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はじめに
本技術解説書（案）は、平成 23 年度から 5 ヵ年計画で実施している「低炭素社会を実現する超軽

量・高強度革新的融合材料プロジェクト（NEDO 交付金以外分）ナノ材料の安全・安心確保のため
の国際先導的安全性評価技術の開発」
（以下、プロジェクト）の成果及び関連研究を参照し作成した
ものである。
吸入暴露試験は有害性評価の手法のゴールドスタンダードな方法であり、様々な微粒子の有害性
評価に用いられている。ナノ材料の有害性評価のためには 100 ナノメートル以下のナノサイズでか
つ、mg/m3 オーダーの高い気中質量濃度でエアロゾルを発生させることが求められる。本技術解説書
ではナノサイズかつ高気中質量濃度でエアロゾルを発生させるための試験実施手順をまとめた。
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エアロゾル発生手法

2.1

エアロゾル発生手法の種類

吸入試験で用いられるエアロゾル発生手法は、3 つの方法（直接合成法、乾式分散法、湿式分散法）
に大別できる(Morimoto et al. 2013)。以下に各方法の原理と特徴を簡単に説明する。
2.1.1 直接合成法
直接合成法は、気中で生成させた試験エアロゾルを、直接吸入試験に供給する方法である。エア
ロゾル粒子生成法としては、試験粒子と同じ物質の固体または液体を加熱や放電などで蒸気化した
後冷却することで、核生成、凝縮等を経て粒子を生成する蒸発凝縮法や、熱やプラズマなどのエネ
ルギーでガス・蒸気原料を化学反応させ、生じた物質で粒子を形成させる化学気相成長法があげら
れる。直接合成法によって炭素材料や金属酸化物のナノ粒子を吸入試験に供した研究が報告されて
いる。ただし、この方法で得られる粒子は嵩高な凝集体となりやすい。また粒子が合成された空気
中に反応副生成物のガスが混ざるため、その除去処理が必要となる。
2.1.2 乾式分散法
乾式分散法は、高速気流、固体・粒子との衝突・摺動、振動などの機械的な力を乾燥粉体に加えて
粒子を分散し、気中に飛散させ試験エアロゾル粒子を発生させる方法である。この方法の原理と装
置化は他の 2 つの方法と比べて単純、容易であり、したがって多くの粉体材料に適用されてきた。
加えて、他 2 法よりも高い濃度で粒子を飛散させやすい。しかしながら、粉体を一次粒子（粉体を
構成する個々の粒子）まで分散することは難しく、飛散粒子は多くの場合サイズが数百ナノメート
ルから数十マイクロメートルの凝集体となる。したがって、吸入に適さない粗大粒子を除く工程が
しばしば要求される。
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2.1.3 湿式分散法
湿式分散法は、試験粒子を分散させた液を、液滴として気中分散しさらに乾燥させることによっ
て、試験エアロゾル粒子を得る方法である。水中で分散しにくい試験粒子の懸濁液は、分散を安定
化させる物質（分散剤）を混合して調製される。液滴発生には、二流体ノズル、超音波振動、静電噴
霧などによる噴霧装置が用いられる。この方法では、基本的に液滴一つから粒子一つが生成される
ので、複数個の試験粒子を含む液滴からは、それらの試験粒子が集合して比較的緻密な凝集体とな
ったエアロゾル粒子が生じる。そのため、液中の試験粒子の濃度や液滴のサイズを調節することに
よって、気中粒子のサイズを変化させることができる。そのためエアロゾル粒子を 100 nm 以下のナ
ノ粒子とすることも可能である。一方でこの方法は，他 2 法に比べて，気中粒子の個数濃度や質量
濃度が低いという短所がある。
2.1.4 エアロゾル発生手法の選定
これら 3 つの方法の中で、ナノサイズエアロゾル粒子を発生させる手法としての適用性、有用性
について述べる。直接合成法では、ナノサイズの粒子が最初から気中分散された状態で得られる長
所があるが、望む性状の試験エアロゾルを作ることが容易ではなく、合成したすぐ後に吸入試験用
装置に供する必要がある。さらに当然のことながら、既製の粒子の吸入試験に用いることができな
い。乾式分散法では、試験粒子が乾燥粉体として用意されているのならば、試験粒子の種類を問わ
ず適用可能な方法である。また、この方法でエアロゾル粒子を発生させる機構は、本質的に、実際の
製造・輸送過程で起こりうる機構と同じであるため、発生したエアロゾル粒子の性状は、実環境中
の粒子のそれに類似している場合が多い。しかし、100 ナノメートル以下のナノサイズエアロゾル粒
子を発生させることは非常に困難である。以上を踏まえると、ナノサイズのエアロゾル粒子を発生
する手法としては、既製粒子にも対応した湿式分散法が望ましい。
2.2

