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1 概要
手順書Ｂの測定例（図 15）で示したように、乾式気中分散でエアロゾル化するとナノ材料は一次粒子
の凝集体となる傾向がある。そして、これら凝集体を液相中に捕集すると、より小さな単位の凝集体に
解離することがある。これは、粒子表面が水分子と作用し電荷を持った結果生まれる反発力によるもの
と考えられる。したがって、エアロゾル液相捕集法で作製した懸濁液中の粒子数を、気中で測定した粒
子数濃度より求めることはできない。本手順書では、エアロゾル液相捕集法で作製したナノ材料懸濁液
中の粒子数濃度、およびその粒径分布の測定手順について説明する。
本手順書では、粒子数濃度を正確に測定するため、懸濁液中よりサンプルした粒子の群に含まれる
個々の粒子を、直接計数する手法を選択する。図 1 に粒径 12 nm から 10 m の粒径範囲の捕集懸濁液
中の粒径分布を測定する装置と、各装置が測定する粒径範囲を示す。を示す。粒径 0.21 m－20 m の
範囲での粒径分布測定は、光散乱式液中パーティクルカウンタ（liquid-borne optical particle counter,
以下 LOPC または液中 OPC）で測定し、粒径約 0.012 m－0.28 m の 範囲ではエアロゾル計測技術
を応用する。具体的には、捕集懸濁液を気中に再分散させ懸濁液中の粒子をエアロゾル化した後、手順
書Ｂで紹介した scanning mobility particle sizer (以下 SMPS)で測定する。

図 1 粒径 12 nm から 10 m の粒径範囲の捕集懸濁液中の粒径分布を測定する装置の組み合わせ

2. 液中 OPC を使った粒径分布測定
2.1. 捕集懸濁液の希釈
液中 OPC で精度よく粒子数濃度を測定するため、懸濁液中の粒子数濃度を約 1000 個/ml 以下に希釈
する。また、気中の汚染微粒子が混入し懸濁液が汚染されることを防ぐため、空気清浄度の管理も行
う。図 1 は 1000 個/ml 以下の粒子数濃度に捕集懸濁液を希釈するためのクリーン作業ブース内の写
真、および希釈作業の様子である。懸濁液の希釈は、低発塵のテフロン製のボトル1を使用する。超純水
で捕集懸濁液を段階的に希釈する。各ステップの希釈倍率は電子天秤を使い質量基準で行うことで濃度
の不確かさを低減する2。
テフロンボトルの仕様例：広口ビックボーイ、高純度テフロン®製ボトル、容量 250 ml、販売元：ア
ズワン株式会社
1

2

推奨される電子天秤の仕様は、最大秤量 100 g / 500 g、最小表示 0.1 mg / 1 mg であり、この仕様を
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図 1 捕集懸濁液を 1000 個/ml の粒子数濃度に希釈するためのクリーンブース内の写真、および希釈作
業の様子

液中 OPC で測定する前に、エアロゾル液相捕集法で作製した懸濁液の原液を約 104 倍に 2 段階で希
釈する。①定量ピペットで 0.2 ml を採取し、超純水を 200 ml 加え 103 倍に希釈する。②「①」で作成
した希釈液 20 ml に超純水を加え、総体積約 200 ml に希釈する。超純水を加える際は、ボトルの壁伝
いに超純水を静かに注入し、注入時の気泡発生を防ぐ。また、希釈後の試料を撹拌は、気泡発生を防ぐ
ため、図 2 で示す様に、ボトルを数 10 度傾けた状態で、ゆっくりと手でボトルを 10 回程度回転させ
る。

図 2 超純水で希釈した懸濁液試料の撹拌方法

2.2. 液中 OPC システムの構成
図 3 に液中 OPC による粒径分布測定の流路図、および、懸濁液試料の吸引ライン、懸濁液試料用の
微粒子センサー、微粒子カウンタおよびそれと連動する定量シリンジサンプラの写真を示す。

