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ナノ（nano, 記号: n） 

は国際単位系 (SI) における接頭辞の一つで、以下のように、

基礎となる単位の10-9倍（＝十億分の一、0.000 000 001倍）

の量であることを示す。 

1ナノメートル = 0.000 000 001メートル 

1ナノ秒 = 0.000 000 001秒 

1960年に導入されたもので、ギリシャ語で「小人」という意味の

νάνος (nanos) に由来する。 

電子機器やコンピュータシステムにおいて、「ナノ」で表される

時間や長さ（ナノ秒 (ns)、ナノメートル (nm)）はよく登場する。 

ナノテクノロジーは、ナノメートル精度の加工技術で、それによ

り作られる機械がナノマシンである。 



C センチ 

ｍ ミリ 

μ マイクロ 

n ナノ 

p ピコ 

f フェムト 

a アト 

z ゼプト 

涅槃寂静  ねはんじゃくせい ｙヨクト    10                           ギリシャ語「8」 -24
  



病原体 
ウイルスと細菌と真菌（カビ）の違い 



高い【 反応性 】 

ミストの直径が1/10になると 

直径    1mm : 表面積  12.56mm² 

 〝  0.1mm : 表面積  0.0314mm²            1/400 

 

体積    1mm :       800.496mm³ 

 〝  0.1mm :       0.0005233mm³      1/8000 

同体積にすると表面積が20倍 

直径を1/1000にすると20×20×20 : 8000倍 



ニッケル超微粉 
CVDによる超微粉技術が最先端電子部品の高性能を創る 
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Ⅰ 超微粒子選別・発生装置 
 



【 超微粒子選別・発生装置 】 

・0.1μm～数10μmの均一径の粒子を熱・圧力
変性することなく、発生することができる 

・かつ、2種類の物性の異なる素材の混合も同
時に行える 
 

（応用例） 

超微細粒子を均質に製造でき、肺胞への効率的な薬物

送達、また鼻腔粘膜からの薬剤吸収用として製剤技術の

改善に大きく寄与できる。 

タンパク質・脂質（リボゾーム）などと核酸、低分子化合

物を混合、粒子化することにより、薬物送達粒子の製造

に応用可能である。 

超微粒子化システムと乾燥工程をアッセンブルすること

により、従来の凍結乾燥の代替法として応用でき、凍乾

品の可溶性の問題を改善することができ、抗アレルギー

剤やインスリンなど薬剤の肺胞、鼻腔粘膜などからの薬

剤吸収性の改善などにも応用可能である。 

 

 4.7-7.μm       ：咽喉 
 3.3-4.7μm      ：気管 
 1.1-3.3μm      ：:気管支 
 1.1μm以下     ：肺胞 

ネブライザー粒子径による体内動態 

 



【 超微粒子選別・発生装置 】の構造 

装置外観 装置透視図 



【 超微粒子選別・発生装置 】のデモ 

この画像はマヨネーズの微粒子選別 



【 超微粒子選別・発生装置 】のデモ 

この画像はマヨネーズの微粒子選別 



超微粒子選別発生装置の粒径分布 
 

通常の粒径分布（正規分布） 
 

【 アルブミンSEM画像 】 
 

微粒子選別装置処理後 
 

対象（通常の試薬） 
 

700×14.2μｍ 4700×2.12μｍ 

700×14.2μｍ 4700×2.12μｍ 



【 ネブライザー 】 

【 超微粒子選別・発生システム 】 
0.1μm〜数10μm欽一径の粒子を熱・圧力変性する 
ことなく、発生することができ、かつ2種類の物性の異 
なる素材の混合も同時に行える。 
(応用例) 

• 超微細粒子を均質に製造でき、肺胞への効率的な薬物層達、また鼻腔粘膜 
からの薬剤吸収用として製剤技術の改善に大きく寄与できる。 

• タンパク質・脂質(リボゾーム)などと核酸、低分子化合物を混合、粒子化する 
ことにより、薬物送達粒子の製造に応用可能である。 

• 超微細粒子化システムと乾燥工程をアッセンブルすることにより、従来の凍結 
乾燥の代替法として応用でき、凍乾品の可溶性の問題を改善することができ、 
抗アレルギー剤やインスリンなど薬剤の肺胞、鼻腔粘膜などからの薬剤吸収性 
の改善などにも応用可能である。 

 

