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概 要 
作成日 平成２０年７月２３日 

プログラム（又は施

策）名 
ナノテク・部材イノベーションプログラム／環境安心イノベーションプログラム 

プロジェクト名 ナノ粒子特性評価手法の研究開発 プロジェクト番号 Ｐ０６０４１ 

担当推進部/担当者 バイオテクノロジー・医療技術開発部／主査 岩根 典靖 

０．事業の概要 

本事業は、フラーレン、カーボンナノチューブ、酸化チタン等の工業的に製造さ

れるナノメートルスケールの粒子（以下「工業ナノ粒子」という。）の化学物質とし

てのリスクの総合的な評価・管理に関するものである。 

工業ナノ粒子が人の健康と環境に及ぼすかもしれない潜在的な影響の可能性に

関する知見の収集・整備を行う一方で、リスク評価に必要な物理化学特性をはじめ

とした工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法、環境濃度、環境放出発生源、

環境中の運命と挙動等の解析技術を含む暴露評価手法、及び基礎的な有害性評価手

法を開発し、さらに、これら得られた知見を基に工業ナノ粒子のリスク評価の実施

と管理のための考え方を提言する。 

Ⅰ．事業の位置付

け・必要性につ

いて 

ナノテクノロジーは、ナノメートルスケールの物質が同じ化学的組成を持つバル

ク状態にある物質とは異なる特性を発現し得ること活用し、その構造や特性を制御

しながら材料の特性を飛躍的に向上させる技術であり、今後社会の様々な分野に多

くの便益をもたらすものと見込まれている。現在、工業、医療、農業、環境、エネ

ルギー等の種々の技術分野における応用に向けた研究開発が世界各国で積極的に進

められている。 

しかし一方、ナノメートルスケールの新規素材の出現が人の健康と環境にどのよ

うな影響を与えるかについては未知であり、過去のいくつかの新規技術の導入事例

からは、問題となる新たな影響をもたらす可能性は否定できないことが示唆される。

さらに、工業ナノ粒子に代表されるナノスケールの物質は、同じ化学的組成を持つ

バルク状態にある物質とは物理化学的特性が著しく異なる場合があるために、既存

化学物質で培われてきた従来のリスク評価手法をそのまま適用するのは難しい。ま

た、ナノテクノロジー自体が発展段階にある先進的技術であり、工業ナノ粒子のキ

ャラクタリゼーションの技術も十分確立していない。 

近年、この課題に対する関心が欧米を中心に高まり、経済協力開発機構(OECD)や

国際標準化機構(ISO)等の場において国際的な検討が開始された。こうした背景の

下、安全・安心な国民生活を確保しつつ日本のナノテクノロジー分野での優位性を

維持しナノテクノロジー産業の健全な育成を促すためには、NEDO の関与により科学

的知見に基づく工業ナノ粒子のリスク評価・管理手法を早急に確立し、産業界に提

供していく必要がある。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 
 

 

事業の目標 

本プロジェクトの目標は、以下のとおり。 

１．最終目標（平成２２年度末） 

カーボンナノチューブ、フラーレン、酸化チタン等の工業ナノ粒子の有害性評価、

暴露解析、リスク評価等の基盤となるキャラクタリゼーション手法、環境濃度、環

境放出発生源、環境中の運命と挙動等の解析を含む暴露評価手法、及び基礎的な有

害性評価手法であって実用的かつ国際的水準に見合うものを開発するとともに、こ

れらを用いた工業ナノ粒子のリスク評価を行って適正に管理するための提言を取り

まとめる。 

 

上記目標を達成するために、以下の４つの研究開発項目を設定する。 

①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 

③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 
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事業の目標 

２．中間目標（平成２０年度末） 

①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

粒径 10～100nm 程度の工業ナノ粒子を対象として試料調製技術と試験校正技術

を含むキャラクタリゼーション手法の手順書を取りまとめる。 

②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 

大気中に放出された工業ナノ粒子の挙動について動的論理モデルを構築する

とともに、工業ナノ粒子のライフサイクルを考慮した排出シナリオを作成して

その暴露概念を暫定的評価書として取りまとめる。 

③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

動物を用いた吸入暴露試験、経皮暴露試験を行って初期段階の知見を取りまと

めるとともに、有害性評価の暫定的枠組を取りまとめる。 

④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 

上記中間段階での成果、文献調査の結果等を踏まえつつ工業ナノ粒子のリスク

評価の枠組を検討し、課題を抽出する。 

主な実施事項 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy 

①ｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞ-ｼｮﾝ手法の
開発 
 
(1)工業ナノ粒子の調製技

術の開発 
(2)媒体中における工業ナ

ノ粒子のキャラクタリゼ
ーション手法の開発 

     

②暴露評価手法の開発 
 
(1)排出シナリオの構築 
(2)環境中挙動モデルの構

築 
(3)暴露評価技術の開発 
 

     

③有害性評価手法の開発
 
(1)工業ナノ粒子有害性評

価試験の開発 
(2)吸入暴露試験装置の開

発 
(3)有害性評価試験結果の

外挿に関する研究 

     

事業の計画内容 

④リスク評価・管理の構築 
 
(1)工業ナノ粒子の詳細リ

スク評価 
(2)ナノテクノロジーの社会

的受容性に関する研究

     

会計・勘定 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy 

一般会計 374 436 355  
 

 

特別会計 
（電多・高度化・石油の別）      

 

 

開発予算 

（会計・勘定別に

事業費の実績

額を記載） 

（単位：百万円） 
総予算額 374 436 355   

中 
 

間 
 

評 
 

価 
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経産省担当原課 製造産業局化学物質管理課 

プロジェクトリーダー 
（独）産業技術総合研究所 安全科学研究部門 

部門長  中西 準子 
開発体制 

委託先  (独)産業技術総合研究所、産業医科大学 

情勢変化への対

応 

カーボンナノチューブに関し、これまで金属不純物を多量に含んだ従来製法によ

るカーボンナノチューブ（純度 60～70％）を用いて有害性評価が行われてきていた

が、平成１８年に産総研においてスーパーグロース法による有害性評価のサンプル

として理想的な高純度カーボンナノチューブ（純度 99.98％）の大量合成技術が確

立された。このスーパーグロース法によるカーボンナノチーブの有害性評価を優先

的に行うことが我が国の国際競争上の優位維持のために重要との判断の下、平成１

９年度に加速予算を投入し、スーパーグロース法カーボンナノチューブの分散状

態・形状を制御したスクリーニング的有害性試験を実施した。さらに、平成１９年

度の契約変更により、カーボンナノチューブの有害性評価チームに信州大学医学部

の参加を得て、全身影響の観点からの有害性評価手法開発を追加した。 

 

平成２０年２月に国立医薬品食品衛生研究所の菅野純氏のグループは、日本トキ

シコロジー学会の機関誌（２００８年２月号）に掲載された研究で、がん抑制遺伝

子欠損マウスの腹腔内に高用量投与された多層ＣＮＴに発がん性がある可能性を報

告した。工業ナノ材料によるリスクを適正に評価・管理するため、本プロジェクト

として早急に有害性評価試験の結果を出し、公表することの重要性が増々高まって

いる。 

また、平成１９年１１月には OECD 工業ナノ材料安全部会において、日本はフラー

レン、単層カーボンナノチューブ及び多層カーボンナノチューブに関して米国と共

同スポンサーとなることが受け入れられ、また、本プロジェクトの成果がこれに展

開されることが見込まれており、これに呼応した対応が求められている。 

本プロジェクトの実施に当たっては、上記のような情勢変化に対応して柔軟なマ

ネジメントを行っていく。 

 

Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

研究開発項目①：工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 
 中間目標- 

粒径 10～100nm 程度の工業ナノ粒子を対象として試料調製技術と試験校正技術

を含むキャラクタリゼーション手法の手順書を取りまとめる。 
   →達成度○：ほぼ予定どおり 
 平成２０年６月までの成果- 
（１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 

   ア．気中分散系調製技術開発 
    酸化ニッケル、フラーレン、カーボンナノチューブについて噴霧発生装置

の設計・製作、手順書策定を進めており、酸化ニッケルにおいて平均径 50
～60nm で 6hr×4 週間、フラーレンにおいて平均径 92nm で 6hr×4 週間の
連続噴霧を実施・成功。多層カーボンナノチューブのエアロゾル化成功。7
～8月には連続噴霧実施の見込み。 

   イ．液中分散系調製技術開発 
    以下の条件の工業ナノ粒子液中分散系の作成に成功。 
    ・平均径 20～30nm の金属酸化物ならびにフラーレン 
    ・長さ 5μm以下の多層カーボンナノチューブ 
    ・長さ 500nm 以下のスーパーグロース法単層カーボンナノチューブ 
   ウ．作業者保護用フィルタの性能試験法確立において、性能試験装置の試作

を終了し、多層カーボンナノチューブを対象として帯電型／無帯電型双
方のフィルタの性能評価実施中。無帯電型に関して試験手順を確定。 

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 
ア．気中粒子計測技術開発 

   ａ．気中粒子計測の試験・校正技術開発 
10 nm 以上の粒径範囲のサイズ分布・質量濃度計測技術開発と非球形粒子

の計測方法開発において、サイズ分布測定と質量濃度測定装置（走査型移

動度径測定装置（SMPS））の校正をし、試験方法の手順書を作成した。 
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Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

ｂ．気中粒子オンライン特性評価技術開発 
   作業現場での特定粒子の計測を可能とする多元特性計測システム（50nm

以下）の構築において、移動度粒径、質量、光散乱径表面積等の多元特
性のオンライン計測システムを構築中であり、部分的ながらカーボンナ
ノチューブの識別計数技術の実現可能性を実証した。また混合型凝縮核
計数器（PSM）について 2nm の検出が可能となった。 

