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1. 概要
手順書Ｂでは、手順書Ａの手法で液中に捕集するナノ材料をエアロゾル化する方法について説明す
る。ナノ材料のエアロゾル化は湿式もしくは乾式で通常行われる。湿式とはナノ材料を液体中に一旦懸
濁し、この懸濁液を噴霧する方式である。乾式とはナノ材料の原粉体を直接気中に分散する手法であ
る。湿式ではナノ材料の懸濁液を作製するための前処理が必要である。例えば、ナノ材料粉体を粉砕・
分級し、液中に長時間分散させるために界面活性剤を添加する。乾式では、これらの前処理を行わずに
直接ナノ材料を気中に分散させるため、懸濁液作製のための前処理はない。また、これら前処理がナノ
材料の有害性評価の結果にどのように伝播するかを考慮する必要もない。しかし一方で、気中に直接放
出したナノ材料粉体が解離と凝集を繰り返す過程は、湿式で噴霧したナノ材料を含んだ液滴が乾燥する
過程に比べて複雑である。このため、乾式は湿式よりもエアロゾル粒子の発生量や粒径分布を制御する
ことが難しい。本手順書では振動膜式粉体分散装置を使った乾式気中分散技術と、乾式でエアロゾル化
したナノ材料粉体の質量濃度と粒子数濃度の粒径分布の測定法について紹介する。

2. 工業ナノ材料粉体の乾式気中分散
2.1 乾式気中分散システム
図 1 はエアロゾル液相捕集法に使用する計測器群を設置する環境の概要図である。振動膜粉体分散装
置、エアロゾル化したナノ材料を撹拌するための金属製チャンバー、および、捕集装置を含むエアロゾ
ル計測器群を設置するため、幅 220 cm×奥行 200 cm×高さ 260 cm 程度の空間を準備する。そして、こ
の空間にフレームでやぐらを組み床に固定する。このフレームを静電防災用ビニールシートで天井から
床まで覆い、天井付近の両側面に HEPA ファンフィルターユニット（例：日本エアーテック、MAC55）を取り付け、やぐら内部を合計 8 m3/min の速度で常時排気する。これにより、乾式気中分散シス
テムの清掃やメンテナンス時にやぐら内部でナノ材料粉体が飛散した場合の、やぐら外部へのナノ材料
の漏れを防ぐ。さらに、HEPA ファンフィルターユニットからの排気流を、さらに吸引力の高いエアフ
ォイルファン（例：淀川電機 LA6TE, 200V）で強制的に廃棄し、排気ダクト内を陰圧に維持する。
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図 1 エアロゾル液相捕集法に使用する計測器を設置する環境の概要図

図 2 にエアロゾル液相捕集法で使用する乾式気中分散システムの模式図を示す。本手法では、工業ナ
ノ材料を乾式気中分散させる手法として、米国 NIOSH (National Institute for Occupational Safety
and Health)が開発した、振動膜式粉体分散装置（Vibrating membrane powder disperser, 以下 VMPD,
(McKinney et al. 2009)に改良を加え使用する。

図 2．エアロゾル液相捕集法で使用する乾式気中分散システムの模式図
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図 3 振動膜式粉体分散装置(VMPD)に、ネジ式微量粉体フィーダーよりステンレス管を通じて太鼓型
の発生チャンバーへと原粉体を落下するシステムの写真、および、交換用の天然ゴムラテックス膜

図 3 に VMPD の構造を写真で示す。直径約 230 mm 長さ約 445 mm のアクリル製配管の両端を、取外
し可能な厚さ 0.5 mm のラテックス膜で覆った太鼓のような構造である。内部の体積は約 18.5 L であ
る。このラテックス膜の下側より音波振動を与え、工業ナノ材料の粉体を気中に分散する。McKinney
et al. (2009)の論文には図 3 が示す微量粉体フィーダーは含まれておらず、粉体を太鼓内部のラテック
ス膜上に置く構造となっている。しかし凝集しやすい粉体は、音波振動のみで気中分散することが難し
い。そのため、粉体を微量供給できるネジ式フィーダー（日清エンジニアリング FC-uM-030F）を設置
し、このフィーダーより 30 秒-60 秒の頻度で 1 秒-2 秒間、直径 25.4 mm のステンレス管を通じて膜上
に原粉体を落下させる。表 1 に P25 二酸化チタンおよび日機装多層カーボンナノチューブ(MWCNT)に
対し測定したネジ式粉体フィーダーの最小投下速度を示す。
表 1. ネジ式粉体フィーダーの最小投下速度