満たす例は Mettler Toledo XPE-504DR である。
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図 3 液中 OPC による粒径分布測定の流路図、および、試料を吸引させる状態、懸濁液試料用の微粒
子センサー (例：RION KS-28B)、微粒子カウンタ（例：RION KL-11A）、およびそれと連動する定量
シリンジサンプラ (例：RION KZ-30W1)。

クリーンブース内に設置したテフロン管を、試料ボトル内の中心よりやや下まで差し込み、試料ライン
の最下流に設置した定量シリンジサンプラ（例：RION KZ-30W1）で液中微粒子用センサ（例：RION
KS-28B）に吸引する。吸引速度は 10 ml/min に設定する。吸引開始 30 秒後より、微粒子カウンタ
（例：RION KL-11A）が粒子数濃度の粒径分布測定を 60 秒間行う。約 2 桁の粒径範囲を液中 OPC で
測定するため、ダイナミックレンジの異なる二つのセンサを準備する。それぞれの可測粒径範囲を、
0.21 m－2.0 m および 0.5 m－20 m とする。そして、捕集懸濁液を 104 倍で希釈した試料の粒径
分布測定を行う。もし、液中 OPC が高濃度による測定エラーを報告した場合、このエラーが解消され
るまで、2 倍から 10 倍の範囲にさらに試料を希釈し測定する。

2.3. 液中 OPC が測定する粒径の校正
微粒子カウンタ（RION KL-11A）はセンサーからの個々の光散乱信号の高さが、ユーザーが設定し
．．．．
たしきい値以上であった粒子検出イベントの数を積算し、ヒストグラムを構築する。光散乱信号の高さ
を粒径の関数として校正する必要があり、この校正作業を製造メーカに依頼する。この校正では粒径標
準ポリスチレンラテックス球（polystyrene latex sphere, 以下 PSL 球）が使われる。図 4 に製造メー
カにより提供された、PSL 球の粒径と光散乱信号強度の例を示す。
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図 4 RION KS-28B 液中微粒子センサの光散乱信号と PSL 球の粒径の関係。
粒径範囲は(a) 0.25 m -2.0 m、(b) 0.5 m -20 m

KS-28B の可測粒径

標準粒子メーカでは比較的定まった粒径の種類を供給するため、メーカが PSL 球を使用し校正した結
．．．
果を、各粒径区分の光散乱信号のしきい値電圧として使用する方が、長期的に管理がしやすい。図 5 に
液中 OPC を使った粒径分布測定に使用する粒径区分の境界粒径の例を示す。

図 5 液中 OPC での粒径分布測定で使用する粒径区分の例
図 5 で赤矢印で示した値は、特定の粒径区分の幅を他に比べ過度に広くしないため、人為的に設定した
粒径点である。これらの粒径点での光散乱信号の値は、メーカの校正データに経験式を当てはめ算出す
る。 粒径 0.5 m から 1 m の範囲に二つのセンサがオーバーラップする領域を設け、二台のセンサで
測定した粒径分布を比較する。

3. エアロゾル計測技術を応用した粒径分布測定
3.1. 測定手法の概要
粒径約 0.012 m－0.28 m の 範囲ではエアロゾル計測技術を応用する。この評価手順の概要を図 6
に示す。
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図 6 校正用データおよび捕集懸濁液中の粒子数濃度の粒径分布を測定するための、エアロゾル計測技
術を応用した手法の模式図
粒径と粒子数濃度

が既知の単分散粒子懸濁液を、105～106 程度の倍率で希釈し（濃度
と気中での濃度

れを気中分散し、

）、こ

との比を粒径の関数として評価する（校正係数）。一方、

エアロゾル液相捕集法で作製した、捕集懸濁液中の粒子数濃度

は未知である。捕集懸濁液を気中分

散し粒子数濃度の粒径分布を測定し、校正係数を用いて、懸濁液中の粒子数濃度の粒径分布を推定す
る。捕集懸濁液は容量が少ないため、加圧噴霧に必要な容量（約 100 ml）に超純水で希釈する。希釈後
の捕集懸濁液の（未知である）粒子数濃度を
度を

