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ポータブルFT－lRによる

粉じん中の結晶質シリカのOn－Site分析
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小嶋純＊

Oiまじめに

我が国におけるじん肺有所見者数の推移ば

中一長期のトレンドとしては顕著に減少して

いることから，近年，国内の労働衛生工学の

研究分野で遊離けい酸（結晶質シリカ）もし

くはじん肺・珪肺が話題になることは少ない。

しかし米国では，2010年代初頭一国際がん研

究機関（IARC）による吸入性結晶質シリカ

（RespirableCrystallineSilica；以下，RCS）

の発がん性分類の再評価が行われ，グループ

1のままで「変更なし」と公表された2012年

前後－から，主にHygiene系の学術誌・専門

誌を中心、に，RCSの新しい分析手法として，

赤外分光分析法を利用した現場分析（いわゆ

るon－Site分析）を取り上げた研究論文が見

られるようになった。当節，米国の研究者の

問でRCSの新しい分析法に関心が向けられる

ようになった背景には，
・米国産業衛生専門家会議（ACGIH）が，RCS

の作業環墳許容濃度（TLV）を0．025mg／

m3に改訂したこと。

・米国労働安全衛生局（OSHA）の推計で

RCSぱく露リスクのある労働者が米国内で
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約230万人いると見積られたこと。
・同じくOSHAが，RCSの許容ぱく露限界

値（PEL）を一律0．05mg／m3に引き下げ，

さらにアクション・レベル（＝0．025mg／m3）

を設定し，より厳しい管理が求められるよ

うになったこと。

・主に米国鉱山保安局（MSHA）と米国立労

働安全衛生研究所（MOSH）において，発

じん現場で即座に結果が得られる迅速な分

析法の必要性が認識されるようになったこ

と。

・同じくMSHAによる2011年の調査におい

て，金属鉱山，砂および砂利などの採石鉱

山で採取した鉱物性粉じん中のRCS含有率

が年々増加する傾向を見せたこと。
・（珪肺に罷息する労働者の総数は米国でも

減少傾向にあるものの）高圧破砕掘削やカ

ウンタートップの製造・設置作業のような，

それまで注目されなかった業種や作業にお

ける珪肺の発生が目立つようになったこと。

などの事情があったと思われる。

米国では，粉じん中のRCSの公定分析法と

して既にⅩ線回折法と赤外分光分析法（以下，

赤外法）の二法が，それぞれ「MOSH7500

法」と「MSHAP7法」として正式採用され

ているが，どちらの方法においても，現場で

採取した粉じん試料を研究実験施設に持ち掃

ってから分析を行うため，その分析結果が現
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場にフィードバックされるまでに通常数日一