ｃ．工業ナノ粒子の連続発生技術 
 5～20nm のカーボンナノチューブの気相連続発生技術開発において、触
媒金属粒子の連続発生を達成し、常圧・低水素濃度下でのカーボンナノ
チューブの生成に成功した。 

イ．液中粒子計測技術開発 
粒径 10～100nm の範囲で動的光散乱、NMR、静的光散乱によるサイズ計測、
濃度計測において、10～100nm の粒径分布の計測・校正法手順書を作成し、
インビトロ試験試料へ適用した。 

ウ．電子顕微鏡によるナノ粒子のキャラクタリゼーション技術開発 
 液中、生物組織中のナノ粒子の電子顕微鏡による計測技術の高度化におい
て、液中・生体組織中それぞれの電子顕微鏡観察用試料作成法を手順書化
した。また培養細胞内の多層カーボンナノチューブの透過型電子顕微鏡
（TEM）観察に成功した。さらに酸化ニッケル、フラーレンの TEM 観察によ
る組織内取り込みの観察に成功した。 

エ．微少量試料に対する化学分析技術開発と工業ナノ粒子の体内分布の測定
 フラーレン、カーボンナノチューブの定量、体内分布測定、活性酸素生成
能測定において、酸化ニッケル、フラーレンについて体内分布を測定し、
肺中半減期と他の臓器への移行、排出を明らかにした。また大気中光照射
下でのヒドロキシラジカルの生成能評価手法を確立した。 

 
研究開発項目②：工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 
 中間目標- 
  大気中に放出された工業ナノ粒子の挙動について動的論理モデルを構築すると

ともに、工業ナノ粒子のライフサイクルを考慮した排出シナリオを作成してそ
の暴露概念を暫定的評価書として取りまとめる。 

   →達成度○：ほぼ予定どおり 
平成２０年６月までの成果- 
（１）排出シナリオの構築 ／ （３）暴露評価技術の開発 
 排出シナリオ構築の基礎データ収集のための排出現状の評価として、製造過
程／工場現場のモニタリングを実施した。また、工業ナノ粒子の巻き上がり性
（Dustiness）を評価するための実験を実施した。 

（２）環境中挙動モデルの構築 
  ナノ粒子の凝集／拡散プロセスの概念構築のためにフラーレン、単層カーボ
ンナノチューブについて、フローチャンバー内で、数十～数百 nm の範囲で粒子
成長過程を観測し、モデル化に必要なデータを集積した。 

 
研究開発項目③：工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 
 中間目標- 
  動物を用いた吸入暴露試験、経皮暴露試験を行って初期段階の知見を取りまと

めるとともに、有害性評価の暫定的枠組を取りまとめる。 
   →達成度○：予定どおり 
 平成２０年６月までの成果- 
（１）工業ナノ粒子有害性評価試験の開発 

ア．吸入暴露試験法の開発と試験の実施 
フラーレン及び、比較対象の酸化ニッケルについて、液相懸濁液の気管内
注入試験と気相分散粒子の吸入暴露試験の２系統のラット in vivo 試験を
実施した。Wistar 系雄性ラットの気管内注入試験で、酸化ニッケル暴露群
では肺内の持続的炎症所見を認め、フラーレン暴露群では認めなかった。
また吸入暴露試験でも同様の結果を得た。 

イ．経皮暴露による皮膚形態学的影響の評価 
予備実験の結果より、本プロジェクトでの実験方法を確定した。 
光学顕微鏡観察については、30 匹に暴露を行い（コントロール 15 匹）、毛
包間表皮に著しい変化のないことを確認した。 
光学顕微鏡的・透過電子顕微鏡的に一部毛包内にチタンの局在を認めたが、
生細胞に著しい変化はないことを確認した。 
テープストリッピング法による予備的な走査電子顕微鏡－X 線分析
（SEM-EDX）にても、毛包間角層の深い部分にチタンの局在は観察されなか
った。 
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Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

ウ．生体影響プロファイルの作成・評価手法の開発 
６種類の金属酸化物（二酸化チタン、酸化ニッケル、酸化亜鉛、二酸化ケ
イ素、酸化アルミニウム、二酸化セリウム）の中で、特に毒性の弱い二酸
化チタンと毒性の強い酸化ニッケルについて詳細な検討を実施した。 
酸化ニッケル粒子とフラーレンに対して、ラット気管内に投与後、ラット
の各組織及び血液を対象にバイオマーカーの測定や DNA マイクロアレイを
用いた遺伝子発現解析を実施した。 

エ．ESR イメージング技術による生体内酸化還元能への影響評価手法の開発
ESR 画像化装置を用いて、マウス肺を対象とした還元能評価手法を開発し
た。 
開発した手法を用いて、工業ナノ粒子を吸入暴露したマウスの肺における
還元能評価を行い、酸化ニッケルでは肺の還元能が低下し、フラーレンで
は変化しないことを観測した。 
上記結果をもって工業ナノ粒子を吸入暴露したマウスの肺還元能変化の
非侵襲的評価手法としての、ESR 画像化装置の開発に成功したと判断し、
開発終了。 

オ．工業ナノ粒子の全身影響の観点からの有害性影響評価法の開発 
多層カーボンナノチューブ、及び対照物質の、酸化ニッケル、結晶性二酸
化ケイ素を試験試料として皮下移植試験を実施した。BALB/c マウスを用い
て背部皮下に移植一ヶ月後のＴ－細胞の変化を観察し、併せて循環血液中
のサイトカイン濃度や、病理組織検索検討を実施した。（現在解析中。） 
また、気管切開投与法試験については、分散剤の影響を含む投与条件の検
討を実施した（継続中）。 

（２）吸入暴露試験装置の開発 
気中分散工業ナノ粒子を吸入暴露用容器に安定に輸送する系と、試験中の

粒子径分布及び濃度の即時・連続計測系を試作し、性能が良好であることを
確認し、さらに改良した装置を、項目③（１）の吸入暴露試験に展開した。
共同試験による実証より、１ヶ月間（6hr×4 週間）の吸入暴露試験における
酸化ニッケルとフラーレンのエアロゾル粒子の粒子径分布・濃度の経時変化
と暴露用容器内での粒径分布データを取得し、装置が安定に粒子を供給でき
ることを確認した。（①の（１）のア参照） 

（３）有害性評価試験結果の外挿に関する研究 
アスベストの有害性に関する情報を整理し、試験や評価に有効と思われる

バイオマーカーの候補を選定した。 
粒子サイズ効果の課題を解析するために、一次粒子径の異なる二酸化チタン
のラット気管内投与試験から、肺に対しては一過性の炎症反応が生じるが、
速やかに回復すること、全身に対する影響はないことを確認した。 

 
研究開発項目④：工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 
 中間目標- 
  上記中間段階での成果、文献調査の結果等を踏まえつつ工業ナノ粒子のリスク

評価の枠組を検討し、課題を抽出する。 
   →達成度○：TiO2 にやや遅れがあるが、年度内には達成の見込み 
 平成２０年６月までの成果- 
（１）工業ナノ粒子の詳細リスク評価 
   カーボンナノチューブ、フラーレン、二酸化チタンについて中間的な評価

書を策定を目指し、「評価のエンドポイント」、「無毒性量」、「用量のメトリッ
クス」を検討し、細胞レベルの反応のメトリックスとして二次粒径を選定し
た。 

   また、暴露評価として「排出・暴露シナリオの構築」をベースに「現場調
査」、「排出模擬試験＝巻き上がり性試験」の結果から暴露レベルの評価を検
討し、仮のリスク評価を行った。 

（２）ナノテクノロジーの社会的受容性に関する研究 
  ・「ナノテクノロジー消費者製品インベントリ」 
  ・一般人のナノテク認知の意識調査と経年的な変化の観察 
  ・欧米における行政や事業者（自主的リスク評価、自主的ガイドライン）の

動向調査 （継続中） 
   を実施し、ナノテクノロジーの社会的受容性に関する基礎データを取得した。
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投稿論文 
平成１８年度   ０ 
平成１９年度   ７ （うち査読あり：５） 
平成２０年度  １０ （うち査読あり：２） 

特  許 ０件 
Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

その他 
学会発表等 
平成１８年度：３５件、平成１９年度：３６件、平成２０年度：１９件

Ⅳ．実用化の見通し

について 

１）本プロジェクトのアウトプット 
  本プロジェクトで確立した評価手法を以下の手順書・評価書として取りまとめ、
アウトプットとして公表する予定である。 

 ①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 
 （１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 
   ・液相試料調製法手順書 
   ・気中分散系調製法手順書（吸入試験への適用） 
   ・フィルタ性能試験法手順書 
   ・フィルタ性能評価データベースフィルタ 
 （２）工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 
   ・有害性試験法試料の評価（液中粒子） 
   ・ナノ粒子計測・校正手法手順書 
   ・ナノ粒子分散水溶液の透過型電子顕微鏡作成方法 
   ・工業ナノ粒子（炭素系）中の金属不純物の定量方法 

・生体試料中ナノ粒子（炭素系）の分析法手順書 
 ②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 
   ・工業ナノ粒子の暴露評価方法手順書 
   ・巻き上がり性（dustiness）試験方法手順書 
   ・暴露管理指針の提言（作業現場） 
   ・工業ナノ粒子生産現場の現実的な暴露管理への提言 
   ・産総研研究施設管理への検討への関与と提言 
 ③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 
   ・有害性試験法手順書 
    －気管内投与試験方法 
    －吸入暴露試験方法 
    －有害性プロファイルの作成指針 
   ・有害性評価書 
   ・経皮暴露試験（単回暴露、急性期）の手順書 
 ④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 
   ・二酸化チタン、フラーレン、カーボンナノチューブについてのリスク評価
    書 
   ・作業環境クライテリアの提示 
   ・工業ナノ粒子生産現場の現実的なリスク管理への提言 
   ・事業者がリスク管理を行うための手引書の作成 
 
