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ナノマテリアル（ナノ粒子)とは？

 １～100nm の大きさの物質

 バルク（塊）では発現しなかった特性

新しい分野・用途への応用

 ミクロンオーダの微粒子より表面積大

 不安定で取り扱いは困難

凝集やコンタミネーション、相互作用など

 形状もさまざま

多面体・シート状・ファイバー状・・・

例：カーボンナノチューブ、フラーレン、金属コロイド

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

ナノマテリアルの定義*

 nanoparticle, n—in nanotechnology, a sub-classification of ultrafine particle with 
lengths in two or three dimensions greater than 0.001 micrometer (1 nanometer) 
and smaller than about 0.1 micrometer (100 nanometers) and which may or may 
not exhibit a size-related intensive property

 fine particle, n—in nanotechnology, a particle smaller than about 2.5 micrometers 
and larger than about 0.1 micrometers in size

 ultrafine particle, n—in nanotechnology, a particle ranging in size from 
approximately 0.1 micrometer (100 nanometers) to .001 micrometers 
(1 nanometer).

*ASTM E 2456-06 Standard Terminology Relating to Nanotechnology

 ナノ粒子： 超微粒子の補足的分類

2もしくは3次元における長さ 1nm -100nm

 微粒子： 0.1μm - 2.5μm

 超微粒子：1nm - 100nm
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ナノ粒子の特性を測る手法

・顕微鏡法

・動的光散乱法（光子相関法）

・小角X線散乱法

・微分型電気移動度

・・・など

 測定対象の特性や目的に応じて、適する測定手法・原理を選ぶ
結果も理論や仮定を含む場合が多く、条件も重要（測定に適した濃度や必要な
パラメータ）。

粒子の形状を解析する（顕微鏡法）

粒子の数（個数分布）を測定する（顕微鏡法）

水や溶液に分散している状態で計測（動的光散乱法など）

粒子の凝集状態の計測（動的光散乱）

気相中での計測（微分型電気移動度）

個数 直径 形状 分布幅

顕微鏡法 ○ ○ ○ △
動的光散乱法 × ○ × ○
小角X線散乱法 × ○ × △
微分型電気移動度 ○ ○ × △
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粒子の大きさと分布幅を測る計測技術

測定法 測定範囲 代表径 分布基準

光散乱法 レーザ回折/散乱法

LA-960

LA-300

動的光散乱 光子相関法

（拡散法） SZ-100

電気的検地帯法

球相当径

拡散係数相当径

球相当径

体積

光強度

個数

nm  μm mm  

光学顕微鏡

電子顕微鏡

ふるい

遠心沈降

短軸径ほか

短軸径ほか

ふるい径

ストークス径

個数，面積

質量

（検出法による）散乱光
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個数基準

＝N

体積基準体積基準

＝4/3π（D/2）3

＝（D3/6）π

Σn N=22

1μm :10個 2μm :8個 3μm :3個 4μm :1個

10/22→45％ 8/22→36％ 3/22→14％ 1/22→5％

面積基準

＝(D/2)2π

＝（D2/4）π

Σn(D2/4)π

=85/4π12/4π 12/4π…… 22/4π 22/4π……..

12/4π×10個 22/4π×8個

＝10/4π ＝32/4π ＝27/4π ＝16/4π

32/4π … 42/4π

32/4π×3個 42/4π×1個

→12％（10/4）π

（85/4）π
→38％（32/4）π

（85/4）π
→32％（27/4）π

（85/4）π
→19％（16/4）π

（85/4）π

★例えばこのような割合で存在する試料があったとします。基準により得られる粒子径分布が異なります。
1μm×10個 2μm×8個 3μm×3個 4μm×1個 合計=22個

Σn(D3/6)π

=219/6π13/6π 13/6π…… 23/6π 23/6π……..

13/6π×10個 23/6π×8個

＝10/6π ＝64/6π ＝81/6π ＝64/6π

33/6π … 43/6π

3３/6π×3個 43/6π×1個

→5％（10/6）π

（219/6）π
→29％（64/6）π

（219/6）π
→37％（81/6）π

（219/6）π
→29％（64/6）π

（219/6）π
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粒子径基準は？
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ナノ粒子のサイズと分布幅

動的光散乱法
(Dynamic Light Scattering method: DLS)

粒子径

0.3 nm ～ 数 µm

懸濁液状試料のみ

ゼータ電位測定

静的光散乱法
(Static Light Scattering method: SLS)

粒子径

数十 nm ～3000 µm

懸濁液および粉末

0.1 μm  1.0μm 10μm 100μm

10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 10-0

nm                      μm        mm          m

(Å)

動的光散乱

静的光散乱
ナノ粒子のサイズ・分布測定

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

ナノ粒子か否か？！

50 nm

電子顕微鏡でみると ～50 nm
動的光散乱でみると ～250 nm

これはナノ粒子か?!