数週間を要するという。そして，この様に即

時性・迅速性を欠いた分析法を比較的短時間

でRCS含有率が変化する可能性のある粉じん

の発生現場に適用した場合，遅れて届く分析

結果が情報として無価値になる恐れがあると

いう。その具体的な一例に挙げられるトンネ

ル工事（坑内掘削作業）においては，切羽の

前進に伴い掘削中の岩質・地層も変化するた

め，作業者がぼく露をする粉じんの組成（RCS

含有率）も経時的に変化する可能性があり，

仮に作業者が掘削場所で危険水準の高いRCS

ぼく露を受ける状況にあったとしても，その

実態を即時的に察知して素早く最適な対策を

採ることが困難となる場合がある。

この様な不都合を解決する手段としてMSHA

やMOSHの研究者らが期待をかけたのが，

現場への持ち込み可能なポータブルタイプの

フーリエ変換赤外分光光度計（FT－IR）を利

用する分析法で，従来の赤外法1）（MSHAP7

法）をベースに，前処理なしでフィルター上

の粉じんを直接測定可能としている点が特長

である。こうして現場で採取した粉じんをそ

の場で分析してタイムリーなRCSの定量値を

得ることにより，RCSぼく露の正確かつ早期

の実態把握が可能となり，臨機応変な対熊措

置の実施に益するばかりでなく，省力化によ

るコスト減にもつながると期待される。

本報では，ポータブルFT－IRによる粉じん

中のRCSのon－Site分析に関して米国で発表

された複数の研究の成果を紹介し，今後の我

が国の遊離けい酸分析について考える際の参

考としたい。

四RCSの許容濃度と管理濃度

（公社）日本産業衛生学会が勧告する2019

年度のRCSの許容濃度は0．03mg／m3となっ
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ている。一方，RCSに対する管理濃度は現在

設定されておらず　代わりに粉じん（土石・

岩石・鉱物・金属または炭素の粉じん）の管

理濃度が以下の計算式で与えられる。

E＝3．0／（1．19Q＋l）

ただし，E：管理濃度（mg／m3）

Q：粉じん中の遊離けい酸（＝

RCS）の含有率（％）

従って，粉じんがQ＝100％であった場合，

その管理濃度は0．025mg／m3となり，ACGIH

が定めるRCSのTLVと一致する。まだ　粉

じんがQ＝0％であった場合，その管理濃度は

3．0mg／m3となり，ACGIHが定める「他に分

類できない非水溶性又は難溶性粒子状物質

（レスビラブル粒子）」のTLV（＝3mg／m3）

と一致するように定式化されている。

なお，IARCの発がん分類に合わせ，2001

年以降，日本産業衛生学会においでもRCSは

発がん物質分類の第1詳（ヒトに対して発が

ん性があると判断できる物質）に分類されて

いる。

Eiボーダjル打一IRによるRCSのCn－Site

分析の概要

赤外法でRCSの分析を行う際に使用するポ
ータブルFT－IRの実在機種の例を写真1に

示す。どちらの機種でもバッテリー・オプシ

ョンが可能で，現場への持ち込みや屋外での

使用が可能となっている。

発じん現場でろ過捕集した粉じんは，当然．

フィルター上に付渚している。従来の赤外法

（MSHAP7法など）でB，最初に有機物繊維

製のフィルターで粉じんを捕集し，低温灰化

装置でこのフィルターを灰化除去した後，灰

化残澄（残った粉じん）をアルコール中に分

散させて懸濁液とし，この懸濁液を別のフィ

ルター（赤外分析用フィルター）で再度ろ過
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写真2　RCSの0∩－Site分析の手順

①分糀器付きサンプラーから採じん後のフィルターを取り出す　②，③フィルターを赤外分析用ホルダーに挿入する

④赤外分析用ホルダーをFT・IRの試料室に装填する

してフィルター試料に変え，これをFT－IRの

試料室に装填して透過スペクトルの測定を行

う，という些か煩墳な手順を定めている。こ

れに対しon－Site分析では，採取直後のフィ

ルターをそのまま試料室に装填するので手間

が少なく，RCSのぼく露濃度をリアルタイム

に近い値として得ることが出来る（写真2）。

粉じんを捕集したフィルターをそのままFT－IR

安全衛生コンサルタント2021／1月

に入れるというアイデア自体はon一mterdirect

（DOF）法もしくはdirect法と呼ばれ，既に

国内でも研究段階を終えているが，近年の

FT－IRの性能向上と小型化，低価格化によっ

てポータブルタイプの機種が市販されたこと

により．on－Site分析への適用が可能となった。

なお，On－Site分析もしくはDOF法などで使

用するフィルターは，付着した粉じんと共に
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赤外透過スペクトルを測定するので，赤外光　を基準値として，上述のポータブル2機種に 

