










流れ場

流れパターン（アニメーション） 撹拌動力
流れのレイノルズ数 撹拌レイノルズ数
旋回流の平均流速 動力数
旋回流の最大流速 トルク
壁付近の旋回流速 撹拌羽根に与えらえる力
半径方向の旋回流の流速分布 バッフルに与えられる力
翼先端速度 ボルテックス深さ
循環流量 ボルテックス体積
循環流の平均流速 液面面積
循環の平均時間 ボルテックス形成による液面の上昇
液面でのガス同伴の有無 ボルテックス形状

乱流

平均エネルギー散逸率 最大散逸率を示す領域の体積
最大エネルギー散逸率 バッフル付近の領域の体積
バッフル付近のエネルギー散逸率 最大散逸率を示す領域の相対保持時間
バルク部のエネルギー散逸率 バッフル付近の領域の相対保持時間
翼付近のエネルギー散逸率分布 バルク領域の相対保持時間
撹拌羽根付近の乱流ミクロスケール 撹拌羽根付近のシアレート
バッフル付近の乱流ミクロスケール バッフル付近のシアレート
バルク部の乱流ミクロスケール バルク部のシアレート
撹拌羽根付近の乱流せん断応力 翼付近の有効粘性
バッフル付近の有効粘性 バルク部の有効粘性

混合時間 マクロスケールの混合時間 ミクロスケールの混合時間

連続槽の動態

トレーサーの分布パターン 応答関数（パルスモード）
理想滞留時間分布からの相対偏差 トレーサーの平均濃度
トレーサーの最大濃度 トレーサーの最小濃度
トレーサーの最大濃度差 任意点のトレーサー濃度

バッチ槽の動態

バッチ槽の混合パターン バッチ槽の反応物分布パターン
トレーサーの最大濃度 反応物の平均濃度
トレーサーの最小濃度 反応物の最大濃度
トレーサーの最大濃度差 反応物の最小濃度
任意点のトレーサー濃度 反応物の最大濃度差
反応物の転化率 任意点の反応物濃度
生成物の平均濃度 副産物生成速度
副生成物の量 副生成物の平均濃度
任意点の副生成物反応速度定数

セミバッチ反応

セミバッチ槽の反応物分布パターン 反応物の転化率
反応物の平均濃度 生成物の平均濃度
反応物の最大濃度 副産物生成速度
反応物の最小濃度 副生成物の量
反応物の最大濃度差 副生成物の平均濃度
任意点の反応物濃度 任意点の副生成物反応速度定数

連続反応槽（開始期間）
反応物濃度 生成物濃度
副生成物濃度

連続反応槽
（定常状態）

反応物の平均濃度 生成物の平均濃度
出口での反応物濃度 出口での生成物平均濃度
反応物の最大濃度 生成物収量
反応物の最小濃度 副生成物の平均濃度
反応物の最大濃度差 出口での副生成物平均濃度
任意点の反応物濃度 副生成物収量

固 -液混合

軸方向の最大不均一性 衝突の最大エネルギー
半径方向の最大不均一性 2 つの強い衝突間の特性時間
連続流れ内の平均固体濃度 バルク部の衝突エネルギー
固体の軸方向分布 最大エネルギーの衝突の頻度
固体の半径方向分布 固体の最大局所濃度
懸濁状態の確認 固体の最小局所濃度
固体の相対滞留時間

流れ特性

循環流の概略図 流れのレイノルズ数
撹拌レイノルズ数 撹拌羽根のレイノルズ数
旋回流の平均流速 循環流量
翼先端速度

動力
撹拌動力 トルク
動力数 撹拌翼に与えられる軸方向の力

エネルギー散逸
平均エネルギー散逸率 壁付近でのエネルギー散逸率

高せん断ゾーンでのエネルギー散逸率 全動力に対する翼付近でのエネルギー散逸の割合

翼付近のせん断
撹拌羽根付近のシアレート 翼付近の有効粘性
撹拌羽根付近の乱流せん断応力 翼付近の高せん断領域の相対体積

壁のせん断
壁付近の平均シアレート 壁付近の有効粘性
壁付近の平均せん断応力

分配混合・均一性

未混合領域の時間変化 平均循環時間
最終的な未混合領域の割合 混合時間
未混合領域 1% を達成する時間 トレーサーの分布特性関数
混合 / 分配の動態 混合 / 分配の動態（二軸撹拌システム）

