状は、同一または略同一であることが好ましい。衝突部
が変形、サイズ縮小等することを抑制することで、一定の形状、一定サイズの衝突部を維
持して、安定した噴霧量で粒子径変動の少ない霧化体を生成するのに好ましい。
【００１０】
　液体噴射部から噴射される液体の圧力、流量は、特に制限されないが、本発明の霧化原
理によって、低圧力、低流量の液体を好適に霧化できる。また、液体噴射部の圧力は、一
般的は水道配管の水圧でもよく、液体噴射部は、液体を自然落下させる装置であってもよ
い。本発明において、「液体噴射部で噴射した液体」には、自然落下速度で落下する液体
も「噴射した液体」に含まれる。
【００１１】
　噴射された液体と、気体同士の衝突部または衝突壁とを衝突させる場合に、衝突部また
は衝突壁より液体の衝突断面積が小さいことが好ましい。気体の衝突部または衝突壁より
も噴射された液体の噴射断面が大きいと、液体の一部が衝突部または衝突壁に衝突せずに
霧化されないため好ましくない。なお、実施形態の一例として、液体の一部を霧化させた
い場合には、液体の噴射断面を気体の衝突部または衝突壁より大きくしてもよく、また、
噴射された液体の一部が衝突部または衝突壁に衝突するように液体噴射部と気体噴射部の
相対的配置を設定してもよい。
【００１２】
　液体噴射部のオリフィス径が、気体噴射部のオリフィス径よりも小さいことが好ましい
。これによって、気体の衝突壁より液体の衝突断面積を小さくできる。
【００１３】
　液体噴射部と気体噴射部の相対的配置例を図３参照して説明する。この相対的配置によ
って、気液衝突位置が規定される。図３の（ａ）の配置は、気体噴射部１、２が対向配置
され、液体噴射部６のノズル先端が気体噴射部１，２の両ノズル先端外側面部分に接触し
ている。（ｂ）の配置は、気体噴射部１、２が対向配置され、気体噴射部１，２の両ノズ
ル先端と液体噴射部６のノズル先端部とが接触している。（ｂ）の配置は（ａ）の配置よ
りも、噴射される液体流量が多く、かつ逆流も小さい傾向となる。（ｃ）の配置は、気体
噴射部１、２の両ノズル先端間に、液体噴射部６のノズルが入り込んだ配置である。（ｄ
）の配置は、（ｂ）の配置と比較して、気体噴射部１，２の両ノズルの間隔が、（ｂ）の
それよりも大きい配置である。（ｅ）の配置は、（ｂ）の配置と比較して、液体噴射部６
が衝突壁から遠ざかった配置である。図３において、気体噴射部を２つ配置するものとし
て説明したが、２つに制限されず、３つ、４つ、それ以上でもよい(図２Ｂ参照)。また、
液体噴射部は１つを例示しているが、液体噴射部は２つ以上であってもよく、図３（ｆ）
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では、液体噴射部は２つ配置されている。
【００１４】
　上記霧化体は、気体の衝突部から排出される排出気体流とともに噴霧される。この排出
気体流によって噴霧パターンが形成される。噴霧パターンとして、例えば、２つの噴射さ
れた気体の衝突で形成された衝突部と液体とが衝突した場合には、液体噴射方向と同じ方
向に、幅広の扇状に形成され、その断面形状は楕円状または長円状（図２Ａ（ａ）、（ｂ
）参照）となる。また、それぞれ９０°の角度配置で４方向から４つの気体を噴射して１
箇所に衝突部を形成した場合には、液体噴射方向と同じ方向に、噴霧パターンは錐状また
は柱状に形成され、その断面形状は略円状となる（図２Ｂ（ａ）、（ｂ）参照）。
【００１５】
　上記発明の一実施形態として、第１気体噴射部の噴射方向軸と第２気体噴射部の噴射方
向軸とが所定の角度範囲を形成することが好ましい。第１気体噴射部１および第２気体噴
射部２のそれぞれの噴射方向軸で形成される「所定の角度範囲」は、第１気体噴射部１か
ら噴射された気体と第２気体噴射部２から噴射された気体の衝突角に相当し、「所定の角
度範囲（衝突角）」は１０°～３５０°であり、好ましくは４５°～２２０°であり、よ
り好ましくは１３０°～２００°であり、さらに好ましくは１４０°～１９０°である。