ネブライザー粒子径による体内動態 

• 4.7-7μm    : 咽喉 

• 3.3-4.7μm  : 気管 

• 1.1-3.3μm  : 気管支 

• 1.1μm以下  : 肺胞 



薬剤粒子径 分類 作成法など現状 特性 今後の可能性 研究報告等

100μ m以上 錠剤 顆粒剤 (1400～355) 移動層など乾式機械的方法 打錠操作によるインテリジェント
製剤

１～100μ m 散剤 細粒 (500～75) 造粒
(50～1) 湿式：多機能化・複合化に限界

乾式：粉体操作の困難
①流動化が困難
②粒子の凝集が起こる

1μ m～ 液中での粒子加工を行うが
100nm 粒子径制御は容易でない

将来癌治療などに役立つ？
100～25nm 癌細胞に直接接触することが

できる

制癌剤・遺伝子放出の機能性
超微粒子

25nm以下

参考文献

七里天亮、DDSマイクロスフェアを用いたインスリン肺療法：総合臨床：Vol.46.No.9.p2287-2289(1997)
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Kong G Braun et al., Hyperthermia enables tumor-specific nanoparticle delivery: effect of particle size: Cancer Res: 60(16)4440-5(2000)
Bustam RT et al., Generation of Micro-particle pf patients for aerosol delivery using high pressure modified carbon dioxide:Pharm Res:17(11)1360-6(2000)

薬剤粒子径の分類について

粉末吸入
剤　経
口・組織
注入用分
散系製剤

血管内皮細胞間
隙をくぐり、あら
ゆる細胞と接触
可能
血液自体もこの
大きさの粒子を
多く含んでいる

生物学的利用率（リウマチ
薬）シュミレーション：信頼度
高し
30μ m:65.1%　10μ m:91.6%
1μ m:99.6%　0.3μ m:99.9%

5μ m以下のリソザイム・ア
ルブミン・インスリン粒子：生
物学的機能を失わない状態
で粒子作成可能：インスリン
粒子は粒子径が小さいほど
吸収効率高い

血管内
注入用
分散性
製剤

気相法・液相法
CVD（Chemical Vapor
Deposition)　プラズマ重合

↓

↓

福森　義信、現代の薬師、粒子加工技術：粉体と工業：Vol.28.No.11.ｐ63-65（1996）
下山敦子　他、経口吸収性シュミレーション技術の粒子設計設定への応用：日本薬学会講演要旨集：Vol.121.No.3.p99(2001)
川口春馬、高分子ミクロスフェアに要求される特性と応用：粉体と工業：Vol.39.No.4.p2-12(1987)

ネブライザー粒子径
による体内動態
4.7～7μ m:咽喉
3.3～4.7μ m:気管
1.1～3.3μ m:気管支
1.1μ m以下:肺胞

1μ mの粒子（ネブライザー）
気管・気管支：18L/min
肺胞：38L/min
の流量で移行調節可能

100～40nm　リポソーム利用
42℃（加温療法）で腫瘍へ特異的移
行　　　　　　　　　100nmがもっとも腫
瘍に多く移行

乳化重合に
よるサブμ
～10μ mの
高分子微粒
子:診断薬・
検査薬など
に利用粒子表面特性加工技術により

粒子の体内動態をコントロール

ステルス粒子：
貧食細胞に捕食
されない
肝臓・腫瘍・炎症
組織で血管から
漏出できる（窩窓
内皮から）

経口投与しても
粒子のまま吸収
血中投与では、
表面物性次第で
異物処理細胞に
よる捕捉



【 ネブライザー投薬システム 】 

 現状ネブライザーの技術限界と問題点 

①形成出来るミストの平均粒径は10〜20μmである。 
気管→気管支→肺胞と粒径の大きさにより、ミストが到達出来る部位
が決まり、肺胞の入り口までが5μm以下である。 
肺胞には到達出来ず、噴霧投与された薬剤の10%程度しか気管支に
は到達しない。 

②高粘度の薬剤は噴霧出来ない。 

アルコールでもほとんどの機種が噴霧出来ない。 

③熱・圧力変性により、ワクチンの多数同時接種対応は出来ない。 

④既存ネブライザーは、1人1台の使用であり、注射よりも手間と時間を
要す。 

結論：現状ネブライザー技術では、ワクチンの多数同時接種
対応は出来ない。また、デリケートな製剤の投与にも不適。 



 WTナノ微粒子選別発生システム 

①ミスト粒径を数10nn〜数μm (2〜5μm程度)まで単一粒径で
発生。肺胞深部まで100%到達可能。 

②高粘度液剤の噴霧が可能。 
薬剤の高粘度化が可能であり、製剤の低粘度化条件が無くなる。 

③熱・圧力変性による薬剤の物性破壊が無く、 
力価が変わらない。 

④1台で大量噴霧が可能である。 
ミスト配管(新語)が初めて可能で有り1台で多数の通常コンプレッ
サー程度での動作仕様であり、低エネルギーでの使用が可能。 

⑤WTの「スプレーブレンドシステム」を併用(同一装置化可能)す
る事により、1,噴霧直前 2〜多品種液混合、 2,直前ナノカプセル
化、 3,前記1,2の同時生成が可能。 