２）直接的な活用 
  上記の一連のアウトプットの直接的な活用としては、以下を想定している。 

・本プロジェクトへのフィードバック 
・国内外の同様分野の研究者への参考文献としての活用 
・国・自治体による管理（法規制等）のための活用 
・事業者の自主管理又は国際機関への活用 

 ・ISO、OECD 等の国際標準標準への活用 
 ・生産技術としての活用 
 
３）成果の普及 
  上記に示すような成果の活用を促進するために以下の取組を積極的に進める。
 ・学会でのシンポジウム開催などを通じ、学会における標準化への意識向上を促

進する。 
  （例：日本産業衛生学会、粉体工学会などへの働きかけ） 
 ・産業界と協調して標準化への動きを加速させる。 
 ・企業と共同でナノテク製品を商品化する。 
 ・総合科学技術会議の科学技術連携施策群の活動において連携を模索する。 
 ・関連する審議会、委員会、検討会において本プロジェクトのリスク管理に関す

る提言を提案する。 
 ・ISO、OECD の活動へ参加し、本プロジェクトの成果を提案する。 
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Ⅳ．実用化の見通し

について 

４）波及効果 
  上記を通じて以下のような波及効果を社会へ与えることを期する。 
 ・ナノテク産業の健全な発展 
 ・我が国のナノテク産業の国際競争力強化 

・新規技術のリスク評価の模範的モデルとなることにより、他の産業の発展にも
貢献 

 ・新たなナノテク製品の創生に貢献 
 

事前評価 
平成１７年度 NEDO POST2 にて実施 

担当部 バイオテクノロジー・医療技術開発部 
Ⅴ．評価に関する事

項 

中間評価以降 
平成２０年度 平成２０年７月２３日に中間評価分科会を開催 

平成２３年度 事後評価実施予定 

作成時期 
平成１８年３月 ＮＥＤＯ技術開発機構によって基本計画を策

定。 
 

Ⅵ．基本計画に関す

る事項 

 変更履歴 
平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定によ

り、｢（１）研究開発の目的｣の記載を改訂。 
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（ナノテク・部材イノベーションプログラム／環境安心イノベーションプログラム） 
「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」基本計画 

 
バイオテクノロジー・医療技術開発部 

 
１．研究開発の目的・目標・内容 
 
（１）研究開発の目的 

広範な産業技術分野に革新的発展をもたらし得るキーテクノロジーである「ナノテクノ

ロジー」を確立し、得られた成果等の知識の体系化を図ることで、我が国の産業競争力の

源泉として、我が国経済の持続的発展に寄与する技術的基盤の構築を図るためナノテク・

部材イノベーションプログラムを進めている。また、化学物質の総合的な評価管理を行う

ための手法と知的基盤の整備を目的として環境安心イノベーションプログラムを実施して

いる。本研究開発は、上記プログラムの一環として実施する、ナノテクノロジーに含まれ

るナノ粒子の化学物質としてのリスクの総合的な評価管理に関するものである。 
 ナノメートルスケールの物質は、同じ化学的成分を持っているバルク状態にある物質と

は異なった特性を発現しうることが知られている。ナノテクノロジーは、ナノ領域で物質

の構造や特性を制御しながらこのような現象を活用して材料の機能を飛躍的に向上させる

技術で、素材レベルにおける技術革新を通して社会のさまざまな分野に多くの便益をもた

らすものと見込まれている。ナノ粒子は、ナノメートルスケールの物質の代表的なもので

あり、さまざまなナノ粒子について産業技術分野をはじめ医療、農業、環境・エネルギー

等の分野における応用に向けて世界各国で積極的な研究開発が進められている。 
 一方、過去のいくつかの新規技術の導入事例を見ると、このような新しい技術の応用が

人の健康と環境の面で新たな課題を引き起こす場合もあることが示唆される。工業的に製

造されるナノ粒子（以下、「工業ナノ粒子」という。）が人の健康や環境に及ぼす影響につ

いてはまだ明らかにされていないが、最近欧米を中心にこの課題に対する関心が高まり、

経済協力開発機構(OECD)や国際標準化機構(ISO)等の場において国際的な検討が始まった

ところである。こうした中で、ナノテクノロジーの健全な産業化を図りつつナノテクノロ

ジーが社会に与える幅広い便益を最大限に引き出していくためには、これら潜在的な課題

に関する知見を集積しながら責任ある研究開発、生産、使用、廃棄等に努めていくととも

に、その適切なリスク評価・管理を行って安全・安心な国民生活を確保する体制を構築し

ていくことが肝要である。 
 工業ナノ粒子は、同じ化学的成分を持ちながら構造の違いによってその物理化学的特性

が著しく異なる場合があり、化学物質で培われてきた従来のリスク評価手法をそのまま適

用するのは難しいことが知られている。また、ナノテクノロジー自体が発展段階にある先

進的技術であり、工業ナノ粒子のキャラクタリゼーションの技術も十分確立していない。 
 このため、本研究開発では、工業ナノ粒子が人の健康と環境に及ぼすかも知れない潜在

的な影響の可能性に関する知見の収集・整備に努める一方で、リスク評価に必要な物理化
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学特性をはじめとした工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法、環境濃度、環境放出

発生源、環境中の運命と挙動等の解析技術を含む暴露評価手法、及び基礎的な有害性評価

手法を開発するとともに、これらを用いた工業ナノ粒子のリスク評価手法を確立すること

を目的とする。 
 
（２）研究開発の目標 

①最終目標（平成 22 年度末） 
カーボンナノチューブ、フラーレン、酸化チタン等の工業ナノ粒子の有害性評価、暴

露解析、リスク評価等の基盤となるキャラクタリゼーション手法、環境濃度、環境放出発

生源、環境中の運命と挙動等の解析を含む暴露評価手法、及び基礎的な有害性評価手法で

あって実用的かつ国際的水準に見合うものを開発するとともに、これらを用いた工業ナノ

粒子のリスク評価を行って適正に管理するための提言を取りまとめる。 
②中間目標（平成 20 年度末） 

粒径 10～100nm 程度の工業ナノ粒子を対象として試料調製技術と試験校正技術を含む

キャラクタリゼーション手法の手順書を取りまとめる。大気中に放出された工業ナノ粒子

の挙動について動的論理モデルを構築するとともに、工業ナノ粒子のライフサイクルを考

慮した排出シナリオを作成してその暴露概念を暫定的評価書として取りまとめる。動物を

用いた吸入暴露試験、経皮暴露試験を行って初期段階の知見を取りまとめるとともに、有

害性評価の暫定的枠組を取りまとめる。また、これら中間段階の成果、文献調査の結果等

を踏まえつつ工業ナノ粒子のリスク評価の枠組を検討し、課題を抽出する。 
 
 （３）研究開発の内容 

 上記目標を達成するため、次の研究項目について、別紙の研究開発計画に基づく研究開

発を実施する。 
①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 
②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 
④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 

 
２．研究開発の実施方式 
 
（１）研究開発の実施体制 

 本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構（以下、「NEDO 技術開

発機構」という。）が、単独ないし複数の原則本邦の企業、研究組合、公益法人等の研究機

関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別な研究開発能

力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業との連携が必要な場合に

はこの限りでない。）から公募によって研究開発実施者を選定後、共同研究契約等を締結す

る研究体を形成し、委託して実施する。 
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 共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の

活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体には NEDO 技術開発機構が委

託する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を置き、その下に研究を可能な限り結集

して効率的な研究開発を実施する。 
 
（２）研究開発の運営管理 

 研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDO 技術開発機構は、経済産業省及び研究

開発責任者と密接な連携を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の

目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて技術検討

委員会等を活用して、外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度、

プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 
 
３．研究開発の実施期間 
 

 本研究開発は、平成１８年度から平成２２年度までの５年間とする。 
 
４．評価に関する事項 
 

 NEDO 技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果

の技術的意義、将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価

を平成２０年度に、事後評価を平成２３年度に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要

に応じプロジェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期について

は、研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする

等、適宜見直すものとする。 
 
５．その他の重要事項 
 
（１）研究開発成果の取扱い 

① 成果の普及 
 得られた研究開発の成果については、学術論文、公開技術報告書、公開作業手順書等と

して取りまとめ、NEDO 技術開発機構、研究開発実施者とも普及に努めるものとする。 
 

② 知的財産整備又は標準化等との連携 
 得られた研究開発の成果であって可能なものは、知的基盤又は標準化等との連携を図る

ため、データベースの提供、標準情報（TR）制度への提案等を行う。 
 

③ 知的財産権の帰属 
委託研究開発の成果に係わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業
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技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定に基づき、原則と

して、全て委託先に帰属させることとする。 
 
（２）国際協調及び国際貢献 

 研究開発の推進に当たっては、OECD、ISO 等における議論を踏まえつつ可能な限り国

際的に協調しながら推進するものとし、本研究開発の成果（中間段階で得られる知見を含

む）をもって国際的に適宜貢献していくこととする。 
 
（３）基本計画の変更 

 NEDO 技術開発機構は、研究開発の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の

研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結果、研

究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、

研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 
 
（４）根拠法 

 本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１

項第２号に基づき実施する。 
 
６．基本計画の改定履歴 
 
（１）平成１８年３月 制定。 
（２）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、｢（１）研究開発の