図４に衝突角αを示す。１８０°より小さい衝突角を形成している衝突部に対して液体を
噴射させた場合に、この衝突角の角度が小さいほど、従来の二流体ノズルの原理（気体と
液体とを同一噴射方向で噴射させて気液の随伴流によるせん断効果で液体を微細化する）
に類似するため、本発明の上記微細化原理の効果が低くなる傾向になるが、一方で、衝突
角の角度が小さいほど、噴射された液体の逆流が抑えられる傾向である。また、１８０°
より大きい衝突角を形成している衝突部に対して液体を噴射させた場合に、衝突角の角度
が大きいほど、噴射された気体および衝突して広がった気体が、噴射された液体を押し戻
すように作用して液体を逆流させてしまう傾向である。なお、図４において、液体噴射部
６のノズル先端が、気体噴射部１，２の両ノズル先端と接触しているが、これに制限され
ず、液体噴射部６のノズル先端位置が、気体噴射部１，２の両ノズル間に配置させていて
もよく、図４の配置よりも気体噴射部１，２から距離を置いて配置されていてもよい。
【００１６】
　上記発明の一実施形態として、第１気体噴射部の噴射方向と第２気体噴射部の噴射方向
とが対向し、第１気体噴射部の噴射方向軸と第２気体噴射部の噴射方向軸とが一致してい
ることが好ましい。これは、第１気体噴射部から噴射された気体と第２気体噴射部から噴
射された気体の衝突角αが１８０°であって、噴射方向軸が一致していることを意味する
。
【００１７】
　上記発明の一実施形態として、前記液体噴射部は、前記衝突部に対して、前記液体の噴
射方向軸が直交するように液体を噴射することが好ましい。図１（ｂ）は、衝突部１００
および衝突壁１０１に対して液体の噴射方向軸が直交する例を示している。他の実施形態
例として、図５に示すように、衝突部１００および衝突壁１０１に対して液体の噴射方向
軸が傾いている例を示す。この傾き角βとしては、０°（直交位置）から±８０°の範囲
、好ましくは０°から±４５°、より好ましくは０°から±３０°、さらに好ましくは０
°から±１５°の範囲である。傾き角βが小さくなるほど、霧化体の生成効率が高い傾向
となる。
【００１８】
　上記発明の一実施形態として、前記液体噴射部からの液体噴射方向に向かって、前記気
体噴射部と段違いに配置される補助気体噴射部をさらに備える構成がある。これによって
、衝突部または衝突部を含む部分（衝突壁）に液体を衝突させて得られた霧化体において
、各噴射部のオリフィス径や噴射圧条件が原因で、または噴霧パターンが広角に広がり過
ぎて噴霧出口に接触する等の原因で飛沫（粒子径の粗い微粒子）が発生する場合に、第１
、第２補助気体によってこの飛沫発生を好適に抑制することができる。
【００１９】
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　上記発明の一実施形態として、前記液体が連続流、間欠流またはインパルス流の液体で
あることが好ましい。連続流は、例えば、柱状の液体流である。間欠流は、例えば、所定
間隔で噴射する液体流である。インパルス流は、例えば、所定のタイミングで瞬間的に噴
射する液体流である。液体供給装置等で、液体の噴射方法を自在に制御することで、霧化
タイミング、霧化体の噴霧量を自在に制御することができる。
【００２０】
　上記発明の一実施形態として、前記液体が微細化された液体である。液体噴射部から噴
射される液体として、微細化された液微粒子を用いることができ、液微粒子としては、例
えば、二流体ノズル装置、超音波装置、超高圧噴霧装置、蒸発式噴霧装置等で微細化され
た液微粒子が挙げられる。
【００２１】
　上記発明の一実施形態として、前記衝突部を含む部分と前記液体噴射部で噴射した液体
とを衝突させて液体を霧化した霧化体の噴霧パターンのパターン形状を変形させる気体を
噴射する規制用気体噴射部をさらに備える。これによって、噴霧パターンのパターン形状
を自在に変形することができる。また、広角の噴霧パターンを変形させて角度の小さい噴
霧パターンにすることで、霧化体が各気体噴射部、液体噴射部のノズル部に接触して液滴
