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短

報

対象と実験方法

呼吸保護具用活性炭製品の吸湿とその脱着の
ヒステリシス

国内メーカーによる 2000 年以降の直結式小型防毒マ
スク・有機ガス用吸収缶製品から 5 種類を対象とし，活
性炭を内部より取り出して使用した．対象試料はいずれ

Hysteresis in Water Vapor Adsorption
and Desorption Isotherms of
Activated Carbon Products Used in
Japanese Gas Respirators

も椰子殻活性炭である．吸湿等温線の測定には比表面
積・細孔分布測定装置 BELSORP-max-12-N-VP（日本ベ
ル株式会社）を使用し，同装置により各試料の窒素ガス
による 77K（− 196 ℃）での吸着等温線の測定と BET
比表面積，マイクロ孔・メソ孔容量の計算も行った．本
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株式会社）により 10（± 0.7）℃及び 20（± 0.8）℃に

である．各測

の 0.3 ％以内の場合とした．吸湿等温線の測定では ，

制御し，温度依存性も検討した．各試料は前処理装置
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での真空処理を 30 分間程度行い，事前に水分を除去し

adsorption isotherm

た．測定に使用した各試料の量は，それぞれ約 100 mg

緒

である．

言
活性炭をはじめとする吸着材料とその吸着技術は，産

結

果

業衛生分野においても有害物質への対処のために今後も

Table 1 に活性炭試料の BET 比表面積，細孔容量に

重要と見込まれる．活性炭は広範な種類の有機ガスに良

関する測定結果を示す．各試料の BET 比表面積の大き

好な吸着能力を示し，呼吸保護具吸収缶その他での利用

2
さはおよそ 1,200–1,600 m /g 程度である．Fig. 1 は吸湿

が現在進んでいる．一方で活性炭は水蒸気をも吸着し，

等温線であり，ここでの横軸は各温度での飽和水蒸気圧

その吸湿が進んだ場合には有機ガス吸着容量が大きく減

に対する試料管内に導入された実際の水蒸気圧の割合，
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少することが知られている ．我々は予防的見地より，

つまり相対湿度とした．縦軸は活性炭の初期乾燥重量に

活性炭層での乾燥重量からの吸湿重量増加比率に対する

対する，吸湿による重量増加比率である．吸湿等温線は

1）

有機ガス破過時間の短縮に関する研究を進めてきた ．

相対湿度を徐々に増加させていく吸着の過程と，それか

そこで扱った活性炭試料での吸湿には，1970–90 年代の

ら逆に減少させていく脱着の過程の双方を測定した．い

既報での活性炭の吸湿よりも程度の大きなものが見られ

ずれの試料の測定結果でも吸着と脱着の過程は一致して

た．ここで，近年日本国内で流通する産業衛生向け活性

おらず，ヒステリシスの状態がよく捉えられている．

炭製品の室温付近での吸湿の程度と挙動の把握を目的と

Figure 1 での相対湿度 100 ％付近のデータから考えられ

して，呼吸保護具吸収缶に使用されるものを例に，それ

る活性炭試料 1 g あたりの水蒸気吸着容量はおよそ

らの吸湿等温線とそこで生じるヒステリシス（履歴現象）
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0.5–0.6 g であり（Table 1），多くは既報のもの と比

の測定を行った．

べて大きな値と言える．
考

察
本報での吸湿等温線の測定は，試料管内を真空とした
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後に所定の圧力の超純水蒸気のみを導入する方法のた
め，水蒸気を含む空気と活性炭試料の接触の安定状態を
測定したものではないが，活性炭の重量増減の過程は概
ね同様と考えられる．活性炭の吸湿とその脱着にはヒス
テリシスが存在することは以前から知られており，理工
学分野を中心にメカニズムやシミュレーションに関する
3）
議論が現在も続いている ．ここでのヒステリシスの発
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Table 1. Porous properties of the activated carbon specimens used in this research and the values of saturated water vapor pressure extracted from reference 8
Sample
2

–1

N2–BET specific surface area / m g

A

B

C

D

E

1,190

1,580

1,530

1,510

1,310

–1

0.527

0.713

0.718

0.689

0.575

–1

0.058

0.127

0.138

0.110

0.110

Water adsorption capacity at 20˚C (293K) / g (g-carbon)–1

0.45

0.54

0.58

0.55

0.48

–1

0.45

0.52

0.59

0.55

0.49

Vmicro / ml g
Vmeso / ml g

Water adsorption capacity at 10˚C (283K) / g (g-carbon)

Temperature / ˚C
Saturated water vapor pressure / kPa

20

10

2.338

1.228

Vmicro is the micropore volume calculated by the MP method, and Vmeso is the mesopore volume calculated
by the Dollimore-Heal method. Water adsorption capacity at each temperature was calculated from the water
adsorption branch in Fig. 1.

Fig. 1. Hysteresis in water vapor adsorption and desorption isotherms of activated carbon products used in
Japanese gas respirators at 10˚C (283K) and 20˚C (293K).
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生は，一般に毛管凝縮によるものと理解される 4，5）．つ

以上より，比較的低温の場所でも活性炭の外気との接

まり，水蒸気は吸着後に活性炭の細孔内で液体として存

触はやはり好ましくない．どちらの温度付近でも，活性

在し，これは細孔の外の場合よりも低圧の領域まで液体

炭の保管場所・保管庫内の相対湿度は 40 ％以下に維持

のまま安定に存在できることから，脱着過程では吸着の

されると吸湿による影響を防ぐために効果的と考えられ

場合よりも低圧側に測定点が分布するとの説明である．

る．

本報での測定結果を見ると，20 ℃での吸着過程はそれ
ぞれ相対湿度がおよそ 60 ％の辺りから急激に吸湿量が
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周囲の相対湿度が大きく下がらなければ水分の脱着は起
こりにくいこと，つまり，充分な加熱または減圧処理が
伴わなくては水分の除去ができないことを示している．
相対湿度 50–60 ％の雰囲気は日本国内の気候で通年存在
しうるもので

6，7）

，特に夏季とその前後は活性炭の管理

に注意が必要である．一方，10 ℃での吸湿等温線は
20 ℃の場合と比較して次の形状が見られる．
（1）吸着と脱着の双方で各温度での違いがほとんど見
られないもの（試料 A）
．
（2）10 ℃では，吸着曲線がより高相対湿度側に分布
するもの（試料 B，C，D，E）．
Table 1 より試料 A はメソ孔の発達状態が他の試料と
比較して小さく，この点が吸湿平衡状態に影響している
ことも予想されるが，この詳細はさらに多くの試料での
結果を加えた検討が必要である．10 ℃では 20 ℃の場合
と相対湿度が同じ値でも，実際の水蒸気圧はおよそ半分
程度

8）

となる（Table 1）．そのため（2）の挙動は感覚

的に理解をしやすいが，各試料の水蒸気吸着容量は双方
の温度であまり違いはない．また，脱着は 10 ℃でも相
対湿度 50 ％の近傍で始まり，その推移はほぼ 20 ℃のも
のと重なっている．
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