【 気化熱冷却システム 】 
空冷・水冷の限界を超えた第三の冷却システム 

 従来の冷却方法である、冷媒を使い冷媒を冷やし、      
熱源と熱交換する必要が無い。 

 冷媒（空気・水等）を必要としない。 

 水が気化熱分の熱量を奪い排気するだけ。 

水1gを1℃上下させる熱量は1cal 
水1gの気化熱(潜熱)は596cal 

少ない水のナノミストで 
大きな冷却効果を発揮する。 

※現状のドライミストは粒径が大きく（数十ミクロン） 
  また、凝集してしまい拡散しない為、気化せずに結露してしまう。 



【必要水量】  発熱量 ： 14,000w/サーバー Max 
                 50,400KJ/ h →840,000J/min 
                                  ↓ 
                 水の潜熱 ：    2,612.34J/ g → 321.6g/min 

 出来るだけ熱源近くで気化熱冷却を行う(最も効率的な冷却法) 

 排気は外気へ 
水が気化した時に膨張する為、 
自然対流が生じファン等を必要としない 

 二次的効果としてサーバーを高湿度環境 
管理し静電気の発生を防ぐ 
また、発塵の発生・除去も同時に行う 

 理論的にはサーバーの発熱、 
冷却分の消費電力コストの殆どを削減可能 

 発生するナノミストは結露しない為、 
サーバーへの直接的影響は無し 
より安全性を高める為に超純水使用、 
カルキ等の影響も排除する 

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

サーバー

吸気 



Ⅱ 先端的混合システム 
（SPRAY BLEND） 



回収、再ブレンド 

①層流ノズルにより供給されるA、B液はエアに
より同時に噴出される 

②噴出し先のバッフルにより単分散され再液化
する 

② 

① 

ライン処理 

【スプレーブレンド装置】の仕組み 



【スプレーブレンド装置】のミキシングノズル 

2流体の噴霧直前混合を 
可能にした画期的ノズル 



水とサラダオイルの混合 

水 サラダオイル 

【 スプレーブレンド装置 】 



カーボンナノチューブと10％PVA水溶液の混合 

スプレーブレンド後 

スプレーブレンド前 

【 スプレーブレンド装置 】 

カーボンナノチューブと 
10％ PVA水溶液 



油相 水相 

スプレー式  
混合システム 

※ ホモジナイザーも用いた 

乳化剤添加量・種類 

総送液流量 1.0～80 mL･min-1  

空気流量 10～25 L･min-1 

検討項目  

・粘度（共振型粘度計） 

・エマルション型の確認(希釈法) 

・分散相液滴径 
（個数カウント式粒度分布測定装置） 

測定  

（超音波減衰式粒度分布測定装置） 

【 スプレーブレンド装置 】エマルション燃料の調製 



エマルション燃料の調製 実験装置図 

Air  

Compressor 

oil 

water 

レギュレータ 

流量計 圧力計 

排気口 

流量調節弁 

ストップバルブ 

シリンジポンプ 

M 

ミスト 

バッフル 

ノズル 

Oil 

Water Water 

Air 

スプレー式混合システムの装置図 スプレーノズルの構造 

エマルション滴 



Matec Applide Sciences 超音波減衰式粒度分布測定器 APS-100にて測定 

【 スプレーブレンド装置 】 
 軽油と水の混合 

μ μ 

体積分布 粒径数分布 



【 ナノ・カプセル/リポソーム 】 

ウイングターフでは、独自開発のナノ・カプセル/エマルジョン

生成技術を応用し、リポソーム製造装置を製作。 

疎水性溶媒 

が不要 

デリケート素材、 

高粘度素材に対応 

多重膜も 

形成可能 

目的に合わせた 

リポソーム設計が可能 !! 



