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多孔質カーボンの透過率と孔径分布

輻　　田　　義　　民

河．添邦太郎

　化畢工場における装置材料として重要な多孔質力

幽ボンの透過率，準均有効孔脛，比表面積等につい

て強べ尋と共に，孔径分布を取扱う一つの力法を示

す．

多孔質力願ボン

　化學工場の技術者にとつて一番頭をなやまされる問題

の「つに装置の材料があるが，今日ではカーボソによつ

て或程度の解深を見ている．カPボソが装置材料として

i登場したのは1927年であるが・その後急激に特長が認

められてジ熱交換器，冷却器，ポンプ，反懸装置，ラッ・

シヒリyグ等に使用さ秘昨今ではN・ti。n・1　Cゆ・n『

Co・あたりは装置材料としてのカーボソの賓上が電氣用

のそれを凌駕するといつた状態に達している．力一ボソ

の畠現により可能となつた操作は藪少くないが，特に弗・

素・鰹素，燐酸等の工業はその利用に負うところが多

い。

　多孔質カーボソはporosity（有孔牽）が大となるよう

に粒度の揃つたピッチコe…クスを適當なバイソダーで焼

結させるか，（炭素質），さらに黒鉛化（黒錯質）したも

ので，力一求ンとして耐藥品性，耐熱性を有する外に透

過牽が大であり，かつ氣孔が小さいという特色を備えて

いる・用途はこの特色から察せられるように’（1）腐蝕

性の液髄，熔融竪，熔融金屡の濾過，t（2）diffuser　b：

主であつてその外電解酸化，電解還元の電極保温材な

どにも使用されている．

　この多孔質力…一ボソの鷹用に當つて何が問題となるで

あろうか・張度，弾性牽，比抵抗，膨脹係数，熱傳導度

等の物理的性質はもちろんのこと，さらに濾過に封して

は透過率と濾孔脛の知識が必要であり，diffuserに封し

ては同標に屡力損失鍬流量の關係，孔径，界面接腸角等

に關する資料が要求されるであろう．これらにつき日本

力e・一ボソ株式會杜の依頼によつて測定を行つたのでその

概略を以一ドに紹介する．

透過率　　　　　　　　‘

おける流量で表わされる．この透過率は形状，porosity’

等を示す一つの特性として多孔質のものにとつて屯重要

であるけれども襯洗領域の透過性が必要な場合も出て

くるから透過試瞼の結果は透過率の代りに李均有効孔裡

で示す方が都合よい．卒均有効孔脛de，は流髄がその中

を暦流朕態で流れる際の魅お損失h（水柱）と流量Qと

から家式によつて計算される．（P

　　　　　　　d・一一｝擁誰　　（・）

ここVC　L，／A，　eはそれぞれ試料片の厚み，臨面積，　porosity”

を示しgは重力加速度，μは使用流農の粘性係籔であ

る．

　（1）式は多孔鵬を毛細管の集合と見なしてPoiseu－

ille式を適用するζとにより得られる．その際毛細管の

實際の長さが問題となるが，これについては諸家の楡討

によつて粒駄暦の長さのほぼπ／2倍ということに落着し

ているのでこの値が用いられている．

幾r？かのSt料CO　porosityと卒均有効孔裡を次にあげ

て見よう．

　　　　第1表　亭均有効孔径とPorosity

、

No．

12345

G．L．ピヅチ
コ　ー一　ク　ス

・lde（・）

0．55

0．56

0．55

0．55

0．55

6274597432

炭　　素　　質

・lde（・）

0．39

0．44

0．45

0．42

0．35

6407455531

黒　　鉛　質

・ide（・）

0．49

0．51

0．51

0．50

5629

　粒末や粒子の集合薩を流鐙が通る場合に流量が断面積

と屋力勾配に比例することはDarcyの法則で知られて

おり，これに基いて透過牽は軍位断面積，軍位墜力勾配に

　26

　李均有効孔樫を使うと摩擦係籔とReの關係は第1圖ピ

のように炭素質，黒錯質をとわず一つの線によつて表わ

される．從つて試料のゐおよびεの値が知れている時

はこの曲線から廣い範園にわたつて流量と歴力損失の臨・・

係を求め得る．破線は原料たるG．L．のピッチコ・・．クス

を軍に充愼した場合を参考までに示したもので，その限

界Re籔は多少大きい多孔質力一翁ソの内でもこのよ

うなずれがdeの値如何によつて見られるけれども一つ

の曲線と見倣せる程度である．なお實験に使用した流騰

はTechnical　white　oil，水，室氣である．

．また透過牽からCarmanの式（2）　－Pt

　　　　．Sw－，（差の／鑑　　　（2）

鼠論試
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　　　　　第1圖　摩擦係敷vsk敷
を用いて比表薗積Swを計算できる．’ρは試料の眞比重