前処理

分散処理（超音波/分散剤）により、
一次粒子に分散させる
もしくは、弱酸を加えて、凝集を解く
動的光散乱でも～50 nm

動的光散乱なら超音波分散前後の測定結果で凝集体の判断ができる

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

動的光散乱法の原理

入射光

散乱光

粒子がブラウン運動をしている状態

f(Hz)

ゆらぎ信号

ストークス・アインスタインの式により、拡散係数から
粒子径（d）を求める。
d = kT/3πηD ・・・ストークス・アインスタインの式

D ：拡散係数
k ：ボルツマン定数
ｑ ：散乱ベクトル
T ：絶対温度
τ ：相関時間
η ：分散媒の粘度
ｄ ：粒子径（直径）

粒子径分布

小粒子の光ゆらぎ信号 大粒子の光ゆらぎ信号

粒子の拡散イメージと自己相関関数

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

自己相関関数ー粒子径分布の例

自己相関関数

粒子径分布



3

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

静的光散乱法 – レーザ回折/散乱法

 大きい粒子の場合
（直径約10μm）

散乱光パターン

入射光

側方・後方ﾃﾞィﾃｸﾀ

567
8

1  2  3  4  5  6  7  8 ・・・

相
対
強
度

検出器

2
3
4

 小さい粒子の場合
（直径約 0.1μm）

2

4
3

5678

1  2  3  4  5  6  7  8 ・・・

相
対
強
度

検出器

前方ﾘﾝｸﾞ状ﾃﾞｨﾃｸﾀ

側方・後方ﾃﾞｨﾃｸﾀ
前方ﾘﾝｸﾞ状ﾃﾞｨﾃｸﾀ

入射光

散乱光パターン

幅広い分布幅の微粒子径を短時間で一度に測定できるメリットがある。
球相当の理論演算により実際の微粒子の形状・組成、分布幅、装置設計やデータ処理の異なるメーカ間
の差が生じる。試料の分散条件（気相・液相）による影響も大きい。

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

粒子径：

0.1μm

0.3μm

0.5μm

1.0μm

サイズによる散乱光強度角度分布の違い

入射光

円対数グラフ

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.
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金属コロイドの大きさ測定事例（動的光散乱法）

 金属コロイド粒子サイズを測定する場合 （数nm～数十nm）

例：

Agｺﾛｲﾄﾞ
Auｺﾛｲﾄﾞ
Ag, Au

1. 目視で確認されるような凝集やコンタミネーションがないかを確認

2. 分散している溶媒種類を確認：溶媒に適合したフィルタの選択

3. 目には見えないコンタミネーションを除去する：フィルター処理や遠心分離

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 ナノ粒子を合成したにも関わらず、不安定なもの（凝集）やコンタミ
ネーションが多い材料があります。

ナノ粒子として扱えるか？！

• 最適な分散溶媒や、分散剤の添加、粒子への修飾などが必要

• 目的が一次粒子サイズの測定であれば、前処理や分散処理を検討

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

ナノ粒子計測時の前処理方法：フィルターろ過

凝集体やコンタミ（ダストなど）の除去に用いる

 フィルターろ過
ポアサイズ 20nm ～ 5μm
材質 ﾅｲﾛﾝ、PTFE、親水性PTFE  

 遠心分離
高速遠心機 粒子径： 0.1μm以上
最高回転速度：１3,000～22,000rpm
最大遠心加速度：～50,000xg

 超遠心機
粒子径：１nm以上
最高回転速度：70,000～150,000rpm
最大遠心加速度：～1,000,000xg

回転 凝集体・ダスト

遠心力

測定対象粒子
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ポリスチレンポリマ標準粒子 の混合測定事例（動的光散乱法）

