
エアロゾル研究における、粒子挙動、

拡散、凝固、核生成、及び凝縮の研究

粒子荷電と電気移動の研究

光学計カウンターの校正に使用される

ポリスチレンラテックス(PSL)粒子の

単分散性改善の研究

概要
モデル3082シリーズは 新のコントロールプラットフォームとして設計され、従来モデルの高

性能を保持しつつ、操作性を向上させました。装置の設置・準備に工具は不要で、装置の構成も

自動認識致します。また、タッチパネル、グラフィックディスプレイや内蔵ログ機能の充実によ

り計測を容易にします。

同じコントロールプラットフォームで両タイプのDMA(Figure. 2参照)を使用することが可能で、

ユーザーの研究目的に応じてDMAを交換することができます。

このシリーズは多分散エアロゾルの中から粒径範囲2 nm～1000 nmの単分散エアロゾルを高精度

で分級抽出することができます。また、SMPS(モデル3938シリーズ)の一部としても使用可能です。

特徴

• 従来モデルより小型・軽量

• フロントパネルのタッチスクリーンにより操作性・利便性を向上

• 装置構成を自動認識

• シースフローの設定流量をより高く設定可能にすることでサイズ分解能を向上

• DMAの供給電圧を正確にすることで高速スキャン二ングを実現（10秒）

• DMAの供給電圧極性を変更可能（オプション。標準は陰極）

• 粒径分布データを内部保存し、USBポートで保存データ転送が可能

*アメリカ商務省の標準技術研究所(NIST: National Institute of Standards and Technology)では0.1 μm標準粒子の分

級にTSI社Long-DMAを使用しております。

適用

モデル3082シリーズのコントロール

プラットフォーム及びDMAはエアロゾ

ル研究における基準装置です。これ

は基本的な物理特性にもとづいた装

置であり、高い再現性を持っている

ためです。モデル3082シリーズによ

り様々な分野で適応することができ

ます。

静電分級器
Model 3082シリーズ



Figure.2 モデル3082シリーズの2種類のDMA
モデル3085A(Nano DMA) ,モデル3081A(Long DMA)

TSI社 CPC(凝縮粒子カウンター)との組み合わせ、SMPS3938シリーズとして使用

SMPSでは粒子を粒径により高分解能で分級し、粒径分布を計測するために用いられます。DMAを通過した

粒子は、印加電圧で特定される径のみがCPC (凝縮粒子カウンター)へと送られ、個数濃度が計測されます。

SMPSは2.5 nm～1000 nmの粒径範囲(DMAとCPCの組合せによって異なります)を高速に走査することでエアロ

ゾルの粒径分布を正確に計測することができます。計測した粒径分布は内部ログ機能で 大200,000データ

保存可能です。データはUSBメモリを使用し容易に移動も出来ます。

単分散粒子分級器として使用

エアロゾル生成システムとして、多分散エアロゾルから同一粒径を選択する単分散分級器として用いられ

ます。Long-DMA(モデル3081A)は10 nm～1000 nm、Nano-DMA(モデル3085A)は2～150 nmの粒径範囲の粒子の

分級が可能です。

2台直列に並べての使用（タンデムDMA）

凝固、蒸発、凝縮、化学反応などによる粒径変化の測定

TSI社 モデル3068Bエアロゾルエレクトロメーターとの組合せ

エアロゾル計測器やCPCの校正の際に一次粒径の確認や個数濃度の比較などに使用

本シリーズは主にコントロールプラットフォーム モデル3082とDMA（モデル3081Amまたは3085A）

で構成されています。コントロールプラットホームには、電源、制御系、ファン、エアロゾル中和器

(別売り)、タッチスクリーンディスプレイを含み、下記の2種類のDMAの使用が可能です。

Long DMA (モデル3081A)は 大10 nm～1000 nmの粒径範囲の粒子を分級することができます。

Nano DMA (モデル3085A)は2 nm～150 nmの粒径範囲の粒子の分級に対応します。

また、別売りの中和器も以下から選択可能です。

Aｍ241中和器 （表示付認証機器）

軟X線中和器 (TSI model 3088)