湿式分散法の改良

湿式分散法を用いて、既製のナノ材料をナノサイズのエアロゾル粒子として発生させるためには、
ナノ材料を 100 ナノメートル以下で水に分散させることがまず必要である。さらに噴霧・乾燥した
後の凝集体中の粒子個数を少なくするため、1 つの液滴中の粒子個数を少なくする、または液滴径を
小さくする必要がある。しかし、1 つの液滴中の粒子個数を少なくすると、発生するエアロゾルの気
中質量濃度が低くなってしまう問題がある。そのため、液滴径を小さくする手法が必要である。ま
た、液滴を噴霧・乾燥する際にサイズが大きい液滴または粒子ほど配管に沈着して損失してしまう
ことが多く、それにより気中質量濃度が減ってしまう問題がある。
本プロジェクトにおいて、液滴径を小さくする方法として液滴荷電による液滴破砕法、配管損失
を抑制する方法として迅速蒸発法をそれぞれ開発した(Kubo et al. 2014)。以下にその原理を述べる。
2.2.1 液滴荷電による液滴破砕法
代表的な噴霧装置である大流量で液滴を発生可能な二流体ノズルから放出される液滴のサイズは、
液の物性や噴霧条件に依存するが、平均液滴径は数マイクロメートル程度である。この液滴径を小
さくすることは容易ではない。そこで、噴霧直後の液滴を破砕すれば、より小さい液滴に変換する
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ことで、小さなエアロゾル粒子を発生することが可能となる。
粒子の破砕方法としてはクーロン爆発を用いることが望ましい。クーロン爆発とは単極に荷電さ
れた液滴で、電荷による静電斥力が液滴の表面張力を超えると小さな液滴に破砕される現象である。
破砕された小さな液滴中には少ない量のナノ粒子が含まれるため、結果として小さなエアロゾル粒
子が得られる。クーロン爆発を起こすためには液滴を荷電する必要があり、その方法としては大量
の単極気中イオンが存在する空間に液滴を噴霧し、拡散荷電によって液滴を荷電する方法が有用で
ある。
2.2.2 迅速蒸発法
湿式法におけるエアロゾルの低濃度の主因は、流路中で気流によって移動する液滴のうち、大き
なサイズのものが慣性によって気流から逸脱・流路内壁に衝突し、その液滴中の粒子がエアロゾル
粒子化することなく壁面で損失してしまうことにある。とくに質量濃度の観点からは、大きな粒子
の数が減ることは、エアロゾルの気中質量濃度を著しく低下させることにつながる。そのため大き
な液滴の慣性衝突損失を抑制することで、エアロゾルの生成効率を上げ、これにより濃度を上昇さ
せることが可能となる。
慣性衝突はサイズが大きいほど起こりやすい。そのため、サイズを小さくすれば、慣性衝突損失
は抑制できる。そこで噴霧直後の液滴を加熱し迅速に蒸発させると、液滴サイズがすばやく減少す
るため、慣性衝突する液滴の割合を減らせる。これを迅速蒸発操作と名づけた。この操作を行うこ
とによって、発生エアロゾル粒子のサイズは多少大きくなるが、気中質量濃度は大幅に上昇するこ
とが期待できる。
3

吸入暴露試験の装置と手順

3.1

実験装置

図 1 にエアロゾル発生装置、発生エアロゾルの輸送系、吸入暴露容器、およびエアロゾルの性状
評価に関わる装置で構成される吸入暴露試験装置の構成図の例を示す。
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図 1 吸入暴露試験装置の構成
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マスフローコントローラ

