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粉 粒体 の形 状 特 性 に関 す る一 研 究 ＊
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A Study on the Shape Characterization of Particles

by

Junichiro TSUBAKI, Genji JIMBO and Ryoichi WADE

(Department of Chemical Engineering, Nagoya University, Nagoya)

In this report, the analysis of the circumferential line of projected figure on a particle by using
a stylus profilometer (graf-pen digitizer) is proposed for the shape characterization of particles.

The circumferential profile is digitized and converted to x, y values, so as to feed it to computer
calculation, and then, the center of gravity is obtained by calculating the moment of a mass (area).
Then, this circumferential line is unrolled around the center of gravity against angle θ.

From this unrolled line, the projected area diameter, Ds, the diameter of the circle of equal

perimeter, Dl, and the average value of R, Rm, are calculated, where R is the distance between
the center of gravity and the circumferential line. With these diameters, three circularities, ψ(=Ds/

Dl), ψs(=2Rm/Ds) and ψl(=2Rm/Dl), are defined as the characterization of the shape of a particle.

As the examples, three models (roundness, concave, convex) and four materials are selected, and
three circularities are calculated.

From these results, it can be found that when the shape of particles is characterized properly,
the values of some circularities show very sharp distribution and consequently particle can be clearly
identified from other particles. For example, iron powder can be identified more distinctly by ψl

value, and limestone, by ψs value. (Received Feb 25, 1975)

1 緒 言

種 々の粉体現象を扱 う上で, 粒子 の形状が重要 な因

子 の一つで あるこ とは論を また ない. これ まで も粒子

の形状を, 形状指数や形状係数に よって定量的に表現
1)2)

しよ うとす る試み は多 くなされ てきた. Rumpf らが

詳細 に レビュー してい るよ うに, 粉体を取 り扱 う各分

野で, 対象 とす る個 々の粉体現象について さまざまの

形状係数が定義 されてい る し, また直接粉体現象に結

びつけず形状を定量化 しよ うとす る形状指数について

もさまざまなアイデ ィアが提唱 されてい る. しか しこ

れ らのアイデ ィアの実現 も, 測定技術, 計算技術の進

歩 にまつ ものが少 な くない.

近年 さまざまな原理に よるい ろい ろの映像処理技術

が 出現 し, 粒子映像 の輪郭を座標上で読み とることが

可能に なった. これ と計算機を結びつけ ることに よ り,

粒子 の形状 に関す るさまざまな量を迅速 に計算で きる

3)4)

よ うにな った. この よ うな研究の例 として Medalia の

研究があ る.

本研究 もこの よ うな研究の一つであ る. 考え方は粒

子映像 内のあ る特定な点を極座標 (R, θ) の原点に

選び, 影像の輪郭をR, θで展開 して形状指数を定義

しよ うとい うものであ る. 同 じ考え方 で, Schwarcz
5)

と Shane はRと θが1対1に 対応す るよ うに 原点を

選び フー リエ級 数を用いて解析 してい る. 本研究では

原点に重心を選び, 三つの形状指数を定義 し考察を行

な った. 粒子の重心の位置は一個一個の粒子の運動を,

特に流体中での運動を考え る場合は決定的に重要な意

味を もつ ことか ら, 極座標原点 として重心を選 んだ.

2 解析方法と定義

粒子影像 の重心G(xg, yg) の決定は, 重心 を通 る

直線に関 して粒子の回転モ ーメン トがゼ ロにな ること

を用いて行な った. (1), (2)式に示す よ うに, 回転モー

メ ントが ゼロでかつX軸, Y軸 に平行な二つの直線 を

決定すれば重心Gの 座標 を決定する ことがで きる.
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Mx=∬(y-yg)dxdy=0 (1)

My=∬(x-xg)dxdy=0 (2)

つ ぎに この重心Gを 極座標 (R, θ) の原点 と し,

粒子影像の輪郭をRと θで展開 し, 以下の相当長 さ,

平均長 さを定義 しそれを(2)～(4)式に よ り求め る. まず

Rの 平均値 として次の よ うにRmを 定義 した.