に成長することを抑制することができる。また、規制用気体噴射部から噴射する気体の噴
射量および／または噴射速度を、気体噴射部から噴射する気体の噴射量および／または噴
射速度よりも小さく設定することが好ましい。
【００２２】
　例えば、噴射方向が対向するように配置された第１気体噴射部と第２気体噴射部とで形
成された衝突部を含む部分に前記液体噴射部で噴射した液体を衝突させて霧化した霧化体
の噴霧パターンが、広角でかつパターン断面が楕円状または長円状である場合に、噴霧パ
ターンの角度が小さくなるように、気体の衝突部を含む部分または生成された霧化体に向
かって規制用気体噴射部から気体を噴射する。これによって、噴霧パターンを変形（規制
）することができる。図６に示す規制用気体噴射部７１，７２の気体オリフィス断面積は
、気体噴射部１，２の気体オリフィス断面積よりも小さくしてあり、霧化体６２の噴霧パ
ターンの角度を調整している。規制用気体噴射部７１、７２は、図６に示すように、気体
噴射部１，２と直角に配置されているが、特にこの配置に限定されない。また、気体の衝
突部を含む衝突壁に規制用気体噴射部から噴射した気体が直交するように衝突させている
が、特にこれに限定されず、図６（ｃ）に示すように規制用気体噴射部が傾いて配置され
ていてもよい。
【００２３】
また、他の本発明は、少なくとも２つの気体同士を液体が噴射される噴射位置よりも前方
で衝突させて形成した衝突部または当該衝突部を含む部分と、前記液体とを衝突させて当
該液体を霧化する。気体同士の衝突部または衝突壁と液体とを衝突させて衝突粉砕するこ
とで、低圧力（低気体圧、低液体圧）、低流量（低気体流量、低液体流量）、低エネルギ
ーで効率的に霧化することができ、また、低気液比で霧化することができる。
【００２４】
　上記気体としては、特に制限されないが、例えば、空気、清浄空気（クリーンエア）、
窒素、不活性ガス、燃料混合エア、酸素等が挙げられ、使用目的に応じて適宜設定可能で
ある。
【００２５】
　上記液体としては、特に制限されないが、例えば、水、イオン化水、化粧水等の化粧薬
液、医薬液、殺菌液、除菌液等の薬液、塗料、燃料油、コーティング剤、溶剤、樹脂等が
挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図２Ａ】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
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【図２Ｂ】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図３】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図４】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図５】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図６】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図７】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図８】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図９】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図１０】水圧と噴霧量の関係例を示す図である。
【図１１】噴霧量と平均粒子径の関係例を示す図である。
【図１２】噴霧距離と平均粒子径の関係例を示す図である。
【図１３】噴霧距離と流速の関係例を示す図である。
【図１４】圧力と噴霧量特性を示す図である。
【図１５】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【図１６】液体霧化装置の一例を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　（実施形態１）