目的｣の記載を改訂。 
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（別紙）研究開発計画  
 
研究開発項目①「工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発」 
 
１．研究開発の必要性 

工業ナノ粒子の暴露解析や有害性評価試験の信頼性と再現性を確保するためには、定常

状態における物理化学的特性はもとより気相、液相、生体、投与媒体等の媒体中における

工業ナノ粒子の特徴を適切に同定することが重要である。このため、試料の調製技術とと

もに、これら媒体中における計測技術、試験の作業手順等のキャラクタリゼーション手法

を開発する必要がある。 
 
２．研究開発の具体的内容 

 
（１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 

工業ナノ粒子の暴露解析や有害性評価試験に必要なナノ粒子の粒径を揃える分級技術、

気相中や液相中へ分散技術を開発し、試料調製手順書を作成する。またフィルタによる

気相中ナノ粒子の捕集効率等を評価する技術を開発し、捕集効率の評価手法を取りまと

める。 
 

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 
工業ナノ粒子の定常状態における物理化学的特性、気相、液相、生体、投与媒体等の

媒体中における濃度（質量、個数、表面積等の濃度）、サイズ、サイズ分布、形状、構成

成分、凝集状態などを精度良く測定する信頼性の高い技術（校正技術を含む。以下、同

じ。）を開発するとともに、工業ナノ粒子の暴露解析や有害性評価試験のためのキャラク

タリゼーション手法を取りまとめ、それらの手順書を作成する。 
 
３．達成目標 

 
（１）最終目標（平成 22 年度末まで） 

中間目標に掲げるものの他、特にナノ粒子の材質や形質等に起因する測定結果への影

響を補正する手法を開発するとともに、気体中及び液体中の粒径 1～10 nm の粒子に適

用できる個数濃度、粒径分布等の測定技術を開発し、手順書を取りまとめて公開する。 
 

（２）中間目標（平成 20 年度末まで） 
工業ナノ粒子の分級技術並びに気相及び液相中への分散技術を開発し、暴露解析用デ

ータ取得試験、有害性評価試験等のための試料調製手順書を取りまとめて公開する。ま

た、実用的な計測技術を用いて気相及び液相中における工業ナノ粒子の粒径、個数濃度

その他の特性を精度良く再現性をもって計測する技術、生体試料中における工業ナノ粒
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子の形状、サイズ等を電子顕微鏡の画像解析等から統計的に解析する技術、気相中工業

ナノ粒子のフィルタ捕集効率を評価する手法等を開発し、手順書を取りまとめて公開す

る。測定精度は、10 nm～100 nm の工業ナノ粒子について、気相中では粒径 10%、個

数濃度 20%を、液相中では粒径 25%、個数濃度 50%を目標とし、その他の特性について

は実用的かつ国際的水準に見合うこととする。 
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研究開発項目②「工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発」 
 
１．研究開発の必要性 

工業ナノ粒子によるヒトの健康と環境への影響のリスクを評価するためには、工業ナノ粒

子のライフサイクル（生産、使用、消費、廃棄等）にわたる排出や暴露に関するデータを収

集・整理するとともに、工業ナノ粒子の排出状況、環境中の運命や挙動、暴露解析等の暴露

評価手法を開発する必要がある。 
 
２．研究開発の具体的内容 
 
（１）排出シナリオの構築 

種類や用途等で分類した工業ナノ粒子について、発生源に関する情報収集とヒアリング

調査を行ってライフサイクルを通した排出シナリオを開発するとともに、実測と計算科学

的手法によって主要な排出源の定量的排出係数を見積もる。また、技術予測、市場予測等

を参考にしながら将来の排出量を予測する。 
 
（２）環境中挙動モデルの構築 

作業環境や発生源近傍を想定して、空気中に放出された工業ナノ粒子の環境中における

挙動（凝集、拡散、輸送を含む。）の解析に必要なパラメーターを検討して抽出するとと

もに、実測、計算科学的手法等によるこれらパラメーターの取得手法を開発する。また、

これらパラメーターを用いて環境中における工業ナノ粒子の挙動を説明する論理モデル

を開発し、模擬試験や実環境におけるモニタリング調査と比較することによって検証する。 
 
（３）暴露評価技術の開発 

作業環境や発生源近傍を想定して、工業ナノ粒子の特性、環境中挙動、有害性評価等の

相違を考慮しながら代表的な工業ナノ粒子を選択し、その排出シナリオと環境中挙動モデ

ルの解析による排出量や濃度の推定、環境モニタリング濃度の実測等に基づいて暴露レベ

ルの評価を行う。 
 
３．達成目標 
 
（１）最終目標（平成 22 年度末まで） 

用途や特徴に応じて工業ナノ粒子を３０分類程度に区分し、排出量の情報を含んだ排出シ

ナリオ文書を作成するとともに、作業環境や発生源近傍における暴露評価を行って取りまと

め、公開する。 
  

（２）中間目標（平成 20 年度末まで） 
作業環境や発生源近傍を想定した環境中における工業ナノ粒子の動的な解析を行う論理
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モデルを構築するとともに、５分類程度の工業ナノ粒子について排出シナリオを作成し、工

業ナノ粒子による暴露概念を暫定的評価書として取りまとめる。 
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研究開発項目③ 「工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発」 

 

１．研究開発の必要性 
工業ナノ粒子は同じ化学的成分を持っているバルク状態にある物質とは異なった特性を示

すことがあり、化学物質で培われてきた有害性評価手法をそのまま適用することが難しい。

工業ナノ粒子の有害性の評価を適切に行うためには、工業ナノ粒子の特徴に合わせて既存試

験方法を補足・修正したり、新たな有害性評価試験手法を開発する必要がある。 
 
２．研究開発の具体的内容 
 
（１）工業ナノ粒子有害性評価試験の開発 

工業ナノ粒子の有害性試験に係わる文献情報等の収集と解析に努める一方で、既存の吸

入暴露試験、気管内注入試験、経皮暴露試験等の課題を検討する。また、工業ナノ粒子の

特徴を踏まえながら工夫しつつ既存の有害性評価試験に準じた試験を実施し、工業ナノ粒

子特有の生物反応を確認・検証するとともに、その反応メカニズム、用量反応関係等を解

析する。この結果を踏まえながら、工業ナノ粒子の体内動態をモデル化してシミュレーシ

ョンする技術、既存の有害性評価試験を補足・修正する方法、必要に応じ新たな試験方法

等を開発する。 
 
（２）吸入暴露試験装置の開発 

均一の分布と濃度を持つ工業ナノ粒子を含んだ空気を持続的かつ安定的に発生させて

供給できる噴霧装置、少量のサンプルで継続的な吸入暴露試験を実施できるチャンバー等

からなる吸入暴露試験装置を開発する。 
 
（３）有害性評価試験結果の外挿に関する研究 

工業ナノ粒子に起因すると推測される生物反応に関して、培養細胞等を用いてヒトと実

験動物の感受性の差について研究し、動物を用いて得た有害性実験の情報をヒトに係わる

潜在的影響として外挿する際の課題と対策を整理し、考え方を示す。 
 
３．達成目標 
 
（１）最終目標（平成 22 年度末まで） 

ヒトの健康と環境に影響を与える可能性のある工業ナノ粒子の潜在的な生物反応を同定

するとともに、その反応メカニズム、用量反応関係等を解明する一方で、工業ナノ粒子の

特徴を踏まえた試料の前処理、投与、投与後観察、試験結果の取りまとめ等の手順、各工

程において必要なキャラクタリゼーションなどの要求事項を明らかにし、工業ナノ粒子の

体内動態モデル、既存の有害性試験手法を補足・修正する方法、必要に応じ新たな有害性

評価試験手法等を開発し、文書化して公開する。また、動物を用いた有害性評価試験の結
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果をヒトに係わる潜在的影響として外挿する際の考え方を示す。 
 
（２）中間目標（平成 20 年度末まで） 

工業ナノ粒子の吸入暴露試験装置を開発する一方で、文献情報等の分析を通して既存の

吸入暴露試験、気管内注入試験、経皮暴露試験等に係わる課題を明らかにする。工業ナノ

粒子の特徴を踏まえながら既存の有害性評価試験に準じた試験を行い、工業ナノ粒子の特

徴を踏まえた試験手順、キャラクタリゼーション等の手法を試験結果とともに公開する。 
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研究開発項目④ 「工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築」 
 
１．研究開発の必要性 

ナノテクノロジーの健全な産業化を図りつつ工業ナノ粒子が社会に与える便益を最大限に

引き出していくためには、工業ナノ粒子がヒトの健康と環境に与えるかも知れない潜在的な影

響の可能性について、リスク評価を行って適切に管理する技術的体系を構築することが必要で

ある。 
 
２．研究開発の具体的内容 
 
（１）工業ナノ粒子の詳細リスク評価 

工業ナノ粒子による人の健康と環境への影響に係わる文献情報等の収集と分析を行う

一方で、生産・使用量や将来的な重要性を考慮しながら適当な金属、金属酸化物、炭素系

等の工業ナノ粒子を選定し、キャラクタリゼーション、暴露評価及び有害性評価を実施し

て詳細なリスク評価を行う。リスク評価に当たっては、科学的根拠に基づく事実、仮説、

知識の欠如とその外挿、判断、データ変動性、不確実性、その他の要素を明示的に区別し

て取り扱うとともに、工業ナノ粒子に係わる利害関係者の立場を反映させる一方、外部ピ

アレビュー等を行って公平な評価に努めることとする。 
また、これらリスク評価の結果に加え、次項に掲げるナノテクノロジーの社会的受容性

に関する研究の成果等を踏まえ、工業ナノ粒子のリスクを適正に管理するための考え方を

取りまとめる。 
 
（２）ナノテクノロジーの社会的受容性に関する研究 

工業ナノ粒子を含むナノテクノロジーの社会的受容性について、文化的な多様性、社会

経済的な便益、損失及び利害関係、社会制度、倫理、その他必要な自然科学、社会科学及

び人文科学的な観点から研究し、ナノテクノロジーが社会に与える便益を最大限に引き出

しつつ、その健全な産業化と安心・安全な市民生活の実現に向けてビジョンを策定する。 
 
３．達成目標 
 
（１）最終目標（平成 22 年度末まで） 

工業ナノ粒子が人の健康と環境に与えるかも知れない潜在的な影響の可能性についてリ

スク評価を行うとともに、そのリスクを適正に管理するための考え方を取りまとめ、公開

する。また、工業ナノ粒子を含むナノテクノロジーの社会的受容性に関するビジョンを策

定して公開する。  
 
（２）中間目標（平成 20 年度末まで） 

中間評価までに得られた情報と知見に基づいて、プロジェクトで取り組むべき工業ナノ
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粒子のリスク評価の暫定的枠組を構築するとともに、プロジェクト後半に向けた課題を抽