P25 TiO2

日機装 MWCNT

平均値

54 mg/s

6.8 mg/s

標準偏差

4.0 mg/s

1.2 mg/s

ラテックス膜は VMPD で使い続けると劣化する。週 3 日 1 日 7 時間使用したと仮定すると、約 1.5-2
年程度で膜が摩耗し漏れが生じる。そして、ナノ材料粉体が太鼓外側の空間に付着する。交換用の膜
は、厚さ 0.5 mm の天然ゴムラテックス膜を購入し1、適当な大きさへと切り抜き作成する（図 3 参
照）。

厚さ 0.5 mm ラテックス膜の入手先：[例 1]SANO FACTORY, http://sano-factory.jp 静岡県富士見市
大中里 821-2; [例２] 株式会社第一, http://www.d-1.co.jp/index.html
1
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2.2 エアロゾル化したナノ材料粉体の分級・除電・撹拌
VMPD より輸送されるエアロゾルはサイクロンを通過する。このサイクロンは、鼻部で捕集される空
気力学径 4 m 以上の非吸入分のエアロゾル粒子を捕集する。設計は、(Kenny and Gussman 1997)の
流量とサイクロン内部寸法の関係に従い、流量は VMPD のエアロゾル流量 6 L/min とする。サイクロ
ンの図面を資料 B1 として添付する。サイクロン底部に捕集した粉体を清掃する作業の頻度を少なくす
るため、サイクロン底部の体積を 55 cm3 と比較的大きくし、また、捕集した粉体の量を目視確認でき
る構造にする（図 4 参照）。

図 4. 振動膜式粉体分散装置の出口で非吸入分のエアロゾル粒子を捕集するサイクロン

サイクロンの粒子透過効率の粒径依存性を図 5 に示す2。粒子透過効率が約 50%の粒径は 4 m であり、
非吸入分を除去する特性を有している。

図 5 振動膜式粉体分散装置に取り付けるサイクロンの粒子透過効率
乾式気中分散したエアロゾル粒子群は過度に帯電しているため、サイクロン通過後のエアロゾル粒子
群を、エアロゾル中和器で除電する。エアロゾル中和器の容器はステンレス製であり、内部に両極イオ
ン発生源として、アメリシウム 241 を核種とするアルファ線源（3 MBq、日本アイソトープ協会、
乾式気中分散させた多分散の JIS Z 8901 試験用粉体をテスト粒子とし、粒子数濃度の粒径分布をサイ
クロンの上流と下流とで空気力学スペクトロメータで測定した。各粒径区分での下流濃度を上流濃度で
割算することにより、粒子透過効率を算出した。
2
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AM162CE） 3が貼付けられている（図 6 参照）。

図 6 エアロゾル中和器の例。(a)容器の外観、(b)内部へと金属用接着剤で貼付けた線源。この例ではス
テンレス製のフィルターホルダ（例：Advantec MAT-500T）を容器として使用している。
粉体を乾式気中分散すると、マイクロメートル粒径域の凝集体が多く発生する。エアロゾル中和器内
部の線源部に粉体が蓄積し、アルファ線が遮へいされると中和器の除電能力が低下する。これを防ぐた
め、粉体を定期的に洗い落とす。電離放射線に対する安全教育を受けたのち、エアロゾル中和器の容器
を開けずに内部を洗浄する。内部に蓄積した粉体の洗浄は、中性洗剤入りの純水で内部を洗い流し内部
を純水ですすぎ、乾燥空気を一晩流し内部を乾燥させる4。
エアロゾル中和器で電気的に中和したエアロゾル粒子群を、体積 45 L のステンレス製容器（例：
CTH-39、日東金属工業）の内部で一旦撹拌する。これは、濃度の時間変動を抑制し、捕集装置を含む
各計測器がサンプルするエアロゾル粒子群の濃度を一様にするためである。図 7 が示すように、容器底
面を天井側にして吊下げ、容器の蓋にインレットおよびサンプル口を製作する。図 1 の模式図で示す様
に蓋をやぐらの枠より金属ワイヤーで吊下げ、蓋の落下を防止する。そして、容器の開閉は手動ウイン
チで容器を上下し行う。