3.1.1 エアロゾル発生・輸送に関わる装置
3.1.1.1 噴霧装置
噴霧装置は粒子懸濁液を液滴化する装置である。液滴系の制御性や大流量で液を噴霧可能といっ
た点から、一定の流量で送られる液を加圧空気の高速気流によって液滴化する加圧式噴霧装置の使
用が有用である。
3.1.1.2 液滴荷電器
液滴荷電器は、2.2 で示した湿式分散法の改良を実施するための装置である。2.2.1 で示した液滴荷
電による液滴破砕法を行うため、単極気中イオン発生装置を組み込むことで、噴霧液滴を荷電する
ことが可能となる。また、2.2.2 で示した迅速蒸発法を行うため、荷電器の外壁にヒータ、断熱材、
測温体を設置し温度制御器によって外壁加熱することで、噴霧直後に液滴を加熱可能となる。
単極気中イオン発生装置の例として、高電圧発生装置を電極針（タングステン針やステンレス針
など）に接続した装置が挙げられる。高電圧を電極針に印加すると、コロナ放電または火花放電が
起こり、印加した電圧の極をもつ気中イオンが生成される。この気中イオンを空気で荷電器内に送
り込む。荷電器を噴霧装置直後に設置し、噴霧液滴と気中イオンを混合することによって、液滴は
単極で荷電され、のちの乾燥系または迅速蒸発によって液滴から水が蒸発すると液滴破砕が起こる。
3.1.1.3 乾燥系
乾燥系は、エアロゾル粒子からの水分蒸発を促進するために用いる。輸送配管を外壁加熱してエ
アロゾルを昇温する方法では、配管の加熱区間にヒータ、断熱材、測温体を設置し、温度制御器によ
って壁温を一定に保つ。さらに、加熱区間の下流で低温空気と混合すれば、エアロゾル粒子への水
分の再凝縮が抑制できる。これ以外に、エアロゾル流通時間が短時間であれば、乾燥塔を用いた水
分除去も有効である。乾燥塔は、乾燥剤（シリカゲル等）を内壁に露出させた流路で構成する。
3.1.1.4 帯電中和系
帯電中和系は、主に両極気中イオン（正及び負イオンが等量で存在）発生器で構成する。生成され
るエアロゾルの濃度を勘案し、2 桁ほど高い濃度のイオンを発生できるイオン発生器（例えばコロナ
放電式イオン発生器）を用いる。噴霧で生じた液滴、イオン混合チャンバーでイオンと混合された
液滴、および噴霧乾燥で生じたエアロゾル粒子は、荷電されているため、静電気力による配管内で
の壁面損失が大きいことが懸念される。この損失を抑制するためには、乾燥系の出口直後の流路で、
両極イオンを混合した空気を混ぜ、帯電中和することが有効である。
3.1.1.5 流路・希釈・流量調節・流路切替系
流路・希釈・流量調節・流路切り替え系は、配管、配管継手、流量計及び流量調節バルブ、切り替
えバルブ等で構成する。
3.1.1.6 吸入暴露容器
暴露容器は、内部の試験動物に要求される換気条件を考慮して、暴露容器の入口付近で必要流量
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の清浄空気を加え続けておく。暴露容器内の環境は、温度 20～25℃、微減圧になるように設定して
おく。なお、吸入暴露試験を行う前の予備的試験を行う場合には、試験動物を暴露容器に入れない。
3.1.2 エアロゾル性状評価に関わる装置
3.1.2.1 エアロゾル粒子サンプリング用配管
吸入暴露容器内に導入しているエアロゾル粒子の性状を評価するために、暴露容器にサンプリン
グ用の配管を設置する。全身暴露試験では、暴露容器内に置かれた試験動物を入れたケージのおよ
そ上面の位置からエアロゾルを吸引するように、容器の壁を貫いて配管を挿入する。容器外側の配
管を以下のインラインエアロゾル計測システム、粒子捕集系、質量濃度測定系に接続する。
なお、暴露容器外側での、インラインエアロゾル計測システム、粒子捕集系、質量濃度計測系に至
るエアロゾルの流路は、粒子の配管内での壁面損失を抑制するために可能な限り短くする。これは、
ナノ粒子では、特にブラウン運動に起因する拡散が激しく、管壁等への沈着損失が無視できないこ
とが多いためである。吸引箇所からインラインエアロゾル計測システム等に至る流路での損失は、
別に、試験的または理論的に見積もっておく。
3.1.2.2 インラインエアロゾル計測システム
インラインエアロゾル計測システムはエアロゾル粒子のサイズ分布及び個数濃度を連続的かつ迅
速に計測する装置（群）である。被測定粒子のサイズ（～100 nm）を考慮すると、最も有効な計測方
法は微分型電気移動度粒子径分析法（ISO15900）と考えられる。微分型電気移動度粒子径分析法に
基づく微分型電気移動度分級器（DMA）と凝縮粒子計数器（CPC）を組み合わせたシステムを用い
ることで、500 nm までの範囲のエアロゾル粒子のサイズ分布を測定することが出来る。また必要に
応じて、レーザー粒子径分布測定器やカスケードインパクターなどにより、500 nm よりも大きなサ
イズのエアロゾル粒子のサイズ分布を測定することが出来る。
3.1.2.3 粒子捕集系
粒子捕集系は、エアロゾル粒子を固体壁面に捕集する系である。捕集面を設置した容器と、これ
にエアロゾルを連続的に吸引して通過させるためのエアポンプで構成される。ここでは、粒子を電
子顕微鏡観察するために用いるので、平滑表面を有する基板（ガラス、金属、シリコンウェハの小片
等）や炭素で被膜された銅グリッドに沈着させる。粒子を帯電させ静電場によって基板への粒子沈
着を促進する方法がある。粒子の観察に適した観察画像を得るためには、粒子捕集系の適切な運転
条件（吸引流量、捕集時間等）をあらかじめ探索しておく。
3.1.2.4 気中質量濃度測定系
気中質量濃度測定系は、エアロゾル粒子の気中質量濃度を求めるために用いる。エアフィルタを
設置したフィルタホルダーと、これにエアロゾルを連続的に吸引して通過させるためのエアポンプ
とフィルタでの水蒸気による結露を抑制するためのヒータで構成される。エアポンプを用いてエア
ロゾル粒子をエアフィルタで捕集させたのち、フィルタ捕集物の質量と通過空気の体積から気中質
量濃度を求める。捕集時にはフィルタホルダーをヒータで外壁加熱することで、フィルタ上での結
5

