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testo DiSCmini

ナノパーティクルカウンター
testo DiSCmini
携帯性と操作性に優れたナノ粒子カウンター
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testo DiSCmini

あなたを取り囲む空気は クリーン ですか？
簡単なボタン操作で気中ナノ粒子の確実な測定が可能です。

ナノ粒子は目に見えない脅威です。気付かれることなく私たちの周りを取り囲み、
その中には健康被害を引き起こす恐れのある物質も含まれます。科学的な見解で
は、多様な発生源のエアロゾルが健康に悪影響を与えていることが明らかになって
います。粒子のサイズが肺の奥深くに到達するほど小さいためです。したがって、
特に汚染環境においては、ナノ粒子の濃度を定期的に測定することが重要です。
ナノ粒子による危険を回避するために、testo DiSCmini がどのように機能するの
でしょうか？簡単に言えば、人々がいる環境を測定することです。このナノ粒子カウ
ンターはハンディサイズのため、測定中であっても自由に位置を動かすことができ
ます。曝露する危険性のある作業環境など、場所を選ばず自由に確実な測定を行
うことができ、その結果をもとに必要な対策を講じることができるようになるのです。

特に危険な環境：
●　交通量の多い公共スペース（ディーゼル）
●　はんだ付けの作業場（ホルムアルデヒト）
●　溶接の作業場（金属酸化物）
●　鋳物工場（フェノール）
●　オフィス内（複合機のトナー粉）

なぜ ナノ粒子 を測定するのか？
ベルン大学解剖学研究所のペーター・ゲール教授へのインタビュー

ナノ粒子はどこで発生するのでしょうか？
いたるところです。我々は呼吸するたびに何百万という多種の粒子を吸い込んでいます。そのほ
とんどがナノ粒子なのです。

ナノ粒子にはどのような種類がありますか？
ナノ粒子を２つのグループに分類する必要があります。ひとつは燃焼プロセスで発生するもので、
道路交通や燃焼システムにより生成される排気ガスがそれにあたり、大部分を占めます。もうひと
つは、酸化チタン、金属、金属酸化物、カーボンナノチューブといった、人工的なナノ粒子です。

なぜナノ粒子が有害といわれるのでしょうか？
ヒトをはじめとする生物環境では、大きな粒子とナノ粒子とで挙動が異なります。ナノ粒子は非常
に小さいために、肺のもっとも深い部分の肺胞にまで吸い込まれてしまいます。ナノ粒子は細胞
や組織の内側に簡単に入り込むことができるのです。肺胞から血管を通過し、全身に行き渡ります。

Prof. em. Dr. Peter Gehr
Institute of Anatomy, University of Bern
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これは大きな粒子には不可能なことです。これこそが大きな粒子と比べてナノ粒子が危険とされる理由です。

医学的な危険は何でしょうか？
現在知られている人体への悪影響として、細胞の破壊が挙げられます。ナノ粒子は細胞に入り込み、遺伝物質にダメージを与えます。また、
無秩序な細胞分裂をまねき、癌を引き起こす可能性があります。専門家はこれを「遺伝毒性」と呼びます。このことが、ナノ粒子が人体に悪
影響を与える物質である理由です。しかし、この分野においてさらなる研究が必要です。

なぜ人々の周囲のナノ粒子を測定することが重要なのでしょうか？
その名の通りナノ粒子は非常に小さいため、ほとんど地中に吸収されません。凝集しない限り、すぐさま地中に吸収され沈殿します。これは、
もはや気中で測定できなくなることを意味します。一方、ナノ粒子はガス分子と比べると不活性で、その発生源の近くに留まる傾向があります。
道路交通により発生するナノ粒子は、ひとつの場所から非常にゆっくりと移動するため、わずか数メートルの範囲で濃度がかなり低くなります。
ヒトへの影響を検査しようとすると、周囲に存在するナノ粒子の種類、濃度、大きさを定義しなければいけません。測定場所を移動させると、
多くのナノ粒子は存在しなくなります。

ナノ粒子カウントと質量測定の２つの測定方法があり、質量測定が多く使われます。PM10 による質量測定がナノ粒子測定には意味を持たな
い理由は何でしょうか？また、なぜナノ粒子カウントが重要なのでしょうか？
PM10 測定の主唱者は、とても簡単に測定でき、場所を選ばず測定できる点を論じます。しかし、質量測定を行ってもナノ粒子は記録されません。
PM10 測定ではナノ粒子に関する情報を何も得られないのです。しかし、ナノ粒子は吸い込まれると細胞や組織や血管に難なく入り込むことが
できるので、大きな粒子よりも生体にダメージを与えます。そのため、測定は人体に近い場所で行われなければいけません。ナノ粒子の数を
測定する際は、この負担は記録されます。