とする。そして、

数濃度

を算出し、さらに希釈前の粒子数濃度

とし、この懸濁液をエアロゾル化し測定した粒子数濃

にステップ１で得られた校正係数を掛算し、捕集懸濁液中の粒子
を求める。図 6 中のステップ①で使用する粒径

と粒子数濃度が既知の懸濁液は、現状では市販されていない。そのため、JSR 社が製造し販売する粒径
標準 PSL 球の懸濁液 STADEX シリーズを使用する。図 7 に作製の原理を示す。

図 7 JSR STADEX シリーズ・（粒径標準 PSL 球）より、粒子数濃度が既知の懸濁液を作製する原理
STADEX シリーズの利点は、分散剤が含まれていない点である。そのため、STADEX 乾燥後の質量
は、PSL 球群と仮定できる。STADEX 懸濁液中の PSL 球群の質量濃度

は、乾燥後質量を乾燥前

質量で割算して算出される。そして、この質量濃度を PSL 球 1 個あたりの質量
の粒子数濃度
球の質量密度

で割算し、PSL 球群

に変換する。PSL 球一個あたりの質量は、STADEX の校正証明書より粒径
より

∙

∙

/6の式で算出できる。

と PSL
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3.2. STADEX 中 PSL 球の粒子数濃度の評価
STADEX を乾燥させるため、ポリプロピレン製のマイクロチューブ（容量約 0.6 ml、質量約 140
mg）を５本準備する3。これらのバイアルを設置するスタンドを寸法 5 ㎝×5 ㎝のアルミ箔で作成する
（図 8）。導電性のスタンドを使うことで、バイアル表面の静電気による測定質量の誤差を緩和する。バ
イアルおよびアルミ箔は十分に洗浄した後、超純水でリンスし、クリーンベンチ内で予め乾燥する。

図 8 JSR STADEX の乾燥質量に測定するバイアルとスタンド
バイアルおよびアルミ箔の表面に付着している半揮発性の不純物が、STADEX 乾燥後の質量の誤差とな
ることを防ぐため、バイアルおよびアルミ箔を過熱する。図 9 は STADEX 乾燥に使用する簡易型真空
乾燥器（アズワン

KVO-300）である。

図 9 STADEX の乾燥に使用する簡易型真空乾燥器（アズワン KVO-300）
バイアルをアルミスタンドへと設置し、温度 60℃に設定し 2 時間乾燥する。イオナイザーでバイアル表
面の静電気を十分に除電し質量測定を行う。電子天秤はフィルタ質量の測定と同様に、最大秤量が数
g、最小表示が 0.1 g を満たす機種（例：Mettler Toledo UMX2）を使用する。バイアル質量の個体
差、および乾燥処理後の質量差の例を 3.5.1.節で紹介する。
STADEX を、超純水の入った 20 ml のビーカーに STADEX を入れ、超音波で撹拌する（図 10(a)）。

バイアルはこれ以上大きいと、乾燥後の PSL 質量に対するバイアルの質量が重くなり、質量計測時の
誤差の原因になる。
3
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図 10(b)が示す様に、STADEX の内蓋を外し、体積 200 l を変量ピペット（例：Eppendorf

20-200

ℓ, 1261028）で採取し、バイアルを片手で持ったまま注入する4。注入後はバイアル水分の蒸発を防ぐ
ため人差し指ですぐに蓋を閉める（図 10(c)）。

図 10 (a) STADEX 懸濁液の超音波分散、(b)の外蓋と内蓋を取り外した STADEX、(c) STADEX 注入後
バイアルの蓋を閉じる。

図 11(a)の写真および図 11(b)の模式図で示す様に、乾燥器内ホットプレートにバイアルとスタンド一式
を乗せる。バイアルの蓋を開けたまま乾燥させるためカバーを設置する。