を表す．同じ試料の比表面積を計算して見ると第2表0

働：出てくる．②式を使つて翻のデータより比表面

積を出すところの透逡法は属蝕法や吸着法に比し簡便

であるので試料の性質，目的にもよるけれども廣く使用

され，セメソトの試鹸はもつばら二れが採用されている．

　　　　　第2表比表面積（cmL’／gr）

－　　　　IG，L．ヒッチコークス

Nα ﾐ法陣…騨質
12345 254

358

509

697

1150

83

113

184

220

226

290

326

391

753

黒鉛質

烈）8

323

432

595

　S平均粒彼の球と蓄λて算出した比表面積，透過法の殖との比が

　　形状係蝕．

　以上の量はいずれも相互に關聯を持つ量であるが，準

均有効孔樫は交字通り孔樫のめやすを示すと共にまた流

動性能を表わす馳で懸用面に重要であり，比表面積は内

部構造の尺度として製造工程の焼威，黒鈷化等の機構の

考究に敏くことのできないものであろう．

　孔　径　分　右

　多孔質カーボソは径の．等しい毛細管から威つている鐸

でばなく，『F均有効孔径は軍なるめやすにすぎない．製

品の臭否を到定するとか，使用する操作の要求を満すか

どうか検討するような場合は，孔便の分布といつた微細

的統計的性質をHJ］かにする必要がある．ところでこΣに

考えなければならないのは粒手の集合盟や焼結された多

孔艦の構造は不規則でかつ間隙は縦横につながつている

という二とである．第2圖の反射顯微鏡窩眞は多孔性炭

素質カーボンのこのような構造を示している．あまり明

占

ド照
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瞭でないが黒い部分が力一ボソ粒子である，從つて毛細

管的な孔という概念が適用できるかはなはだ疑問であり

孔樫の分布といつても陵昧なものとならざるを得ない．

しかしながら上述のように干均的な尺度のみでは解決で

きない問題があるので近似的或は閤接的でも良いからこ

れを表現することが望ましい．以下一慮便宜的におのお

の掲立して相互に關係をもたない細管の集合一形は不

規則でもかまわないが一と考えて取扱を進めて見よ

う．

　　　第2圓多孔質カーボンの内部梅造
　　　　　　黒い部分がカーボン粒子

　從來このような多孔物質の内部講造を解明することば

色々試みられており，その方法として，粗いものには液

暁上昇の高さや速度を見るとか，透過率と電導度（また

は電氣滲透）を見るとか，または最少透過時間の測定，

その他の方法があり，騒媒の坦瞳のような微細構造のも

のに鍬しては高璽水銀法，吸着法等の方法がある．しか

し多孔質力一ボソの空孔の大きさからいつて，或辱孔脛

の分布という目的からいつてこれらの方法はいずれも適

當でない．この爲二液界面もしくは氣液界面の透過墜と

その際の透過率，置換液量を卒行にしかも逐次的に測定

していく方法を用いた・これによればかなり解り1ができ

るように思われる・

　この方法はあらかじめ試料を水，有機溶剖（以下Aと

寵す）にて飽和し，これを室氣水その他（以下Bと記

す）によつて徐々に加堅する時は，室孔の樫に懸じて順

家AがBによつて置換され透過が行われるということ

を利用するのである．いわば小さい孔に栓をしておいて

大きい孔だけの時の透過牽を調ぺ順…keを扱いていくと

いっk方法である．ある黙力の場合にA．Bの界面は細

管の内部で堅力と釣合ふ所に止まつているが魅力が高く

なるとさらに挾い所に達し，毬には透過してしまう．界

面が止る漸面は動水孚脛7Hがσ〆ψに等しいような断面

である．仁だし6＝σ4βcosO48であつてaABはA．　B

間の界面の張九eABは壁lcngする接賜角である・從

つて界面が細管を通り抜けてBが流れ始める時の墜力

から細管の最も狭い一動水孚裡の最も小さい一部分

の動水牛樫が知れる．ff際には個々のf田管についてこの

よ．うな墜力を見ることはできないから，巫力を上げた時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2T
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の透過牽の増加よりその膣力に相當する動水孚脛の細管