出する。 



平成20･03･24 産局第1 号 

平成２ ０ 年４ 月１ 日 

ナノテク・部材イノベーションプログラム基本計画 

１．目的 

このプログラムは、情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなど、あらゆる 

分野に対して高度化あるいは不連続な革新（ジャンプアップ）をもたらすナノテクノロ 

ジー及び革新的部材技術を確立するとともに、その実用化や市場化を促進することで、 

我が国産業の国際競争力の維持・強化や解決困難な社会的課題の克服等を可能とするこ 

とを目的とする。 

２．政策的位置付け 

○第３期科学技術基本計画（２００６年３月閣議決定） 

・ 「ナノテクノロジー・材料分野」は、特に重点的に研究開発を推進すべき分野（重

点推進４分野）の一つに指定されていて、優先的に資源配分することとされている。 

・ 我が国の材料技術は、基礎研究から応用研究、素材、部材の実用化に至るまでの全

ての段階において世界のトップレベルを堅持しており、我が国製造業の国際競争力の源

泉となっている。 

○「イノベーション２５」（２００７年６月閣議決定） 

・ 「ナノテクノロジー・材料分野」は、中長期的に取り組むべき課題として、「１．

生涯健康な社会形成」、「２．安全・安心な社会形成」、「４．世界的課題解決に貢献

する社会形成」、及び「５．世界に開かれた社会形成」の分野に位置付けられている。 

・ 所要の措置を講じていくことが必要である事項として以下の点が指摘されている。 

・ 学際領域・融合領域における教育等人材育成、拠点形成 

・ 社会受容を促すための積極的な取り組み 

・ 知的財産確保のための戦略的な取り組み 

○「経済成長戦略大綱」（２００６年７月財政・経済一体改革会議） 

・ 「我が国の国際競争力の強化」の取り組みとして、高度な部品・材料産業やモノ作

り中小企業の強化が掲げられている。 

・ 「技術戦略マップ」の活用等により、ユーザー企業との垂直連携による研究開発を

推進することを通して、我が国経済発展の基盤である高品質、高性能な部品・材料産業

の強化を図ることが今後の取組として記載されている。 

○「新産業創造戦略２００５」（２００５年６月経済産業省） 

・ 部材分野は、新産業群の創出を支える共通基盤技術として位置づけられている。 

・ 「高度部材・基盤産業」の集積を形成していることが、「ものづくり」に不可欠な

基盤技術のネットワーク化を通じた現場レベルでの迅速かつ高度な摺り合わせを可能

としており、我が国「ものづくり」の強みの源泉となっていると記載されている。 

 Ｃ- 1  



３．達成目標 

・世界に先駆けて、ナノテクノロジーを活用した非連続な技術革新を実現する。 

・我が国部材産業の強みを更に強化することで、他国の追随を許さない競争優位を確保

するとともに部材産業の付加価値の増大を図る。 

・ナノテクノロジーや高機能部材の革新を先導することで、これら部材を活用した情報

通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなどの幅広い産業の付加価値の増大を図る。 

・希少金属などの資源制約の打破、圧倒的な省エネルギー社会の実現など、解決困難な

社会的課題の克服を目指す。 

４．研究開発内容 

［プロジェクト］ 

Ⅰ．ナノテクノロジーの加速化領域 

ナノテクノロジーを活用した不連続な技術革新を加速・促進する。 

（１）異分野異業種融合ナノテクチャレンジ（運営費交付金） 

①概要 

革新的なナノテクノロジーを活用し、川上と川下の連携、異業種異分野の連携で行う 

部材開発に対して支援を行い、燃料電池、ロボット、情報家電、健康・福祉・機器・サ 

ービス、環境・エネルギー・機器・サービスの５分野に資するキーデバイスの実現を目 

指す。 

②技術目標及び達成時期 

マテリアル・プロセス研究、加工・計測技術研究、昨今の環境意識向上に対応した研 

究、社会課題を解決するための基盤技術研究に加え、異分野等の融合研究を推進するこ 

とにより、２０１１年度までにナノテクノロジーの産業化のための基盤的技術を確立し、 

実用化を図る。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（２）ナノテク・先端部材実用化研究開発（運営費交付金） 

①概要 

新産業創造戦略の趣旨に則り、革新的なナノテクノロジーを活用し、川上と川下の連 

携、異業種・異分野の連携で行うデバイス化開発の支援を行うため、 

○ナノテクノロジー活用による材料・部材の高度化を図る先導的研究開発（ステージⅠ） 

○ナノテクノロジー研究成果の部材等への課題設定型実用化により目指した開発支援 

（ステージⅡ） 

について提案公募を実施する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年頃に想定される半導体微細加工の限界を克服するため、分子・原子を１つ 

ずつ制御し部品部材に組み上げる「ボトムアップ型」のナノテクノロジーなど革新的な 
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ナノテクノロジー等の活用により、情報家電・ロボット、燃料電池等新規産業５分野等 

において、従来の性能・効率を大幅に改善するナノテク・先端部材技術を開発し、我が 

国が優位にあるナノテクノロジーを基盤とした国際的な産業競争力を強化することを

目標とする。 

③研究開発期間 

２００５年度～２０１１年度 

Ⅱ．情報通信領域 

ナノテクノロジーや革新的部材開発技術を駆使して既存技術の微細化の壁を突破し、

電子デバイス・光デバイスで世界をリードするとともに、高度化された製造技術の開発

を行う。 

（１）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発－うち新材料・新構造ナノ

電子デバイス 

①概要 

ナノエレクトロニクスは、ナノテクノロジーの 大の応用領域の一つであり、デジタ 

ル・デバイスのＣＭＯＳ構造というアーキテクチャは、優れた工学概念である。また、 

これまでの半導体技術の微細化に基づく高集積化・高速化・低消費電力化の追求は、シ 

リコン材料をベースとするプレーナ構造を基本とした微細加工プロセスの高度化にあ

った。 

しかし、さらなる微細化によるデバイスのパフォーマンス向上は物理的限界に直面し 

つつあり、問題は、ＦＥＴを、シリコン材料をベースとして作製することにより現出し 

ていると考えられる。 

そのため、次世代の電子デバイスのために「シリコンで培った微細化技術やデバイス 

原理をこれまで同様に活用しながら、シリコンという材料の物理的限界を突破するため 

の“新材料”や“新（デバイス）構造”を実現すること」、すなわち、「Ｎｅｗ Ｎａ 

ｎｏ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ／Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｎ Ｓｉｌｉｃｏｎ ｆｏｒ“Ｍ 

ｏｒｅ Ｍｏｏｒｅ”」の半導体技術を、ナノテクノロジーを 大限に活用することに 

よって研究開発を行い、将来の産業応用への目を見出していく取りかかりとする。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、産業界が１０年後を見据えた将来の電子デバイスを開発する際 

に、産業技術として活用できるかどうかの実現可能性を見極め、また技術シーズを確立 

する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（２）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発－うち窒化物系化合物半導

体基板・エピタキシャル成長技術の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 
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窒化物系化合物半導体は日本が強みを有し、パワーデバイス、高周波デバイス、発光 

デバイス等、今後のＩＴ社会を支えとなることを期待されている分野である。しかし、 

既存のバルク単結晶基板成長技術やエピタキシャル成長技術では、従来の半導体では実 

現できない領域で動作可能なハイパワー、超高効率デバイス性能を十分に引き出すには 

至っていない。 

これを突破するため、大学あるいは研究所を拠点に材料メーカー、デバイスメーカー、 

装置メーカー等が相互連携して、窒化物半導体の結晶欠陥低減技術やナノ構造作製技術 

等の革新を図り、これらデバイスの飛躍的な性能向上と消費電力削減の実現を図る。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、次世代窒化物系半導体デバイスを実現する以下結晶作製技術を 

開発する。 

１）基板技術（ＧａＮ、ＡｌＮバルク結晶作製技術） 

・口径２～４インチで高品質エピ成膜を可能とする低コストの単結晶基板作製技術の確 

立。 

２）エピ技術（エピタキシャル成膜及び計測評価技術） 

・低欠陥高品質エピ層を実現する成膜技術及び膜成長過程を計測評価する技術の確立。 

・高出力かつ高安定動作可能なエピ層の実現 

・高耐圧超高速な新しいデバイス構造の開発 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（３）スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

将来のエレクトロニクスにおいて中核的な基盤技術となり得るスピントロニクス技

術（電子の電荷ではなく、電子の自転＝「スピン」を利用する全く新しいエレクトロニ

クス技術）を確立するため、強磁性体ナノ構造体におけるスピンの制御・利用基盤技術

を開発し、我が国が世界に誇るシーズ技術を核として、産学官の共同研究体制を構築し、 

将来の中核的エレクトロニクス技術における我が国の優位性の確保を図る。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、超高集積で高速な不揮発性メモリとして期待されるスピンメモ 

リのための基盤技術を確立する。また、新ストレージ・メモリデバイス、不揮発性スピ 

ン光機能素子、スピン能動素子等の新しい動作原理によるスピン新機能素子の実現のた 

めの基盤技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（４）三次元光デバイス高効率製造技術（運営費交付金） 

①概要 
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波面制御素子による空間光変調技術を確立し、ガラス中に三次元造形を高精度に一括 