【 ナノ・カプセル/リポソーム 】 

 
 

 
          標本用1μm粒子                  リポソーム粒子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粉末状のホスファチジルコリンと生理食塩水を混合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

光学顕微鏡による 
リポソーム画像 

試料中の粒径平均値(μm)と割合(%) 

M：モノオレイン P：フォスファチジルコリン 
※塵と判断されるピークについては記載せず(対
象：M 3Pass処理、P 3Pass処理) 

試料 ピーク1 ピーク2 ピーク3
1.248 0.463

(93.9%) (6.1%)
1.067

(89.9%)
1.371 0.253
(8.5%) (91.5%)
0.985

(99.6%)

P
2Pass処理

-

P
3Pass処理

- -

M
2Pass処理

-

M
3Pass処理

- -

 

水層にリン脂質を加えると脂質二重膜を

形成し、リポソームが生成されます。しか

し、今までのリポソーム生成ではリン脂質

を疎水性溶媒とともに利用せざるを得ず、

溶媒除去の工程など手間と時間がかか

るものでした。 

 

ウイングターフのナノ・カプセル/エマル

ジョン技術は瞬時に数nm～500nmのオー

ダーで、親水性物質と疎水性物質をも混

合する新技術です。固・液混合も可能な

ので、疎水性媒体を用いずとも親水性溶

液に直援リン脂質の粉末を加えれば瞬

時にリポソームを生成できます。 

 

また、極めて均質に微粒化する混合技術

なので、ナノ・オーダーで均一粒径のカプ

セル/リポソームが簡単に作成できます。 

装置原理 

 



PAO(ベースオイル) 
× 

WTナノテフロン 

単体摩擦係数       0.12    BEST 0.08 (0.06) 
 

テフロン 
通常摩擦係数      0.04           0.01 (0.007) 
(教科書CHANPION) 

※試験装置低量下限 
(0.004) 

新日鉄化学(株)トライポセンター 
ISOトライポロジーの本部 







   [おもな特長] 

・噴霧直前混合による更なる均一化が可能で、常に安定した品質の混合液が得られる。 

・ノズルの機構はシンプルで高粘度物質（数万cP～）の使用が可能、目詰まりを起しにくく、耐磨耗性に優れている。 

・例えば油と水をスプレーした場合は、長時間の分散状態を保つ。 

・脱泡能力があり、バッチタンクにスプレーされた媒体内には空気の混入がない。 

・極小な粒径で分散、仕込みが行われる為、媒体の凝集は起きない。 

・液・液、固・液、および気・液での分散、混合、仕込みが同時に可能。 

（粉体の場合は、スタチック発生に充分なる注意が必要） 

・ノズル使用部材（標準品）はSUS304とテフロン。 

  

1. SPRAY BLENDによる装置化のメリット 

・吸着効率が高い 

ナノ径粒子の噴霧のため表面積は増大し、従来の1000倍が可能となる。 

・タンクが不要 

撹拌タンクを必要としないため、装置の小型化が可能となり、またこのため簡易に移動できる装置が製作可能となる。 

・大量処理が容易（1ton/min～） 

・処理水は循環 

排水処理後の処理水は混合バッファに還流させることで循環して利用できる。 

  

3. 吸着(凝集)剤のSPRAY BLEND処理 

従来の吸着(凝集)剤をSPRAY BLENDで処理すると、ナノ製剤化が可能となり、吸着効率が数百倍にアップする。 

※例：1ｍｍの粒径の粒子直径を1/10の100μｍにすると、同重量で表面積が約360倍 

  

3. SPRAY BLENDによる排水処理装置 

効率的な除染をおこなうため、従来の撹拌・吸着とは異なる技術として、スプレーナノブレンド技術と特殊フィルターにより、排水

中の汚染物質はフロックとして排出され、また処理済みの水は再循環されることで、排出する必要はない。 

【 流体の噴霧直前混合を可能にした画期的システム 】 

【 汚染水処理装置概要 】 



SPRAYBLEND 吸着(凝集)系 

4-1) 排水処理装置の構成 

メインフィルターで濾過を行い、
フィルターに付着したスラッジ
等を下部のサブ・フィルターに
排出。上昇・回転・結合を繰り
返しフィルター表面に付着し
比重を増し流速と衝撃でサ
ブ・フィルターに落下を行う。 
流量が少なくなったら、上部
の圧縮エアーINすると振動を
起こすことでメインフィルター
に付着したスラッジ等を剥離
排出行うシステムである。 

4-2）特殊フィルターの概要（参考） 

一般に粒子径0.45μm以上懸濁性成分は凝集沈殿や濾過により比較的除
去しやすいが、0.45μm以下のコロイド性成分はなかなか完全には沈殿で
きない。 
その理由は、コロイド性成分は、マイナスに帯電し、マイナス同士であるた
めお互いに反発しながら液中に分散しているからである。 
無機系多機能凝集剤はプラスに帯電しているため、マイナスのコロイド性成
分の電荷が中和される。これにより、フロックが形成され、凝集・沈殿させる
ことが可能になる。 

4-3）無機系多機能凝集剤の概要(参考) 

※・この無機系多機能凝集剤に目的成分の捕集用凝集剤を添加し使用する。 
 ・これらの凝集剤はSPRAY BREND処理によりナノ製剤化される。 

【 汚染水処理装置 】 