図 11 乾燥用真空チャンバー内部に設置したアルミスタンド付きバイアル

(a)写真

(b)模式図

ホットプレートの温度を 60℃に設定し乾燥を開始する。真空チャンバーの蓋を閉め、真空ポンプに接続
したニードルバルブを徐々に開き、乾燥器内の気圧を下げる。気圧が STADEX 中水分の蒸気圧に近づ
くに伴い、STADEX 液面が盛り上がる。盛り上がった STADEX 表面が破裂しないように徐々にチャン
バー内圧力をマイナス 80 kPa 程度にまで減圧する5。約 2 時間で STADEX 内の水分は揮発する。その
後、真空ポンプを止めバルブを開け、チャンバー内気圧を大気圧に徐々に戻す。乾燥後の STADEX は
飛散しやすい。室温まで冷ました後、乾燥器内よりバイアルおよびスタンド一式をバイアルの蓋を空け
たままで取り出し、イオナイザーで除電した後、乾燥後質量を電子天秤で測定する6。上述手法で評価し
た STADEX 粒径標準 PSL 球懸濁液中の PSL 球の質量割合の評価結果および、図 7 で示した手順で算
出した STADEX の粒子数濃度の例を 3.5.1.節で紹介する。
STADEX ボトルの内蓋に、個体および液体の異物の付着を防ぐこと。また、STADEX ボトルからの
水の蒸発を最小限にするため、バイアルの蓋を閉めスタンドに設置した直後に STADEX ボトルの内蓋
と外蓋を閉めること。
5 この大気圧における水の沸点は約 60℃である。
6 バイアルの蓋を閉めると、蓋と内壁の接触部に付着した乾燥後の STADEX が落下する。
4
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3.3. 校正係数

/

粒径と粒子数濃度

の取得
が既知の STADEX 懸濁液を 105～106 程度の倍率で希釈し作製した、粒子数濃

の PSL 球懸濁液、および、粒子数濃度

度

が未知である希釈後捕集懸濁液をエアロゾル化する

装置の模式図および写真を図 12 に示す。

図 12 希釈した STADEX 懸濁液および捕集懸濁液をエアロゾル化する装置の模式図および写真
体積約 200 ml に希釈した STADEX 懸濁液、もしくは捕集懸濁液を容量 1 L のガラスボトルに入れ、
加圧噴霧式アトマイザー(例：Constant output atomizer, TSI 社 Model 3076)で気中に噴霧する。噴霧
液滴を壁温度 110℃に設定した配管を通し蒸発させ、その下流で水蒸気を拡散エアロゾル乾燥器で回収
する。拡散エアロゾル乾燥器（例：司測研）の内部構造を図 13 に示す。

図 13 拡散エアロゾル乾燥器の構造
壁が網状の配管の外側の空間がシリカゲルで充てんされいる。拡散エアロゾル乾燥器を使用すること
で、下流に位置する SMPS がサンプルする流量 1 L/min のエアロゾルの湿度を 10%程度まで下げるこ
とができる。そして、SMPS により測定した粒子数濃度の粒径分布の解析より、校正係数,
/

,を取得する。

3.5.2.節で、粒径 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, および 0.25 m の PSL 球懸濁液を使い、SMPS で測定
した粒径分布より、エアロゾル中での PSL 球群の粒子数濃度