3

この線源は表示付認証機器であり文部科学省へと仕様届を提出し、実験、研究、教育のために使用す
る。電離放射線に対する安全管理を必要とする。日本アイソトープ協会より、安全取扱説明書を入手す
る。http://www.jrias.or.jp/products/cat3/403.html
4 洗浄で発生したナノ材料を含んだ液体はペットボトルに保管し、ナノ材料粉体を含んだ懸濁液とし
て、各事業所が定める手順に従い廃棄すること。
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図 7. 乾式気中分散でエアロゾル化したナノ材料粉体を撹拌するための容器

図 7 中央は撹拌容器内部の画像である。下側の中心よりエアロゾルを導入する。DC ファン(例：山洋電
9WS0924H402)を 2 台稼働させ、容器内部のエアロゾルを常時撹拌し濃度を一様にし、容器の深さ

気

39 cm に対し約 30 cm の高さより各計測器へとエアロゾルをサンプルする。容器の蓋に内径（外径）が
4.8 (6.35) mm、7.1 (9.52) mm、10.4 (12.7) mm、および 15.8 (19.0) mm のサンプル配管が合計 12 本
取り付け可能である5。これら配管を容器内部に挿入するための蓋への追加工図面を資料 B2 に添付す
る。

3 エアロゾル化したナノ材料の質量濃度測定
3.1 VMPD 制御とエアロゾル質量モニター
撹拌容器内のエアロゾル粒子の質量濃度測定は、エアロゾル質量モニターおよびフィルタ捕集で行
う。エアロゾル質量モニターが測定した濃度は VMPD の制御プログラムにフィードバックされ、プロ
グラムが振動膜の振幅を調節し目標値へと発生濃度を維持する仕組みとなっている。制御プログラムは
National Instruments の LabView で構築されている。図 8 に VMPD の制御プログラムのユーザーイ
ンタフェースを示す。

図 8. エアロゾル撹拌容器内部の質量濃度を一定に維持する VMPD 制御プログラムのユーザーインタ
フェース(Inhalation Exposure Systems, LLC)

この VMPD の製造元である Inhalation Exposure Systems, LLC 6の提供する制御プログラムに、ネジ
蓋には外径 25.4 mm および 12.7 mm の配管用ボアスルーフィッティングがそれぞれ 10 箇所および
2 箇所が備わっている。外径 6.35 mm または 9.52 mm の配管を使用するためには Swagelok のボアス
ルー異径フィッティングを追加する。
6 コンタクト情報: 36 Amherst Road Morgantown, WV 26505, U.S.A., 日本国内では柴田科学が同等の
5
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式粉体フィーダーの動作時間と頻度を入力する機能、およびエアロゾル質量モニターの流量をモニタリ
ングする機能を付加した。フィーダーの動作時間は 2 秒、動作頻度は 30 秒から 60 秒に設定する。エア
ロゾル質量モニターは、サンプルしたエアロゾル粒子群に単色光を照射し、粒子群からの消散（散乱と
遮へい）の量を質量濃度として測定する。エアロゾル液相捕集法で必要なエアロゾル質量モニターの仕
様は、①濃度を質量濃度（mg/m3 または g/m3）として表示し、②濃度 0.1 mg/m3 ~ 100 mg/m3 の範
囲を測定できること、③シリアル通信インターフェイスで VMPD 制御プログラムに濃度値を伝達でき
ることである。3.3 節の測定例で使用した装置は、Thermo Scientific 社製の DataRAM4 であるが、こ
の機種の製造はすでに終了している。他の入手可能な装置に Thermo Scientific 社製の pDR-1500
（personal DataRAM）、TSI 社の DustTrak Model 8533 がある7。