簡単に言えば、PM10 や PM2.5 は重要な測定であり続けるが、ナノ粒子測定は補完として重要ということでしょうか？
そうです。ナノ粒子カウントは重要な補完です。私の見解では、長期的には PM10 から置き換わります。理由はシンプルで、どの粒子が特に
有害かという点に関しての新たな洞察があるのです。今日、PM10 として記録される大きな粒子の多くが健康状態に危険を与えないことが知
られています。反対に、非常に小さなカーボン粒子は産業ばいじんと呼ばれ、問題を引き起こします。PM10 は初歩的な測定でしかありませ
ん。一方、ナノ粒子測定では、より小さな粒子をカウントすることで空気質を評価することができます。例えば、天気が悪い日は都市高速が
80km/h に速度制限されますが、これは PM10 のわずかな減少にしかなりません。産業ばいじんの数の測定では、非常に大きな差異が記録
されるでしょう。重要なナノ粒子を記録する上では、粒子径が重要な情報であり、より良い判断基準といえます。

自動車の排気ガスに関するガイドラインではナノ粒子の排出を規制していますが、なぜ周囲空気のための規格が存在しないのでしょうか？
ナノ粒子の数やサイズを簡単に測定できることが知られていないからだと思います。testo DiSCmini は、ボタンを押すだけで信頼性の高い
数値が表示されて、1 秒毎に記録されます。屋内でも屋外でも、さらには車の中でも測定が可能です。どのように数値が増減するか観察する
こともできます。粒子カウントにおいて、これこそが正しい方向への大きなステップです。我々には空気質を測定するための素晴らしい手段ツー
ルがあるのです。
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いつでもどこでも ナノ粒子を測定可能 
有毒な汚染物質（溶接ヒューム、ディーゼルのスス、工業用ナノ材料など）の暴露防止モニタリング、ナノ粒子
発生源の特定、室内および大気の空気清浄度の調査などにおいて、効率的な測定を実現します。

testo DiSCmini は、気中ナノ粒子数を測定するためのコンパクトな測定器です。
特許取得済みのセンサを搭載し、単独で使用可能です。ポータブル型の粒子カウ
ンターは、人的なコンタミネーションの記録や、作業環境や交通量の多い都市部
といった重要な場所における非定常型の測定に適しています。測定ログデータを
SD カードに保存し、Java ソフトウェアで分析することも可能です。

アプリケーションの例
●　エアロゾルの基礎的研究
●　半導体産業クリーンルーム内の清浄度管理
●　大気環境や屋内作業環境のリスク評価
●　粒子フィルタ性能試験

SD Card

or

粒子数濃度【pt/cm³】
平均粒子径【nm】

バッテリ残量【%】
駆動時間：約8時間
充電時間：2～4時間

記録ボタン
1秒間隔のロギングを開始します。
測定データはSDカードにTXTファイルとして保存されます。

分析ツール（Java ソフトウェア）
●　粒子数濃度グラフ ― 粒子数濃度の経時変化
●　平均粒子径グラフ ― 平均粒子径の経時変化
●　LDSA グラフ ― 肺沈着表面積の経時変化
●　平均化 ― 上記数値の 1 秒 /10 秒 /1 分 /10 分 /1 時間の平均値

testo DiSCmini
●　メイン画面 ― 粒子数濃度、平均粒子径
●　生データ画面 ― 拡散ステージ電流、フィルタステージ電流
●　表面積画面 ― 肺沈着表面積（LDSA）



� 5

測定原理
testo DiSCmini は、凝縮液や放射線源を必要とせず、バッテリーのみで駆動する気中ナノ粒子カウンターです。

●　粒子が単極のチャージャー内で正電荷を持つことで、誘導電流として検知されます。
●　粒子が拡散ステージ内で拡散して、電流（Idiff ）として検知されます。拡散ステージへの進入はサイズ選択的です。
●　残存した粒子はフィルタステージに移動して、電流（Ifi lt）が発生します。
●　センサが１秒間隔で両方の電流を同時に測定して、粒子サイズの幾何平均を算出します。
●　拡散チャージャーの直流信号は、肺胞および気管気管支への沈着表面積と高い相関性があります。
●　粒子径は粒子あたりの電荷により求められます。粒子径が算出されると、総電流（F+D）から粒子数が計算されます。
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特長
凝縮粒子カウンターと比較した際のメリット

testo DiSCmini は片手で持ち出し可能なコンパクトなナノ粒子カウンターです。使用前に難しい設定や校正をするこ

となく迅速に測定を行うことができます。

使用中の振動にも耐性があるため、場所を選ばず自由度の高い測定を実現します。

可燃性補助材料や放射線源を必要とせず、電源ボタンを押すだけで測定を開始します。

粒子数濃度、モード径、肺沈着表面積 （LDSA）を同時に測定し、１秒間隔でロギング可能です

人体への危険度が高い微小な粒子を記録します。

精度の高い凝縮粒子カウンター（CPC）と比較しても、±15 ～ 20% の精度で測定することができます。

700 グラムの軽量ボディのため、ドローンを使用した航空測定等にも適しています。
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CPC
凝縮粒子カウンター
CPCは光散乱により粒子を検知します。

◎  個数濃度を高精度に測定可能です。
×  粒子径の情報を取得できません。

testo DiSCmini
帯電式粒子カウンター
エアロゾルの帯電を利用して測定します。

◎  個数濃度 / 平均粒子径 /LDSA を測定可能です。
△  個数濃度の精度は粒子径に依存します。
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テクニカルデータ