露を抑制する。さらに捕集物は組成分析等に利用可能である。適切なフィルタの種類、フィルタへ
の通過流量及び粒子の捕集時間、加熱温度は、予備的な検討で探索し定める必要がある。
備考 1:フィルタ捕集によって求まる質量濃度の値は、被験物質と分散剤の乾燥固化物の質量濃度
の合計値である。被験物質のみの質量濃度は、フィルタに捕集された物質の組成分析を行い、被験
物質の割合を乗じて求める。
備考 2:粒子の密度が既知の場合には、インラインエアロゾル計測システムで測定された個数基準
粒子径分布から全エアロゾル粒子の体積濃度を算出し、それに密度値を乗ずることによって、質量
濃度を算出することが可能である。粒子がちゅう密かつ単一の化学成分からなる場合には、密度値
の推定は容易である。分散剤を含んだ懸濁液の噴霧によって発生した粒子の場合は、固化した分散
剤の密度と、試料物質と分散剤の混合比がわかれば、密度値の推定が可能である。
3.2

吸入暴露試験実施手順

3.2.1 吸入暴露試験に向けたエアロゾル発生条件の選定のための実験
吸入暴露試験のために必要な性状（平均粒子径や気中質量濃度）でエアロゾル粒子を発生させる
ための条件を、吸入暴露試験を実施する前に予備的な実験を行うことで定める必要がある。以下の
手順の幾つかは、実際の吸入暴露装容器に接続せず、検討することが可能である。また予備的な実
験では暴露容器に試験動物を入れずに行うことが望ましい。
3.2.1.1 懸濁液の濃度調製と分散状態の確認
ナノ材料懸濁液を、所定の濃度に調製するため、エンドトキシンフリーの純水で希釈し、超音波
照射を行う。この操作ののち、目視で懸濁液中に沈殿が生じていないことを確認する。
3.2.1.2 分散状態の保持の確認
未希釈の懸濁液中の粒子分散状態とその安定性を暴露試験の期間にわたって適宜評価する。また、
吸入暴露試験では、1 日当たり連続数時間の試験を行うため、試験準備と気中粒子の発生状態の確認
に要する時間も含めて、最低、連続試験の時間プラス 2 時間以上にわたって濃度調整後の液が安定
な分散状態を維持することが必要であり、このことをあらかじめ確認しておく。これは、希釈後の
液を当該時間静置し、その後液中に沈殿が生じていないかどうかを目視で確認することで行う。
3.2.1.3 エアロゾル発生・輸送装置の清浄化
懸濁液を液滴化・乾燥して気中分散粒子を得るための発生・輸送装置の清浄化を行う。実際に懸
濁液を噴霧する前に、噴霧装置、液滴荷電器、及びこの出口以降に接続した配管系内の残留物に起
因して、気中に粒子として分散する不純物を十分に除くため、噴霧装置の噴霧液容器に純水を入れ、
噴霧装置を運転する。その際には帯電中和系、乾燥系も運転する。
インラインエアロゾル計測システムを用いて、このとき気中に発生した粒子、すなわち、バック
グラウンド粒子を計測する。粒子径が 20 nm 以上の粒子の個数濃度が 103 個/cm3 のオーダー以下で
あることが確認できるまで、純水の噴霧を続ける。ただし、20 nm 以下では高い個数濃度に成ること
があるが、これは純水液滴の蒸発残渣であるため、無視することができる。
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3.2.1.4 エアロゾルの発生
3.1.1.3 の乾燥系の外壁ヒータを作動させ、予め 100℃に加熱する。2.2.2 の迅速蒸発法を適用する
場合は、3.1.1.2 の液滴荷電器の外壁ヒータも作動させ、予め 150℃に加熱する。