形成できるプロセス技術を開発する。この技術を用いて、具体的な光デバイスを作製し、 

当該技術の有効性の確認と市場への早期参入のための基盤技術を確立する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに波面制御素子による空間光変調技術を用いたフェムト秒レーザ

ー照射技術等を確立し、高精度の光デバイスを高速に作製できるプロセス技術を開発す

る。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（５）次世代高度部材開発評価基盤の開発＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものである。半導体産業分野で、集 

積回路の消費電力低減に必要な配線形成用各種材料等の開発のネックとなっているナ

ノレベルでの材料間の相互影響を評価可能な統合部材開発支援ツールを開発する。これ

により、集積回路の種類やデザインルールに応じて、配線形成用各種材料とプロセスの

適な組み合わせの提案技術（統合的材料ソリューション提案技術）を確立する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００８年度までに、半導体材料開発に貢献する材料評価基盤を構築するとともに、 

上記の統合的材料ソリューション提案技術を確立する。また、本プロジェクトを通して 

得られた基礎データ等については、プロジェクト実施期間中にデータを体系的に整理し、 

幅広く社会に提供を図る。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００８年度 

（６）超フレキシブルディスプレイ部材技術開発＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から、製造工程等の省エネルギー化を実現す 

るために行う。従来、表示デバイスの製造には、真空蒸着と高温下での焼成と、それに 

伴う排ガス排水処理が必須であった。これを、ロールｔｏロール方式に代替することで 

常圧、常温下での製造を実現し、フレキシブルな薄型ディスプレイを効率よく製造する。 

そのために、有機ＴＦＴ材料およびコンタクトプリント技術等を開発する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００９年度までに、実用化に向けた実証のための巻き取り方式ディスプレイのプロ 

トタイプを試作する。またフレキシブルデバイス材料開発に貢献する部材ならびに薄膜 

複合化技術を開発し、これらをパネル化するための実用化技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００９年度 
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（７）低損失オプティカル新機能部材技術開発＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、近接場光の原理・効果 

を応用した低損失オプティカル新機能部材技術を開発し、実用化の目処を得ることを目 

的とする。動作原理に近接場光を用いるオプティカル新機能部材は、従来の材料特性の 

みに依存した光学部品では不可能な機能・性能を発揮し、液晶プロジェクター・液晶デ 

ィスプレイなど情報家電の省エネルギー、高性能・高信頼化を図る上でのキーデバイス 

となることが期待できる。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、共通基盤技術として、ナノ構造部材の設計・作製・評価技術を 

開発するとともに、ナノ構造部材に発現する近接場光の機能を動作原理とする低損失オ 

プティカル新機能部材を検討し機能を確認する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

Ⅲ．ライフサイエンス・健康・医療領域 

ナノテクノロジーを駆使して初めて可能となる診断・治療により革新的な医療を実現す

る。 

（１）次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業（運営費交付金）（再掲） 

（深部治療に対応した次世代ＤＤＳ型治療システムの研究開発事業） 

①概要 

ＤＤＳのさらなる裾野の拡大、及び早期実用化を目指し、様々な外部エネルギー（機 

器技術）と薬剤技術を組み合わせることにより、比較的人体の深部にある臓器（肺、消 

化器）等のがんを対象としたＤＤＳ型治療システムの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

光線力学治療システムの前臨床試験の開始及び治療効果・安全性の検証と、超音波診 

断・治療システムの前臨床試験を可能とする薬剤及び装置の完成に関する開発を難治性 

がんの治療に向けて行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００９年度 

（２）個別化医療実現のための技術融合バイオ診断技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

我が国が有する微細加工技術・表面処理技術といったナノテク等の強みを活かし、染 

色体異常を高感度、高精度かつ迅速、安価で非コード領域までを検出するゲノムアレイ 

や解析基盤技術開発を行うとともに、全自動解析システムの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、ＢＡＣ（染色体の断片）を用いた非コード領域を含むゲノム全 
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領域を検出できる高精度ゲノムアレイを開発する。さらに、臨床現場において、微量サ 

ンプル（数ナノグラム）から、１２時間以内に染色体異常（増幅、欠失、コピー数多型 

等）を、低コストかつ定量性・再現性を確保して検出ができる自動染色体異常解析シス 

テムのプロトタイプを開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（３）分子イメージング機器研究開発プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

（３－１）生活習慣病超早期診断眼底イメージング機器研究開発プロジェクト 

①概要 

細小血管の分子レベルでの代謝機能を非侵襲で可視化する細胞代謝イメージングを

実現し、代謝異常を細胞レベルで観察することにより、循環器系疾患等の早期の診断・

治療を図る。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年度までに、ナノテクノロジーを活用した光学基盤技術等を確立することに 

より、細胞やタンパク質レベルの組織診断を可能とする機器を開発する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

（３－２）悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト 

①概要 

良性・悪性の区別も含めた腫瘍の超早期診断を実現するため、悪性腫瘍に特異的に反 

応する標的物質を利用することにより生体細胞の分子レベルの機能変化を抽出・検出で 

きる機器の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年度までに、全身で３ｍｍ、局所で１ｍｍの分解能を有する分子イメージン 

グ機器を開発する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

Ⅳ．エネルギー・資源・環境領域 

ナノテクノロジーや革新的部材開発技術を駆使して、エネルギー・資源・環境等の社

会的制約を克服すると同時に我が国の強みであるナノテク関連産業・部材産業の競争力

を強化する。 

（ⅰ）エネルギー制約の克服 

（１）サステナブルハイパーコンポジット技術の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

炭素繊維複合材料は、軽量、高強度等の優れた特性を有している。従来の熱硬化性樹 

脂を用いた炭素繊維複合材料では成形性・加工性に乏しくリサイクルが困難であったた 
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め、熱可塑性樹脂を用いた炭素繊維複合材料（ＣＦＲＰ）の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１２年度までに、炭素繊維と熱可塑性樹脂との中間基材を開発し、熱可塑性ＣＦ 

ＲＰ加工技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１２年度 

（２）革新的ガラス溶融プロセス技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

プラズマ等による高温を利用し瞬時にガラス原料をガラス化することにより、極めて 

効率的にガラスを気中で溶融（インフライトメルティング法）し省エネに資する革新的 

ガラス溶融プロセス技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１２年度までに、インフライトメルティング法により原料を溶解する技術、カレ 

ットをガラス原料として利用するため高効率で加熱する技術、カレット融液とインフラ 

イトメルティング法による原料融液とを高速で混合する技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１２年度 

（３）高温超電導電力ケーブル実証プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

革新的な超電導送電技術を確立するため、工業生産プロセスで実用化レベルに達して 

いる高温超電導線材を活用し、実用化のための実証試験及び評価を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、２００ＭＶＡ級の中間接続部を有した三心一括型高温超電導ケ 

ーブルを、冷却装置や保護装置などの付帯設備とともに６６ＫＶ実系統に接続して、１ 

２ヶ月以上の長期連系試験を行うことによって総合的な安全性や信頼性を実証する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（４）マルチセラミックス膜新断熱材料の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

住宅やビルなどの冷暖房における大幅な省エネを実現する画期的な断熱性能を示す

壁および窓材料を、セラミックスのナノ多孔体構造やナノ羽毛状構造およびセラミック 

ス・ポリマー複合化構造などからなるマルチセラミックス膜アセンブリ技術によって開 

発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、熱貫流率（熱の伝わりやすさ）が０．３Ｗ／ｍ2Ｋ以下、壁厚

さ１０ｍｍ程度の超断熱壁材料および熱貫流率が０．４Ｗ／ｍ2Ｋ以下、光（可視光）
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透過率が６５％以上（Ｌｏｗ－Ｅガラス使用）、ヘイズ率が１％以下の超断熱窓材料を

実現する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（５）カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

従来の活性炭電極では不可能な高出力かつ高エネルギー密度の電気二重層キャパシ

タを実現するため、高度に配向した長尺の単層カーボンナノチューブの大量合成技術を

開発するとともに、これを用いたキャパシタ電極の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、単層カーボンナノチューブの高度配向技術及び大量生産技術を 

確立するとともに、キャパシタ製造技術を確立することで、２０Ｗｈ／Ｋｇの高エネル 

ギー密度と耐久性を有する電気二重層キャパシタを開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（６）発電プラント用超高純度金属材料の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

従来の金属材料と比べ耐食性、耐久性、加工性などの飛躍的な向上が期待できる超高 

純度金属材料の発電プラント部材としての実用化を目指し、低コスト・量産化製造プロ 

セス、及び加工・溶接技術等の開発を行い、部材としての実用特性の評価・検証を行う。 

また、実用化に向けたフィージビリティー調査を行い経済性の評価等を実施するととも 

に、材料特性に関するデータベースの整備及びそれに必要な試験研究を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年までに、不純物総量１００ｐｐｍ未満、溶解量数１００ｋｇ以上での低コ 

スト・量産化技術製造技術を開発するとともに、製造された超高純度材料が発電プラン 

トの各種機器に適用でき、本材料の持つ優れた特性を長期に亘って発揮できることを確 

認する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

（７）セラミックリアクター開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

電気化学的に物質やエネルギーを高効率で変換する次世代型セラミックリアクター

の実現のため、低温作動と急速作動停止を可能とする材料の開発とミクロセルの集積構

造化技術等の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年度までに、新電解質材料の適用や電極反応の高効率化等による、低温作動 
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時 (６５０℃以下)での出力性能を向上させる材料技術と共に、ミクロセルの集積構造 