　本実施形態の液体霧化装置を図７を参照しながら説明する。図７に示す液体霧化装置は
、ノズル装置として構成されている。第１気体噴射部を構成する第１気体オリフィス８１
と、第２気体噴射部を構成する第２気体オリフィス（不図示）とが、対向配置され、それ
ぞれの長手方向のオリフィス軸が一致し、それぞれのオリフィス断面が四角形である。第
１気体オリフィス８１、第２気体オリフィス（不図示）は、液体オリフィス９１が形成さ
れている液体オリフィス部材９５の外壁面に断面四角形の溝を形成し、この溝にキャップ
部８５で蓋をすることで断面四角形の第１気体オリフィス８１、第２気体オリフィス（不
図示）を形成している。
【００２８】
　気体通路部８０から気体が供給される。気体通路部８０が不図示のコンプレッサー等に
接続されて、コンプレッサーを制御することで気体の噴射量、噴射速度等を設定できる。
気体通路部８０は第１気体オリフィス８１および第２気体オリフィスの両方に通じており
、第１気体オリフィス８１および第２気体オリフィスから噴射されるそれぞれの気体の噴
射量および噴射速度(流速)は同じに設定される。
【００２９】
　また、液体通路部９０から液体が供給される。液体通路部９０が不図示の液体供給部に
接続され、液体供給部が液体を加圧して液体通路部９０に液送する。液体供給部は液体の
液送量、液送速度を設定する。なお、液体通路部９０は、ノズル抑部９９で形成され、気
体通路部８０は、ノズル抑部９９の外壁部に設けたノズル本体部８９で形成されている（
以下の実施形態においても同様である）。
【００３０】
　図７（ｂ）に示すように、第１気体オリフィス８１および第２気体オリフィスから噴射
した気体同士が、気液混合エリアＭで衝突壁(衝突部を含む)を形成する。この衝突壁に液
体オリフィス９１から噴射した液体を衝突させて液体を霧化する。図７において、気液混
合エリアＭは、液体噴射方向に末広がりの台錘状に、液体オリフィス部材９５に形成され
ている。この気液混合エリアＭに液体噴射方向に向かって隣り合っている噴霧先端エリア
Ｍ１は、気液混合エリアＭより末広がりの台錘状にキャップ部８５に形成されている。こ
の構造によって、広角の噴霧スプレーパターンであっても、噴霧先端エリアＭ１等の壁面
に霧化体が接触して、霧化体が液滴に成長することを抑制可能となる。
【００３１】
　上記実施形態１では、キャップ部８５と液体オリフィス部材９５とで、第１、第２気体
オリフィスを形成しているが、一部材で第１、第２気体オリフィスを形成してもよい。ま
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た、第１、２気体オリフィスの断面形状が四角形に限定されず、他の多角形状でもよく、
円状でもよい。また、第１、第２気体オリフィスの２つに限定されず、第３気体オリフィ
ス、第４気体オリフィス、それ以上の気体オリフィスも形成できる。また、気液混合エリ
アＭの形状は、上記に制限されず、円筒状でもよく、円錐状、多角錘状でもよいが、霧化
体の噴霧方向に向かって末広がりの形状であることが好ましい。
【００３２】
　（実施形態２）
　本実施形態の液体霧化装置（ノズル装置として構成）を図８を参照しながら説明する。
図８に示す液体霧化装置は、第１気体噴射部を構成する第１気体オリフィス８１と、第２
気体噴射部を構成する第２気体オリフィス（不図示）とが、対向配置され、それぞれの長
手方向のオリフィス軸が一致し、それぞれのオリフィス断面が四角形である。第１気体オ
リフィス８１、第２気体オリフィス（不図示）は、液体オリフィス９１が形成されている
液体オリフィス部材９５を覆う外部材９６の外壁面に断面四角形の溝を形成し、この溝に
キャップ部８５で蓋をすることで断面四角形の第１気体オリフィス８１、第２気体オリフ
ィス（不図示）を形成している。液体オリフィス９１の先端部が、第１気体オリフィス８
１と第２気体オリフィスからそれぞれ噴射した気体同士が衝突して形成される衝突壁(衝
