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 Solid additives are widely used to control the mechanical properties of powder materials 
in many industries. In this paper, the measurement of the tensile strength of a powder bed 

with a split-cell type tester was conducted to elucidate the effect of solid additives on the 
mechanical properties of powder materials. 
 Fused alumina powder, silica sand, limestone, lactose and potato starch were selected 

as the powder materials, and colloidal silica was used as a solid additive. 
 The relationship between the tensile strength and the porosity of powder bed containing 

the additive was proposed to characterize the effect of the additives on the mechanical pro-

perties of the powder materials. 
 Furthermore, experimental results reported by others were able to be explained by the 

above relationship. 
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 緒  言

 粉体 の力学的性質を コ ン トロールす るために用い ら

れ る固体 添加剤 は,流 動性促 進剤,滑 沢剤,粉 砕助剤

な ど として,多 くの工業分野 で利用 されて い る。 さ ら

に固体添 加剤の利用 は,今 後 様々の粉体材料 を設計 す

る上 で,簡 便な改質方法 として注 目され る。 しか しそ

の作 用機 構 については,未 だ確定的 な説 は見当 た らな

い5)。 しか も,粉 体 層の基礎物性 の一 つであ る引張 り

強 さにおよぼす影響 に関 して も,報 告1,3,8)はあるもの

の,系 統 的な検討 は行な われてお らず,固 体 添加剤 の

作用 の仕 方 に関す る実験的検討 は,未 だ十分 な され て

い るとは言 い難い。

 そ こで筆者 らは,ま ず添加剤 として 汎用 されて い る

コ ロイダル シ リカ(超 微粒子状 無水 シ リカ)を 用 いて,

粉体層 の引張 り強 さにおよぼ す影響 に関 して系統 的な

検 討を行 ない6,7),添 加剤 を加 え た粉体 層の引張 り強

さも添加率 をパ ラメ ータとす るな らば,既 に提案 され

てい る実験 式4)

 (1)

で 整理 で き ることを示 した6)。 しか しEq.(1)の 係 数

k1n,bnは 添加率 によ り変化 し,し か も粉 体試料,粒

度 に よって 様々 な変 化傾 向 をと る6)ため,添 加剤の 作

用の仕方 を考察す る上 で困難が あ った。

 そ こで本報で はさ らに検討 を行 ない。添加 剤を加 え

た粉体 層の引張 り試験結果 を評価 す る新 たな実験的 整

理法 を提出 した。ま た,こ の整理結果 と他 の力学的性

質 におよぼす超 微粉添加剤の 効果 との関 係につ いて も,

考察 を加え た。
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1.実 験

1.1実 験装置及 び方法

実験 は,粉 体 と添加剤 の混 合,お よび 混合粉 の引張

り試験 とか ら成 る。試料 の混合 は,ゴ ムボール(φ30

mm)20個 を混合媒体 と して入れ たV型 混合機(筒 井

理化学器械(株)VJS)に よ って行 なった。粉体 と添 加

剤は,混 合前 に一 定調湿条件 で24時 間恒 温恒 湿槽 に入

れた後,両 者計0.5kgを 混合機(回 転数50r.p.m.)で

2時 間混合 し,さ らに混合粉 を再 び24時 間同槽 に入 れ

て調湿 した後,引 張 り試験 を行な った。 ここで添 加剤

を加え ない場 合,即 ち添加 率0の 場合 も,粉 体 だけを

同様 に混合処 理 した。

粉体層 の引張 り試験 は,Fig.1に 示す吊 り下 げ式引

張 り試験装 置(コ ヒテスター:ホ ソカ ワ ミク ロン(株))

によ り行 な った。セル 内径 は50mm,深 さは20mmで

ある。 引張 り試験 は,ま ずセル 内に試 料を スパ チュ ラ

に よって充 てん した後,お もりを のせて10分 間 予圧密

を行 ない,粉 体層の空隙 率を調整す る。 その後,セ ル

上面 の粉体 層をす り切 り,粉 体層 の体 積を一定 に して

か ら可 動セルを 引張 り,粉 体層 の引張 り強 さを求め た。

予圧密 応力は1.55～11.5kPaの 範 囲 と し,粉 体層 の

空隙 率は,引 張 り試験 後 の試料 を秤量 して求 めた。 こ

こで添加剤を加 えた粉 体のみか け密度ρnは,Eq.(2)

によ り計算 した 。

(2)