を解析した例を示す。そして、

の値と、既知である希釈後 STADEX 懸濁液中の PSL 球の粒子数濃度
/

を取得する。3.5.2.節で上述四種の粒径を使い評価した、

PSL 球の粒径で校正係数

/

/

より校正係数
の例を示す。各

の値を 5 回以上繰り返し評価し、各粒径での平均値を平均し、捕

集懸濁液の粒子数濃度の粒径分布の解析で使用する

/

とする。

3.4. 捕集懸濁液中の粒子数濃度測定の評価
捕集懸濁液を気中に再分散し SMPS で測定し、エアロゾル化したナノ材料の粒子数濃度

の粒

11
/∆ log

径分布関数を、∆

を得る。そして、この粒径分布関数と校正係数で掛け算し、噴霧用ボ
/∆ log

トル内での捕集懸濁液の粒子数濃度の粒径分布∆

を求め、捕集懸濁液の原液を希釈した倍

率 D.F.でさらに掛け算し、捕集懸濁液中の粒子数濃度の粒径分布∆
∆

∆

∆
∆

∆

∆

∆

∙

を求める。
[1a]

∙

∆

/∆ log

[1b]

. .

ここに i は粒径区分の通し番号であり i の範囲は1

i

imaxである。捕集懸濁液の再分散と SMPS 測

定で得た粒径 0.28 m 以下の粒径分布と、液中 OPC で測定した粒径 0.21 m 以上の粒径分布を統合す
る。統合後の粒径分布関数を以下の式で粒径に対し積分し、捕集懸濁液中の粒子数濃度

を算出す

る。
∑

[2]

∙ ∆ log

は、SMPS もしくは液中 OPC に設定した各粒径区分幅である。各粒径区分中の粒子数

ここに∆ log
∆

濃度

∆
∆

∆

∙ ∆ log

を積分し

を算出する。3.5.3.節に、P25 と JMT-150IB を使い作製

し、エアロゾル技術および液中 OPC で測定した捕集懸濁液中の粒径分布関数を∆

/∆ log

示す。

3.5. 測定例
3.5.1.

STADEX 中 PSL 球の粒子数濃度の評価に関する測定例

表 1 に、STADEX 懸濁液の乾燥質量測定に使用するバイアルの質量の個体差、および、アルミスタ
ンド付きバイアルの乾燥前後での質量差を示す。
表 1. STADEX 懸濁液の乾燥質量測定に使用するバイアル、および、バイアルとアルミスタンド付き
バイアルの乾燥前後での質量差
average (n=19)
141.51 mg
Mass of vial after drying at 60 C
Coefficient of
0.0045
varations
average (n=19)
-3.6 g
Change in the mass of an assembly consisting of vial and
Coefficient of
aluminum stand after drying at 60 C.
0.92
varations
乾燥後のバイアル質量の変動係数は 0.45%であり、個体差は比較的小さい。一方で、アルミスタンド付
きバイアルの質量は、過熱により数マイクログラム減少する傾向がある。この減少量は、本手順書での
STADEX 乾燥質量約 2 mg の数 10 分の 1％であり比較的小さい。
本手法で評価した STADEX 粒径標準 PSL 球懸濁液中の PSL 球の質量割合の評価結果および、図 7
で示した手順で算出した STADEX の粒子数濃度を表 2 にまとめる。STADEX 中の PSL 球の質量割合
は STADEX の校正証明書の値 1%に近く、変動係数も最大 1.5%と比較的小さい。
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表 2.

JSR STADEX 中の PSL 球の質量割合の評価結果、および算出した粒子数濃度のまとめ

Nominal Size of PSL spheres
Lot number
Number of replicates
Average mass fraction of PSL
spheres in STADEX
Coefficient of variations

0.048 m
110531

0.070 m
Unknown

0.100 m
110120

0.254 m
090205

5

5

5

5

0.0101

0.0107

0.0102

0.0113

0.0097

0.0010

0.015

0.0041

Average mass of a PSL sphere, kg

6.59×10-20

1.94×10-19

5.56×10-19

9.17×10-18

Number concentration of PSL
spheres in STADEX (particles/kg)

1.53×1017

5.51×1016

1.84×1016

1.23×1015

3.5.2.