が存在すること，蜜たその本藪等を見出すCilである．

　さて順次に膣iを高め堅ヵhと流量Qを測寵し乃／σ鍬

μLQ／ん4で整理すると試料について特有の曲線が得られ

る．刀σの種々の値に封する各細管内の界面の存在位置

やまた界面あ通り抜げてしまつた細管等は試料の内部の

講i造に鷹じて決つており，從つて試料より押出されるA、

液の母や透過牽とh／σの關係が一定となるのである．多

　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ孔質カーボンおよび（）．　Lのピッチコ　・一クスのこのよう

な特性曲線を第3圖に示した．勿論h！aを鉗歎にとらな

’くて庵良いのであるが，未知の接鯛角を求める場合にこ

のプPtット法が便利である．
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　　　　　　第3圖÷封駕

　この特性曲線を利用して接鯛角を測ゐには測ろうとす

ゐA・B爾流髄によつて置換實瞼を行いh／0AB樹μL

Q／hAの曲線を描く．そうするときはその曲線は特性曲

線と卒行で同一のPt　LQIhAに鍬する爾者の値の比が

coseABとなる・このようにして得te接鯛角を第3表に

示した．　　　　　　　　　　　　　　／

　　　　　　第3表　接　鯛　角　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　膿　　wwmswwwn　i：－e．　　　　　　　　　　r　tt’　　　　　　　・　，　　　　　　　　　　畷

　　　　　　　　　　　　　　　生産研究㌧

多孔髄め場合は特性曲線o勾配から孔樫分布が得られ
　　　　　　　　　「《Lる．

　孚裡がζ～r＋drの範園にある細管の箪位断面積にお　　ド

ける藪をノ（r）drで表すとPoiseui蜷の式から

　　　（「5f（r）工．劣一義鑑器1『）

’なる關係編るから溺ズ（r）の分布曲線が求めら

れる・これを普通の多孔睡に謝し適用しても安當な結果．　、

‘㌔

　　が幽る場合はまれである例ま當然で，多孔質力｛ボソの

　　場合もノ（r）の値が非常に大きくでる．殊に小さいrに

　　封するノ（r）が大きく，ためにこの分布函藪を使つて

　　porosity，比表面積等を計算すると實測値・とはなはだし

　、くかけ離れた藪値が出てくる．方法の原理からしてrは

　　各細管の最挾部の径脅示し一方rが小さくともその細管

　　自髄の透過1肇は小さくないためであると考えられる．

　　　このような分布函数が適當でなめ場合には別の考察を

　　行うことができる」・，’hgは最庵狭い断面の動水4輕を

　　表すが，一方各細管の容積と表面積の比は細管全髄の動

　　水孚径を示すb考えら氣る．爾渚の比が大きさによらず

　　ほぼ一定という前提を設けるならば，これと，透過牽饗

　比表面積の關係を示すとこちのCarmanの式から色々

　　の径についてそれより大きい細管の有する容積および比

　　表面積を計算できる・比によりこれらの値が攣つてくる

　　から多孔薩全謹のporosityおよび比表面積と比較して

　適當な比が定められる．カf…ボンについて第3圖より求

　　めて見るとその比が大ee　2という値となり，径に鋤する

　その径より大きと・細管のporosityと比表面積の關係ば

　第4表のようになる．孔の径は動水牛径の代りにその4

　倍の相當圓脛で示してある．

t　　　　　　　　　　第　4　表
／

孔　　径

A～B COSθ佃

水氣氣

一空
ル「マル空。一

　ロシシキキ水

0’76

1．00

0．90

鑑、

117μ以上

92　tt

72　，，

56．，t

40　，，

32　，，

24　t，

G．L．ピッチ
　コークスNo．3

・ISw（・m・／・）

　0

0．018

0．062

0．167

0．331

0．452

　0

　7．0

29

99

254

393

以下o・101　／

多孔性炭素質No．3

・ISw（・m・／・）

　0
0．016

0．043

0．090

0．175

0．254

－0．394

　0

　6．2

20

51

132

218

430

以下0．051i　／

　第3圖ρような特性曲線・或はそれを書き換えた動水

傘脛饗透過率の關係（第6圓滲照）は孔径分布の一つの

形態といえる屯ので，ζれからで唱孔脛g均一性，製邉

工程中の攣化等を容易に判噺できるのである．しかし透

過牽より吃屯つと具髄的な孔の籔や比表画積で分布を表

す方法がないものでiS？ろうか．

　断面が同径圓であるような毛細管から講成されている

　　28

A　　LtOt4　　曲鳴

　このような關係から色々な判断を下すことができるの

はいうまでもないが，また上のような比の大小はものに

ょつて異る筈で比からも講邉を検討できる．

　家に前に述べたように構i造によつてh！oと，押出され

るA液の量の關係は定まつてくる・これを利用して孔

容積の分布を解析したり接鰯角を求めたりすることがで

きる’

tt　　　　，鍵

、A　　　　　．y，　　」』　　、i
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　　　　　第4圖　置換された液と孔8．

