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概要
フィルタ上粒子の統計学的、形態学的解析により深い知見と考察を付与するために、ParticleFinder 機能を用いたラマン分光法による化学的解析

が有効です。同機能により、例えば生産ライン内の粒子発生源、および粒子組成の詳細まで追跡可能です。

序文

図 1 試料の観察像
（領域 : 1 mm x 1 mm）

粒子の特性は、形態学的（サイズ、形状）、統計学的（個数、粒度分布）

に評価されます。静的、動的なイメージング、あるいはレーザ回折法など、

従来の粒子解析法の結果には、化学的な解析情報が含まれていません。

そのため、それが解析の有用性を制限することもあります。それは例え

ば、注射用製剤において、特定の個数、あるいは特定のサイズを超える

粒子が含まれてはいけません。従来法は、合格品 / 不合格品を選定する

上では十分ですが、多数粒子の発生源を識別したり、プロセス最適化に

よりそれらを除外する上では不十分です。ラマン分光分析による粒子の

化学特性評価は、不具合の原因を突き止める手助けをします。これを用

いることで製造効率の改善ができ、製造コストの削減が期待できます。

また別の例として、洗浄プロセスのモニタリングへの活用が挙げられま

す。製造設備で複数製品が共有されているような場合、生産工程ごとに

洗浄が必要となります。洗浄に問題ないことを確かめる方法の 1 つと

して、洗浄に使用したブラシや洗い流し液に残った粒子を検査する方法

があります。前述の例と同じように、粒子数を確認することにより、追

加の洗浄が必要かどうかを知ることができ、また粒子の形状認識や化学

識別をすればさらにどのポイントでどのような追加洗浄が必要であるか

を知ることができます。

本アプリケーションノートでは、粒子を簡便、かつ効率的に、統計分析、

化学分析できる ParticleFinderについて、ご紹介します。

ParticleFinder は、粒子の静止画像解析とラマン分光装置とを組み合

わせた機能です。この機能により、多数粒子の場所、数、サイズ、およ

び化学組成を知ることができます。粒子のサイズや形状などの特長を評

価するために、ParticleFinder 機能で取得可能な形態学的変数には、

面積、周長、長軸の長さ（粒子内に描ける最長の線）、そして短軸の長さ（粒

子内の長軸に垂直な線）があります。必要であれば、それ以外の変数を

上記変数を用いた演算から取得することもできます。上記で取得した粒

子の位置座標を用い、自動露光時間設定、オートフォーカスなどの簡便

円形状の硝酸セルロースフィルタ（直径47 mm）を使い、流体試料をフィ

ルタリングしたものを試料として用いました。つまり、フィルタ上に捕

捉された粒子を分析しています。求められるデータは、粒子数、粒度分布、

そして物質解析です。HORIBA製ラマン顕微鏡を用い、粒子位置の把握、

形態学的解析、そしてスペクトルの自動測定のため、ParicleFinder機

能を併用して、スペクトルデータは取得されています。その後、

LabSpec6 ソフトウェアを用いてデータ処理をし、John Wiley & 

Sons 社製スペクトル検索ソフト KnowItAll HORIBA Edition を用い

ながら化学物質同定を実施しました。

1 mm x 1 mm の領域を含むような広域の観察画像を取得しました。観

察像では、フィルタ上の粒子はフィルタよりも黒く見えます。そのため、

粒子のみが検出されるように輝度の閾値を設定することで、粒子のみ検

出できます。また小さすぎる粒子を分析対象としないために、サイズに

も閾値を設定しました（円相当径： ≥ 5µm）。その結果、観察像中に

58 個の粒子が検出されました（図 1、および図 2）。表 1 には、検出

された粒子の統計値を示しています。ParticleFinder

な測定条件最適化プロセスを経て、各粒子のラマンスペクトルが取得さ

れます。その後、詳細な分光学的、化学的情報を得るため、

LabSpec6ソフトウェアを用いたスペクトル解析を行います。

実験

図 2 検出された 58個の粒子配置
（円相当径 ≥ 5 μm）



表 1. 検出された粒子のサイズ /形状等に関する統計値

Area Perimeter 
(µm)

Major axis 
(µm)