Rm=1/2π∫2π0Rdθ (3)

面積相当径Dsは

Ds=(2/π∫2π0R2dθ)1/2 (4)

周相当径Dlは

Dl=1/π∫2π0√R2+(dR/dθ)2dθ (5)

でそれぞれ定義す る. この三つの量 は円の場 合のみ等

しい値を もつが, その他の形の場 合異な った値 を もつ.

これ らよ り, 次の よ うに形状を表現する三つの円形

度 ψ, ψs, ψlを定 義 し粒 子を定 量的に表現する.

ψ=Ds/Dl (6)

ψs=2Rm/Ds (7)

ψl=2Rm/Dl (8)

ψ=ψl/ψs (9)

3 測 定 方 法

3.1 デー タの読み込み

実際の計算は, X, Y座 標を0.178mmき ざ み に

35.6cmま でそれぞれ読 み と りデータテー プにパ ンチ

アウ トで きるグラフペ ンと, 小型計算機 (HITAClO)

を用いて行 なった.

まず, 粒子の影像が2～3cmの 大 きさにな るよ う

に写真を引 き伸ば し, グラフペ ンに よって影像の輪郭

のX, Y座 標 をP1か らPnま で約2mmき ざみで時

計 回 りにデ ータテー プに読 み とる. 読 み とれ る点の数

は計算機 の記憶容量 との関係で99点, P99ま でであ る.

3.2 重心 と相当長 さ, 平均長 さの求め方

重心の決定は, 原理的にはy=yi, x=xi回 りの回

転モ ーメン トを(1), (2)式を用いてiを1か らnま で変

えてそれぞれ計算 し, 最小の回転モ ーメ ントを与え る

xi, yiを それ ぞれ重心 の座標 (xg, yg) とした.

つ ぎに点Piの 座標 を極座標 (R, θ) に変換 し,

それぞれの相当長 さ, 平均長 さを求めた. ただ し面積

お よび周相当径はX, Y座 標の まま計算 した. (2)～(4)

式 は以上の測定方法に よると次の よ うに表現 され る.

Rm=1/2π∑ni=1Ri⊿θi (10)

Ds=(4/π∑ni=1yi⊿xi)1/2 (11)

Dl=1/π∑ni=1(⊿xi2+⊿yi2)1/2 (12)

さ らに, Riは 次式 の ように無 次元化 された.

Ri+=Ri/Rm (13)

Fig. 1に 鉄粉を例 に と り, 重心G, Ds, Dl, Rmの 大

きさ, 展開図 を示 した.

3.3 Ri+の 標 準偏差 σ+と展開比 ξ+

(6)～(8)式で定義 した三つ の円形度 と粒子形状 の関係

を考察す るために, Ri+の 標準偏差 σ+と, Fig. 1に

例を示 した よ うにRi+と θiを直交座標 に とった とき

に得 られ る展開 曲線 の長 さ と2πと の比 ξ+を 定義 し

た. σ+と ξ+の 計算 は(14), (15)式に よった.

σ+={∑ni=1(Ri+-1)2/n-1}1/2 (14)

ξ+=1/2π∫2π0√1+(dR/dθ)2dθ

≒1/2π∑ni=1√(⊿θi)2+(⊿Ri)2 (15)

またそれぞれ の円形度は(6)～(8)式よ り求めた.

3.4 測定試料 とモデル

測定 に用 いた試料 は, 鉄粉 (酸化鉄), ホ ワイ トア

ラ ンダム (W. A), 石灰石, ガラス粉 の4種 類を用い

た. 粒径範 囲は面積 相当径 で, それぞれ60～70μ, 25

～30μ, 50～100μ, 50～100μで ある. また粒子 の丸

みや凹凸の各 円形度 に及ぼす影響 を Fig. 4に 示 す よ

うなモデル形 状を用 いて考 察 した. モデルは, 長短比

1.5の 長方形 か ら次第 に 角 を 丸 めてい く roundness

model (Fig. 4の5, 9～12) と, 同 じ長方形 に矩形

の切 り込 みを入れていった concave model (Fig. 4の

5～8), それ に長短比3の 長方形 に矩形 の 凸部 をつ

けていった convex model (Fig. 4の1～5) の三つ

の系列 より成 っている.