DMAはユーザーのニーズに応じて、単体又はプラットフォームに組み込まれた形で購入することがで

きます。モデル3082ではDMAの交換を容易にするために、DMAをプラットフォームの外側に設置出来る

よう設計されております。個々の研究に合わせてDMAが選べるので、柔軟性に富んでいます。

Figure.1 モデル3082シリーズ DMAの設置とフローラインの一例



動作
まず、対象エアロゾルの帯電状態を安定させるため、中和器を通過させて平衡帯電状態にします。

中和器の中で粒径20～300nmの粒子はほぼすべてプラス1価帯電、ゼロ価帯電、マイナス1価帯電のいずれ

かを受け取ります。(Figure. 5)その後粒子はDMAに導入され、電気移動度によって分級されます。この電

気移動度は粒径の大きさと反比例しています。

DMA内部の電場は荷電された粒子の軌道に影響を及ぼします。DMA内部の電極には0～-10000Vの電圧が印

加されます。DMA内部にはマイナス電極ができている事になります。

マイナス帯電の粒子は外壁へ弾かれ、ゼロ価帯電の粒子はエクセスエアーと共に排出されます。プラス

帯電のある一定の電気移動度を持つ粒子（主にプラス1価帯電粒子）のみが印加された電極に向かって移

動していき、同一径の粒子がDMAの下方にあるスリットを通過します。 (Figure. 4)

Figure.4 モデル3081A Long-DMAの内部構造Figure.3 モデル3085A Nano-DMAの内部構造

Figure.5 平衡帯電状態の粒径分布
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＊仕様は予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。
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型式

3081A 3081A Long DMA (10～1000 nm)

3085A 3085A Nano DMA (2～150 nm)

3082
コントロールプラットフォーム(インレットイ
ンパクター及びインパクタノズルを含む)

3082-
HVPOS

2番目の印加電圧（陽極）

3085A-
HIFLOW

3/8インチインレット付きカバー（3085Aで1.5
L/min以上で使用する場合）

別途品

Am241中和器

＊表示認証を取得しており放射線取扱主任の資
格を必要とせず扱えます。しかし、表示付認証
機器使用届の提出が必要です。

もしくは

軟X線中和器 TSI モデル3088

＊労働基準監督省庁へ届出が必要となります。

仕様
Model 3082シリーズ

：0.2～3 L/min
：2～30 L/min（体積流量）
：10～10,000（通常は陰極。
陽極、陰極、または切替のオ
プションあり）

：8 nm～1150 nm
：1.5 nm～200 nm

：10 nm～1000 nm
：2 nm～150 nm
：別途打ち合わせとなります。
：10～40℃
：75～125 kPa
：0～90％（結露なきこと）
：3000mまで
：カラータッチスクリーンVGA
11.4 cm × 9.9 cm

：電圧、流量、粒子サイズ標
準はNISTトレーサブル。校正
方法はISO15900に合致
：100 nmで1%以内 （シース
流量:エアロゾル流量 ＝ 10:1
の流量比の場合）
：100 nmで2.9%以内 （シー
ス流量:エアロゾル流量 ＝
10:1 の流量比の場合）
：40.5 × 28.2 × 40.5 cm
：14.2 kg
：100～240 VAC、50/60 Hz 

大200 W
：RS232,USB,イーサネット

3082 コントロールプラットフォーム
流量
エアロゾル流量
シース流量

DMA印加電圧

粒径範囲
分級器の場合
Long DMA 3081A
Nano DMA 3085A
SMPS使用の場合
Long DMA 3081A
Nano DMA 3085A

中和器
エアロゾル温度範囲
エアロゾル圧力
湿度
使用可能標高
フロントディスプレイ

校正

粒径精度

分解能

寸法（HWD）
重量
電源

通信

対象粒子
粒径範囲
電圧
流量

エアロゾル流量
シース流量

DMA寸法
DMA重量

接続部

プラットホーム付

寸法（HWD）

重量

3085A Nano DMA

3081A Long DMA

対象粒子
粒径範囲
電圧
流量
エアロゾル流量
シース流量

DMA寸法
DMA重量
接続部

プラットホーム付
寸法（HWD）
重量

：固体・非揮発性粒子
：10 nm～1000 nm調整可能
：10～10,000 VDC

：0.2～2.0 L/min
：2～30 L/min
：61 cm × 7.6 cmφ
：5.5 kg
サンプルイン･アウト 1/4インチ
シース・エクセス 3/8インチ

：64.3 × 28.2 × 40.5 cm
：19.5 Kg

TO ORDER

：固体・非揮発性粒子
：2 nm～150 nm調整可能
：10～10,000 VDC

：0.3～3.0 L/min
：3～30 L/min
：20.3 cm × 7.9 cmφ
：2.2 kg
： サンプルイン･アウト 1/4インチ
バイパス 3/8インチ

：40.1 × 28.2 × 40.0 cm
：16.4 Kg


