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気管内投与試験のための試料調製技術
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主な使用装置 （推奨装置というわけでは無い）

「純水製造装置」

エンドトキシンを含まない
純水を製造。

「動的光散乱（Dynamic Light 
Scattering: DLS)法粒子径分析装置」
1～1,000nmぐらいの範囲の液中凝集
粒子（2次粒子）径分布、ゼータ電位、
等電位点測定などを行う。

「比表面積測定装置」

乾燥させた固体試料の吸着窒素ガス
量から、BET法の計算で比表面積（1g
当たりの表面積m2）を測定する。

「走査型電子顕微鏡
（SEM)」
粒子の形状観察や

1次粒子径測定。
元素分析が行える

エネルギー分散型蛍光
X線分析装置(EDS)が付属。



１．30分程度の超音波処理で、半日程度は凝集・沈降しない「分散
安定性」。

（目視とDLS測定で経時変化観察）

２．経口・スプレーゾンデの使用で、投与液の濃度や粒径分布が変
化するような「粗大凝集粒子（～1μm以上）を含まない」。

（DLSで確認）
３．物理的・化学的な様子が良く分かっている。

（試験材料の「キャラクタリゼーション」）
４．「エンドトキシンを含まない」試験液

（パイロテル試薬で確認した処理手順）

動物試験に必要とされるナノ材料分散液の要件



標準的な試料調製手順

原料・溶媒の
選択

• できるだけ一般的な市販品ナノ粒子を入手

• 純度保証がある試薬が望ましい

• エンドトキシンフリーの純水溶媒

• 適切な粒子径が入手出来ない場合は、粉砕や分級を行う

分散液調製

• 不純物を含む原料は、超音波分散と遠心分離を繰り返して洗浄

• 超音波分散（超音波洗浄機orホモジナイザー）と撹拌を、２時間程度繰り返して
分散処理

• 1,000xgで30分程度の遠心分離で、粗大凝集粒子（1μm以上）を除去

粒径分布・濃
度測定

• DLS測定で２次粒子径分布を測定、粗大粒子が無いことを確認

• 分散液1～3mLの乾燥重量測定から、試料液の濃度を計測 （仕込み濃度とは
異なる）



試料のキャラクタリゼーション

測定項目 測定法 物理・化学情報 補足

不純物 EDS、ICP-
AESorMSなど

外注で原料と試験液の不純物確認。
必要に応じて個別試料を、EDSで測定。

構造解析 X線回折
（電子線回折）

結晶型の確認、結晶サイズ評価、アモルファス成分
の定量評価。

１次粒子径 電子顕微鏡
(TEM、SEM）

電子顕微鏡観察像の粒子輪郭から、１次粒子（基
本粒子径）の粒径分布を、目視で測定。

500個計測

２次粒子径 動的光散乱
（DLS）

DLS法によって、液体中の凝集粒子（２次粒子）の
粒径分布を測定。

個数基準と
体積基準

ゼータ電位 光散乱電気泳
動法

液体中凝集粒子の、ある種の帯電電荷の値。電位
の絶対値が大きいと（～±30mV)静電反発で、分散
が安定する。

等電位点 滴定＋ゼータ
電位測定

分散液がゼータ電位＝ゼロとなるpH値。
液の分散性が、最も不安定になるpHの値。

比表面積 ガス吸着法
（BET法計算）

試料粉の1g当たりの表面積（m2）測定。
球形を仮定した粒子径換算も可能。

表面分析 X線光電子分
光（XPS）

試料表面数nmの、組成分析と価電子情報を測定。 必要な試料
のみ

その他、赤外分光や熱重量分析なども使用



試料の分析例
ナノ結晶SiO2の結晶度評価例

通常は、結晶性のシャープなピークと、ブ
ロードなピークの面積比で定量評価する
が、ナノ結晶ではブロード成分の強度が弱
く、見積もりが困難！

→ 既知の結晶度のSiO2粒子とAl2O3粒

子を内部標準として、シャープなピークの
強度のみで定量評価を行った。

アモルファスSiO2の
一次粒子径分布測定例

電子顕微鏡像から、手作業で合計500個の粒
子に対して楕円を当てはめる。

当てはめた楕円をImageJを使って白黒２値化
し、粒子径分布を得る。

← 有効な市販の画像解析ソフトが無い．．．．



具体的な材料別調製 ＜二酸化チタン(TiO2）ナノ粒子＞

粒子形状 結晶型 カタログ粒子径 １次粒子径 ２次粒子径
（個数基準平均）

比表面積
換算粒子径

球形 アナタ－ゼ 6 7.5 69 7.5

紡錘状 ルチル 7.6x28.8 7.5x25 55 12

紡錘状（表面修飾） ルチル (10～20)x(50～100) 13x64 99 15

紡錘状(無修飾） ルチル (10～20)x(50～100) 12x62 46 15

球形 アナターゼ
／ルチル

21 24 70 26

針状 ルチル 130x1,680 69x997 231 86

球形 ルチル 1,000 468 289 154

（粒子径は全てnm）

・ 白色顔料や抗菌塗料などに多用されている。
・ 有害性が低い。
・ 多様な粒子サイズ・形状の市販品ナノ粒子が入手可能。
・ 純水溶媒では分散安定性が低い。無害な分散剤のDSP（リン酸水素２ナトリウム
）を使用。