3.1.1.1 の噴霧装置に 3.2.1.1 で調製した懸濁液と加圧空気を任意の供給速度で供給し、液滴を発生
させ、液滴荷電器へ供給する。2.2.1 の液滴荷電による液滴破砕法を適用する場合は、液滴荷電器の
電極針に数 kV の電圧を印加し、放電により発生した印加電圧と同極の気中イオンを清浄空気に同
伴させ、液滴荷電器へ供給する。上記の手順によりエアロゾル粒子が発生し、3.2.1.5～3.2.1.7 の手順
にしたがい、エアロゾルの性状評価を行う。
3.2.1.5 懸濁液の噴霧とエアロゾル粒子のインライン計測による性状評価
3.2.1.4 の手順で発生させたエアロゾルをインラインエアロゾル計測システムによって、粒子径分
布及び個数濃度を計測する。
3.2.1.6 エアロゾル粒子の捕集による性状評価
粒子捕集系を運転し、基板上に捕集した粒子を電子顕微鏡観察する。顕微鏡画像から、粒子の形
態を把握するとともに、サイズ分布を求める。粒子として球形に近いナノ粒子凝集体が観察される
はずである。その場合はここで求めたサイズ分布と 3.2.1.5 で求めた粒子径分布の形状は似た形とな
る。このことを確認する。
3.2.1.7 エアロゾル粒子の気中質量濃度の測定
気中質量濃度測定系を運転し、エアロゾル粒子の気中質量濃度を測定する。暴露容器外で気中質
量濃度を測定する場合、暴露容器にエアロゾル粒子を導入する際に清浄空気で希釈することを考慮
する必要がある。この場合、得られた値に希釈率を乗じることで、暴露容器内での気中質量濃度を
推算することが可能となる。
3.2.1.8 懸濁液濃度とエアロゾル粒子発生・輸送装置の運転条件の選定
懸濁液の濃度及びエアロゾル発生・輸送装置の運転条件を種々変更して、3.2.1.1～7 の手順を繰り
返す。条件の変更方法に応じて、いくつかの手順の省略は可能である。ここで得られた計測結果か
ら、実施する試験に対して最適な条件を検討する。最適条件の選定では、以下の要素を勘案する。
（a）エアロゾル粒子の性状（粒子径分布、個数濃度、気中質量濃度、形態）
（b）エアロゾル流量
（c）噴霧液の消費速度
最適条件を定めた後、吸入暴露試験に適用するために、連続試験の時間にわたって、発生したエ
アロゾル粒子の粒子径分布が、実施試験の水準に照らして十分に安定しているか否かを、インライ
ンエアロゾル計測システムで確認する。
ここで特に気中質量濃度については、4.3 に後述するように、懸濁液濃度に比例して増加すること
が期待できるため、いくつかの懸濁液濃度で、気中質量濃度を測定して、相関をとることによって、
必要な懸濁液濃度の推算を容易にすることが出来る。
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3.2.2 暴露容器中へのエアロゾルの導入
3.2.2.1 暴露容器中のエアロゾルの性状の予備的確認試験
インラインエアロゾル計測システム、粒子捕集系、質量濃度計測系を運転し、暴露容器のサンプ
リング用配管を通じて導かれたエアロゾルの性状（粒子径分布、濃度、形態）を予備的に求める。こ
の性状を、エアロゾルの経路の違いや流路・容器の内壁への粒子の壁面損失を考慮に入れた上で、
3.2.1.8 で求められた粒子の性状と比較し妥当性を確認する。さらに、全身暴露容器では、サンプリ
ング用配管の容器内部の先端の位置をいくつか変えたサンプリングを行うことで、容器内のエアロ
ゾルが十分均一であることを確認する。
3.2.2.2 暴露試験の実施
暴露試験を行う期間の各日には、まず、液希釈と目視による確認（3.2.1.1）、バックグラウンド粒