遠心分離機による前処理の効果確認

遠心分離

２0nm粒子

2山

1山

HORIBA動的光散乱式ナノ粒子解析装置
Nano Partica SZ-100使用

混合された状態

1000nmを分離した状態

 20nm＋1000nm

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 200nm+700nm
遠心分離処理前遠心分離処理前

遠心分離処理後
上清

遠心分離処理後
上清

遠心分離処理後
沈殿物

遠心分離処理後
沈殿物

遠心分離機を使ってコンタミネーション
や凝集体の除去を行い、目的の試料の
抽出や目的のサイズコントロールが可
能です。

HORIBAレーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置による結果

■前処理条件
遠心機：CP100WX超遠心機P70AT アングルローター

（日立工機（株）製）
回転速度：50,000rpm
遠心加速度：257,000×ｇ
遠心時間：40分

ポリスチレンポリマ標準粒子 の混合測定事例（静的光散乱法）

遠心分離機による前処理の効果確認

HORIBAレーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置
Partica LA-960使用

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 リゾチームに凝集体が混在した状態で前処理せずに測定

シングルナノサイズのシグナルが粗大粒子による影響を受ける。

リゾチーム試料の測定事例（動的光散乱法）
遠心分離機による前処理により凝集体を除去

HORIBA
動的光散乱式ナノ粒子解析装置 SZ-100使用 遠心分離による粗大粒子の除去後の測定

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

カーボン材料の大きさ測定事例（静的光散乱法）

 粉砕性能評価と生産工程管理

粉砕前 粉砕後

粉砕機：
アシザワ・ファインテック社製

原材料（粉砕処理前）
平均径：8μm

最終製品（粉砕処理後）
平均径：0.1μm

最適な粉砕処理の時間やその条件を決めるには、
目的のサイズや分布幅であることを粒子径分布測定装置を使って確認し、判断します。粉砕工
程では、再凝集を防ぐ界面活性剤の添加や、温度のコントロールなども合わせて検討します。

HORIBAレーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置
Partica LA-960使用

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

補足資料：代表的なナノ粒子の分散剤

・Aerosol OT・ポリオキシエチレンアミン

半導体ナノ粒子

CdSe、CdS
ZnS

・Aerosol OT
・DP-6 
・セチルトリメチルアンモ

ニウムクロリド

・ポリエチレンイミン
・アルキルアミン

・スルホン酸ジオクチル
・HPC       ・PEG
・ステアリン酸塩
・ポリエチレンオキシド
・エチルセルロース

酸化物ナノ粒子

TiO2、SiO2

Al2O3、ZnO

Fe2O3、ZrO2

・アルカンチオール
・オクチルアミン
・Aerosol OT
・DP-6

・アルカンチオール
・オクチルアミン
・オクチル酸
・ポリエチレンイミン

・PVP
・PVA
・ポリオキシエチレンアミン

メタルナノ粒子

Au、Ag、Cu、Pt、
Pd、Rh

非極性溶剤
（n-Hexane他）

極性溶剤
（ROH系他）

水系
媒体

ナノ粒子

・アルカンチオール

情報ご提供：広島大学 奥山喜久夫教授

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

補足資料：ナノ粒子の安定性

 希釈する場合には、分散安定性を保つ溶媒・分散剤を準備する。

 保存する温度や密閉度、輸送方法などを試料に応じて考慮する。

安定している分散液

凝集堆積

安定しているエマルション

クリーミング合一
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酸化亜鉛粒子の測定事例（動的・静的光散乱法）

 粒子径分布幅の広い試料の場合、全体の分布を把握するために最適な測定手
法を選択します。

[静的光散乱法]
ナノからミリレンジまでのダイナミックワイド
レンジ測定が可能な為、粒子径とその分布
幅が広い試料にも適応します。

[静的光散乱法]
ナノからミリレンジまでのダイナミックワイド
レンジ測定が可能な為、粒子径とその分布
幅が広い試料にも適応します。

[動的光散乱法]
1μm以下の微小粒子の計測には充分です
が、凝集している粗大粒子の情報が得られ
ません。

[動的光散乱法]
1μm以下の微小粒子の計測には充分です
が、凝集している粗大粒子の情報が得られ
ません。

 Note
分散媒 ： イオン交換水
分布表示基準 ： 体積 HORIBAレーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 Partica LA-960使用

HORIBA 動的光散乱式ナノ粒子解析装置 nano Partica SZ-100使用

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 安定な分散状態のエマルションと分散不充分なエマルション

算術平均径(nm)
（散乱光強度基準）

1回目 246

2回目 250

3回目 250

算術平均径(nm)
（散乱光強度基準）

1回目 1011

2回目 808

3回目 483

安定なエマルション[動的光散乱法]安定なエマルション[動的光散乱法] 不安定なエマルション[動的光散乱法]不安定なエマルション[動的光散乱法]

算術平均径 （体積基準）
－安定なエマルション 255 nm
－不安定なエマルション 1,481 nm

安定なエマルションと
不安定なエマルションの比較
[静的光散乱法]

安定なエマルションと
不安定なエマルションの比較
[静的光散乱法]