4 測定結果お よび考察

Fig 1. An example of a sample particle and its

unrolled curve.
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4.1 形状 指数間の関係

つ ぎにこれまで定義 した各種 形状指数 ψ, ψs, ψlと

σ+, ξ+の 関係を考察 してみた. 展開比 ξ+と ψlの 関

係 を Fig. 2に, 標 準偏差 σ+と ψsの 関係を Fig. 3

にそれぞれ示 した. 図か らも明 らか な ように, ξ+とψl,

σ+と ψsの間にはそれ ぞれ次 の関係式が成 り立つ こ と

が見いだ された.

ψl=1/ξ+ (16)

ψs=1/(0.24σ++0.96) (17)

また(9)式を用いれば, 従来 の円形度 ψは σ+と ξ+の

関数 として(18)式の よ うに表わ され ることがわか った.

ψ=(0.24σ++0.96)/ξ+ (18)

4.2 形状指数 と粒子 形状 の考 察

前節 で五 つの形 状指 数は, 結局三 つの円形度にま と

め られ るこ とが明 らかにな ったので, つ ぎに三 つの円

形度 と粒子形状 について考察 を加える. ψlは, ξ+が

R+の 角度変 化dR+/dθの 関数 として定義 されている

こ とよ り, 粒子表 面の局所的 な角の丸み, 鋭 さ, 凹凸

の状態を よく表わ している と思わ れる. 一方ψsは, σ+

が重心か らの距離R+の 分散の度合であ るか ら, 粒子

の長短 の度合や著 しい凸部に よってその値を変え るも

のと思われ る. したが って新たに定義 した二つの円形

度 ψl, ψsを 用い ることに よ り, 従来 の円形度 ψで は

不可能であ った粒子の長短の度合 とい った全 体的 な形

状 と, 局所 的な丸みや凹凸, 形状の複雑 さを分けて識

別で きるもの と思 われる.

4.3 モデルによ る結果 および考 察

Fig. 4に 示 した3系 列のモデルに よって, 前節 で述

べた仮説が正 しいか ど うか考察 した. まず丸み の影響

についてみてみる と, ψsは5の 長方形か ら12の だ 円

まで0.983か ら1.00と ほ とん ど変化 はないが, ψlは

0.853か ら0.973と ψsの7倍 も変化 してお り, 丸み の

影響 は ψlに よって良 く表わ され ているこ とがわか る.

つ ぎに凹部 の影響 につ いてみ る と, ψsは5の0.983か

ら6の0.846ま で0.137だ け変化 しているのに対 して,

ψlは0.853か ら7の0.503ま で0.350だ け, ψsの2.6

倍変化 している. 凸部 につ いては, ψsが1の0.903か

ら4の0.984ま で順 次増加 しているのに対 して, ψlは

2で 最小値0.59を もつ. 一般に ψsが減少すれば, ψl

がそれ以上 に減少す るが, 凹部 の場合 は6と7で, 凸

部 の場合 は1と2で ψsと ψlが 逆 に変化 している.

凹凸の影響 は ψsも ψlも 変化す るた め丸み の場合 ほ

ど単純 ではな く, これだ けのモデル形状 だけか らでは

不充 分 とも思 えるが, 細長 い形 の場合 は ψsが 小さい

値 をもつ し, 表面 の凹凸の度合 は ψlに よって表わ せ

る といえる.

4.4 実際 の粒子 の結果 および考察

これ まで述べ てきたこ とを実際 の粒子 に適用 して考

察 してみる. Fig. 5(a)に 計算 に用 いた鉄粉粒子を, (b)

にその計算結果 を示 した. 従来 の円形度 ψでは2, 3,

4の 粒子 はほ とん ど同 じ値 で識別 で きないが, ψsで

みるな らば最 も細長 い3の 値 が最 も小 さ く他 の二つ と

Fig. 2. The relationship between ψl and ξ+.