子濃度（3.2.1.3）の確認をおこなう。次に 3.2.1.4 に従って、暴露容器外の経路を通過しするように
エアロゾル粒子を発生させ、インラインエアロゾル計測システムを運転し粒子径分布及び個数濃度
を確認する。次に、試験動物を入れた暴露容器にエアロゾルの導入を開始する。エアロゾル発生開
始、暴露開始時刻をそれぞれ記録し、所定の時間導入を続ける。
インラインエアロゾル計測システム、および質量濃度測定系を運転し、暴露容器内のエアロゾル
粒子の粒子径分布と個数濃度、気中質量濃度を計測する。これらの計測を、導入時間にわたって連
続的又は適当な時間間隔で行い、暴露容器内にエアロゾルが安定的に供給されていることを確かめ
る。また粒子捕集系を運転し、エアロゾル粒子の形状、組成等の性状評価のための試料を得る。
なお、試験時間、期間内に粒子径分布や気中質量濃度に異変（粒子径の増大や質量濃度の低下）が
起こった場合は、まず懸濁液の分散性のチェックを行う。懸濁液に凝集や沈殿が確認されたら、懸
濁液を 3.2.1.1 に従い、新たに調製し交換する。懸濁液に異常が無かった場合は、懸濁液供給ライン
の詰まり、エアロゾル粒子の沈着による配管閉塞などが原因と考えられるため、定期的に試験終了
後、エアロゾル発生・輸送装置の点検・整備をすることが望ましい。試験時間途中の場合は懸濁液濃
度を高くする、供給液・ガス流量を変化させるなどの対応を行う。
3.2.2.3 対照試験の実施
試験エアロゾル粒子の暴露試験とともに、別の試験系統を用いて、以下の 2 つの対照試験を行う
ことが望ましい。
（a）分散剤物質の暴露試験：試験懸濁液中に分散剤を添加している場合は、この試験を行う。試験
ナノ材料を含まず、分散剤のみを含む溶液を用いて、分散剤固化物のエアロゾル粒子を発生させ
3.2.2.2 の試験と同じ暴露時間、暴露期間、別の試験動物に暴露する。分散剤エアロゾル粒子の発生
と暴露容器への導入、容器内エアロゾル粒子の性状評価の方法は、3.2.1.1～3.2.1.7、3.2.2.1～3.2.2.2
の手順に準じる。ここでは、3.2.2.2 で暴露したエアロゾル粒子の中に含まれている分散剤固化物の
質量濃度と、ほぼ等しい質量濃度の分散剤固化物エアロゾル粒子を発生できる分散剤濃度を求める。
この濃度の分散剤溶液を、この対照試験に用いる。
（b）清浄空気のみの暴露試験；3.2.2.2 の試験と同じ暴露時間・暴露期間で、清浄空気のみを別の試
験動物に暴露する。
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3.2.2.4 暴露試験の終了
所定の時間経過後、試験動物へのエアロゾルの暴露を停止する。このために、エアロゾルが暴露
容器外の経路を通るように切替バルブを設定し、また、加える清浄空気の流量を変化させて、暴露
容器内には暴露試験時と同じ流量で清浄空気のみが流通するようにする。暴露容器外の経路を通っ
たエアロゾルの粒子径分布と個数濃度を、インラインエアロゾル計測システムで計測し、暴露容器
への導入開始前の結果と比較する。発生を終了した時刻を記録し、懸濁液の消費量と発生継続時間
から、懸濁液の供給速度を記録する。
以降の日も、暴露試験を行う場合は、手順 3.2.1.3 に従って純水による装置の清浄化を行い、バッ
クグラウンド粒子濃度の変化によってその終了を判断する。
エアロゾル発生・輸送装置の点検・整備を行う。懸濁液の供給速度が低下していたら、懸濁液供給
ラインを整備あるいは交換する。また発生装置内・輸送配管に粒子が沈着している場合があるため、
清掃を行う。
4