エマルションの測定事例（動的・静的光散乱法）

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 遠心機を用いて希薄な材料を濃縮し、その粒子径分布を正確
に把握します。

試料量が限られた貴重なサンプルや、濃度が低い試料の粒子径を正確に計測す
る場合に有効な手法です。

試料量が微量な場合のサンプリングには、アクセサリのバッチ式セルを用います。

0.25%を濃縮0.25%を濃縮

0.025%を濃縮0.025%を濃縮

HORIBAレーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置による結果

Fig.1 遠心濃縮のイメージ

回転 測定対象粒子

遠心力

Fig.2 遠心濃縮のシステム

■濃縮の条件
遠心機：CP100WX超遠心機P70AT アングルローター

（日立工機（株）製）
回転速度：50,000rpm
遠心加速度：257,000×ｇ
遠心時間：40分

ナノ材料の濃縮前処理事例（静的光散乱法）

バッチ式セルユニット
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 ウルトラファインバブルは、洗浄、浄化、殺菌、生理活性などの機能を備えます。

その効果を応用したアプリケーションの研究が、近年注目されています。

応用例：食品滅菌、化粧品、半導体部品洗浄など

 粒子径分布測定結果

■ 測定方法

測定装置 ： SZ-100 (100mWレーザ仕様)

測定試料 ： ウルトラファインバブル

分散媒 ： 水

分散媒屈折率 ： 1.33

分布表示基準 ： 体積

ウルトラファインバブルの測定事例（動的光散乱法）

HORIBA 動的光散乱式ナノ粒子解析装置 nano Partica SZ-100使用

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

標準レーザ 10mW 高出力レーザ 100mW

試料濃度

10ppm

5ppm

1ppm

補足資料：動的光散乱法 – 測定感度の向上

BLKカウントレート（10ｍW/100mW）＝14KCPS/140KCPS

高出力レーザでは、より小さな粒子の微弱な信号が得られ、試料の濃度は5倍のレベルまで測定が可能。
（20nmポリスチレンポリマー測定例）

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 銅コロイドの用途は、導電性インク、微細配線材料などです。
高い耐食性、加工容易さに加え、電気伝導性に優れた特性を持ちます。
表面に高分子修飾、立体障壁を持たせ、安定化されている試料です。
粒子径が小さくなると、レーザで励起されて蛍光を発する場合がある為、蛍光除去フィルタを
つけた測定装置でその影響を軽減します。

■ 測定方法
測定装置 ： SZ-100  蛍光除去フィルタ付
測定試料 ： 銅ナノコロイド（関西大学 化学生命工
学部 大洞先生 ご提供）
分散媒 ： 水
分散媒屈折率 ： 1.333
分布表示基準 ： 個数

銅コロイド粒子の測定事例（動的光散乱法）

HORIBA 動的光散乱式ナノ粒子解析装置 nano Partica SZ-100使用

 粒子径分布測定結果
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Partica LA-960 (0.01～5000um)

動的光散乱法

静的光散乱法

LA-300 (0.1～600um)

HORIBA 粒子計測 製品ラインナップ

1 nm1 nm 10 nm10 nm 100 nm100 nm 1μm1μm 10μm10μm 100μm100μm 1 mm1 mm

Nano Partica
SZ-100 (0.3nm～8um)
粒子サイズ＋ゼータ電位＋分子量

静的光散乱法

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

ナノ粒子解析装置
Nano Partica(ナノパーティカ） SZ-100

 1台で3役、コンパクトなデスクトップ型 ナノ粒子解析装置

 動的光散乱法による粒子サイズ測定：0.3nm～8μm

2アングルの検出機構（側方・後方散乱検出）による幅広い試料濃度に対応

 電気泳動光散乱法によるゼータ電位測定：－200～＋200mV

 静的光散乱Debyeプロット法による分子量測定：1000～2×10 7

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置
Partica(パーティカ） LA-960

 ダイナミックワイドレンジを高精度且つ高い再現性で計測します。

測定レンジ： 0.01～5000μm

1試料60秒の高速オペレーション（湿式分散測定の分散媒注入から計測、リンスまで）

高精度保証付き（NISTトレーサブル標準粒子を用いたバリデーション）

自動光軸調整機能 標準装備

乾式計測オプションは、圧縮空気による凝集分散・非分散測定が可能

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

【波長による散乱光強度角度分布の違い- 微小粒子の散乱光パターン例】

散乱パターンは粒子径差との直接的な関係よりむしろ、照射した光の波長と粒子径の
関係が影響しています。
⇒ 微小領域の計測には、測定波長が短いほど顕著な差が得られる！