高せん断処理 未処理混合液の割合 未処理混合液の割合（二軸撹拌システム）

伝熱

壁温 伝熱速度
ジャケット出口温度 内側境膜係数
総括伝熱係数 外側境膜係数
ジャケットの水頭 ジャケット内流速
半割パイプコイルの伝熱の上限 凝縮液流量
伝熱面積

シャフト
許容せん断応力 上部シャフトでの最大せん断応力
振動の危険回転数 下部シャフトでの最大せん断応力
回転数と危険回転数の比 ベアリング間の最大せん断応力

レオロジーグラフ 粘度 せん断応力

レオロジーの近似
近似後のパラメータ 粘度
せん断応力

淀み域の推定
淀み域体積 淀み域の相対体積
推定撹拌動力

伝熱係数の粘度補正 内側境膜係数の補正

スクレーパー付き撹拌槽

流れのレイノルズ数 撹拌レイノルズ数
撹拌羽根のレイノルズ数 旋回流の平均流速
翼先端速度 壁付近の有効粘性
撹拌動力 動力数
トルク スクレーパーに与えられる力
撹拌羽根付近のシアレート 撹拌羽根付近のせん断応力
撹拌羽根付近の有効粘性 壁付近のシアレート
壁付近のせん断応力 壁付近の有効粘性
内側熱伝達係数 伝熱面積

乱流撹拌槽解析層流撹拌槽解析 TurbulentLaminar 結果パラメータ一覧結果パラメータ一覧



液 -液混合

液滴の細分化の動態 乳化状態の確認
液滴の平均径 液滴のザウター平均径
比表面積 液滴径の分布
液滴内のミクロスケール混合時間 分散相のミクロスケール混合時間
液滴の凝集頻度

気 -液混合

ガス分散の確認 ガス流れ数
推定表面通気速度 気泡のザウター平均径
ガスホールドアップ 気泡の比表面積
比物質移動係数（kLa） 混合液液位（気液混合から再計算）
ガス物質移動速度 推定動力低下

固 -液物質移動
（固体の溶解）

完全溶解の時間 溶解した固体の濃度
溶け残っている固体の濃度 平均物質移動係数
平均比物質移動係数 最大物質移動係数
固体粒子径 比表面積
物質移動速度

伝熱
（連続、バッチ、セミバッチ）

混合液温度 壁温
ジャケット出口温度 反応物濃度
伝熱速度 反応速度定数
反応熱 内側境膜係数
総括伝熱係数 外側境膜係数
ジャケットの水頭 ジャケット内流速
半割パイプコイルの伝熱の上限 伝熱面積

伝熱
（一定温度）

壁温 内側境膜係数
ジャケット出口温度 外側境膜係数
伝熱速度 総括伝熱係数
ジャケットの水頭 ジャケット内流速
半割パイプコイルの伝熱の上限 伝熱面積

シャフト
許容せん断応力 上部シャフトでの最大せん断応力
振動の危険回転数 下部シャフトでの最大せん断応力
回転数と危険回転数の比 ベアリング間の最大せん断応力

スクレーパー付き撹拌槽

流れのレイノルズ数 撹拌動力
撹拌レイノルズ数 動力数
旋回流の平均流速 トルク
翼先端速度 スクレーパーに与えられる力
壁付近の有効粘性 ボルテックス深さ
壁付近のシアレート ボルテックス体積
壁付近のせん断応力 ボルテックス形成による液面の上昇
内側境膜係数 伝熱面積