3.2 フィルタ捕集法
エアロゾル質量モニターが測定するエアロゾル質量濃度は、フィルタ捕集法で測定した値と比較する
ことにより、実験で発生させるエアロゾル粒子種毎に校正する必要がある。図 9 に撹拌容器内のエアロ
ゾル質量濃度を測定するためのフィルタ捕集設備の写真および概要図を示す。

図 9 撹拌容器内のエアロゾル質量濃度を測定するためのフィルタ捕集設備の写真および概要図

吸湿性が低いフィルタを使用することが好ましいため、直径 47 mm または 25 mm の PTFE メンブレ
ンフィルター（例：孔径 2 m, Pall Life Sciences）を使用する。フィルタ捕集開始前はバルブ１と２を

使用の VMPD の製造販売した実績がある。
7 エアロゾル液相捕集法では、濃度が 10 mg/m3 と比較的高濃度下で使用されるため、内部にサンプル
された粉体が光学部品に蓄積する。このため、濃度ゼロに対応する信号強度にドリフトが生じる。この
補正を行う機能を有するエアロゾルモニターを選定した。
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閉めた状態にしておき、バルブ３を開けた状態にしておく。捕集開始時は１２３の順にバルブの開
閉を行い、捕集終了時は３２１の順にバルブの開閉を行う。フィルタホルダ内の上流側の気圧を撹
拌容器内と同じ状態を保つことにより、配管の内壁に付着した粉体が離脱し捕集開始時にフィルタに付
着することを防ぎ、また、フィルタを取り除く際にフィルタに捕集した粉体が飛散することを防ぐ。フ
ィルタ上に粉体が堆積するに従い、最大約 10 kPa の圧力損失が生じる。フィルタ上流の体積流量を一
定に保つため、フィルタ下流で質量基準の流量制御を行う。気体質量制御装置（例：mass flow
controller、以下 MFC、HORIBA STEC SEC-N100 シリーズ）をフィルタ下流に設置する。MFC 下流
での気圧は約－100 kPa の十分な負圧を維持する。フィルタ捕集法による撹拌容器内のエアロゾル質量
濃度,

,を算出する。
∆

[1]

∆ ∙

ここに、∆

は捕集時間∆tの間にフィルタへと捕集した粒子質量であり、

は MFC に設定する

気体質量流量である。図 10 は捕集後フィルタの質量測定中の写真である。フィルタ質量の測定には、
最大秤量が数 g、最小表示が 0.1 g の電子天秤（例：Mettler Toledo UMX2）を使用する。静電気によ
り生じる測定質量のばらつきを減らすため、フィルタを保持できる大きさの受け皿をアルミ箔で作成す
る。

図 10 電子天秤でフィルタの質量を測定する様子
フィルタに吸着した水分の損失や吸着が、捕集質量に与える誤差を評価した。フィルタを保管する環
境は実験室大気であるが、撹拌チャンバー内の空気は乾燥している。捕集実験前にフィルタに吸着して
いた水分が損失する量を評価した結果、平均値と 95%信頼区間はそれぞれ 13.4 g  40.5 g であっ
た。また、乾燥したフィルタを天秤に放置しておくことによる質量の増加を評価した。その結果、平均
値とその 95%信頼区間は 0.78 g/min  0.11 g/min であった。これらの不確かさ要因による捕集質量
の誤差を数％以下にするためには数 mg 以上の捕集質量が必要である。
フィルタ上流で使用する配管の径、および、フィルタ捕集のサンプル流量は、それぞれ、Growth
Tube Collector (GTC)で使用する配管とサンプル流量と同じにする。これは、サンプリング配管の内壁
への慣性沈着による粒子損失の量を、GTC とフィルタ捕集の間で同じに保つためである。図 11(a)で示
す様に、粒径が数マイクロメートル以上のエアロゾル粒子を大気圧下で配管へとサンプルする場合、吸
引されるエアロゾル粒子が持つ慣性の効果により、粒子が気流の流線より逸脱し、これにより、吸引さ
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れたエアロゾル粒子の濃度に偏りが生じる。図 11(b)の写真は、JIS Z 8901 試験用粉体を乾式気中分散
した際に、撹拌容器内部からのサンプリングに使用した配管の、吸引口側と出口側での粒子の付着状況
を比較した例である。入口側の方が内壁に付着した粉体の量が多いことが確認できる。