　孔の形は不規則で援りや牧縮が存在するからこれをδ

なる長さに分割して考える．n番目の屡力の時までに出

てきte　A液の量の百分牽をVnとし，　n番目ρ屡力に

相當する脛よゲも大きい径の部分の容積百分牽をVnと

すると爾者は

　　　　　　v・　＝一｝一（Vn1　一’　Pn）一　（4）

　という關係にある．Pnは％番目の堅力に捲當する裡’

より大きい脛の孔歎の割合を示す．VnとVnの關係は

圖で示すと第5圖

のようになり，

Vnの曲線がシャ
　　　　　　　　容
t・…プに増加する程

　　　　　　　　積
分布範園が挾い・

　最後にこのよう

な分布と濾過性能

の關係を求めて見

よう．

　濾遇において原　　　　　　　　孔径

液が多孔膿を通る　　 第5圖
場合おのおのの孔に分配されて流れるが，その分配割合

は第3圖より求められる・

　第6圖は孔の脛とそれより大きい孔を流れる流量の關

　　　　　　　　　　　　　　　　係を示している．

〆
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　　卿流量劃

　　　　rv－1協〃1：触器4D－。（5）

　rH：孔の最狭部の動水牛脛，　V：rHより大きい孔を流：

れる流量の割合，、0：懸濁粒子の脛，ω｛Dより大きい粒一

子の重量％，C：比例恒籔．

　Cという比例恒数は濾過作用をする濾孔径と最挾部の

動水牛脛の比であつて濾孔の形状と共に懸濁粒子の形状

（Pはスト・一クス脛であるから）を含む屯のである．

　多孔質力・一ボソ炭素質により，第7圖のような粒大分：

布（ピペ、・ト法に700

よる）のガラス粉　　　　　　　　　　　　　　　　、

末の1％溶液を少
　　　　　　　　童
量濾過してこの場。、e
　　　　　　　　璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s
合にはCの値が約
2であるという結゜／・5°　　　　　c

果を得た．

　第5表は實験値

との比較の一例を

示ナもので，計算『　0　　　／0　　20　　30　　ua

値はC＝2として　　　　　　粒径’0∫μ1

出している．濾過　　第7圖・ガラ～x・の粒大分布

試料は沈降分析を行いつ玉該當する時間にピペットにで

採取している．　・

　　第5表　炭素質No．3による盤過（透過重量）

の

■

懸濁粒子の
分　布　範　園

3615

29μ以下
　　　，，

ft

，，

，，

實　験　値
　　（9）

0．0099

0．0093

0．0239

0．0217

計　算　　値
　　（9）

0．0012

0．0122

0．0263

0．0275

0．0184

。／
＼　ρ乙4　　一

だ03．

／ ●

瓦

ク
ノ

！
／

　　50　　　　〃
最狭部の動木＄径，r”　（μ♪

第6圖　多孔質カーボンの

　　　流量分布

　この關係と原液懸

　濁粒子の粒大分布

　まり濾液の申に入

　つて來る粒子の重

　量，粒大分布など

　が計算される，一、こ

　れと蜜瞼値との比

轡から濾孔攣で
　亀いう皮き濾過の

　際に現れる脛を推

　論できる・

濾液の中に入つてくる粒子の重量％，rvは，衣のよ

うになる．

一．Of’　　　　　　4

N

噂「

結論として濾過の場合は，懸濁粒初粒度分布の範隆

に孔裡の分布を持つような多孔質力一ボソを使用すれば

良く，その孔樫としてはrHの2倍の値をとれば良いと

いへる．

，結　　語

、戦鴇

　以上硫究方法や結果の概略を示しteが何分複雑なもの

であるため多くの前提を設けねばならず・どの程度貫實．

を解明できたか疑問の鮎が少くない．“さらに系統的なerl’

究にまたねばならぬ所大なる亀のがある．

　最後に本硯究の一部は土，粉臨粒騰蓮合講演會で鞭

告したことを附記すると共に協力をいただいた趙，爪

端，宍倉，池田諸氏に厚く謝意を表する次第である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27．’4．　9）
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