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The measuring results of particle size distributions ob
tained by various equipments do not always agree, 
even if the same sample is measured. To clarify the 
agreement for each measuring principle, the results ob
tained by optimized and standardized sample prepara
tion condition should be compared systematically. In 
this study, silicon carbide and silicon nitride as sub
micron non-oxide powder and boron nitride having 
flaky shape were used as common samples, and the 
agreement of measuring principles was investigated 
for each sample. The following results were obtained. 
(1) in the measurement of submicron powders, the po
sition of the scatter of the distributions measured by 
different principle changes depending on the size distri
bution of the primary particle and the strength of the 
agglomerate. The scatter of the equipments is more 
remarkable than micron powders. (2) in the measure
ment of flaky shape samples, the effect of the shape on 
measured results can be explained by considering the 
orientation of the particles in the suspension.

Key-words: Particle size distribution, Particle size analyser, 
Submicron particle, Non-oxide sample, Powder characteriza
tion, Flaky shape, Sample preparation condition, Common 
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1.　緒 言

ファインセラミックスの粒子径分布測定技術は,近 年

レーザーならびに電子技術の発展 と相まって急速に進歩

し,従 来の沈降法1)を主体 とした原理以外に,新 たな測定

原理に基づ く装置が種々開発されている2),3).

しか し,こ れら複数の装置を用い同一の試料を測定した

場合,得 られる粒子径分布は必ず しも一致 しない場合が多

く,測 定者間の結果のばらつきが問題 となっている.本 研

究では,粒 子径分布測定装置メーカー,デ ィーラー及び

ユーザー計41社 の協力の もと,フ ァインセラミックス粉

体を共通試料に用い,試 料調製条件,特 に分散条件の最適

化,標 準化を図ることで,最 新のサブミクロン粒子径分布

測定装置による共同測定を行い,装 置間の系統的比較を

行った.

第1報4)で は酸化物粒子により,主 としてミクロンオー

ダーで,粒 子形状が球に近い試料,及 び顆粒体を測定 した

場合の原理間の違いを検討 した.そ の結果,球 形 ミクロン

オーダー粒子では原理間の差が小さいこと,ま た分布幅の

広い顆粒体では,原 理間の差が顕著に現れることが確認さ

れた.

本研究では,一 般に分散媒 として水が使用できない可能

性のある非酸化物粒子を共通試料に用い,測 定の際の試料

調製条件についてまず検討 した.非 酸化物では分散媒に水

を用いると,水 との反応により溶解又は気泡を発生する場

合がある.こ こでは非酸化物も酸化物 と同様,分 散媒に水

を用いて測定が可能か否かを検討 した.ま た本研究に用い

た非酸化物粒子は,サ ブミクロン粒子を多 く含む もの"形

状異方性を持つもの という前報4)で用いた酸化物粒子には

ない特徴を持っている.そ こで本研究ではサブミクロン粒

子を測定 した場合の,粒 子径分布測定装置の原理間の比較

を行うとともに,各 測定原理に及ぼす粒子形状の影響を明

らかにした.

2.　測定試料,装 置及び測定方法

2.1　試 料

共通試料には,フ ァインセラミックスの汎用非酸化物原

料 として知 られる炭化ケイ素,窒 化ケイ素,窒 化ホウ素

(りん片状)を 選んだ.こ れ ら試料の走査型電子顕微鏡

(SEM)観 察結果を図1に 示す.ま た表1に,試 料の粒子

物性を示す.真 密度,比 表面積は実測値である.粒 子屈折

率は文献値で,炭 化ケイ素は2.655),窒 化ケイ素は2.026),

窒化ホウ素は1.747)である.

2.2　測定装置

測定装置は前報4)と同様であ る.表2に 装置一覧 を示
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す.お のおのの測定原理の概要 も既に前報4)にて報告 して

いるのでここでは省略する.

Fig. 1. SEM photographs of sample powders. 
(a) silicon carbide, (b) silicon nitride, (c) boron nitride.