に対して透明な素材のもの（波数域600～　　よる定量値との比較を行っている。その結果， 

100Ocm‾1において高い赤外透過性を示す素材　VFAによる定量値は変動が大きく従来法との 

のもので，ポリプロピレン製もしくはポリ塩　霜髄が目立ったのに対し，ポータブルFT－IR 

化ビニル（PVC）製のフィルターが適当とさ　　による定量値は従来法による定量値と良好な 

れが）を使用しなければならない。まだ　こ　一致を示した（両者の一次回帰式の係数（傾 

の際に赤外光が透過する部位はフィルターの　　き）は0．00～0．97になった）という。 

中心部分に限られるので　この部位がフィル　（2）MiIIe子らの報告（2015）5） 

クー全体を代表し得るような工夫（＝粉じん　　上記の報告から3年後となる2015年時点で 

をフィルター上に均一捕集する，など）が必　　は現場使用可能なRCS分析用の携帯型分析装 

要になる。　　　　　　　　　　　　　　置（丘eld－pOrtableinstrument）は実用化に 

至っておらず　引き続きMOSHの研究チー 

HRCSの0∩－Site分析に関する研究報告　ムは，Ⅹ繰回新装置よりも「操作簡便で経済 

的（cost－e紙質tive）な」ポータブルFT－IR 

以下に，2010年代以降に海外誌が掲載した　　の可能性を模索している。今回Millerらは， 

研究報告の中から，筆者が選んだ7報の概要　拡散反射測定アクセサリー付きBrukerAlpha 

を掲載年順に紹介する。　　　　　　　　　FT－IRを導入して，IR測定を透過スペクト 

（1）MilIerらの報告（2012）4）　　　　　　　ルから拡散スペクトルに変更して炭じん中の 

2012年にJ．Environ．Monit誌に掲載され　RCSの分析を試みている。3年前の実験と同 

たMOSHの研究者による論文で　恐らく赤　様に，チャンバー内で発生させた炭じんを 

外法によるRCSのon－Site分析法を取り上げ　PM4分粒器付きサンプラーでPVCフィルタ 

た最初の研究論文。ここでは米国内の炭鉱　一上に捕集し，その拡散反射スペクトルから 

（地下坑）における“RCS分析を前提にしてい　定量したRCSと，MSHAP7法によって得ら 

るので，ペンシルベニア州およびイリノイ州　　れた定量値との比較を行った。 

産の炭じん4種と，ジョージア州産のカオリ　　　MillerらB，先ず　標準石英の拡散反射ス 

ナイト（米国産の炭じんに含まれることが多　　ベクトルを測定して検量線を引き高い直線性 

い鉱物で，RCSを赤外法で分析する際にスペ　の得られることを確認したが，炭じんは通常， 

クトルを妨害する性質がある。）を試料に用い　石英を1－6％しか含まないため，ろ過捕楽し 

ている。実験では　何れもポータブルタイプ　た際には，標準石英のフィルター試料よりも 

のFT－IR（BrukerAlphaFT－IR）と中赤外　厚い堆積層（試料層）をフィルター上に形成 

分光光度計（WilksInfraSpecVFA）を用煮　　させることになる。拡散反射法では試料層が 

し，炭坑内環境を再現したチャンバー内で発　薄い場合，入射赤外光は試料層を透通し，そ 

生させた炭じんとカオリナイトの混合粉じん　の下層にあるフィルターに遷して拡散反射を 

をPVCフィルター上に採取してフィルター　起こすのに対し，試料層が厚い場合はフィル 

試料にしてから，透過スペクトル測定によっ　クーに到達する赤外光は僅かである。この様 

てRCS分析を行っている。さらに，同じフイ　　な測光条件の不一致を避けるため，この研究 

ルター試料を用いて従来法（MSHAP7法）　では炭じん（Pittsburgh4；37mmPVCフイ 

による分析も併せて行い，こちらの定量結果　ルター捕集）を標準試料に用いて検量線（横 
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軸に採取炭じん量，縦軸に石英畳；単位は何