流れと動力
体積流量 動力数
トルク ローターのトルク

RSD流路のせん断特性
シアレート せん断応力
比動力 有効粘性
撹拌動力 トルク

均質化（バッチ）

均質化に必要な時間 プロセス終了時に均質化されていない溶液の割合
均質化の時間変化 均質化作用を受けない溶液の割合
高せん断領域の平均保持時間 高せん断領域の保持時間の確率密度関数
高せん断領域の保持時間の累積分布関数 高せん断領域の平均通過回数
高せん断領域を通過した回数の確率密度関数 高せん断領域を通過した回数の累積分布関数

均質化（連続）

混合タンクの平均保持時間 均質化されない溶液の割合
均質化作用を受けない溶液の割合 混合タンクの溶液保持時間の累積分布関数
高せん断領域の平均保持時間 高せん断領域の保持時間の確率密度関数
高せん断領域の保持時間の累積分布関数 高せん断領域の平均通過回数
高せん断領域を通過した回数の確率密度関数 高せん断領域を通過した回数の累積分布関数

乳化（バッチ）
乳化された液滴の平均径 乳化された分散相の割合
乳化された液滴径の分布関数 乳化された液滴径の時間変化
有効なエネルギー散逸 乳化されない溶液の割合

乳化（連続）
乳化された液滴の平均径 乳化された分散相の割合
乳化された液滴径の分布関数 有効なエネルギー散逸
乳化されない溶液の割合

ローターステーター型分散機解析 RSD 結果パラメータ一覧

流れ場

流れのレイノルズ数 撹拌動力
撹拌レイノルズ数 動力数
旋回流の平均流速 トルク
旋回流の最大流速 循環流量
壁付近の旋回流速 バッフルに与えられる力
半径方向の旋回流の流速分布 撹拌羽根に与えられる力
翼先端速度 ボルテックス深さ
ボルテックス体積 ボルテックス形成による液面の上昇
液面面積

乱流

平均エネルギー散逸率 最大散逸率を示す領域の体積
最大エネルギー散逸率 バッフル付近の領域の体積
バッフル付近のエネルギー散逸率 最大散逸率を示す領域の相対保持時間
バルク部のエネルギー散逸率 バッフル付近の領域の相対保持時間
翼付近のエネルギー散逸率分布 バルク領域の相対保持時間
撹拌羽根付近の乱流ミクロスケール 撹拌羽根付近のシアレート
バッフル付近の乱流ミクロスケール バッフル付近のシアレート
バルク部の乱流ミクロスケール バルク部のシアレート
撹拌羽根付近の乱流せん断応力 翼付近の有効粘性
バッフル付近の有効粘性 バルク部の有効粘性

混合時間
マクロスケールの混合時間 ミクロスケールの混合時間
平均循環時間

伝熱
（連続、バッチ、セミバッチ）

混合液温度 壁温
ジャケット出口温度 反応物濃度
伝熱速度 反応速度定数
反応熱 内側境膜係数
総括伝熱係数 外側境膜係数
ジャケットの水頭 ジャケット内流速
半割パイプコイルの伝熱の上限 伝熱面積

伝熱
（一定温度）

壁温 内側境膜係数
ジャケット出口温度 外側境膜係数
伝熱速度 総括伝熱係数
ジャケットの水頭 ジャケット内流速
半割パイプコイルの伝熱の上限 伝熱面積
ジャケット内の凝縮液流速

シャフト
許容せん断応力 上部シャフトでの最大せん断応力
振動の危険回転数 下部シャフトでの最大せん断応力
回転数と危険回転数の比 ベアリング間の最大せん断応力

スクレーパー付き撹拌槽

流れのレイノルズ数 撹拌動力
撹拌レイノルズ数 動力数
旋回流の平均流速 トルク
翼先端速度 スクレーパーに与えられる力
壁付近の有効粘性 ボルテックス深さ
壁付近のシアレート ボルテックス体積
壁付近のせん断応力 ボルテックス形成による液面の上昇
内側境膜係数 伝熱面積

Turbulent アドオンDifferent Impellers 結果パラメータ一覧