突部を含む)に入り込んでいる（図３（ｃ）の配置に相当する）。
【００３３】
　気体通路部８０、液体通路部９０は実施形態１と同様であり、液体供給部と気体を供給
するコンプレッサー等も同様の構成を採用できる。
【００３４】
　図８（ｂ）に示すように、第１気体オリフィス８１および第２気体オリフィスから噴射
した気体同士が、気液混合エリアＭで衝突壁(衝突部を含む)を形成する。この衝突壁に液
体オリフィス９１から噴射した液体を衝突させて液体を霧化する。図８において、気液混
合エリアＭは、液体噴射方向に末広がりの台錘状に外部材９６に形成されている。図８（
ｂ）で示されるように、気液混合エリアＭに形成される衝突壁（不図示）に液体オリフィ
ス９１の先端部が入り込む配置になっている。この気液混合エリアＭに液体噴射方向に向
かって隣り合っている噴霧先端エリアＭ１は、気液混合エリアＭより末広がりの台錘状に
キャップ部８５に形成されている。また、図８（ｄ）に示すように、液体オリフィス部材
９５の先端部９５ａをテーパ状に形成してもよい。テーパー形状にすることで、図１６に
示すように、気体流（１）および（３）がテーパー形状に沿う流れとなって、気体流（２
）および（４）の気体が液体オリフィス内へ逆流することを抑制し、かつ気体流（２）、
（４）によって形成された衝突壁（衝突部を含む）に液体を直交するように衝突させて液
体を微細化（霧化）することができる。なお、気体流（１）（または（３））は、気体流
（２）（または（４））と同じ気体オリフィスから噴射されているが、気体流（２）（ま
たは（４））の気体オリフィスとは異なる別の気体オリフィスから噴射されてもよい。
【００３５】
　上記実施形態２では、キャップ部８５と外部材９６とで、第１、第２気体オリフィスを
形成しているが、一部材で第１、第２気体オリフィスを形成してもよい。また、外部材９
６と液体オリフィス部材９５とを一部材で形成してもよい。また、第１、２気体オリフィ
スの断面形状が四角形に限定されず、他の多角形状でもよく、円状でもよい。また、第１
、第２気体オリフィスの２つに限定されず、第３気体オリフィス、第４気体オリフィス、
それ以上の気体オリフィスも形成できる。また、気液混合エリアＭおよび噴霧先端エリア
Ｍ１の形状は、上記に制限されず、円筒状でもよく、円錐状、多角錘状でもよいが、霧化
体の噴霧方向に向かって末広がりの形状であることが好ましい。
【００３６】
　（実施形態３）
　本実施形態の液体霧化装置（ノズル装置として構成されている）を図９を参照しながら
説明する。図９に示す液体霧化装置は、第１気体噴射部を構成する第１気体オリフィス８
１と、第２気体噴射部を構成する第２気体オリフィス（不図示）とが、気体の衝突角が１
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５０°になるように配置され、それぞれのオリフィス断面が四角形である。第１気体オリ
フィス８１、第２気体オリフィス（不図示）は、液体オリフィス９１が形成されている液
体オリフィス部材９５の外壁面に断面四角形の溝を形成し、この溝にキャップ部８５で蓋
をすることで断面四角形の第１気体オリフィス８１、第２気体オリフィス（不図示）を形
成している。
【００３７】
　気体通路部８０、液体通路部９０は実施形態１と同様であり、液体供給部と気体を供給
するコンプレッサー等も同様の構成を採用できる。
【００３８】
　図９（ｂ）に示すように、第１気体オリフィス８１および第２気体オリフィスから噴射
した気体同士が、気液混合エリアＭで衝突壁(衝突部を含む)を形成する。この衝突壁に液
体オリフィス９１から噴射した液体を衝突させて液体を霧化する。図９（ｂ）において、
気液混合エリアＭは、液体噴射方向に末広がりの台錘状に液体オリフィス部材９５に形成
されている。この気液混合エリアＭに液体噴射方向に向かって隣り合っている噴霧先端第
１エリアＭ１は、気液混合エリアＭより末広がりの台錘状にキャップ部８５に形成されて
いる。さらに、この噴霧先端第１エリアＭ１に液体噴射方向に向かって隣り合っている噴