れも〟g／mm2）を作成しており，事前に透過

スペクトルで作成した検量線と比べると，ほ

ぼ等価であることが確認されたという。そし

て炭じんの捕集量がIILLg／mm2未満であれ

ば拡散反射法は，より少ない手間で，透過

法とほぼ同等の正確さが得られることを確認

したという。

（3）Caudaらの報告（2016）6）

先のMillerらの実験4）と同様に，Caudaら

も炭境内環境を摸した実験チャンバー内で浮

遊・拡散させた炭じんをフィルター上に捕楽

し，その中に含まれるRCSの定量をNIOSH

7500法，MSHAP7法，およびポータブル

FT－IRによるDOF法の三法で行っている。

Caudaらば　先ずRCSのon－Site分析の実

用化には
・確立された分析法をベースにしていること。

・試料の前処理が不要もしくは容易であるこ

と。

・既に現場で普及しているフィルターやサン

プラーに対応できること。

等の条件を満たす必要があると述べ　それに

応え得るのがポータブルFT－IRだとした上で，

高純度シリカの吸収スペクトルの面積強度か

ら作成した検量線を用いてRCSの定量を試み

た。その定量結果はMOSH7500法および

MSHAP7法から得た定量値と良好な一致を

示したという。また，ポータブルFT－IRを使

用した場合のRCSの定量下限値は20LLg／創ter

であったという。

なお，Caudaらはこの報告の中で，DOF法

に付随する以下の二つの問題
・フィルターに採取した粉じんが不均一な状

態であることに起因する問題
・RCSのスペクトルを妨害する物質が試料粉

じん中に混在した場合の問題

に対する回答も提示している。「フィルター上

安全衛生コンサルタント2021／1月

の不均一の問題」とは，透過光の測定を行う

際に赤外光を照射する部位が試料フィルター

全体を代表し得るか？と云う伝統的な課題だ

が，Dorr一〇liverナイロン・サイクロン分粒

器付き37mmフィルターホルダーを用いて試

料粉じん（この場合はチャンバー内の浮遊炭

じん）のサンプ）ングを行ったところ，DOF

法を行うには理想的な状態で採取できたとい

う。まだ粉じんの採取量の多寡は　分析の

精度，感度，正確さ等に影響を及ぼさないこ

とも確認されたそうである。「スペクトル妨害

物質の問題」とは　上述のカオリナイトの様

にRCSとスペクトルが重畳する物質が混在す

ると，RCSの定量値を過大評価してしまう

（正の誤差を生む）と云う問題だが，これに対

してば検量線法による定量を避け，最小二

乗法によるフィッティング定量7）に代替する

ことでこの誤差を低減させることが可能だと

述べている。

さらにCaudaらは．金属鉱山から持ち帰っ

た粉じんに対しても，ポータブルFT－IRによ

るDOF法の可否を実験室内の実験によって

検証している。サンプリングは，上記の炭じ

ん実験の時と同様に，実験チャンバーと

Dorr－01iverナイロン・サイクロン分粒器付

き37mmフィルターホルダーを用いて行った。

その結果，FT－IR／DOF法による定量値とⅩ

線画新法（NIOSH7500法）による定量値は

良好な一致を示したそうである。

（4）Hanらの報告（2018）8〉

これまでの報告では　専ら実験室内で再発

じんさせた炭じんを試料に用いていたのに対

し，Hartらは現場（米国内の金属および非金

属の3鉱山）でサンプリングした粉じんを直

接試料にしており，DOF法から一歩踏み込ん

で完全なon－Site分析を実践した点が新しい。

彼らはサイクロン分粒器付き37mmフィルタ
ー・カセットと同径のPVCフィルターを併
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用し，各鉱山で粉じん濃度が最大になると予