７種類



具体的な材料別調製 ＜二酸化シリコン(SiO2)ナノ粒子＞

試料 結晶度 １次粒子径 ２次粒子径
（個数基準平均）

比表面積
換算粒子径

合成ナノ結晶－Ａ （カタログ粒子径800nm、未使用） 82% 未測定 未測定 未測定

合成ナノ結晶－Ａ１（Ａの遠心分離による分級） 78% 218 221 120

合成ナノ結晶－Ａ２（Ａのボールミル粉砕） 59% 251 234 67

合成ナノ結晶－Ａ３（Ａの粉砕、アルカリ溶解） 61% 測定困難 58 15

天然ナノ結晶－Ｂ（カタログ粒子径5μm以下） 89% 264 501 371

天然ナノ結晶－Ｂ１（Ｂの遠心分離による分級） 70% 170 211 97

アモルファスナノ粒子（カタログ粒子径70nm） － 58 63 44

アモルファスナノ粒子（粒子径70nm、COOH修飾） － 60 53 40

アモルファスナノ粒子（粒子径70nm、Al(OH)3修飾） － 53 64 13

アモルファスナノ粒子（粒子径10nm） － 14 10 11

（粒子径は全てnm）

試験使用９種類

・ ガラス原料、研磨剤、天然の岩石など。
・ 結晶性（α-石英）は有害性が高く、アモルファスは有害性が低い。
・ 物理的なダメージでアモルファス化する。
・ 市販品は粒子サイズが限られたため、粉砕や分級処理で作製。
・ ナノ粒子の結晶度評価は難しく、内部標準を使ってXRDで分析。
・ アモルファスのAl(OH)3修飾については、ポーラス構造になっている可能性有り。



具体的な材料別調製 ＜酸化ニッケル(NiO)ナノ粒子＞

試料形状 カタログ粒子径 １次粒子径 ２次粒子径
（個数基準平均）

比表面積
換算粒子径

球状 18 20 49 18

球状 15-35 19 57 43

不定形 300 139 58 1640

繊維状 20x20,000 29x241 測定困難 5

不定形 50 測定困難 40 10

（粒子径は全てnm）

５種類

・ 緑色着色剤、ニッケル微粒子の原料など。
・ 特定化学物質、有害性は高い。
・ NaCl構造のNiOのみ、Ni欠損による不定比性（Ni1-xO）あり。
・ 市販の試薬ナノ粒子は少ない。
・ 工業原料などを利用 → 洗浄作業が必要・分散性が悪い。
・ 繊維状試料は結晶性が悪く比表面積が著しく大きい。

→ かなり多孔質な構造になっている？



具体的な材料別調製
＜酸化セリウム(CeO2)、酸化亜鉛(ZnO）ナノ粒子＞

試料形状 カタログ
粒子径

１次粒子径 ２次粒子径
（個数基準平均）

比表面積
換算粒子径

酸化セリウム（不定形） 10 7.8 5.6 8.2

酸化亜鉛（球状） 35 35 33 35

（粒子径は全てnm）

＜酸化セリウム＞
・ ガラス研磨剤として多用、紫外線吸収剤など。
・ 溶解度は低く、有害性は高い。
・ 分散安定性は非常に良い。

＜酸化亜鉛＞

・ ゴム添加剤、トタン板（金属亜鉛）、医薬品、化粧品など、デバイス材料としても
注目。
・ 市販の水分散試薬を利用。
・ 溶解度は高く、有害性は低い。



エアロゾル技術を応用した

ナノ材料懸濁液作製法について



エアロゾル液相捕集法の位置づけ

分散剤の添加や粉砕の過程を経ないナノ材料懸濁液の作製法として、

乾式気中分散させたナノ材料を直接液面へと捕集する手法を開発した。



エアロゾル液相捕集法の原理

二次粒子径約4 um以下
(例：TiO2)

フィーダーより断続供給

振動膜による
乾式分散

清浄空気

ナノ材料凝集体を核として
水蒸気を凝縮させ、粒径
の大きな液滴とする。

ノズルで加速し、
液滴の慣性を利用して
液面へと捕集する。

ナノ材料がゆるく
集合した凝集体



二種類の二酸化チタンを使った実証実験
球形アナテーゼ/ルチル 紡錘状（表面修飾）ルチル

水との親和性 親水性 強疎水性

一次粒子径 21 nm 15 nm

捕集設定

液面に直接捕集 平面基板上に一旦捕集してから
純水に超音波分散

捕集懸濁液
の外観

原粉体は純水に
懸濁できない。



捕集前後での粒径分布の比較

粒径(m)

親水性TiO2 強疎水性TiO2

粒
径

分
布

関
数 個

/c
m

3
個

/m
l

捕集後
液相中

捕集前
気相中

乾式気中分散された構造のゆるいマイクロメートル粒径域の凝集体は、

液相中に捕集されると、ナノ粒径域のより小さな単位の凝集体に解離する。



作成できた二酸化チタン懸濁液の特性

親水性TiO2 強疎水性TiO2
質量濃度 0.310.10 mg/ml 0.160.017 mg/ml

粒径分布

数濃度 1.9×1011 個/ml 2.3×1011 個/ml

最頻粒径 87 nm 54 nm

幾何標準偏差 1.8 1.7

ゼータ電位 25.00.5 mV -31.50.4 mV

pH 4.7 5.6

ナノ材料表面が強疎水性であっても、経時的に濃度が安定した懸濁液が

作成できる。 今後は、CNTなどの炭素系ナノ材料に技術を展開してゆく。