霧先端第２エリアＭ２は、噴霧先端第１エリアＭ１より末広がりの台錘状にキャップ部８
５に形成されている。この噴霧先端第１エリアＭ１の出口部分が噴霧先端第２エリアＭ２
の入口部分に入り込む配置の段差構造となっている。この段差構造によって、広角の噴霧
スプレーパターンであっても、噴霧先端第２エリアＭ２の壁面に霧化体が接触して液滴に
成長することが抑制可能になる。
【００３９】
　上記実施形態３では、キャップ部８５と液体オリフィス部材９５とで、第１、第２気体
オリフィスを形成しているが、一部材で第１、第２気体オリフィスを形成してもよい。ま
た、第１、２気体オリフィスの断面形状が四角形に限定されず、他の多角形状でもよく、
円状でもよい。また、第１、第２気体オリフィスの２つに限定されず、第３気体オリフィ
ス、第４気体オリフィス、それ以上の気体オリフィスも形成できる。また、気液混合エリ
アＭ、噴霧先端第１エリアＭ１および噴霧先端第２エリアＭ２の形状は、上記に制限され
ず、円筒状でもよく、円錐状、多角錘状でもよいが、霧化体の噴霧方向に向かって末広が
りの形状であることが好ましい。また、気体の衝突角αが１５０°に限定されず、例えば
、衝突角αが９０°から１８０°の範囲で変更できる。また、噴霧先端第１エリアＭ１の
出口部分が噴霧先端第２エリアＭ２の入口部分に入り込む配置の段差構造は、必須ではな
く、段差がなくてもよい。
【００４０】
　（実施形態４）
　本実施形態の液体霧化装置（ノズル装置として構成されている）を図１５を参照しなが
ら説明する。図１５に示す液体霧化装置は、第１気体噴射部を構成する第１気体オリフィ
ス８１と、第２気体噴射部を構成する第２気体オリフィス（不図示）とが、気体の衝突角
が１５０°になるように配置され、それぞれのオリフィス断面が四角形である。第１気体
オリフィス８１、第２気体オリフィス（不図示）は、液体オリフィス９１が形成されてい
る液体オリフィス部材９５の外壁面に断面四角形の溝を形成し、この溝に外部材９６で蓋
をするように設け、さらに外部材９６の外側からキャップ部８５が設けられている。この
外部材９６の外壁面には、第１気体オリフィス８１、第２気体オリフィス（不図示）のオ
リフィスの長さ方向軸に対し３０°の角度で位置するように、断面四角形の溝が形成され
、この溝の外側からキャップ部８５で蓋をすることで第１補助気体オリフィス８１１（第
１補助気体噴射部を構成している）、第２補助気体オリフィス（不図示、第２補助気体噴
射部を構成している）を形成している。第１補助気体オリフィス８１１および第２補助気
体オリフィスは、液体オリフィス９１からの液体噴射方向に向かって第１気体オリフィス
および第２気体オリフィスと段違いに配置されている。
【００４１】
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　気体通路部８０、液体通路部９０は実施形態１と同様であり、液体供給部と気体を供給
するコンプレッサー等も同様の構成を採用できる。気体通路部８０からの気体は、第１気
体オリフィス８１、第２気体オリフィス（不図示）、第１補助気体オリフィス８１１、第
２補助気体オリフィス（不図示）に流れる。
【００４２】
　図１５（ｂ）に示すように、第１気体オリフィス８１および第２気体オリフィスから噴
射した気体同士が、気液混合エリアＭで衝突壁(衝突部を含む)を形成する。この衝突壁に
液体オリフィス９１から噴射した液体を衝突させて液体を霧化する。図１５（ｂ）におい
て、気液混合エリアＭは、液体噴射方向に末広がりの台錘状に液体オリフィス部材９５に
形成されている。この気液混合エリアＭに液体噴射方向に向かって隣り合っている補助気
体衝突エリアＭ３は、気液混合エリアＭより末広がりの台錘状に外部材９６に形成されて
いる。この補助気体衝突エリアＭ３において、気液混合エリアＭで発生した霧化体に対し
、第１補助気体オリフィス８１１および第２補助気体オリフィスから噴射した気体を当て
て、霧化体中の飛沫を好適に微細化させることができる。
【００４３】
