
資 料

粒子径分布 を正 し く測 るに は

椿 淳一 郎*

1.は じ め に

本稿の題 目は 「粒子径分布 を正 しく測るには」

である.こ の題 目は 「粒子径分布 を正 しく測 るこ

とは,少 な くとも簡単ではない」 ことが前提 とな

っている.人 間もある意味では粒子である.実 際

満員電車から降 りる出口付近の人の挙動は,容 器

底部排出口からの粒子挙動 と同じである.し かし
「身長 を正 しく測 るには」 といった解説記事には,

おめにかかったことがない.粒 子と見なしてよい

人間の寸法を測ることは簡単で,様 々な工業分野

で用いられている粒子の寸法分布 を測ることはな

ぜ難 しいのか,ゴ ム工業界でよ く用いられるカー

ボンブラック,炭 酸カルシウム,シ リカを想定し

て,紙 数の許す限 りで解説 したい.

2.粒 子径分布測定はなぜ難 しいか

2.1粒 子 と は?

肉眼で容易に識別で きる砂粒 を見て,粒 子 と

はPと 考える人はまずいない.し かし粒子がだん

だん小 さくなって,ミ クロンからサブミクロンメ
ータ以下の微粒子 ・超微粒子になってくると,粒

子 とは2と 考 えたくなって くる.図1に 示すよう

に粒子の自重は粒子径の3乗 に比例 し,接 触点に

働 く付直力(vanderWaals力)は 粒子径に比例す

るので,粒 子が小さ くなると粒子径の2乗 に逆比

例 して,自 重に比べて接触点に働 く付直力が強 く

なる.し たがって微粒子や超微粒子は図2に 示す

ように,粒 子(一 次粒子)ど うしが手 をつ ないで

(凝集 して)行動する.粒 子径によって凝集の仕方

が異な り,小 さい粒子は枝状に手をつな ぐが,大

きな粒子は団子状になる.こ うなる と,粒 子 と

は2と 考えたくなる.反 応や溶解 などの界面現象

を考 えるな ら,粒 子 とは一次粒 子のこ とであ る

が,例 えば液中での沈降挙動 を考 えると,粒 子 と

は一次粒子が手 をつないだ凝集体 となる.こ のよ

うに何 をもって粒子 とするかは,界 面現象 と結び

つけ るのかあるいは力学的挙動 と結 びつけ るの

か,測 定す る目的によって違ろて くる.

更にやっかいなのは,強 い力が働 くと粒子 どう

しは手を離 してしまうことである.例 えばカーボ

図1粒 子接触点に作用する粒子径依存性
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ンブラックをゴムに練 り込む場合,カ ーボンブラ

ック凝集体の大 きさは,図3に 示すように加 えら

れるせん断力に応じて小さ くなって(分 散 して)い

く.し たがって凝集粒子が粒子 となる場合,粒 子

径 は状況に応 じて大 きく変わる.

以上のように微粒子や超微粒子の粒子径 を測 る

ときは,ま ず何 を粒子 とす るかを考えなければな

らないし,次 に目的に応 じた外力条件(分 散条件)

で測定 しなければならない.実 際の操作や現象に

おいて,粒 子に加わる力を知 ることは実質上不可

能であるから,目 的に応 じた分散条件 を達成す る

ことは不可能である.こ れが微粒子 ・超微粒子の

粒子径 を測定す る際の第一の難 しさである.

2.2分 散条件の選択

何を粒子 とす るかが決 まれば,そ れに応 じて試

料 を調製 しなければならない.一 次粒子を粒子 と

する場合は,SEM等 で観察 し一次粒子 とみなせ

るまで解砕すればよいが,凝 集体を粒子 とする場

合 は分散条件 を決めなければならない.分 散条件

は本来測定 目的に応 じて一義的に決 まるものであ

るが,前 述の とお り現実には本来あるべ き分散条

件を実現することは不可能で,測 定者がある分散

条件を選択しなければならない.こ の分散条件の

選択が,微 粒子 ・超微粒子の粒子径測定の第二の

難 しさである.

2.3原 理が変われば結果 も異なる

試料の分散 も無事終わ りいよいよ測定の段階で

あるが,こ こでも難 しさは待ちかまえている.、人

間の大 きさの測 り方にも,身 長 ・体重 ・胸囲 ・等々

いろいろあるように,粒 子の測定 も様々な原理に

基づいて行われている.図41)に 代表的な粒子径

を示 したが,図4(a)で は粒子と同 じ体積 をもつ

球の大 きさを,粒 子の大 きさとしている.(b)

では粒子 と同 じスピー ドで沈降する密度が等 しい

球の大 きさを,(c)で は光の散乱パターンが最 も

近い球の大きさを,そ れぞれ粒子径 としている.

したがって粒子の形が球形である場合は,測 定原

理が異なって も同じ結果が得 られるが,粒 子の形

が板状 ・針状 ・枝状になって くると,測 定原理に

応 じて異なった結果が得 られる.こ れが測定上の

難 しさである.