Fig. 3. The relationship between ψs and σ+.

Fig. 4. Some results of calculation of typical

model shapes, convex, concave and roundness
model.
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識 別で きる. モデル粒子で もみた ように ψlは ψsの

変化 よ りも一般 に大 きいが, 3と4のψlを 比較 して

み るとその変化 は逆 に ψsの 変化 よりも小 さ くなって

いる. これ は3に 比べ て4の 粒子 が凹凸が顕著 で複雑

な形を しているため ψlが より小 さな値 を もつため と

説 明で きる.

つ ぎにホ ワイ トア ランダムについてみてみ る. Fig.

6(a)は 計 算に用いた粒 子写 真, (b)はその計算結果であ

る. この場合 もやは り ψsは 一番 細長い4の 粒 子で最

小値を もち, 塊 状の5の 粒 子で最 大値を もっている.

1, 2, 6の 粒子を比べてみる と, ψsは ほぼ等 しい

値 を もつ が表面 がなめ らか な1の 粒子 の ψlが 最 も大

きいこ とがわ かる. 3と5の 粒子 を比較 してみる と,

ψsは ほぼ等 しく表 面 の 凹 凸や形 の複雑 さ とい う点で

も大差はないが, ψlは3の 粒子 の方 が小 さい. これ

は3の 粒子が内に凸の曲線 で囲 まれてい るためdR+/

dθの 値が大 き くな り ψlが 小 さくな るもの と思 われ

る.

4.5 粒子の分類結果

Table Iに 三つ の円形度を用 いて, 四つ の試料 を分

類 した結果を示 した. 結 晶粒子 で どれ もほぼ同 じ形 を

している石灰石 は ψsに よって, 非常に複雑な形を し

てい る鉄粉 はψlに よって, それ ぞれ 良 く分類 されて

い る. ガラス粉の場合は ψに よって比較的良 く分類 さ

れ るが, ホ ワイ トアラ ンダムの場合はすべて同 じよ う

な分布 とな り, 特に有効な 円形度はなか った.

Fig. 5. (a) Iron particle measured.

(b) The results of calculation of iron
particle.

(a)

(b)

Fig. 6. (a) White alundum particle measured.

(b) The results of calculation of white
alundum particle measured.

(a)

(b)

Table I. The shape distribution of four materials.

昭和50年7月 (41)



626 椿淳一郎, 神保元二, 和出良一

5 結 論

(1) グラフペ ンと計算機を用 いるこ とに より, 充分

な精度 で粒子 の形状を表わせ ることがわか った.

(2) 円形度 ψs, ψlを 用い ることに よ り, 従来の円

形度 ψでは識別で きなか った形状を識別す ることがで

きた.

(3) 円形度 ψsで粒子 の長 短の度合 を識 別で きた.

(4) 円形度 ψlで粒子 の丸 みや形 の複雑さを識 別で

きた.

(5) Table Iに 示 した よ うに, 三 つの円形度で形状

に よる粒子の識別が可能であ ることがわか った.

本研究は武 田科学振興財団の研究奨励金に よって行

なわれた ものであ り, 記 して謝意を表わす.

(昭和49年10月3日 第12回粉体に関する討論会にて講演)

Nomenclature

Ds: projected area diameter

Dl: diameter of a circle of equal perimeter

G: center of gravity

Mx, My: moment around x=x, y=y, respec-

tively

P: a point on the circumferential line

R: distance of circumferential line from

the center of gravity

Rm: average value of R

R+: normalized R by Rm

n: number of measured points on the

circumferential line

θ: angle of R against the line P1G

ξ+: ratio of length of normalized unrolled

curve to 2π

σ+: deviation of R+

ψ: circularity, Ds/Dl

ψs: modified circularity I, 2Rm/Ds

ψl: modified circularity II, 2Rm/Dl
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