　また、この補助気体衝突エリアＭ３に液体噴射方向に向かって隣り合っている噴霧先端
第１エリアＭ１は、筒状部と補助気体衝突エリアＭ３より末広がりの台錘状部の組み合わ
せ部としてキャップ部８５に形成されている。さらに、この噴霧先端第１エリアＭ１に液
体噴射方向に向かって隣り合っている噴霧先端第２エリアＭ２は、噴霧先端第１エリアＭ
１より末広がりの台錘状にキャップ部８５に形成されている。この噴霧先端第１エリアＭ
１の出口部分が噴霧先端第２エリアＭ２の入口部分に入り込む配置の段差構造となってい
る点は、実施形態３の図９と同じである。
【００４４】
　上記実施形態４では、液体オリフィス部材９５と外部材９６とで、第１、第２気体オリ
フィスを形成しているが、一部材で第１、第２気体オリフィスを形成してもよい。また、
キャップ部８５と外部材９６とで、第１、第２補助気体オリフィスを形成しているが、一
部材で第１、第２補助気体オリフィスを形成してもよい。また、第１、第２気体オリフィ
ス、第１、第２補助気体オリフィスを一部材で形成してもよい。また、第１、２気体オリ
フィス、第１、第２補助気体オリフィスの断面形状が四角形に限定されず、他の多角形状
でもよく、円状でもよい。また、第１、第２気体オリフィスの２つに限定されず、第３気
体オリフィス、第４気体オリフィス、それ以上の気体オリフィスも形成できる。また、第
１、第２補助気体オリフィスの２つに限定されず、第３補助気体オリフィス、第４補助気
体オリフィス、それ以上の補助気体オリフィスも形成できる。また、気液混合エリアＭ、
補助気体衝突エリアＭ３、噴霧先端第１エリアＭ１および噴霧先端第２エリアＭ２の形状
は、上記に制限されず、円筒状でもよく、円錐状、多角錘状でもよいが、霧化体の噴霧方
向に向かって末広がりの形状であることが好ましい。また、気体の衝突角αが１５０°に
限定されず、例えば、衝突角αが９０°から１８０°の範囲で変更できる。また、噴霧先
端第１エリアＭ１の出口部分が噴霧先端第２エリアＭ２の入口部分に入り込む配置の段差
構造は、必須ではなく、段差がなくてもよい。
【００４５】
　また、第１、第２気体オリフィスと第１、第２補助気体オリフィスの配置関係は、液体
噴射方向に向かって段違いに（図１５では噴霧正面から見て直線状にお互いが重なって）
配置されているが、これに制限されず、第１、第２補助気体オリフィスの配置を変更でき
、例えば、噴霧正面からみて第１、第２気体オリフィスに対し、第１、第２補助気体オリ
フィスが所定角度（例えば、０°から９０°）回転して、段違いに配置していてもよい。
また、第１補助気体オリフィス８１１および第２補助気体オリフィスの断面四角形のサイ
ズは、第１気体オリフィス８１、第２気体オリフィス（不図示）の断面四角形のサイズと
同じサイズでもよく、小さくてもよい。
【００４６】
　（別実施形態）
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　液体噴射部に二流体ノズルを組み込み、二流体ノズルで一次微細化した液微粒子を、気
体同士を衝突させて形成した衝突部または衝突壁に衝突させて二次微細化を行う。
【００４７】
（噴霧量特性の評価）
　図３（ｃ）に示す配置構成の液体霧化装置を用いて噴霧量特性を評価した。第１、第２
気体噴射部１、２の気体オリフィス径φを０．４０６ｍｍ、液体噴射部６の液体オリフィ
ス径φを０．２５ｍｍとした。気体に空気を用い、液体に水を用いた。気体噴射の空気圧
を０．２ＭＰａの一定条件とし、液体噴射の水圧（ＭＰａ）を変えた場合の空気量（ＮＬ
／ｍｉｎ）と噴霧量（ｍｌ／ｍｉｎ）を測定した。比較として従来の内部混合型２流体ノ
ズルでも同様に評価した。
【００４８】
　図１０に評価結果を示す。この評価結果から以下のことが分かった。液体霧化装置の場
合、大気中で気液混合（外部混合型）するので、水圧で噴霧量を変化しても空気量の変化
が少なく、比較的低能力のコンプレッサーで容易に噴霧量制御ができる。また、外部混合
のために逆流現象を発生させることなく、極低水圧（極低噴霧量）の運転が可能である。