添加剤 の添 加率は一般 的に極めて小 さい ことか ら,

本 報で も重量 分率で最大0.04ま で とした。引張 り試験

は,同 一添加率 および予圧 密応力で2回 ずつ行 ない,

引張 り強 さお よび空隙率 の平 均値 を以 下の解析 に用 い

た。引張 り試験 時お よび恒温恒 湿槽 内の調 湿条件 は,

いずれ も温度20℃,関 係湿度50%一 定 と した。

Fig. 1 Split cell type tensile strength tester

Table 1 Powder materials and additive

Fig. 2 Particle size distributions of powders

1.2供 試粉 体

実験 に用い た粉 体試料 および添加 剤の平均粒径,真

密度 な らび にFigs.2～5で 用いて いる略名 をTable

1に 示す。 ここで ラク トース粉,バ レイ シ ョデ ンプ ン

と も,日 本薬局方 品を用 いた。粉体試 料の粒度 は,レ

ーザ回折法(CILAS)に より測 定 し
,体 積積算 の50%

径 を平均粒径 として用 いた。粉体試料 の粒度分布 図 を,

Fig.2に 示す 。固体添加 剤 には様 々の種類が あ るが,

こ こで は既報6,7)と 同様 に,流 動 性促進 剤 と して汎用

されてい る コロイ ダル シリカ(商 品名AEROSIL130,

日本 ア エロジル(株))を 用い た。 なお添加剤 の平均粒

径 には,カ タ ログに記載 されて いる値を用 いた。

2.実 験 結 果

既 報6)で は,添 加率nを パ ラメー タと して結果を整

理 したが,本 報で は予 圧密応力Pを パ ラメータ と して,

引張 り強 さ σz,空 隙率 εと添加率nと の関係 をそれ ぞ

れ 整理 して みた。一例 として予圧 密応力Pが6.54kPa

の場合 の結果 を,Figs.3,4に 示す。

まず 引張 り強 さσzと添 加率nと の関係 について検討

してみ る と,Fig.3よ りどの粉体 に おいて も,添 加率
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Fig. 3 Relationship between tensile strength of powder 

      bed and additive content

Fig. 4 Relationship between porosity of powder bed 

      and additive content

nが 大きいほ ど引張 り強さσzは減少す るこ とがわか る。

さ らにその減少傾向を み ると,粉 体 の粒径 が大 きいほ

ど,添 加初期の添加率nに 対す る引張 り強 さの減少割

合 は大きい ことがわ か る。ま た,電 顕写 真よ り超微粉

添加 剤が粉体粒子表面 に分散 して付着 する ことが確認

された6)。 そ こで引張 り強 さの変化割 合は,粉 体 の表

面積 当 りの添加剤 の個 数 と相関が ある と考えて,添 加

率nを 次式 によ り粉 体表面積当 りの添加剤 の個数 に換

算 してみた。但 しここでは,粉 体 と添加剤 の粒度分布

は考慮 せず,そ れぞれ平均径dp,daを 用 いて計算 した。

(3)

さ らに,引 張 り強 さσzの変化傾 向を比較 しやす くす

るため,以 下の ように規格化す る。

(4)

以上 よ り,Fig.3を σz*とNと の関係で さ らに整理

す ると,Fig.5と なる。バ レイシ ョデ ンプ ンの場 合,

他の粉体 に比 べて σz*が小 さい他 は,デ ー タのば らつ

きは ある ものの,σz*は 一本 の 曲線 で 整理で き ること

がわ かる。 この曲線 は,N=0で σz*=1と な り, N

が増加す ると次第 に σz*の 減少 も頭打 ちにな る傾 向が

あ る。 そ こで,こ の曲線を次式 を用いて近 似 して みた。

(5)

Fig.5 Relationship between σz*and number of addi-

       tives per unit powder surface area

Eq.(5)と 実 験 結 果 との 関 係 を み る ため,Eq.(5)を

次 式 の よ う に変 形 し,Fig.6にN/(1-σz*)とNと の

関 係 を整 理 して み た 。

(6)

Fig.6よ り予圧密 応力 によ らず,バ レイ ショデ ンプ ン

以外 の粉体は,一 本の直線 で整理で き るこ とが わか る。

一方 バ レイシ ョデ ンプ ンの場合 も,係 数a,bは 異な る

もののやは りEq.(5)に よ って整理 でき る。 よってバ

レイ ショデ ンプ ン以 外の粉体 では,

(7)

Fig. 6 Evaluation of experimental cons-

      tants a and b of Eq. (5)
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バ レ イ シ ョデ ンプ ンで は,

(8)