2.4密 度や粒子の屈折率が粒子の大 きさを変

える

粒子径分布の測定には,大 きさによって挙動が

変わる現象が利用 されている.例 えば液相沈降法

では,大 きな粒子ほど速 く沈降することを利用 し

ている.し か し粒子の大 きさは同 じでも,密 度の

図2凝 集形態の粒子径依存性

図3凝 集形態の外力依存性

図4粒 子径の決め方
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大 きな粒子はより速 く沈降す る.し たがって液相

沈降法では,粒 子の密度はあらか じめわかってい

なければならない.一 次粒子の密度はピクノメー

タで比較的簡単に測れるが,凝 集体 をピクノメー

タに入れて密度測定をしても,得 られる結果は一

次粒子の密度であ り,凝 集粒子の密度 を測定す る

ことは実際上不可能である.

また現在最 も広 く使われているレーザ回折 ・散

乱法は,粒 子によって散乱 されるレーザ光の散乱
パターンか ら粒子径 を求める原理であるが,粒 子

の大 きさが光の波長(0.4～0.8μm)と 同等か小

さくなると,光 の散乱パターンは粒子の屈折率に

よっても変わって くる.し たがって試料粒子がサ

ブ ミクロンより小 さい場合は,粒 子の屈折率が必

要になる.汎 用される材料なら屈折率は便覧等で

探せばよいが,未 知の試料や新規合成物質の場合

はどうするか,大 問題 である.

3.粒 子径分布測定の実際

3.1試 料 調 製

2.1で 述べたとお り本来あるべ き分散条件の実

現が不可能であれば,せ めて何 回測定 しても(再

現性)誰 が測定 して も(互換性)同 じ結果が得 られ

る分散条件 を設定 したいものである.こ のような

考 え方に基づいて 「JISR1622フ ァインセラミ

,ックス原料粒子径分布測定のための試料調製通

則」が制定 された.こ の規格はファインセラミッ

クス原料粒子 と限定 されているが,分 散媒の選び

方,分 散状態の判断方法,分 散装置,分 散結果に

影響を及ぼす諸項 目が整理 されているので,ゴ ム

用の添加粒子に対 しても参考になると思われる.

分散媒は,試 料 を良 く濡 らし,超 音波などで分

散された粒子の再凝集 を防 ぐものでなければなら

ない.水 に不溶 とみなせ る試料には,ほ とん どの

場合ヘ キサメタ りん酸水溶液が有効 である.ヘ キ

サ メタりん酸のよい ところは,図51)に 示す とお

り濃度が10倍 以上変化 して も,そ の分散効果が

変わらないので,分 散剤の量は目分量で決め られ

ることである.

セラミックス原料のように一次粒子が軽 くネッ

キングしている場合は,乳 鉢 による解砕が測定結

果 のば らつ きを抑 え るうえで有効 である2).図

63)に 示すように乳鉢解砕 を行 うと,超 音波の照

射条件がかなり変わっても同じ測定結果 を得 るこ

とができる.乳 鉢解砕後 の比表面積測定に よれ

ば,解 砕による一次粒子の破砕の心配はなさそう

である3).

図5分 散効果(ゼ ー タ電位)の 分散剤濃度依存性

(NaPP;ヘ キサ メ タ りん酸 ソー ダ,tSP;り ん酸

三ナ トリウム)

図6乳 鉢解砕 の効果

図7分 散効果 に及ぼす超音波バスの水量
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試料の分散は一般に超音波照射によって行われ

るが,超 音波バスを用いる場合は図71)に 示す よ

うに,バ ス内の水量が分散効果 に大 きく影響す

る.

その他,試 料調製において留意すべ き点がある

が,詳 し くはJISR1622と 文献1)を参照 して も

らいたい.

3.2レ ーザー回折散乱法

本原理は,1回 の測定でカバーできる粒子径範

囲が広 い(10-2～103μm),操 作が簡単 で測定 が

迅速(数 分)に 行 える,再 現性が よい とい う理 由

で,現 在粒子径分布測定の主流 となっている.装

置の構成 を図81)に 示す.実 際の測定においては

多数の粒子か らの散乱光が重なった散乱パターン

を解析 して粒子径分布を求めるが,散 乱光パター

ンから粒子径分布 を計算するアルゴ リズムがメー

カによって異な り,こ れが後述する機差の主な原

因となっている。

2.4で 述べ たように,散 乱光パターンか ら粒子

径分布を算 出す る際に,粒 子の屈折率が必要であ

るが,そ の屈折率の値によって算出される粒子径

がどう変 わるかを見 たのが,図94)で ある.入 力

する粒子屈折率の値 としては,使 用 している装置

の光源 と同 じ波長での実測値 を用いなければなら

ないが,測 定は容易でないため文献値が用いられ

る.と ころが屈折率 に実測値 を使 っても,分 布の

ほ とん どない(単 分散性)粒 子 を測定す る と,図

104)に示すよ うにとんでもない結果 となることが

ある.し たがって測定の際に入力す る粒子屈折率

は,粒 子の光学的特性 に関する装躍定数 と理解 し

たほうが よい.で はこの屈折率の入力値 をどのよ

うに推定す るか.入 力値を振 って粒子径分布 を計

算 した場・合,最 も粗 い粒子径分布が真値に最 も近

い,と い う経験か ら,図114)に 示す ように10%

径 と50%径 を入力値に対 してプ ロッ トし,最 も

大きな粒子径 を与える入力値 をそれぞれの装置に

図8レ ーザー回折散乱法装 置構成図
図9屈 折率入力値の影響

図10文 献値 の屈折率 を用 いた単分散 シリカ球粒子の

測定結果

Refractiveindex[一]