想される場所において，採取時間2－5時間

のエリア・サンプリングを行って試料を得て

いる。この試料中のRCS分析をFT－IR／DOF

法とMOSH7500法の二法によって行ったと

ころ，FT－IRによる測定値はNIOSH7500法

のそれよりも僅かに低かったが，相互に高い

相関性が確認された。両者間の平均値差（mem

di艶rence）は4－133LLg／msで，NIOSH7500

法に対するFT－IRの平均パーセント誤差

（meanpercentageerror；予測値と真の値の

絶対差の平均の割合を真の値で割ったもの）

は12－28％であった。まだ　FT－IRおよび

NIOSH7500法によるRCSの検出限界値（LOD）

は，それぞれ15LLgと17／Lgであった。Hart

らによれば　両測定法の定量結果に見られた

僅かな差は，最小二乗法によるスペクトル解

析を適用することで更に縮まるといい，これ

は前述のCaudaらの主張と一致する。なお，

この研究では粉じんのサンプリングに37mm

フィルターを使用しているが，後続の研究で

は25mmフィルターの適用を検討しており，

フィルター径を小さくすることで狭い捕集面

積上に粉じんを集中させ，分析感度を上げる

ことが出来るという。まだ　フィルター・カ

セット（ホルダー）からフィルターを外さず

にポータブルFT－IRに装填できる技術も開

発中である。25mm径フィルターなら一般的

な個人サンプラーにも装填できるので，もし

この径でのRCS分析が実現されれば　RCS

の個人ぼく露渡度をモニターすることも可能

となろう。

（5）Caudaらの報告（2018）9）

この報告でも，現場（米国アリゾナ州内の

露天掘り銅鉱山10ヶ所）でエリア・サンゲ）

ングした粉じんを試料にon－Site分析を実施

し，その分析結果をNIOSH7500法で求めた

結果と比較して，ポータブルFT－IRの有効性
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を検証している。今回も，上述のHartらと

同じく，サイクロン付きフィルター・カセッ

トに装填した37mm径のフィルターでサンプ

リングを行い，両分析法による結果を比べた

ところ，ポータブルFT－IRによる定量値は

NIOSH7500法よりも若干小さく出る傾向が認

められた。これは，先のHartらの結果にも

観られた傾向である。

また一般に，炭鉱以外の鉱山で発生する粉

じんは，炭鉱における粉じんと比べて組成鉱

物種が多様であることから，Caudaらは複数

の銅鉱山から粉じんを集め，RCSとスペクト

ル妨害を起こす鉱物種の特定を試みている。

その結果，自雲母，方解石，斜長石，黒雲母，

カリ長石，緑泥石などの鉱物が，赤外スペク

トルの重畳によりRCSの妨害物質になり得る

ことが明かされた。

（6）Chienらの報告（2020）10）

上述のように，鉱山やトンネル掘削の作業

現場におけるRCSの分析には迅速性が重要と

の認識に基づき，MOSHは過去数年間の研究

を踏まえ，同作菜現場に適用するon－Site分

析をポータブルFT－IRを用いたDOF法によ

って実用化させた。しかし，作業者がRCSぱ

く露を受ける他の現場においてもon－Site分

析は有用なことから，ChienらB，発じんを

伴う一般的な建設現場へのFT－IR／DOF法の

適用について検討している。彼らは，乾式壁，

セメント，漆喰，レンガなどの粉じんがRCS

のスペクトルを妨害する可能性に着目し，

NIOSH7500法との比較実験から，それらが

RCSの分析結果に及ぼす影響を精査した。そ

の結果，
・乾式壁と漆喰の粉じんは，試料中に混在し

てもRCSの分析値に影響を及ぼさない。
・セメント粉じんもRCSの分析値に影響を及

ぼさないが，スペクトルのバックグランド

に影響が現れる。
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・レンガ粉じんは元々重量比で約12％の石英