Table 1. Sample Properties and Optimum Dispersant Agents 

and Their Concentrations

Table 2. Equipments of Particle Size Analysis

2.3　試料調製方法

2.3.1　 分散媒及び分散剤

非酸化物試料の測定においては,分 散媒に水を用いた場

合,粒 子 と分散媒 とが反応 もしくは溶解する可能性があ

る.ま た窒化物等では気泡が発生する可能性もある.こ こ

ではまず非酸化物粒子に対 し,分 散媒 として水が使用でき

るか否かを検討 した.試 料の溶解の有無は,同 一懸濁液の

粒子径分布の経時変化の有無から確認 した.溶 解が起 きて

いれば,粒 子径分布が次第に小粒子径側へ移行すると思わ

れる.ま た調製後の懸濁液を長時間放置することで気泡の

発生を観察 した.こ こでは懸濁液を入れたビーカーの口を

シール用フィルム等で覆い,一 昼夜放置 した後のフィルム

の膨 らみ具合及び目視から判断 した.以 上 を検討 した結

果,炭 化ケイ素,窒 化ホウ素に関 しては,分 散媒に水を用

いても粒子の溶解,気 泡の発生がないことが分かった.し

か し,試 料表面が不安定 と思われる窒化ケイ素 に関 して

は,前 述の方法で気泡の発生を確認 したところ,フ ィルム

の膨 らみが観察されたため,分 散媒 として水の代わ りにエ

タノールを用いた.

分散媒に水を用いることができた炭化ケイ素 と窒化ホウ

素では,前 報4)の酸化物粒子 と同様,数 種類の縮合 リン酸

塩を分散剤に用い,こ れら分散剤の非酸化物への適用可能

性を検討 した.各 試料に用いる分散剤 とその濃度の選定方

法 も酸化物 と同様,懸 濁粒子の ζ電位の絶対値が最大 とな

る組み合わせを選んだ.各 試料に用いる分散剤 とその濃度

及びその条件下での ζ電位 を表1に 示す.酸 化物粒子で

はいずれの試料 も分散剤にヘキサメタリン酸ナ トリウムを

用いれば,安 定かつ分散性に優れた懸濁液を調製できた.

しかし炭化ケイ素,窒 化ホウ素においては,表1か らも

分かるようにヘキサメタリン酸ナ トリウム以外の縮合 リン

酸塩が分散剤 として適切であることが分かる.ζ 電位の絶

対値は酸化物粒子ほど大 きくはないため,調 製後の懸濁液

の凝集が懸念されたが,少 なくとも数時間は懸濁液は安定

であった.以 上のことから,炭 化ケイ素,窒 化ホウ素に関

しては,酸 化物粒子 と同様な取 り扱いが可能であることが

分かった.

窒化ケイ素の測定には,分 散媒にエタノール(ナ カライ

テスク製1級)を 用いたため,ζ 電位の測定ができなかっ

た.非 水溶媒中での粒子の分散には,粒 子表面に吸着 した

高分子による立体障害が有効 と考えられる.そ こで本研究

では,市 販の高分子界面活性剤及び高級脂肪酸を数種使用

し,そ の濃度を種 々変化させた懸濁液の沈降過程を観察

し,最 も分散性に優れた組み合わせをここでは選んだ.そ

の結果,エ タノールにオレイン酸を0.5vol%添 加 した系

が,最 も良好な分散状態を示 した.

各試料 とも表1に 示す分散剤 とその濃度で懸濁液 を調

製すれば,同 一懸濁液の粒子径分布は経時変化を起 こさな
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いことが予備測定 より観察された.以 上非酸化物の試料調

製条件を検討 した結果以下のことが明らかとなった.分 散

媒に水が使用可能な炭化ケイ素,窒 化ホウ素では,酸 化物

と同様,縮 合リン酸塩を分散剤 として使用できた.ま たエ

タノールを分散媒に用いた窒化ケイ素では,オ レイン酸等

の高級脂肪酸が分散剤 として有効なことが分かった.

2.3.2　 超音波照射及びその他の試料調製条件

超音波照射法,懸 濁液の取 り扱い方法,測 定方法及び測

定手順 も前報4)と同様である.超 音波バスの出力及び形状

によらず,同 一の分布が得 られる照射時間は,炭 化ケイ素

が10min,窒 化ケイ素,窒 化ホウ素が15minで あった

3.　結果及び考察

3.1　炭化ケイ素

図1に 示すように,本 試料には1～3μm程 度の一次粒

子が試料中に観察される.ま た非常に微小な粒子が凝集体

を形成 している部分 も観察される.本 試料は,試 料を構成

する一次粒子の粒子径分布が広い点が特徴である.ま た粒

子の形状は,角 ばった不規則形状である.本 試料は,今 回

実験に用いた試料の中では,最 も高い屈折率を持 ってい

る.

図2は,全 測定結果の10, 50, 90%径 の平均値及びその

標準偏差を測定原理 ごとにプロットしたものである.ま た

図3 (a)～(c)は,全 測定結果を原理ごとにまとめたもので

ある.な お遮光法,電 気的検知帯法の結果は,測 定下限値

よりも細かい粒子を本試料が含むため示 していない.