校正係数

/

の取得に関する測定例

粒径 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, および 0.25 m の PSL 球懸濁液を使い、SMPS で測定した粒径分布
より、エアロゾル中での PSL 球群の粒子数濃度

を解析した例を示す。図 14 に SMPS で測定し

た PSL 球の粒子数濃度の粒径分布を示す。

図 14 粒径標準 PSL 球懸濁液を加圧噴霧し、SMPS で測定した粒子数濃度の粒径分布。粒径(a) 0.05
m, (b) 0.07 m, (c) 0.1 m, および (d) 0.25 m の PSL 球の粒径分布

SMPS は粒子を電気移動度で分級する。大きさが異なる１価に帯電した粒子群では、小さい粒子ほど

13
電気移動度が大きい。SMPS は１価帯電の粒子の大きさは正しく測定するが、複数帯電の粒子の大きさ
を正しく測定できない。同一粒径で２価帯電の粒子は電気移動度が２倍になるため、SMPS が報告する
粒径は、青線で示す同じ電気移動度の１価帯電粒子の粒径となる。また、加圧噴霧した液滴群に PSL
球が複数個含まれると、図の緑線で示す体積が約 2 倍の 2 量体粒子が発生する。これら２量体粒子の発
生確率は、懸濁液中の粒子数濃度と伴に増加する。粒径分布を解析し、図内の赤線が示す１価帯電粒子
群の粒径分布を求め、この粒径分布を積分しエアロゾル中での PSL 球群の粒子数濃度
が既知である上述 4 粒径の PSL 球懸濁液を使い評価した、

粒子数濃度

/

とする。
の例を図 15

に示す。日間再現性を評価するため、各粒径で 4 日分のデータを取得した。

図 15 校正係数

/

（希釈後 STADEX 懸濁液中とエアロゾル中の粒子数濃度の比）の例

これら校正係数の平均値は 1.57105 (ml-1 of liquid)

/ (cm-3 of gas)であった。粒径と日間再現性を

変数とした分散分析を行った結果、測定日および粒径の違いによる校正係数の標準偏差は、相対標準偏
差としてそれぞれ 13%と 19%であった。合成後の相対標準偏差は約 23%であった。
3.5.3.

捕集懸濁液中の粒子数濃度測定関する測定例

粒径 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, および 0.25 m の PSL 球懸濁液を使い評価した校正係数
/

の平均値を使用し、捕集懸濁液を気中に再分散し SMPS で測定した粒径分布より評価し

た、P25 と JMT-150IB を使い作製した捕集懸濁液中の粒子数濃度

の粒径分布関数∆

/∆ log

の例を図 16 に示す。粒径 0.015 m－0.28 m および 0.21 m－10 m の範囲を、それぞれエアロゾル
計測技術と液中 OPC で測定した。
エアロゾル計測技術と液中 OPC の測定範囲がオーバーラップしている粒径域での粒子数濃度は、不
確かさの範囲内で一致している。これより、これら二つの手法で測定した粒径 0.15 m－10 m の範囲
での粒径分布の測定結果の信頼性は高いと考えられる。手順書Ｂの図 15 の粒径分布で示したように、
乾式分散したナノ材料はマイクロメートル粒径域の凝集体である。一方で、捕集懸濁液中の粒子群はナ
ノメートルからサブマイクロメートル粒径域の凝集体である。乾式気中分散した二酸化チタンの凝集体
を液相中に捕集すると、より小さな単位の凝集体に解離する。図 16 で示した P25 と JMT-150IB の粒

14
径分布の最頻粒径域に属する粒子を透過電子顕微鏡観察用グリットに捕集した。図 17(a)と図 17(b)にこ
れらの捕集懸濁液中の凝集体を透過電子顕微鏡で観察した画像を示す。

図 16

P25 および JMT-150IB 二酸化チタンを使い作製した、捕集懸濁液中の粒子数濃度の粒径分布
∆

/∆ log

の測定結果。

図 17 捕集懸濁液中の粒径分布の最頻粒径域に属する粒子の透過電子顕微鏡画像 (a) JMT-150IB, (b)
P25 AEROXIDE®