化や精緻なインターフェース構築のための製造プロセス技術を開発。そして、これらの 

技術を統合することにより、次世代型セラミックリアクターとしてのプロトタイプモジ 

ュール実証（出力性能２ｋＷ／Ｌ等）を行う。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

（８）高機能チタン合金創製プロセス技術開発プロジェクト（再掲） 

①概要 

大量の電力を必要とする従来のバッチ処理方式のチタン製錬法（クロール法）を、エ 

ネルギー効率の高い連続処理方式へ転換する抜本的なプロセス改善のための技術を開

発する。また、併せて、成形性の高いチタン合金設計技術及び成形プロセス技術を開発

する。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに省エネ型チタン新製錬プロセスの基盤技術を開発し、２０１０年 

までに実用化を目指す。また、本製錬技術により得られるチタンをベースとして、加工 

性、強度等をさらに向上させた合金設計・成形プロセス技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００８年度 

（ⅱ）資源制約の克服 

（１）希少金属代替材料開発プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

希少金属は、特殊用途において希有な機能を発揮する一方で、その希少性・偏在性・ 

代替困難性から、市場メカニズムが必ずしもうまく機能せず、その供給停止は川下の経 

済成長の制約要因となり得るリスクを伴っている。近年、「コンピュータによる材料設 

計」、「ナノテクによる微細構造制御」等が飛躍的に向上した結果、従来出来なかった、 

「コンピュータによる 適制御設計による候補元素系の探索」、「結晶粒界、界面の制 

御等マイクロ構造の制御」等が可能となりつつあることから、こうした 先端技術を用 

いることで、希少金属の新たな代替／使用量低減技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、以下希少金属元素の使用原単位について現状と比較して以下の 

低減ができる製造技術を開発し、ユーザー企業、大学等の外部機関に対して機能評価の 

ためにラボレベルで提供できる（試料提供）水準に至るまでの技術を確立することを目 

標とする。また、製品の機能や製造コストは現状と同等を少なくとも維持することを前 

提とする。 

〔対象元素〕 〔使用原単位の低減目標値〕 

・透明電極向けインジウム（Ｉｎ） ：現状から５０％以上低減 
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・希土類磁石向けディスプロシウム（Ｄｙ）：現状から３０％以上低減 

・超硬工具向けタングステン（Ｗ） ：現状から３０％以上低減 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（ⅲ）環境制約の克服 

（１）グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発 

①概要 

化学品等の製造プロセスにおけるシンプル化、クリーン化、原材料・資源の多様化、 

更に、廃棄物の減容化、容易なリサイクル等を実現し、産業競争力強化、国際規制の先 

取りを図って、将来にわたっても持続的に化学品等を製造するための必要な新規なＧＳ 

Ｃ（グリーン・サステイナブルケミストリー）プロセスを開発する。 

②技術的目標及び達成時期 

２０１５年度までに、有害な化学物質を大幅に削減、使わない革新的なプロセス及び 

化学品の開発や廃棄物、副生成物の大幅に削減できる革新的なプロセス及び化学品の開 

発を行う。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１５年度 

（２）次世代高信頼性ガスセンサ技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

一酸化炭素中毒やガス漏れなどのガス事故を限りなくゼロに近づけるため、センサー 

素子のナノレベルでのメカニズム解析及び開発設計を行い、コードレスで高信頼性を有 

する次世代高信頼性ガスセンサー（ＣＯセンサー・メタンセンサー）を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、 先端のナノテクノロジー及びＭＥＭＳ技術を導入し、電池駆 

動で５年以上の長寿命、高信頼性（数百ｐｐｍ以下の故障率）、低コストなＣＯとメタ 

ンのセンサーを開発する。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１１年度 

（３）革新的膜分離技術の開発（再掲） 

①概要 

河川水等の浄水工程における、微量の有害物質、微生物等の除去に係る水処理技術の 

うち、分離膜方式による高効率（省エネ）な分離技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１２年度までに、ナノテクノロジー等新技術を用いて新素材を開発し、高度な水 

質制御と高速処理を兼ねた膜ろ過システムを開発する。 

③研究開発期間 
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２００８年度～２０１２年度 

（４）循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

我が国で発見された光触媒技術の新産業分野開拓を目指し、サイエンスにさかのぼる 

ことにより、紫外光のみならず、可視光レベルでの性能・機能の飛躍的な向上のための 

技術基盤を構築する。これにより、従来では困難とされてきた医療関連分野や土壌処理、 

ＰＦＣ処理／フッ素回収などの環境関連分野等に光触媒技術を導入し、光触媒の 大の 

メリットである自然エネルギーを利用した安心・安全な環境を提供できる技術を開発す 

る。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、材料レベルで紫外光応答型２倍、可視光応答型１０倍の感度向 

上を達成し、その高感度光触媒を適用した薄膜プロセス技術の基盤技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（５）革新的マイクロ反応場利用部材技術開発＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、マイクロリアクター、 

ナノ空孔などの精密反応場を利用し、反応分子の自由な運動を活性種レベルで制御した 

革新的な化学反応プロセスと新機能材料創成技術の確立を目指す。さらに、マイクロリ 

アクターとナノ空孔反応場の組み合わせ、各反応場とマイクロ波等のエネルギー供給手 

段との組み合わせにより協奏的反応場を構成し、さらなる高効率生産等を可能にする基 

盤技術を開発する。これらの技術の確立により、反応システムの小型化、多段プロセス 

の簡略化等を通じた化学産業の製造工程等の省エネルギー化を図る。 

②技術的目標及び達成時期 

２０１０年度までに、マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術を軸とし、これらに更 

にマイクロ波、超臨界流体等のエネルギー供給手段を組み合わせた協奏的反応場を構成 

することにより、これまでにない革新的な化学反応プロセスを確立し、新機能材料創成 

技術を実現する。さらに、これらの技術を用いて高性能・高機能電子材料、医薬中間体 

などの部材を開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（６）高感度環境センサ部材開発＊ 

①概要 

ダイオキシンをはじめとする微量有害有機物質を高感度・高選択・安価・迅速に計測 

するため、分子認識部位として生体分子を用い、有害有機物質の結合の有無・量を直接 

電気信号に変換するセラミックスセンシング材料（電極材料）を用いたセンサ部材を開 
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発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、ダイオキシン類、エストラジオール及びビスフェノールＡにつ 

いて、０．００１ｎｇ・ｍｌの濃度において有意な電気信号として検出し得る小型・携 

帯型計測器に挿入可能な寸法のセンサ部材の開発を目標とする。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

Ⅴ．材料・部材領域 

極めて広範囲な産業領域に波及する材料・部材領域について、ユーザー製造業等との

連携（川上・川下連携）を促進し、高度な部材産業群の「すり合わせ力」を一層強化す

る。 

（１）高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

複合化金属ガラス（金属ガラスマトリックス中に第二相として微結晶や微粒子または 

微小空隙等を分散させたもの）を創製して、次世代高密度記録媒体、超微小モータ用部 

材および高強度・高導電性電気接点部材を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、複合化金属ガラス合金を創製し、従来の金属ガラス単層合金の 

持つ優れた特徴に加えて、塑性加工性、硬磁気特性、高電気伝導性等を付与する。この 

複合化金属ガラスの新規特性を用いて、従来の金属ガラス単層合金では為しえなかった 

革新的部材の開発を行い、さらに多様な工業製品に応用することで、我が国産業の優位 

性を確保する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（２）超ハイブリッド部材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

従来実現が不可能と考えられていた相反する複数機能（トレードオフ機能）を両立で 

きる材料を、異種素材の組合せ（ハイブリッド化）により実現するための技術を開発す 

る。要素技術として、異種材料間の界面挙動をシミュレーション技術等により解明し、 

ナノレベルよりもさらに微小な原子・分子レベルでのハイブリッド化構造・配列制御の 

ための合成技術を開発する。従来の単一材料では実現困難であったトレードオフの性能 

を引き出すことで、自動車用構造材料、パワーデバイス用材料、光学材料等を出口イメ 

ージとした、高機能革新部材製造に必要な技術基盤を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、電気・電子材料、光学材料、その他工業材料について従来材料 

では実現できなかった相反機能を解消するとともに、市場評価が可能な成果物を供試し、 
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市場（ユーザー）から、客観的な実用化研究開発課題を抽出する。また、単なる相反機 

能の解消ではなく、相反機能を制御・実現する技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（３）鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

プラント、構造物や自動車等の革新的な高効率化、省エネルギー化、長寿命化、安全・ 

安心化を図るため、 新の科学的知見を導入し、鉄鋼材料及び鋼構造体を超高機能化す 

る基盤的研究開発を行う。具体的には、高強度鋼、高機能鋼の実用化拡大の基盤となる 

(１)高級鋼厚板(高強度鋼、極低温用鋼、耐熱鋼)溶接部の信頼性・寿命を大幅に向上す 

る溶接施工技術（高密度・清浄熱源溶接技術）、及び金属組織制御技術を基本とする材 

料技術（クリープ破壊及び水素破壊の機構解明等を踏まえた）の開発、(２)部材の軽量 

化を図るために強度、加工性等の 適機能傾斜を付与する機械部品鍛造技術（駆動部材 

の信頼性確保のための耐疲労破壊特性の向上を踏まえた）の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、高級鋼厚板（高強度鋼・極低温用鋼・耐熱鋼）の溶接を予熱・ 

後熱なしに可能とする溶接技術と材料技術を開発するとともに、傾斜機能部材の鍛造技 

術を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（４）マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト＊（運営費交付金） 

①概要 

マグネシウム合金部材について、製品歩留まりが高く、高耐疲労性を付与する鍛造技 

術の開発を行う。また、循環型素材としてのマグネシウム合金部材の特性を活かし、リ 

サイクル材の鍛造用ビレット化に係る課題抽出を行う。当該技術開発により、マグネシ 

ウム鍛造部材製造技術の基盤を構築し、我が国の家電、自動車等の川下産業の競争力の 

強化に不可欠な高度部材を供給する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに高強度・高耐疲労・加工性に優れたマグネシウム鍛造技術を確立 

する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（５）先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発＊（運営費交付金） 