Minor axis 
(µm)

Average 253.59 72.33 17.29 13.00

StDev 486.6 80.6 15.0 10.3

(µm2)

1 mm x 1 mm という領域は、フィルタ全体の面積と比較すると非常に

狭いです。そこで、統計データとしての信頼度を上げるために、上述と

同じ広さの観察像を更に 5 枚取得し、計 6 枚の観察像を用いて解析を

行いました。その中に含まれる粒子数は計 256 個でした。次のステッ

プとして、各粒子の中心を検出し、ラマンスペクトル測定しました。す

べてのスペクトルは必要に応じて前処理（ベースライン補正、正規化な

ど）を実施し、化合物同定のため、参照スペクトルと比較しました。

従来のラマンイメージング解析では、観察像中で大部分を占める粒子が

存在しない領域も含めた、すべての点からスペクトルデータを取得する

必要がありました。ParticleFinder 機能を用いることで、粒子が存在

する箇所のみからスペクトルが取得でき、総測定時間の大幅な短縮が見

込まれます。

1 mm x 1 mm の領域、計 6 か所から検出された 256 個の粒子につい

て、スペクトルの帰属は以下の通りでした。

結果

Diameter 
Ratio Circularity

Median

StDev

(µm)

256 個の粒子中、石英（SiO2）が 196 個検出されました。それぞれ

のサイズ、形状は表 2の通りです。

石英

表 2. 石英粒子のサイズ /形等に関する統計値

図 3 石英粒子由来のスペクトル（黒）と
石英の参照スペクトル（赤）との比較

さらに 10 個の石英粒子が存在しましたが、それらはルチル（TiO2）

由来のスペクトルの特長も兼ね備えていました。粒子由来のスペクト

ル（黒）と、石英とルチルの参照スペクトルを足し合わせたスペクト

ル（赤）とは良い一致を示しました。

石英とルチル

図 4 粒子由来のスペクトル（黒）と石英とルチルの
参照スペクトルを足し合わせたスペクトル（赤）との比較

これらの粒子は石英粒子よりもサイズが大きくなるような結果が得ら

れました（表 3）。これは 2 つの物質が複合体を形成していることを示

唆する可能性があります。

石英粒子以外に、ルチル、ドロマイト（白雲石、CaMg(CO3)2）、

そしてアルバイト（曹長石）の粒子が各 1個ずつ存在していました。

その他の鉱物

Rutile 38.19 0.93 0.59

Dolomite 7.11 0.63 0.43

Albite 10.49 0.64 0.49

Diameter 
Ratio Circularity

Median 12.49 0.85 0.73

StDev 3.98 0.10 0.10

(µm)

表 3. 石英 /ルチル粒子のサイズ /形状に関する統計値

7.85 0.84 0.67

6.39 0.17 0.11

Diameter 
(µm) Ratio Circularity

表 4. ルチル、ドロマイト、およびアルバイト粒子の
　　  サイズ /形状に関する統計値

ルチル粒子は石英粒子よりもサイズがかなり大きく、また図 5 に示す

通りスペクトルもルチルとブチルゴムが混ざっているような特長を示

しました。これは、ゴムとルチルの複合体が形成されていることを示

唆しています。

粒子由来のスペクトルは、下図 3 に黒色で示されています。なお、石

英のリファレンススペクトルは赤色で示しています。



図 5. ルチル粒子由来のスペクトル（黒）と、
　　  ルチルとポリイソブチレンの参照スペクトル（赤）との比較

ドロマイト粒子は、石英粒子と似たような大きさを有していましたが、

真円度が劣ります。下図 6にそのスペクトルを黒で示していますが、

ドロマイトの参照スペクトルと良い一致を示しているとわかります。

図 6. ドロマイト粒子由来のスペクトル（黒）と、 
ドロマイトの参照スペクトル（赤）との比較

アルバイト粒子は、石英粒子よりも若干サイズが大きく、真円度が劣り

ます。下図 7 にそのスペクトルを黒で示していますが、アルバイトの

参照スペクトル（赤）と良い一致を示すことがわかります。

図 7. アルパイト粒子由来のスペクトル（黒）と、
アルバイトの参照スペクトル（赤）との比較

39 個の粒子は、フィルタ由来のスペクトルを示しました。それは石英

粒子よりも小さく、石英ガラスのように、非常に微弱なラマン光強度を

示す透明な材質であると考えられます。

その他

図 8. フィルタ由来のスペクトル（黒）と、
ニトロセルロースの参照スペクトル（赤）との比較

39 Particles

Median 6.80 0.81 0.55

StDev 2.51 0.15 0.17

Diameter Ratio Circularity(µm)