なる実験式が提案 され る。 ここで係数a,bは,Fig.6

のデー タよ り最小二 乗法に よ って 決定 した。Fig.5に,

上式 の計算結果 を示 した。実験 結果 とEqs.(7)(8)と

は,比 較的良 く一 致 してい るこ とが確認 された。以上

よ り,超 微粉添加剤 を加え た場 合の引張 り強 さの変化

は,Eq.(5)に よ って実験的 に整理で きるこ とがわか

った。

次に,粉 体層 の空隙率 εと添加 率nと の関 係につ い

て検討 してみ る と,Fig.4よ り本実験で用 いた5種 類

の粉体試料 の うち無機粉体(溶 融アル ミナ粉,ケ イ砂

石灰石粉)と 有 機粉体(ラ ク トー ス粉,バ レイシ ョデ ン

プ ン)と では明 らか な違いが見 られ る。即ち無機粉体

で は,添 加率が0.01ま では空隙率 にほ とん ど変化 が見

られ ないが,0.01以 上 にな ると,ど の粉 体で も添加率

とと もに空隙率が増加す るとい う傾 向があ る。 しか し

有機粉体 の場合 には,空 隙率が極小 とな る添加率が存

在す る。 これ らの結果 をさ らに比較 しやす くす るため,

Eq.(4)と 同様 に空隙率 を以下 に示すEq.(9)に よ っ

て規格化 し,他 の予圧密 応力 の場合 の結果 も合 わせて

示す と,Fig.7と な る。

(9)

ここで無 機粉体の場合,各 添加率で のε*の値は平均値

を プ ロッ トし,デ ー タの範囲 は標準偏 差 σによって示

した。Fi&7よ り無機粉体 の場合,ε*は 予圧密応力 に

よ らず添加 率nに よ って整理で きる と言え る。一方,

有機粉体 の場 合 も予圧密 応力の影響 はあ まり認 め られ

ず,ε*は それぞれの粉体 で一 本の 曲線 によ って整理 で

きる。 こ こで無機粉体 の場合,以 下 の実験 式で 結果 を

近似 してみ た。

(10)

Fig.7 Relationship between ε*and additive con-

       tent

Fig.7に 上式 を示 したが,実 験結果 と良 く一致 してい

Fig.9 Relationship between σZ*

       and ε*CLactose)(I:n≦0.005,

       II:0.005≦n≦0.01, III:0.01≦n)

Fig.8 Relationship between σZ*andε*(Inorganis powders)(I:n≦0.01, II:0.01≦n)
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Fig.10 Relationship between σZ*and

       ε*(Potato starch)(I:n<0.001,

       II:0.001<n<0.01, III:0.01≦n)

るこ とがわか る。

以上,粉 体層 の引張 り強 さσz*,空 隙率 ε*と添加率

nと の関係を それ ぞれ求め たが,次 にσz*とε*との関

係について検討 してみ る。figs.8～10に その関係 を

示 した。 ここで実 線は,Eqs.(3)(7)(8)(10)に よ り

計算 したが,有 機粉体の場合 の ε*は,こ こで はFig.