 図2か ら分かるように, 50%径 の平均値は,液 相沈降

法の遠心沈降光透過法 とX線 透過法がほぼ同 じであり,

レーザー回折散乱法が若干大 きくなった.ま た10%径 の

平均値で見ると原理間の差が次第に大 きくなり,レ ーザー

回折散乱法に対するX線 透過法の比は約2倍 となった.

 50%径 の平均値で比較 した場合は,遠 心沈降光透過法に

対するレーザー回折散乱法の比が1.40で あり,原 理間の差

は一見小さい.し か し実際には図3 (a)～(c)よ り分かる

ように,い ずれの原理においても機種間のばらつきが大き

い.特 に遠心沈降光透過法では図3 (b)の ように50%径 で

機種 間のば らつ きが大 きく,最 大値 と最小値の比が約3

倍 に広がっている.ま たレーザー回折散乱法では,図3

 (a)の ように10%, 90%径 で最大値 と最小値の比が約4倍

にも広がっており,分 布両端部でのばらつきが顕著となっ

た.X線 透過法では,分 布の微小粒子径側で機種間の差

が大きくなった.

Fig. 2. Comparison of average value and standard deviation of 
each cumulative mass% diameter for each measuring principle.

Fig. 3. (a)-(c) the measurement results of silicon carbide pow
der by different equipments.

図2に 示すように炭化ケイ素においては,分 布の小粒

子径側で次第 に原理間の差が大き くなった.図1 (a)の

SEM写 真か らも分かるように,本 試料には1～3μm程 度

の比較的大 きな一次粒子が多 く存在する.ま た表1に 示

す比表面積か ら算出 した比表面積径は約0.09μmで ある

ことから,本 試料には0.1μm以 下の微小粒子 も存在する

と思われる.図1 (a)中の矢印に示す凝集粒子等は,こ の

ような微小粒子から主に構成されたものと考えられる.ま

たSEM写 真からは,矢 印に示す凝集粒子より大きいもの

は認められなかった.こ れらの凝集粒子は,超 音波照射だ

けでは一次粒子への分散が困難 と考えられる.そ のため調
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製後の懸濁液中には,一 次粒子まで完全に分散されていな

い解砕途中の凝集粒子が含まれると思われる.図2に 示

す粒子径分布の小粒子径側では,主 に未解砕凝集粒子が測

定されていると考えられる.凝 集粒子は液中において,内

部の空隙に分散媒を抱き込んだ状態で存在すると考えられ

るため,凝 集粒子の見掛け密度が粒子の真密度に比べ小さ

くなる.そ のため沈降速度が,同 じ大 きさの空隙を含まな

い緻密な粒子に比べ遅 くなる. X線 透過法や遠心沈降光

透過法等の液相沈降法では粒子の沈降速度を基に粒子径を

測定するため,沈 降速度の遅い凝集粒子は見掛け上小さな

粒子 として測定される.こ れに対 しレーザー回折散乱法で

は,循 環懸濁液中の粒子からの散乱光を基に粒子径分布を

測定するため,凝 集粒子そのものに近い大きさが測定され

ると思われる.分 布の小粒子径側で原理間の差が次第に大

きくなったのは,以 上のような原因と考えられる.こ れに

対 し分布の大粒子径側の粒子は,解 砕された一次粒子が多

く含まれると思われるため,原 理間の差が小さくなったも

の と考えられる.

3.2　窒化ケイ素

図1よ り本試料は,炭 化ケイ素 と同様,サ ブミクロン

粒子が凝集体を形成 している.本 試料には,炭 化ケイ素で

見られたような,数 μmの 粗大一次粒子は存在 しない.本

試料の特徴は,一 次 粒子の径が比較的揃っていることであ

る.ま た粒子形状は比較的球に近い.

 図2に は,全 測定結果の10, 50, 90%径 の平均値及びそ

の標準偏差を,ま た図4 (a)～(c)に は,各 原理の全測定結

果を示 した.本 試料の場合も遮光法,電 気的検知帯法の結

果は,測 定下限値よりも細かい粒子を本試料が含むため示

さなかった.

図2か ら分かるように, 50%径 の平均値は, X線 透過

法,遠 心沈降光透過法,レ ーザー回折散乱法の順に大 き

く,レ ーザー回折散乱法の平均値に対するX線 透過法の

平均値の比は約1.7と,同 じサブミクロン領域の粒子を含

む炭化ケイ素の結果よりも,原 理間の差が若干広がってい

る.同 じ液相沈降法である遠心沈降光透過法,X線 透過

法では, 50%及 び10%径 の平均値は比較的 よく一致 した.