LA-960のワイドレンジ測定を実現した2波長光源の採用

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 微量サンプル測定や溶媒の節約に
 バッチ式セルユニット
 ミニフロー(小容量循環システム)

 サイズ分布幅の広い土砂など、サンプリングによるバラつきをおさえる
 大容量循環システム

 高濃度・高粘度試料の測定に
 ペーストセルユニット

 粉末状の粒子や顆粒・造粒プロセス管理に
 ドライパウダーフィーダー（乾式測定ユニット）
 スプレーユニット

 フルオートメーションに
 オートサンプラ
 スラリーサンプラ

LA-960 アプリケーションに応じたアクセサリ
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測定例：

水で希釈をした場合

粒子径が変化し、分布幅が広がる

不安定な状態

測定例：
希釈をせずにそのままで測定
（ペーストセル使用）

粒子径の揃った分布幅の狭い状
態であることが確認された
長期保存や輸送に耐えられる品質

LA-960アクセサリ（ペーストセル）活用事例

エマルションの安定性を保った測定
粒子径・温度・保存時間・分散剤（乳化剤/安定剤） pH・油分と水分の比率

5μm

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

HORIBA 粒子径計測機器

ソフトウェアの“便利機能”

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

動的光散乱法 nano Partica SZ-100

測定信頼性を増すために

 装置の信頼性、測定結果の信頼性の確認

• 自己相関関数の解析

 測定手順の標準化

• ノイズカット機能

• ナノアナリシスモード

• ナビゲーション機能

 もっと簡単に！考察はできる？

• トレンドアナリシス（温度、ｐH、濃度条件による差を見る）

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 例：ナノ粒子に凝集体が混在する場合、凝集データを除去します。

金コロイド

9nm

動的光散乱法 nano Partica SZ-100

ノイズカット機能の説明

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

“HORIBAユーザリクエスト”から生まれた機能

 装置の信頼性、測定結果の信頼性の確認

• ブランクチェック・検出器チェック

• 散乱光データ解析

• トレンドアナリシス（経時変化、日間変動など）

 最適な測定条件を判断する手助けに
• メソッドエキスパート（測定条件の最適化、屈折率の選定）

 もっとフレキシブルに！考察はできる？
• シーケンス編集による自動化の細やかな設定

• ピーク分離解析機能

静的光散乱法 Partica LA-960

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 ブランクチェック機能

静的光散乱法 Partica LA-960
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 メソッドエキスパート（最適な測定条件の選定支援）

静的光散乱法 Partica LA-960

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

循環ポンプスピードの選定

最適な測定透過率

超音波分散時間や強度の設定

 メソッドエキスパート説明つづき

静的光散乱法 Partica LA-960

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

最適な屈折率の選定

静的光散乱法 Partica LA-960

 メソッドエキスパート説明つづき

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 自動測定シーケンスのカンタン編集
測定条件が決まったら、自動シーケンスボタンを作成します。

 <測定条件>と<操作手順>
をプログラムしておくことで、
「シーケンス開始」ボタン一つ
で全操作が自動実行されます。

 測定タイミングや超音波前
処理から測定までの待ち時間
の設定など細やかな調整の
自動化までをコマンドを選ん
で設定します。

 生産ラインにおける品質
管理や複数のユーザで同じ
作業を確実にこなす目的に便
利な機能です。

ここに選択した

コマンドを

ドロップする

静的光散乱法 Partica LA-960

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

 ピーク分離機能

静的光散乱法 Partica LA-960

 複数の分布ピーク
がある結果の場合、
それぞれの分布毎の
平均径や分布幅を解
析する必要があります。

 粒子径で確認した
り、頻度％で確認する
など、目的に応じた解
析ポイントを設定する
ことができます。

© 2013 HORIBA, Ltd. All rights reserved.© 2014 HORIBA, Ltd. All rights reserved.

ナノ粒子の大きさを正確に計測するためには、

1. 目的に応じた測定原理、測定装置、条件、前処理、表示方法
を選択する。

2. 測定条件のみではなく、試料の特性に応じたｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞや前処
理を行う （分離・精製・分散）

3. 最適な測定条件・分散条件の選定には、その理由や背景が
明確であること。（参照文献、化学便覧名など）

4. 測定結果はいつ、誰が、どの条件で測定されたかを記録し、ト
レースできるようにする。（装置モデル名やメンテナンス記録
なども含む）

5. ソフトウェアの便利機能を使用して、粒子径分布の測定信頼
性の確保や測定手順の最適化、解析に役立てる

まとめ
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