7の 各添加率 にお ける ε*の 平均値 を用 いた。 さ らに

Figs.8～10に は,各 添加 率での(ε*,σz*)の 計算 値

も示 した。Figs.8～10よ り,実 験 式 とデ ータ との間

には多少 のズ レはあ るものの,σz*と ε*の変化傾 向は

よ く表 わ して お り,こ れ ま で 述べ た実験式 によ り,

Figs.8～10の 結果 も評価で きるこ とがわか る。

3.考 察

まずFigs.8～10の σz*,ε*の バ ラツキにつ いて考

察 して み る。 これまでFigs.8～10の 結果 は,予 圧密

応力pに よ らない と して,添 加 率nの み によ って整理

して きた。 しか しここで は,予 圧密応力Pが σz*,ε*

に 影響 を お よぼ して いるか どうか再検討 してみ た。

Figs.8～10を 再検討 した結果の一例 をFig.11に 示

す。Fig.11よ り石灰石粉142μmと ラ ク トー ス粉で

は,い ず れ も添加率 を増す と,予 圧密 応力が大 きいほ

ど ε*は若干で はあるが大 きくなる。一 方溶融 アル ミナ

粉で は,こ れ らの粉体 とは異 な り,予 圧密応力 の影響

は σz*に出て い る。 この よ うにFigs.8～10の 関係 に

おいて は,予 圧密応 力pの 影響 が完全 には無視で きな

いため,こ れが添加 率のみ によ って整理 した時 のバ ラ

ッキの大 きな原 因にな る。予 圧密応力 の上記 の傾 向は,

添加剤 の作用の仕方 を考察す る上で興味 深 く,今 後 さ

らに検討 す る必要 があ る。 しか し本報で は,実 験 した

予圧密応力の範 囲が狭 くデー タが少 ない こ と,お よび

実験精度 の問題 もあ り,こ こで は以下予圧密 応力 の影

響 を考慮せ ず,考 察 を進め るこ とにす る。

Fig.11 Effect of pre-compressive stress on rela-

        tionship between σZ*and ε*

緒言で も述べ たよ うに,引 張 り強 さにおよぼす添加

剤の影響 に関 して検 討 した報 告は極めて少 な く,本 報

と比較 しうる結果 と して は,林 ら1)に よるバ レイ ショ

デ ンプ ンを用いた場合 の結果が 見 られ る程度 で ある。

そ こで林 ら1)の 結果 を,Figs.8～10と 同様 に整理 し

て み る とFig.12と な る。 実験 は,予 圧密 応力pが

9.99kPa一 定 の条 件 で 行われ,添 加 剤 と しては,本

報 と粒径 の異 な るコ ロイ ダル シ リカ(da=0.012μm,

AEROSIL200,日 本 アエ ロジル(株))が 用い られ た。

こ こで実線 は,林 らの結 果をEq.(5)を 用 いて整理 し

Fig.12 Relationship between σz*and

         ε*of experimental results of

        Hayashi et al.1)
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た実験式 であ り,次 式 で表わ される。一方 ε*は,こ こ

では実 測値を用 いた。

(11)

Fig.12よ り,計 算結 果 と実測値 とが 良 く一致 して い

る ことか ら,本 整理法 に一般性 のあ ることが 示唆 され

る。

次に,Figs.8～10,12の 整 理法 を用 いて,超 微粉

添加剤 の作用の仕方 を考察 して み る。 まず 無機粉体 の

場合,他 に比較 しうる報告が な されて いないため,こ

こでは本報で得 られた結果 を もとに考察 す ると,そ の

作用の仕方 は,Fig.8よ り添加 率 によ って次 の二つ の

区間に分 け られる。

区間1

II

さ らに粉体 によ る違 いを比較 する と,K(=ρpdp×102)