図 11

(a) 配管にサンプルしたエアロゾル粒子が慣性により気流より逸脱するしくみ。(b)サンプル吸引

用配管の内側に、乾式気中分散した JIS Z 8901 試験用粉体が付着した様子を、管の入口と出口とで比
較した例。

3.3 測定例
図 12 に VMPD で発生した P25 二酸化チタンのエアロゾル粒子群の質量濃度をエアロゾル質量モニ
ター（Thermo Scientific、DataRAM4）で測定した例を示す。濃度が安定するまでに発生開始から 30
分以上を要する。これは、プログラムが制御し、エアロゾル質量モニターの値が目標値に収束するまで
に要する時間である。

図 12 VMPD で発生させた P25 二酸化チタンのエアロゾル粒子群の質量濃度をエアロゾル質量モニタ
ーで測定した例。濃度の目標値を 10 mg/m3 と 25 mg/m3 に設定し制御した例
エアロゾル質量モニター（DataRAM4）の測定値をフィルタ捕集法で校正した結果の例を表 2 に示
す。エアロゾル質量モニターの校正係数は、フィルタ捕集法とエアロゾル質量モニターの値の比として
定義した。校正係数の値は粉体の種類によって異なる。また、エアロゾル液相捕集法では、捕集時間を
短縮するため、エアロゾル質量濃度を比較的高くする。このため、このため、エアロゾル質量モニター
検出部の内壁およびレンズ表面に付着した粉体を取り除くための清掃が定期的に必要となる。清掃を実
施した前後での校正係数を再度確認する必要がある。
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表 2. エアロゾル質量モニターの校正結果の例
JIS Z 8901
試験用粉体

P25 TiO2

P25 TiO2

JMT-150IB
TiO2

エアロゾル質量モニタの表示値

10

25

25

10

校正を実施した時期

2013/08

2013/10

2013/11

（清掃前）

（清掃後）

1.7 (n=10)

1.3 (n=13)

0.64 (n=10)

0.63 (n=5)

0.20

0.057

0.067

0.064

エアロゾル質量モニター
フィルタ捕集法

平均値
標準偏差

2015/05

4 エアロゾル化したナノ材料の粒子数濃度の粒径分布測定
4.1 エアロゾル粒子のための粒径分布測定装置
エアロゾル液相捕集法において、乾式気中分散によりエアロゾル化したナノ材料の粒径分布測定は必
須ではないが実施することが好ましい。測定する粒径範囲は、ナノ材料の一次粒子の粒径域である粒径
10 nm から、乾式気中分散で発生したナノ材料凝集体の粒径域を含んだマイクロメートルの粒径域を測
定する。図 13 に粒径 14 nm から 20 m の粒径範囲のエアロゾル粒子の粒径分布を測定する装置と、各
装置の測定対象粒径範囲を示す。粒径 14 nm から 670 nm のナノ粒径域は scanning electrical mobility
particle sizer（以下 SMPS, TSI 社製）で測定する。粒径 0.3 m から 10 m の範囲は光散乱式気中パ
ーティクルカウンタ（airborne optical particle counter, 例：RION KC-01E,

気中 OPC）で測定す

る。粒径 0.55 m から 20 m の範囲は aerodynamic particles sizer spectrometer（以下 APS, TSI3321）で測定する。