実施例

4.1

湿式分散法の改良

2.2 で示した 2 つの方法が、それらを用いて発生させたエアロゾル粒子の性状にどのような影響を
与えたかを示す。ここで図 1 に示す吸入暴露試験装置において、吸入暴露容器の外側にエアロゾル
を供して、インラインエアロゾル計測システム、粒子捕集系、気中質量濃度測定系を運転し、エアロ
ゾルの性状を評価した。
4.1.1 液滴荷電による液滴破砕法
2.2.1 で示した液滴荷電操作によって、発生エアロゾル粒子にどのような影響が生じるかを調べた。
一次粒子径が 15-30 nm の酸化ニッケル（NiO）ナノ粒子懸濁液を用いて、エアロゾル粒子を発生さ
せた。噴霧装置に噴霧ガス流量 40 L/min、噴霧ガス圧力 0.3 MPa、懸濁液流量 0.8 mL/min でガスと懸
濁液を供給し、エアロゾル粒子を発生させた。また、帯電中和系を運転し 15 L/min の清浄空気を供
給し、両極イオンを発生エアロゾル粒子に混合することで、中和した。

dN/dlogDP [×106 particles/cm3]

3.5
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通常噴霧条件

3.0

液滴破砕法
コロナ放電条件

2.5
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1.5
1.0
0.5
0.0
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図2

100
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1000

液滴破砕法によるエアロゾル粒子径分布（個数濃度 N 基準）に及ぼす影響
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3.1.2.2 のインラインエアロゾル計測システムで得た粒子径分布を図 2 に、3.1.2.3 で示した粒子捕
集系で捕集した NiO エアロゾル粒子の走査型電子顕微鏡（SEM）写真を図 3 に示す。液滴破砕法を
適用したことで 30 nm 以下の小さな粒子が通常噴霧条件と比べて増加した。これは図 3 の SEM 写真
からも確認できる。さらに図中の粒子径の範囲にわたって、個数濃度も増している。これは破砕に
よる数の増加に加え、液滴径が小さくなったことで、配管内での損失が低減したことも原因と考え
られる。同様にして、他のナノ粒子懸濁液を用いた場合でも、粒子径の減少と個数濃度の増加が確
認できた。

a)

b)

5.00 μm

5.00 μm

図 3 a）通常噴霧と b）液滴破砕法で発生させた NiO エアロゾル粒子の SEM 写真
4.1.2 迅速蒸発法
2.2.2 に示した迅速蒸発の効果を確かめるために、噴霧チャンバーの壁面の加熱・非加熱がエアロ
ゾル粒子に及ぼす影響を調べる実験を行った。一次粒子径が 15-30 nm の酸化ニッケル（NiO）ナノ
粒子懸濁液を用いて、エアロゾル粒子を発生させた。噴霧装置に噴霧ガス流量 40 L/min、噴霧ガス
圧力 0.3 MPa、懸濁液流量 0.8 mL/min でガスと懸濁液を供給し、エアロゾル粒子を発生させた。ま
た、帯電中和系を運転し 15 L/min の清浄空気を供給し、両極イオンを発生エアロゾル粒子に混合す
ることで、中和した。
図 4 は、NiO ナノ粒子懸濁液を用いて発生させたエアロゾル粒子の粒子径分布である。加熱を行
い、液滴蒸発を迅速化した場合の方が、個数濃度が高くなっている。 図 5 は、捕集した NiO エア
ロゾル粒子の SEM 写真である。迅速蒸発操作を施してもエアロゾル粒子としての分散性は損なわれ
ていないことがわかる。迅速蒸発条件では、SEM 画像のスケールのために大きな凝集体が目立って
いるが、それらのサイズは 1 μm 程度であり、吸入試験に用いるに十分有用であると言える。
1.4
加熱なし
通常噴霧
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10

a)

b)

5.00 μm
図5

5.00 μm

NiO エアロゾル粒子の SEM 画像 （a）迅速蒸発操作なし、b）同あり）

4.1.3 湿式分散法の改良による気中質量濃度への影響
図 6 に湿式分散法の改良による気中質量濃度の変化を示す。ここで気中質量濃度は 3.1.2.4 に示し
た手法で測定した。液滴破砕法を用いるとわずかに気中質量濃度が増加した。迅速蒸発を行うと、
気中質量濃度が 2 倍程度増加した。これは 2.2.2 で示したように、通常噴霧では配管に損失していた
液滴が、迅速蒸発によって小さくなり、配管での損失を抑制できたためである。さらに 2 つの方法
を併用すると、3 倍程度、気中質量濃度が増加した。これは迅速蒸発でも配管への損失を抑制できな
かった巨大液滴が、液滴破砕によって破砕され、小さな液滴となり損失を抑制できたためだと考え
られる。
Mass concentration [mg/m3]
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湿式分散法の改良による気中質量濃度の変化

全身暴露試験の実施例

4.2.1 酸化ニッケルナノ粒子の全身暴露試験
一次粒子径が 15-30 nm の NiO ナノ粒子懸濁液を用いて吸入暴露試験を 1 日 6 時間、20 日間実施
した。噴霧装置に噴霧ガス流量 40 L/min、噴霧ガス圧力 0.3 MPa、懸濁液流量 0.8 mL/min でガスと懸
濁液を供給し、エアロゾル粒子を発生させた。また、帯電中和系を運転し 15 L/min の清浄空気を供
給し、両極イオンを発生エアロゾル粒子に混合することで、中和した。さらに暴露容器に供給する
際に、合計 100 L/min に成るように清浄空気で希釈した。エアロゾルを発生させる際には、液滴破砕
法と迅速蒸発を併用した。暴露容器内からサンプルリングしたエアロゾル粒子の粒子径分布と電子
顕微鏡画像の例を図 7、図 8 に示す。
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図 7 NiO エアロゾル粒子の粒子径分布の