が大 きい ほど,添 加率nが0.01で の σz*は小 さい傾 向

が ある。 既ち,ρp・dpが 大 きいほど区間Iを と るσz*の

範囲 は増加す る。

一方有機 粉体の場合
,林 らの結果 も含 めて考察す る

と,そ の作 用の仕方 は無 機粉体 の場合 とは異 な り,次

の三つ の区間に分 け られ る。

区間I

II

Ⅲ

ここで ラク トー ス粉 では,Fig.9よ り添加率nが0.005

以下が 区間I,0.005～0.01が 区間 Ⅱ,0.01以 上が 区

間 皿に相当す る。 またバ レイシ ョデ ンプ ンの場合,筆

者 らの結果では,:Fig.10よ り添加率が0.001以 下 が

区間1,0.001～0.01が 区間 Ⅱ,0.01以 上 が 区間 Ⅲ

に相 当す る。一 方林 らの結果 で は,Fig.12よ り添 加

率 が0.0005以 下 が 区間1,0.0005～0.003が 区間 Ⅱ,

0.003以 上が 区間Ⅲ に それぞれ相 当す る。

さ らに有機 粉体 の各区 間の特徴を検討 してみ ると,

区間Iで はε*の減少 に比べ て σz*の減少 の方が大 き く,

この区間 では,添 加剤 は粉体 層の 引張 り強 さの減少 に

支配的 に作用す ると言え る。一 方区間Ⅲ では,バ レイ

シ ョデ ンプ ンの場合 に顕著 なよ うに,σz*の 減少 に比

べて ε*の増加 が 大 きい。 即 ち この区 間では,添 加剤

は粉体層 の空隙率 の増加 に支 配的 に作用 す ると考え ら

れ る。 また区 間 Ⅱは,Iか らⅢへの遷移領域 であ り,

σz*は減少 す るものの ε*はほぼ一定 となる。

以上Figs.8～10,12の 整 理法によ り,引 張 り試験

結果 におよぼす添加 剤の作用 の仕 方を,無 機粉体 と有

機 粉体 の場合 それ ぞれについて 特性化す ることが でき

た。 そこで次に,以 上 述べ た特 性化が,添 加剤 によ る

他の力学 的性質 の変化 とどのよ うに関連 して いるか考

察 してみ る。

林 ら1)は,Fig.12に 示 した引張 り試験 と並行 して,

逃飛率,見 か けの比 容積減少 率,安 息 角の変化 におよ

ぼ す添加 剤の影響 につ いて も検討 してい る。 その結果

をFig.13に 示 す。 報告 の中で彼 らは,引 張 り試験 結

果 よ りRumpfの 式9)を 用 いて一個粒 子 の付着 力を求

め,添 加 率が約0.003の 時に付着力 を最 も小 さ くす る

ことが でき,そ の前後 において付着 力は増大 した と述

べて い る。 そ して この傾 向は,Fig.13の 粉体 の力学

的性質 の変化 と同 じ様 なパ ター ンを示 した と考察 して

い る1)。

しか しFig.13を み ると,添 加剤 に よる粉体 の力学

的性 質の変化 は,添 加率 とともに逃 飛率が増加 し,見

か け の比 容積減少 率 と安息角 が 減少 す る区間(n≦

0.0005),そ れ ぞれ の性 質 にほとんど変化が 見 られ な

い区間(0.0005≦n≦0.003),逃 飛率が減 少 し,見

かけの比容積減 少率,安 息角が増 加す る区間(0.003≦

n)の 三 つ の区間 に分けて考 え られ,林 らの考 察 か ら

Fig.13の 結 果 を説 明す るには無理 があ ると言 え る。

一方
,筆 者 らが提 案 した整理法を用 いれば,Fig.13

の三つの 区間は,Fig.12で 示 した 三つ の区間 とそれ

それ対応 してい るこ とがわか る。 したが ってFig.13

の逃飛性,見 かけ の比容積減少 率,安 息角 の変化 は,

Fig.12に よ って 評価 す ることが可能 とな る。

またYork10)は,ラ ク トー ス粉 を用 いて,Jenike2)

によ って 提案 され た流動因子(Flow Factor)FFと 添

Fig. 13 Effect of additive on mechanical 

       properties of potato starch powder 
       reported by Hayashi et al.1)
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Fig. 14 Relationship between Flow Fact -

       or (FF) and additive content 

       reported by P. York 10)

加率 との関係 について報告 して い る。そ の結果 をFig.

14に 示す。Fig.14よ りFFの 変化傾 向をみ ると,添

加率が0.01ま ではFFは 添加 率 とともに増加す る もの

の,0.01以 上 では頭打 ちになる傾向が あ る。一 方Fig.

9を みると,添 加率0.01は,筆 者 らの提 案 した有機粉

体 の区間 ⅡとⅢとの境界 に相 当 して いる。 この こ とは,

本整理法 によ って,FFの 変 化傾向 も評 価可能で あ る

ことを示唆 してい る。

 以上 の考察 より,Figs.8～10,12で 行 な った添 加

剤 の作用 の仕方 の特 性化 は,添 加剤 によ る他の力 学的

性質の変化 を評 価す る上 で も重要で ある と言え る。

 結  言

 添加剤 として コロイダル シ リカを用いた場合 の粉体

層の 引張 り試 験 を行 ない。以下 の知 見を得 た。

 1)添 加剤 を加 えた粉体層 の引張 り強 さの変 化は,

粉体 表面積 当 りの添加 剤粒子 の個数 によ って実 験的 に

整理で き,空 隙率 の変 化は質量 基準の添加率 によ って

整理で きる。

 2)添 加剤 を加え た粉 体層 の引張 り強 さと空 隙率 と

の関係は,本 実験で用 いた5種 類 の粉体試料 の うち無

機粉体(溶 融 アル ミナ粉,ケ イ砂,石 灰 石粉)の 場合二

っの区間で,有 機粉体(ラ ク トース粉,バ レイ シ ョデ

ンプ ン)の 場合 三つ の区間 によ ってそれ ぞれ特 性化で

き る。

 3)2)で 行 な った特性 化 は,粉 体の他 の力学的性

質 におよぼす添 加剤 の影 響を評価 す る上で も重要で あ

る ことを示 した。
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Nomenclature

a  :experimental constant of.Eq.(5)    [μm2]

b  :experimental constant of Eq.(5)      [-]

bn :experimental constant of Eq.(1)      [-]

da :mean particle diameter of additive    [μm]

dp :mean particle diameter of powder    [μm]

K  :ρ ρ・dp×102              [kg/m2]

k1n,:experimental constant of Eq.(1)     [kPa]

N  :number of additives per unit powder

     surface area               [μm-2]

n  :additive weight content            [-]

p  :pre compressive stress           [kPa]

ε  :porosity of powder bed             [-]

εn=0 :porosity of powder bed at n=0       [-]

ε*:ε/εn=0          [-]

ρa :true additive density          [kg/m3]

ρn :apparent particle density        [kg/m3]

ρp  true particle density          [kg/m3]

σg  :tensile strength of powder bed       [kPa]

σzn=0:tensile strength of powder bed at"=0  [kPa]

σz*:σz/σzn=0          [-]
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