を含んでいるが，それを差し引いても，同

粉じんはケイ酸塩鉱物を含有しているため，

試料中に混在するとRCSの分析値を過大に

導く。

等の事実を明らかにした。

（7）Ashleyらの報告（2020）一1）

Ashleyらは，現在，ポータブルFT－IR以

外にRCSのon－Site分析を可能とする装置は

（恐らく）無いとした上で，そのon－Site分析

がより実用的である為には　使用可能なポー

タブルFT－IRの選択肢が多いことが重要と考

え，米国内で市販されている以下のポータブ

ルFT－IR4機種

AgilentTechnologies社製Cazy630

BrukerOptics社製ALPHA

PerkinElmerHealthSciences社製Spectrm

Two

ThermoFisherScientinc社製NicoletiS5

を調達してRCSのDOF分析を行い，各機種

の互換性を検証した。彼らはまず　実験チャ

ンバー内で市販の高純度RCSを発じんさせ，

このフィルター試料を標準試料として検量線

を作成し，次いで，炭鉱，金属鉱山および非

金属鉱山から持ち帰った堆積粉じんを同チャ

ンバー内で再発じんさせ，これらもフィルタ

ー試料として，上記4機種の分析対象試料と

した。その結果，4機種間での標準試料に対

する測定値のバラツキは±4．1％内に収まり，

分析対象試料に対する4機種間でのバラツキ

も±3．0％内に収まったという。また，何れの

機種においでも分析値の再現性は良好で　そ

の変動係数は4機種の平均で±1．6％以内（鰻

時間内繰り返し測定）もしくは±2．4％以内

（長時間経過後繰り返し測定）に収まった。

以上よりAshleyらは，調達した4機種のどれ

を用いでも，正確かつ再現性の高いDOF分

析が可能であると結論している。
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回おわりに

作業環境測定基準第二条の二では，「屋内作

業場における空気中の土石，岩石又は鉱物の

粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は，Ⅹ

線回折分析方法又は重量分析方法によらなけ

ればならない。」と定めている。ここでいう
「重量分析方法」はりん酸法12）を指す。Ⅹ繰

回新法とりん酸法には，それぞれ長短はある

ものの，On－Site分析には適用できない点が共

通している。

赤外法は，Ⅹ繰回新法と比較した場合，コ

ストパフォーマンスや操作性に優れる半面，

試料粉じん中にRCSとスペクトルの重なる物

質が混在すると，定量値を過大評価する（も

しくは，吸光度を正確に読み取れなくなる）

ことが欠点と考えられてきた。しかし，昨今

のFT－IRの多くが標準装備する差スペクトル

処理機能を適切に利用すれば　この様な妨害

物質の影響を容易に排除できることが既に明

らかになっており13），今ではⅩ繰回新法の優

越点を見付け難くなっている。
一方，りん酸法は　RCSと非晶質シリカと

の識別が出来ない（試料に石英ガラスなどが

混入した場合，定量値を過大評価する）点，

浮遊粉じんを直接分析できない（発生時期お

よび場所が定かでない堆積粉じんを代用しな

ければならない）点，分析者の経験技量に分

析値が左右される点などが主な欠点として挙

げられる。また，Ⅹ線回折法や赤外法の様に

比較的高額の機器を使わないことから経済性

に優れる分析法と思われがちだが，試料の前

処理として粒虔調整が必要なこと，熱りん酸

の扱いや柑楠の秤量に練達と手間を要する

（＝人件費がかさむ）こと，下水に漉せない廃

液を発生させること等の欠点があるので　実

際のところコスト面で赤外法に優るとは考え
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にくい。試みに，筆者の手元にある科学機器