図8

NiO エアロゾル粒子の SEM 写真

経時変化
4.2.2 二酸化チタンナノ粒子の全身暴露試験
一次粒子径が 15-30 nm の二酸化チタン（TiO2）ナノ粒子懸濁液を用いて吸入暴露試験を 1 日 6 時
間、20 日間実施した。噴霧装置に噴霧ガス流量 40 L/min、噴霧ガス圧力 0.3 MPa、懸濁液流量 0.8
mL/min でガスと懸濁液を供給し、エアロゾル粒子を発生させた。また、帯電中和系を運転し 15 L/min
の清浄空気を供給し、両極イオンを発生エアロゾル粒子に混合することで、中和した。さらに暴露
容器に供給する際に、合計 100 L/min に成るように清浄空気で希釈した。エアロゾルを発生させる際
には、液滴破砕法と迅速蒸発を併用した。暴露容器内からサンプルリングしたエアロゾル粒子の粒
子径分布と電子顕微鏡画像の例を図 9、図 10 に示す。
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図 9 TiO2 エアロゾル粒子の粒子径分布の

図 10 TiO2 エアロゾル粒子の SEM 写真

経時変化
4.2.3 酸化セリウムナノ粒子の全身暴露試験
一次粒子径が 5-10 nm の酸化セリウム（CeO2）ナノ粒子懸濁液を用いて吸入暴露試験を 1 日 6 時
間、20 日間実施した。噴霧装置に噴霧ガス流量 40 L/min、噴霧ガス圧力 0.3 MPa、懸濁液流量 0.8
mL/min でガスと懸濁液を供給し、エアロゾル粒子を発生させた。また、帯電中和系を運転し 15 L/min
の清浄空気を供給し、両極イオンを発生エアロゾル粒子に混合することで、中和した。さらに暴露
12

容器に供給する際に、合計 100 L/min に成るように清浄空気で希釈した。エアロゾルを発生させる際
には、迅速蒸発のみを適用した。暴露容器内からサンプルリングしたエアロゾル粒子の粒子径分布
と電子顕微鏡画像の例を図 11、図 12 に示す。

1.00 μm
図 11

CeO2 エアロゾル粒子の粒子径分布の

図 12

CeO2 エアロゾル粒子の SEM 写真

経時変化
4.2.4 酸化亜鉛ナノ粒子の全身暴露試験
一次粒子径が 35 nm 程度の酸化セリウム（ZnO）ナノ粒子懸濁液を用いて吸入暴露試験を 1 日 6 時
間、20 日間実施した。噴霧装置に噴霧ガス流量 40 L/min、噴霧ガス圧力 0.3 MPa、懸濁液流量 0.8
mL/min でガスと懸濁液を供給し、エアロゾル粒子を発生させた。また、帯電中和系を運転し 15 L/min
の清浄空気を供給し、両極イオンを発生エアロゾル粒子に混合することで、中和した。さらに暴露
容器に供給する際に、合計 100 L/min に成るように清浄空気で希釈した。エアロゾルを発生させる際
には、迅速蒸発のみを適用した。暴露容器内からサンプルリングしたエアロゾル粒子の粒子径分布
と電子顕微鏡画像の例を図 13、図 14 に示す。
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ZnO エアロゾル粒子の粒子径分布の

図 14

経時変化

13

ZnO エアロゾル粒子の SEM 写真

4.3

吸入暴露試験の実施例のまとめ

吸入暴露試験を行う際には 3.2.1.7、3.2.2.1 で示したように、吸入暴露試験に適した操作条件、特
に気中質量濃度は、経験則を踏まえて定める必要がある。そこで本プロジェクトおよび NEDO プロ
ジェクト P06041「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」において行った全身暴露試験の結果を、ナノ
材料の懸濁液濃度に対して、エアロゾル粒子の気中質量濃度を図 15 にまとめた。
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図 15 懸濁液濃度と気中質量濃度の関係
気中質量濃度は粒子の性状・形状に関わらず、懸濁液濃度に比例して増加する。これはどんな粒
子でも懸濁液濃度に応じて、1 つの液滴の中に入る粒子の数が変化するとためだと推測される。迅速
蒸発を行うことで、通常噴霧に比べて、噴霧した懸濁液中の粒子をエアロゾル化出来る割合（生成
効率）が 2 倍ほどに増加することが期待される。以上より、任意の異なる懸濁液濃度で、エアロゾ
ル発生実験を行い、気中質量濃度を測定して、相関をとることによって、容易に必要な懸濁液濃度
を推定することが可能となる。
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