 90%径 では,X線 透過法の平均値が レーザー回折散乱法

に比べ小さ く,分 布の大粒子径側で原理間の差が大き く

なった.こ の傾向は,先 の炭化ケイ素の結果 と逆である.

 この原因の一つに窒化ケイ素の凝集粒子構造が関係して

いるもの と思われる.表1に 示す比表面積か ら求め られ

る比表面積径は約0.2μmで あるのに対 し,粒 子径分布測

定結果の50%径 は約0.6～1μm程 度 と大き く,窒 化ケイ

素においても調製後の懸濁液中には,一 次粒子まで分散さ

れていない未解砕の凝集粒子が多 く存在するものと考えら

れる.ま た図1 (b)に示すSEM写 真からも分かるように,

本試料は微細な一次粒子が凝集体を形成 してお り,炭 化ケ

イ素のような粗大な一次粒子は含まれないことからも,図

2に 示す粒子径分布の大粒子径側の粒子はほとんどが粗大

凝集粒子と思われる.炭 化ケイ素の ところでも述べたが,

このような凝集粒子は液中での見掛け密度が小さ く,沈 降

速度が遅 くなるため液相沈降法による測定では見掛け上小

さな粒子 として測定される.こ れに対 しレーザー回折散乱

法では,凝 集粒子そのものに近い大 きさが測定される.分

布の大粒子径側でX線 透過法がレーザー回折散乱法の結

果に比べ小さくなったのは,未 解砕の粗大凝集粒子が分布

の大粒子径側に多 く含まれたため,影 響が顕著に現れたも

の と思われる.

Fig. 4. (a)-(c) the measurement results of silicon nitride pow
der by different equipments.

本試料は,サ ブミクロン粒子を多 く含んでいるため,同
一原理における機種間のばらつきが大きくなると予想され

たが,図2及 び図4 (a)～(c)よ り分かるように,遠 心沈

降光透過法の90%径 部分を除けば,ば らつきは意外 に小

さ く,炭 化ケイ素の結果よりも機種間の整合性が向上 し

た.

以上サブミクロンオーダーに分布する試料の測定では,

構成一次粒子の粒子径分布や,凝 集強さによって,原 理間

の差が大 きくなり,か つその差が現れる粒子径範囲が変化

することが分かった.ま た同一原理における機種 間のばら
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つきは,ミ クロンオーダーに分布する試料に比べおおむね

顕著になった.

3.3　窒化ホウ素

次に粒子径分布測定における粒子形状の影響を検討する

ため,形 状異方性試料である窒化ホウ素 を測定 した.図

1に 示すように,本 試料は りん片状であ り,ミ クロンオー

ダーの粒子が凝集体を形成 している.

形状異方性試料の粒子径分布測定結果に及ぼす影響につ

いては,レ ーザー回折散乱法における種々の形状の二次元

模擬粒 子か らの回折光強度の解析8),沈 降法におけるアス

ペク ト比を変化させた平板及びロッド状モデル粒子の沈降

過程の理論的解析9),10),電気的検知帯法を用いたロッド状

粒子の長径測定の試み11)等の報告がある.し かし実際の

粒子を対象 として理論的に解析された研究は見当た らな

い.こ のような実際の粒子に関しては,粉 体工学会の粒度

測定グループ会12)が,り ん片状マイカ粉 を各種原理によ

り測定 した結果を比較,検 討 しているが理論的解析は加え

られていない.粒 子形状は,測 定に利用 している物理現象

の挙動に影響するだけでな く,実 際の流れの場に置かれた

場合の姿勢変化 としても影響するため,測 定結果に及ぼす

影響が大きいものと思われる.

図2に は, 10, 50, 90%径 の平均値及びその標準偏差を,

また図5 (a)～(d)に,原 理ごとの全測定結果 を示 した.

なおここではX線 透過法の結果を示 していない.軽 元素

化合物である本試料は,X線 を吸収せず測定が行えない.

図2か ら50%径 の平均値は,い ずれの原理においても
一致せず,原 理間の差が大きい.レ ーザー回折散乱法に対

する遠心沈降光透過法の50%径 の平均値の比は約2倍 と,

前述 した炭化ケイ素,窒 化ケイ素の結果 よりも大きくなっ

ている.各 原理の序列は, 10, 50%径 の平均値では,ほ ぼ

変化 していない.し か し90%径 では,電 気的検知帯法の

み最も小さ く,序 列が変化 している.ま た機種間のばらつ

きは,い ずれの原理 も分布の大粒子径側で大きくなった.