表 5. フィルタ由来粒子のサイズ /形状に関する統計値

またその他に、高いバックグラウンドを示すもの、あるいはラマンシグ

ナルを有さない粒子が 8つあり、それらの識別はできませんでした。

面積 A と周長 P は粒子サイズに関係する変数であり、測定可能です。

円相当径χA = √(4A/π) は粒子サイズを評価する際、頻繁に使用さ

れる変数です。その分布を図 9に示します。

形態学的特性の統計データ 

図 9. 256個の粒子の面積 /円相当径 /周長に関する統計分布

直径の平均値、中央値、標準偏差は、粒子すべての、あるいはその一部

の特長を表現する上で用いられます。それ以外では、d10、d50、d90 も

またよく用いられます。

Mean 
(µm) 10.57 Median 

(µm) 7.83 StDev 
(µm) 7.09

d10 (µm) 5.47 d50 (µm) 7.82 d90 (µm) 19.9

表 6. 全粒子に関する円相当径の平均値 /中央値 /
　　  標準偏差、および d10、d50、d90の値



フィルタ上に捕捉された 256 個の粒子は、HORIBA 製ラマン顕微鏡と

LabSpec6 ソフトウェアにより、形態学的、化学的に分析可能である

ことが示されました。専用の粒子解析機能 ParticleFinder により、広

い領域（1 mm x 1 mm）に存在する粒子を識別し、ユーザが決めた基

準により選択した粒子（今回は、円相当径が≥ 5μm）の形態を解析し

ました。また各粒子についてラマンスペクトルを取得しました。その結

果、粒子の大半は石英であり、それ以外にルチルやアルバイト、カルサ

イトなどの物質を含むとわかりました。粒子の大部分が鉱物であるとい

う事実は、コンタミ源の存在を意味します。不純物を効率的に減らすた

めに、まずは石英に着目し、原材料中の不純物、あるいはプロセス機器

の損傷を確認すべきであることがわかりました。

結論
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粒子形状は一様でなく、様々なものが存在します。そのため、解析上、

円や球、あるいは楕円や卵形に近似します。粒子の顕微鏡像が円である

ときに、円相当径より算出される周長χAは、実際の粒子の周長 Pmと

一致します。比率 Pm/(πχA)は真円度と呼ばれ、Cで示されます。完

全な円の場合、その値は 1となります。真円度が C<1の条件を満たす

場合、粒子形状が円ではないことを意味します。図 10 に各粒子のアス

ペクト比と真円度の統計分布を示します。粒子を楕円として考えると、

長軸と短軸の長さが計測できます。アスペクト比 R（長軸の長さ ÷ 短

軸の長さ）は粒子形状を表現します。例えば、円ならば R=１、楕円な

ら R＜１、針状なら R<<1となります。

図 10. 全粒子の真円度 /アスペクト比に関する統計分布

Ratio Circularity
Mean 0.81 0.65
Median 0.83 0.67
StDev 0.16 0.13

表 7. 全粒子のアスペクト比 /真円度に関する
　　  平均値 /中央値 /標準偏差の統計値

全粒子（6枚の観察像）を基に算出した統計値は以下の通りです。

中央値は、外れ値に対して相対的に変化しにくいため、平均値よりも集

団としての全粒子を表現できます。その目的で、よく用いられています。

その変化のしにくさは、例えば最も大きな粒子を除外した場合、面積の

平均値は 123.7 μm2 から 114.66μm2 へと変化する一方で、中央値

の変化は 48.18 μm2から 48.06μm2という程度です。

データ提供、および結果について様々な議論をしてくださった Philo 

Morse 様（Particle Sciences Inc.、Bethlehem、PA、USA）に感

謝申し上げます。