図 13. 乾式気中分散したナノ材料凝集体の粒径分布測定のためのエアロゾル計測器

4.2 エアロゾルの希釈
エアロゾル液相捕集法では、ナノ材料の粉体を乾式気中分散し、マイクロメートル粒径域のエアロゾ
ル粒子を約 10 mg/m3 の質量濃度、約 1000 cm-3 の粒子数濃度で発生する。この状態のエアロゾル粒子
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群を直接エアロゾル計測器へとサンプルすると、計測器内部にナノ材料の粉体が蓄積し、計測器内部を
清掃するためのメンテナンス作業が頻繁に生じる。したがって、各エアロゾル計測器の上流に希釈器を
設置し、メンテナンスの発生頻度を最小限にする。各エアロゾル計測器の上流に設置する希釈器の流路
構造と写真を図 14 に示す。

図 14 各エアロゾル計測器の上流に設置する希釈器の流路構造と写真

キャピラリー管を通過するエアロゾル流の圧力損失を流量の関数として予め校正する。希釈器下流に接
続されるエアロゾル計測器の吸引流量に対する不足分を、外気より HEPA フィルタを通し供給する。ニ
ードルバルブを調節し、キャピラリー管を通過する流量を制御する。表 3 に、エアロゾル液相捕集法で
使用する各エアロゾル計測器に対して使用するエアロゾル希釈器の設計をまとめる。
表 3．エアロゾル液相捕集法で使用する各エアロゾル計測器に対して使用するエアロゾル希釈器の設計
DataRAM

APS

OPC

SMPS

Sampling flowrate (L/min)

0.5

1

0.3

0.3

Sizes of Swagelok fittings (inch)

1/4

3/8

1/4

1/4

Outer diameter of capillary tube (mm)

1.588

3.175

1.588

1.588

Inner diameter of capillary tube (mm)

1.15

0.7875

0.7875

1.753

Length of capillary tube (mm)

200

300

350

350

Readings on differential pressure gauge (Pa)

150

100

200

500

0.098

0.230

0.017

0.059

5.1

4.4

17.3

5.1

Flowrate through capillary (L/min)
Dilution factor ( - )

4.3 測定例
図 15 に、乾式気中分散したナノ材料粉体の粒径分布の例として、JIS Z 8901 試験用粉体、および、
疎水性二酸化チタン（テイカ社、JMT-150IB）の粒径分布の例を示す。
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図 15 乾式気中分散したナノ材料粉体の粒子数濃度の粒径分布の例。(a) JIS Z 8901 試験用粉体、 (b)
テイカ社 JMT-150IB.
4.3.1

JIS Z 8901 試験用粉体の粒径分布

SMPS と気中 OPC の測定粒径域が重なる部分では、測定結果が比較的良く一致している。一方で、
APS と気中 OPC で測定した粒径分布の粒径に対する傾向は一致しているが、APS が測定した粒子数濃
度は OPC に比べて顕著に低い。この理由として、JIS Z 8901 試験用粉体のエアロゾル粒子に対しては
APS による計数損失割合が高い可能性が挙げられる。また、APS 上流に設置した希釈器内部に粉体が
蓄積し流量が低下していた可能性がある。
4.3.2

JMT-150IB の粒径分布

SMPS の測定結果が示す粒径 0.3 m－0.67 m の範囲での比較的高い粒子数濃度が、気中 OPC およ
び APS では確認できない。JMT-150IB のエアロゾル粒子群が部分的に多価に帯電していることが、
SMPS の結果が気中 OPC と一致しない原因の一つである。SMPS は荷電した個々のエアロゾル粒子を
電気移動度により分級する。そして、分級された粒子が 1 価に帯電していることを想定し電気移動分布
を粒径分布に変換する。そのため、1 価より多く帯電した粒径の異なる粒子も、1 価帯電の粒子と電気
移動度が同じであれば、1 価帯電の粒子と同じ粒径区分で分級・計数し、1 価帯電粒子の濃度とする。
これによる濃度測定の誤差は、より多価に帯電する粒径サブマイクロメートル以上の粒子数の割合が多
いと大きくなる。これら多価帯電粒子の効果による補正は、粒径 0.3 m－0.67 m の範囲の SMPS と
気中 OPC との濃度の違いを部分的に説明できる。
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5 参考資料
添付資料 B1：

サイクロンの図面

添付資料 B2：

撹拌容器蓋への追加工図面