特に遠心沈降光透過法では,図5 (b)か ら明 らかなよう

に,分 布の大粒子径側のばらつ きが顕著である.ま た図

5 (c)から分かるように,遮 光法では分布が二つに分かれ,

それぞれが二者の測定結果 となっている.な お図5 (c),

 (d)の比較から分かるが,遮 光法の小さい方に出力された

分布は,電 気的検知帯法の結果と比較的よく一致 した.

ここで形状異方性試料の測定では,原 理や装置構造によ

り,形 状の影響の仕方が異なると考えられる.

電気的検知帯法は,実 測された粒子一個一個の体積から

等体積球相当径を算出する.ま た同時に粒子個数 も測定さ

れるため,体 積基準の粒子径分布が直接得 られ る特徴を

持っている.そ のため本法による測定では,り ん片状粒子

であっても粒子形状の影響を受けにくく,真 値に近い分布

が得 られた もの と考えられる.

レーザー回折散乱法の場合,懸 濁液は,ク リアランス

2mm程 度の平行 ガラス平板セル中を一方向へ流れてい

る.そ のため,り ん片状粒子では,粒 子の面がこの流れ と

セルガラス面に揃 うように配向すると考えられる.レ ー

ザー光は,セ ルガラス面に対 し垂直方向より照射されるた

め,配 向 した面の大 きさを粒子径 として測定すると考えら

れる.そ のためレーザー回折散乱法の測定結果は,図2

に示 したように電気的検知帯法に比べ分布が大きくなった

ものと思われる.

Fig. 5. (a)-(d) the measurement results of boron nitride pow
der by different equipment.

遠心沈降光透過法では図2に 示 したように, 90%径 の



早 川 修 他　 Journal of the Ceramic Society of Japan 103 [5] 1995 505

平均値が電気的検知帯法に比べ大きく,か つばらつきも大

きい.こ のばらつきは,懸 濁液の初期むらが原因と考えら

れる.り ん片状の本試料では,か くはん した懸濁液を静置

すると,し ばらくの間,渦 の流れに乗って粒子が配向する

ため流線の模様が観察される.こ のように粒子は,渦 ス

ケールで配向するため,粒 子濃度は同じであっても光の透

過量に違いを生 じてしまう.こ れが初期濃度の測定を不安

定にし,大 粒子径側での変動を大きくした と考えられる.

 また遠心沈降光透過法では, 10, 50%径 の値が他の原理

より小さい.り ん片状粒子が沈降時に媒質から受ける抵抗

力は,同 体積の球形粒子より大きい と考えられるため,沈

降速度が遅 くなり,小 さな粒子 として測定される.そ れゆ

え,電 気的検知帯法に比べ,分 布が小さくなったものと考

えられる.

遮光法では,測 定セル内でか くはんされた懸濁液に細束

レーザー光を走査 し,粒 子がレーザー光を遮る時間から粒

子径を求めている.か くはんされた液中の粒子はランダム

な姿勢をとるため,粒 子の配向がな く,本 法では形状の影

響が現れないもの と考えられる.図5 (c)に示すように,

測定者により分布が二つに異なる原因には, 20μm以 上

の粗大粒子が検出されたか否かにより生 じた影響と考えら

れる.

4.　結 言

ファインセラミックスの非酸化物粒子を取 り上げ,サ ブ

ミクロンオーダーの粒子を多 く含む試料,及 び りん片状試

料を測定 した場合の,市 販粒子径分布測定装置の特徴を明

らかにした.そ の結果以下の知見を得た.

(1)　サブミクロンオーダーに分布する試料の測定で

は,構 成一次粒子の粒子径分布や,凝 集強さによって,原

理間の差が大きくなり,か つその差が現れる粒子径範囲が

変化することが分かった.ま た機種間のば らつきは,ミ ク

ロ ン オ ー ダ ー の 試 料 の 結 果 に 比 べ 概 ね 顕 著 とな り,試 料 及

び 原 理 に よ っ て 分 布 の ば らつ き 方 及 び そ の 大 き さ が 異 な る

こ と が 分 か っ た.

(2)　 り ん 片 状 試 料 の 測 定 で は,原 理 及 び 装 置 の 構 造 に

よ り形 状 の 影 響 の 仕 方 が 異 な り,粒 子 の 配 向 に よ り原 理 間

の 違 い が 大 き く現 れ る.

(1993年5月　 1993年 度 粉 体 工学 会 春 期 研 究 発 表 会 にて 発 表)
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