のカタログ（MASUDA科学機器Vol．40，柴

田科学総合カタログ2019－2020，他）を基に，

りん酸法に必要な主たる物品の購入費用を計

上してみると総額およそ3，450，000円になるが

（表1），現在，国内で購入可能なポータブル

FT－IRの価格は付属品込みで約300万円（た

だし，別途ノートパソコンが必要）なので

りん酸法に経済的なアドバンテージはないと

言えよう。

この様にⅩ線回折法やりん酸法と比べて

数々の長所を有し，特段目立った短所も無く，

今般，On－Site分析に適用可能と云う新たな利

点も得た赤外法が作業環境測定基準に加えら

れれば　我が国におけるRCSのぱく露の管

理・対剣こ大きく寄与すると期待される。

参考文献

1）MineSafetyHealthAdministration（MSHA）．us

DeptofLabor－MSHA・PittsburghSa危tyandHealth

TechnologyCenter．Pittsburgh．PA：2008．mfrared

Determination ofQuartzin Respirable CoalMine

Dust・MethodNo．MSHAP7．

表1りん酸法に必要な物品と価格の例

一品名 �癌格言織別；i醐‾ 

ピペット型液層沈降試験器 �61，000 

超音波洗浄器200Wi �140，伽 
ビーカー500mL �800 

吸引ろ過ポンプ �201．000 

マニホールド �331，00 

ろ過デバイス �18．400 

定温乾燥器28L �128，000 

分析用電子天秤（最小表示0．01mg） �997．000 
コニカルビーカー200mLx3 �2，100 

遊離けい酸用屈脚ロ∴ト×3 �9．600 

電熱器 �12．000 

ボルトスライダー（電流電圧計付き） �38．900 

白金柑塙（30mL）×3 �513，000 

電気炉 �455．000 

ドラフトチャンパー �483．000 

ねじロアシケ一夕ー �59，000 

計 �3，449．800 

46

安・全・衛・生・請・霜

2）小鴨純．赤外分析用回転型フィルターホルダーを用

いた浮遊粉じんの遊離けい酸分析．産業衛生学雑誌

2004；46：61－63．

3）FarcasD．LeeT．etal．Replacementof創tersfbr

respil・able quartz measurementin coalmine dust

byinをaredspectroscopy．J．Occup．Environ．Hyg．

2016；13：D16－D22．

4）MillerAL．DrakePL．etalEvaluatingportable

infl・ared spectrometers for measuring the silica

COntentOfcoaJdust．J．Environ．Monit．2012；14；48－

55．

5）MillerAL．MurphyNC，etal．EvaluationofDi鮭use

RenectionInhared SpectrometryLorEnd一〇rShift

Measurementof a－quartginCoalDustSamples．J

OccupEnvironHyg．2015；12：421430．

6）Cauda E．Miller A．Drake P．Promoting earIy

exposuremonitoringめrrespirablecrystamnesilica：

Taking thelaboratory to the mine site．J Occup

EnvironHyg．2016；13：D39・D45．

7）小鴨純．最小二乗法を適用した赤外分光法による遊

離けい酸の定量．作業環境1994；15（1）：0065．

8）HartJF．AutenriethD A．etal．Acomparisonof

respirable crystalline silicaconcentration measure－

ments uslnga direct－On一触ter Fourier transform

in血ared（FT－IR）transmissionmethodvs．atradi－

tionallaboratoryX－raydiffractionmemod．JOccup

EnvironHyg．2018；15：743・754．

9）CaudaE．ChubbL．etal．Evaluatingthe useofa

neld・basedsilica monitoringapproach with dust

homcoppermines．JOccupEnvironHyg．2018；15：

732－742．

10）ChienC．HuangG．etal．Appncationofend－Oishift

respirablecrystallinesilicamonitoringtoconstmc・

tion．JOccupEnvironHyg．2020；17：416425．

11）AshleyEL．CaudaE．etalPerbrmanceComparson

OfFour Portable FTIRInstruments for Direct・On－

FilterMeasurementofRespirableCrystallineSilica＿

AnnalsofWorkExposuresand Health2020；64：

536－546．

12）（公社）日本作業環境測定協会．りん酸法．作業環境

測定ガイドブック1（第4版）．lla137．

13）OjimaJ，Determining ofCrystaIline Silicain

Respirable DustSamplesbyInh・aredSpectropho－

tometryinthePresenceofInterferences．JOccup

Health2003；45：94－103．

No．137安全衛生コンサルタント