また、低噴霧量時は、水圧が低く水オリフィス出口の衝突壁の抵抗により水オリフィス側
に圧力損失が発生するので、それが好影響となってより少ない噴霧量が得られ、最大噴霧
量／最少噴霧量の比（ターンダウン）が大きくなり噴霧量のゼロスタートも可能となる。
一方、従来の内部混合型の二流体ノズルの場合は、水圧を挙げて噴霧量を増やせば、空気
量が少なくなり気水体積比が低下するので粒子径が変化する。その対策として、噴霧量の
変化に対応して空気圧（空気量）も制御する必要があるが、コンプレッサーの能力アップ
や制御機器等でコストアップになる。また、空気圧が高くなれば空気が水オリフィス内に
逆流する現象が発生するので、広範囲な噴霧量の可変が困難である。
【００４９】
（実施例）
上記実施形態１から３の液体霧化装置（図７から９）を用いて、各種評価を行った。気体
は空気、液体は水を用いた。液体オリフィス径φは０．４ｍｍである。空気オリフィスの
断面は四角形（縦０．４７ｍｍ、横０．６ｍｍ）である。表１に空気圧、水圧を変えた場
合の空気量Ｑａ、噴霧量Ｑｗ、気水比（Ｑａ／Ｑｗ）、平均粒子径（ＳＭＤ）、噴霧流速
を評価した。平均粒子径（ＳＭＤ）は、レーザー回折法の計測装置により、噴霧距離３０
０ｍｍの位置の霧化体を測定した。霧化体の噴霧流速は、風速計により５００ｍｍの位置
で測定した。従来の二流体ノズルを比較例として例示している。この二流体ノズルの液体
オリフィス径φは２．５ｍｍである。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
　次に、上記実施形態１(図７)の液体霧化装置の噴霧量と平均粒子径の関係を図１１に示
す。空気圧を０．０５ＭＰａで一定とし、噴霧量を変えた場合の噴霧距離３００ｍｍの位
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置のスプレー幅中央部の霧化体の平均粒子径を測定した。その結果、噴霧量を２０倍に変
化させても平均粒子径は安定的であり、従来の二流体ノズルにない特性を有することを確
認できた。
【００５２】
　次に、上記実施形態１(図７) の液体霧化装置の噴霧距離と平均粒子径の関係を図１２
に示す。実施形態１(図７)の条件は、空気圧を０．０５ＭＰａ、水圧を０．０３８ＭＰａ
とした場合に、空気量が１２．０ＮＬ／ｍｉｎ、噴霧量が５２．４ｍｌ／ｍｉｎ、気水体
積比が２２９であった。低流速噴霧のために近距離（短時間）で水滴が蒸発することを確
認できた。
【００５３】
　次に、従来の二流体ノズルと噴霧流速について比較評価した結果を図１３に示す。実施
形態１(図７)の条件は、空気圧を０．０５ＭＰａ、水圧を０．０３８ＭＰａとした場合に
、空気量が１２．０ＮＬ／ｍｉｎ、噴霧量が５２．４ｍｌ／ｍｉｎ、気水体積比が２２９
であった。従来の二流体ノズルは、空気圧を０．２ＭＰａ、水圧を０．０４ＭＰａとした
場合に、空気量が６０．０ＮＬ／ｍｉｎ、噴霧量が４１．４ｍｌ／ｍｉｎ、気水体積比が
１４４９．３であった。実施形態１の液体霧化装置は、従来の二流体ノズルに比べて、格
段に流速が遅く、送風に流されやすいことを確認できた。
【００５４】
　次に、上記実施形態１(図７) の液体霧化装置の圧力（Ｐａ）と噴霧量の特性について
図１４に示す。少ない水圧変化で噴霧量が大幅に可変でき、また、その際に空気圧の変化
がない（または小さい）ため制御方法をシンプルにできることを確認できた。
【符号の説明】
【００５５】
１　　　　第１気体噴射部（第１気体オリフィス）
２　　　　第２気体噴射部（第２気体オリフィス）
６　　　　液体噴射部（液体オリフィス）　　
６２　　　霧化体
７１、７２　　規制用気体噴射部
８１　　　第１気体オリフィス
９１　　　液体オリフィス
１００　　衝突部
１０１　　衝突壁
Ｍ　　　　気液混合エリア
Ｍ１　　　噴霧先端（第１）エリア
Ｍ２　　　噴霧先端第２エリア
Ｍ３　　　補助気体混合エリア
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