10 ～ 300nm（モード径）

10 ～ 700nm

検出可能な粒子数濃度は粒子径と平均化時間に依存します。
標準値は以下の通りです。
・ 20nm：2,000 ～ 1,000,000 particle/cm³
・ 100nm：500 ～ 500,000 particle/cm³

±30%（粒子径と粒子数濃度）

1.0ℓ/min ±0.1ℓ/min

800 ～ 1100 hPa

+10 ～ +30℃

90%rH 未満

1 秒

約 8 時間（雰囲気温度に依存します）

180×90×42.5mm / 700g

平均粒子径

測定粒子径

粒子数濃度

気圧

温度

湿度

測定項目

精度

流量

動作環境

測定間隔

バッテリ寿命

外形寸法 / 質量

製品名

ナノパーティクルカウンター testo DiSCmini

電源ケーブル 

校正

同梱品： 本体、アタッシュケース、キャリーバッグ、SD カード、Java ソフトウェア （SD カード内）、SD カードリーダー、インパクタ、チューブ、
チューブコネクタ、AC アダプタ、検査書（製造時）

標準価格（税別）

￥2,200,000

￥2,000

￥200,000

型番

133

503020 4010

2036

機器の校正とメンテナンス
校正
機器の校正とサービスはドイツの Testo SE & Co. KGaA にて行います。製品出荷時
の校正をご希望の場合は別途ご依頼ください。校正周期は一年に一回を推奨しておりま
す。校正検査ではリファレンス機器（静電分級器、微分型電気移動度分級器、凝縮粒
子カウンター）との比較校正を行い、ドキュメントを発行いたします。

インパクタのメンテナンス
目詰まりを防ぐため、使用時間の 8 時間毎にインパクタをクリーニングすることを推奨
しております。インパクタを本体から取り外し、本体側のネジ穴開口部をピン等で清掃
してください。インパクタの表面はエタノールまたはイソプロピルを使用して柔らかい
布で拭き取ってください。

その他、使用方法や注意点に関しては、ウェブサイトより取扱説明書をご確認ください。



＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。＊掲載されている価格は、2020年4月現在のものです。

お問い合わせは

（2020.04）

■ 本社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F  TEL.045-476-2544（代表）
● セールス   　 TEL.045-476-2288  FAX.045-476-2277
● サービスセンター（修理・校正） 　 TEL.045-476-2266  FAX.045-393-1863

ヘルプデスク   TEL.045-476-2547
ホームページ  http://www.testo.com　e-mail  info@testo.co.jp

www.testo.com

活用事例
クリーンルームの清浄度モニタリングと発生源の特定
世の中でもっとも清浄度の高い部屋は、もはや病院にはありません。ファウンドリ、つまり半導体デバイス製造工場に見ることができます。そ
の理由として、製品が一層の小型化が進んでいることが挙げられます。小型化により、チップが同じ能力を持ちながらも、大きなエネルギーや
スペースが不要となりました。逆に、製造プロセスがよりセンシティブになるというデメリットがあります。もし埃の粒子が隣り合っている導体と
同じ大きさであれば、すべてのチップが即座に使用できなくなります。ポータブル型ナノパーティクルカウンター testo DiSCmini は、チップ
工場におけるナノ領域の清浄度モニタリングをサポートする素晴らしいツールであり、不要な粒子の発生源を突きとめることができます。

課題
今日、コンピュータのチップは、14nm プロセスです。これはプロセス技術における新たなマイルストーンを示しただけでなく、ファウンドリの
クリーンルーム空気純度の制限値に関する規範よりもさらに微小な領域に到達することになったのです。もっとも高い清浄クラスについて、現
行の ISO 14644-1 では、0.1µm の上限濃度を 10 個 /m³ としています。より小さな粒子は規制でカバーされておらず、据え置き型モニタリ
ング機器によっても記録されません。そのため、製造プロセスにおいてナノ粒子をモニタリングするための測定器が不足していたのです。また、
希少な機器を使用して、やっとのことでナノ粒子の発生源を特定することができました。

ソリューション
ポータブル型の testo DiSCmini を使用することで、簡単にクリーンルームの気中ナノ粒子をを測定することができます。testo DiSCmini は、
10 ～ 700nm のナノ粒子を測定し、平均粒子径（10 ～ 300nm）を 1 秒間隔で記録します。それに加えて、ヒトへの影響を示す LDSA（肺
沈着表面積）も算出します。ハンディサイズで軽量、さらに補助材料を必要としない帯電式の測定原理を採用した機器なので、迅速に測定を
始めることができます。
一台の testo DiSCmini で、クリーンルーム内外の異なる測定ポイントを迅速に測定し、記録を残すことができます。1 秒間隔の短い測定間隔
により、たとえスモークやスチームのような目に見える兆候がなくても、測定データに基づいて発生源の特定にも役立ちます。大容量のバッテ
リを搭載しているため、最長 8 時間の使用が可能です。測定で得た数値は本体に挿入した SD カードにテキストファイルとして保存され、さら
にソフトウェアでデータの閲覧や分析を進めることができます。