図11最 適 入 力 屈折 率 推 定 法
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ついて求め,そ の値 で粒子径分布 を測定した結果

が図124)で ある.見 事にいずれの装置の結果 も,

ほ とん ど真値に一致している.筆 者 らはこの手法

をセラミックスだけでな く,金 属,プ ラスチック

スに も適用 してみた5).い つ も図12の ような見

事 な結果ではなかったが,文 献値 を用いた結果 よ

り装置間のばらつ きが大 き くなることはなかっ

た.た だ,大 きさの違 う単分散粒子 を混合 した試

料 を本手法で測定すると,結 果は双峰分布を示 さ

ず,本 手法の限界を示 した.

筆者 らは89年 か ら90年 にかけて,当 時市販 さ

れていたすべての装置の比較6,ろ8)を行った.そ の

結果によれば,レ ーザー回折散乱法では50%径

のば らつ きは悪 くとも20%程 度に収まっていた.

その後,よ り小 さな粒子が測定できる新機種が登

場 して事情が変わった.図139)に 示す ように,

新機種で測定すると測定結果は微粉側 にだいぶシ

フ トす る.新 旧いずれの結果が正 しいのか,現 在

の ところ判定できる技術水準にないが,レ ーザー

回折散乱法は未だ発展途上にある装置であると,

理解 してお く必要がありそうである.

3.3遠 心沈降光透過法

遠心沈降光透過法は,サ ブ ミクロン粒子を測定

で きる自動化された装置の中で最 も安価で,古 く

か ら使われている.粒 子の沈降速度は大 きさに応

じて異なるため,最 初一様であった粒子濃度が時

間 とともに変化する.こ の濃度の時間変化は粒子

径分布にようて決 まるので,濃 度変化を測定すれ

ば粒子径分布 を求めることができる.こ れが液相

沈降法の原理 である.粒 子濃度 の測定法に よっ

て,更 に光透過法,X線 透過法,天 秤法,ピ ッペ

ッ ト法などに分類され る.測 定時間の短縮のため

に,遠 心力を利用 したり測定深さを時間とともに

浅 くした り(X線 透過法)工 夫がなされている.

装置;構成図 を図1410)に 示 したが,回 転軸が垂

直のタイプ も市販されている.本 方法では可視光

が用いられているため,レ ーザー回折散乱法 と同

様に,粒 子の大 きさが波長 と同等かそれ以下にな

ると原理的問題 を生ずる1粒 子が波長 より充分に

大 きい場合は,光 は粒子の断面積に比例 して遮 ら

れ,光 を遮 る能力(吸 光係数)は 一定であるが,粒

子の大 きさが波長 と同等になって くると,吸 光係

数は粒子径 と屈折率の関数 となる.い ずれの装置

もこの吸光係数の補正は行 えるようになっている

が,補 正 した結果を標準出力 とする装置 と,補 正

無 しの結果 を標準出力とする装置があるので注意

を要す る.図158)は その例 で,グ ループAは 補

正あ りで,グ ループBは 補正なしである.

本方法の装置上の問題点は,重 力沈降 と遠心沈

降を併用 したモー ドと遠心沈降のみモー ドでは,

測定 結果 が異 な る場 合 があ る ことであ る.図

1611)は窒化 ケイ素のウイスカーの測定結果で,

モ憎 ドの違いが際だって出る例であるが,一 般の

図12推 定値 による単分散 シリカ球粒子の測定結果

'1⊥JI・ 」一」Lノ 西 ム▲^」

図13レ ーザー 回折散乱法の新 旧機種の違 い

図14遠 心沈降光透過法装置構成図
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塊状粒子でも重力沈降と遠心沈降の結果がスムー

スにつなが らない例が見 られる.光 透過法では,

粒子濃度が低 く装置の小型化に伴い測定される領

域 も狭 くなっているため,一 般に再現性はあまり

よ くない.再 現性を上げるためには,で きるだけ

粒子濃度を高 くするとよい.

紙数の関係でレーザー回折散乱法 と遠心沈降光

透過法に限定 して説明したが,そ の他の原理につ

いては,文 献1)を参照 されたい.ま た試料調製に

つ いては,文 献1),JIS1～1622お よび文 献12)を

参照 されたい.装 置間の比較結果は文献⑤7・8・3)を,

混合サンプル,粒 子径状等の影響は文献3・10)を参

照されたい.
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