①概要 

電界紡糸や溶融紡糸等により創製される極微細な繊維状材料に対してナノオーダー

の成形加工や微細な界面加工ならびに複合化することで材料を高機能化した革新的部
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材を創出する。高機能新材料を求めるユーザーの要望を満たす繊維の極微細加工と高次

複合化を解決する基盤技術開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

２０１０年度までに、電界紡糸法による繊維高機能化、大型装置化技術およびナノ溶 

融分散紡糸法による超極細炭素繊維製造技術を開発し、これら基盤技術を活用して、高 

性能・高機能電池用部材、高性能・高機能フィルター用部材、高性能・高機能医療衛生 

用・産業用部材を開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（６）次世代光波制御材料・素子化技術＊（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、ガラス材料に関する精 

密モールド技術を確立し、機能性の高い光波制御素子を低コストで生産できるプロセス 

技術を開発することで部材の小型化・高機能化を図りつつ、省エネを実現する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までにサブ波長レベルの微細構造をガラス表面にモールド成形する技

術を実現し、実装可能な具体的なデバイスを作製する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

Ⅵ．ナノテクノロジー・部材分野推進共通基盤領域 

ナノテクノロジー、部材分野の研究開発に必要な加工・計測・解析技術等の共通基盤

の確立とともに、信頼性、普遍性、安全性等のリスク不安に対処したリスク管理手法を

開発し、社会に貢献する産業化の支援を相互的に推進する。 

（１）ナノ粒子の特性評価手法開発（運営費交付金） 

①概要 

ナノ粒子のキャラクタリゼーション、計測技術の確立とともに、生体影響等評価手法、 

暴露評価手法及びナノテクノロジーによるリスク不安に対処したリスク管理手法を開

発する。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに、ナノ粒子のキャラクタリゼーション及び計測技術を確立すると 

ともに、２０１０年までに、生体影響等評価手法、暴露評価手法及びリスク評価手法を 

開発し、ナノ材料のリスク評価指針及びナノ粒子の管理指針の提言を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（２）高度分析機器開発実用化プロジェクト＊（再掲） 

①概要 
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燃料電池・情報家電・ナノテクといった先端新産業において、材料解析・性能評価・ 

品質管理等で必要とされる超微量・超低濃度試料の分析技術の開発を行う。これら産業 

化の各フェーズに適した分析技術を開発することにより、先端新産業の事業化や製品の 

高付加価値化を図る。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに希ガスイオン源を搭載した集束イオンビームの開発、低加速・高 

分解能・高感度の元素分析用顕微鏡の開発、超微量試料用分離・分析技術の開発を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００８年度 

注：＊印のある研究開発プロジェクトは２００６年度より開始された新産業創造高度

部材基盤技術開発の一環として実施しているもの。 

５．政策目標の実現に向けた環境整備（関連施策） 

ナノテクノロジーは、情報通信、環境、エネルギーなどの分野における科学技術の進

歩や課題解決に貢献する重要な技術シーズである。そのため、ナノテクノロジーの研究

開発と一体となった関連施策を実施することで、その成果を市場に出していくことが重

要である。主な関連施策を、以下に示す。 

〔技術戦略マップ〕 

・ＮＥＤＯ及び経済産業省では、技術戦略マップを策定、毎年改訂し、ナノテク・部材

分野の将来の方向性を見定めながら、合理的かつ効果的な研究開発プロジェクトを推進

しているところ。また、技術戦略マップを活用して、多様な連携（川上川下の垂直連携、 

異業種間の水平連携など）による研究開発を促進、支援し、当該分野の技術革新を促進 

する。 

〔サンプル提供・実用化促進〕 

・ＮＥＤＯでは、実施するナノテクノロジー関連の研究開発プロジェクト成果のサンプ

ルを対象として、それらを活用した用途の開発、実用化ないし製品化提案を有する企

業とのマッチングを図ることで、プロジェクトの事業化を促進する取組みを実施して

いるところ。 

〔基準・標準化〕 

・ナノテクノロジーの標準化については、研究開発プロジェクトを推進する上で、適切

な活動（国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ、日本工業規格ＪＩＳ、その他）を実施し、我が国

のナノテクノロジー分野の研究開発、産業活動の効率向上を図り、研究開発の成果が

社会で普及する環境を整備する意味でも重要である。これまでの主な取組みについて

は、下記のとおり。 

・２００５年５月にナノテクノロジーの標準化に向けてＩＳＯ／ＴＣ２２９の設立がさ

れ、「用語と命名法」、「計測とキャラクタリゼーション」、「健康・安全・環境」

の３つのＷＧにおいて、国際標準化の策定に向けて議論が開始された。 
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・また、２００７年６月にシンガポールで開催された第５回総会以降、「材料規格」の

分科会の設立に向けて対応しているところ。 

・さらに、２００６年９月にはナノテクノロジーに関する電気電子技術の標準化に向け

てＩＥＣ／ＴＣ１１３が設立され、「用語と命名法※」、「計測とキャラクタリゼー

ション※」、「性能評価」の３つのＷＧにおいて、国際標準化の策定に向けて議論が

開始されている。（なお、※はＩＳＯ／ＴＣ２２９とのジョイントＷＧとなっている。） 

〔広報〕 

・ナノテクノロジーに関する先端技術及び製品等の世界 大の展示会である「ｎａｎｏ 

ｔｅｃｈ」が毎年日本で開催されている。２００２年に開催された第１回以降、出展

者来場者ともに増加傾向にあり、近年は海外、とくにヨーロッパ・アジア等の出展が

目立つようになってきている。 

〔社会受容〕 

・ナノテクノロジーの社会受容に対する取組みは、ナノテクノロジーの産業化を推進す

るため、例えば工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション技術や人の健康や環境に及ぼ

す影響など、潜在的な課題に関する知見を蓄積する取り組みが重要である。 

・経済産業省では、２００６年度から「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」を開始し、

工業ナノ粒子の有害性評価手法、また、そのリスク評価手法の確立を目標としたプロ

ジェクトを開始しているところ。 

〔人材育成〕 

・経済産業省では、「製造中核人材育成事業」を実施しており、産学連携による波及効

果の高い人材育成プログラムを開発、実践している。ナノテクノロジー関連の人材育

成プログラムも複数実施しているところ。 

（例）ナノテク製造中核人材の養成プログラム 

概要：情報家電、燃料電池、ロボット、医療機器、バイオ等の応用分野において、そ

の産業の基盤と創出を支える中堅企業を対象として、「基礎加工技能・技術、特殊な 

要素技能・技術に習熟し、製造技術の高度化を図る人材」及び「豊富なナノ加工プ 

ロセスの知識や先端機器を使いこなすノウハウ等を習熟し、製造現場の技能・技術 

を統括できす人材」を育成するもの。 

・ＮＥＤＯでは、我が国の産業技術の発展のため、先端分野や融合分野の技術を支える

人材の育成と、人的交流の面から産学連携を促進するための「場」の形成を促進する

取組みを実施している（ＮＥＤＯ特別講座）。具体的には、優れた成果を生み出しつ

つあり、大学が技術の中核となっている研究開発プロジェクトをコアプロジェクトと

し、そのプロジェクトリーダーの所属大学に拠点を設置し、関連技術の人材育成、人

的交流の拡大、周辺研究の実施を行うもの。ナノテクノロジー関連の研究開発プロジ

ェクトも複数実施しているところ。 

〔他省庁との連携〕 
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・総合科学技術会議／連携施策群において、「ナノバイオテクノロジー」「ナノテク研

究推進と社会受容」が設置され、関係省庁と連携して実施しているところ。 

・経済産業省が実施する研究開発プロジェクトにおいては、文部科学省など他省庁との

連携の可能性について検討を行い、研究開発プロジェクトの立案、推進しているとこ

ろ。（例）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発－うち新材料・新構

造ナノ電子デバイスプロジェクト、希少金属代替材料開発プロジェクト など 

６．研究開発の実施に当たっての留意事項 

事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの（事

業に（運営費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、運営費交

付金の総額の範囲内で、当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 

７．改訂履歴 

（１）平成１２年１２月２８日付け制定。 

（２）平成１４年２月２８日付け制定。材料ナノテクノロジープログラム基本計画（平

成１２・１２・２７工総第１６号）は、廃止。 

（３）平成１５年３月１０日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１

４・０２・２５産局第８号）は、廃止。 

（４）平成１６年２月３日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１５・

０３・０７産局第１号）は、廃止。 

（５）平成１７年３月３１日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１

６・０２・０３産局第７号）は、廃止。 

（６）平成１８年３月３１日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１

７・０３・２５産局第４号）は、廃止。 

（７）平成１９年４月２日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１８・

０３・３１産局第１３号）は、廃止。 

（８）平成１４年２月２８日付け制定。 

（９）平成１５年３月１０日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平成

１４・０２・２５産局第９号）は、廃止。 

（１０）平成１６年３月７日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平成

１５・０３・０７産局第５号）は、廃止。 

（１１）平成１７年３月３１日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平

成１６・０３・０７産局第５号）は、廃止。 

（１２）平成１８年３月３１日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平

成１７・０３・２５産局第３号）は、廃止。 

（１３）平成１９年４月２日付け制定。革新的部材産業創出プログラム基本計画（平成

１８・０３・３１産局第１４号）は、廃止。 

（１４）平成２０年４月１日付け、ナノテク・部材イノベーションプログラム基本計画
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制定。 

ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１９・０３・２０産局第1 号）および革新 

的部材プログラム基本計画（平成１９・０３・１９産局第4 号）は、本イノベーション 

プログラム基本計画に統合することとし、廃止。 

__ 



平成２０・０３・２５産局第７号 

平成２ ０ 年４ 月１ 日 

環境安心イノベーションプログラム基本計画 

１．目的 

資源制約を克服し、環境と調和した持続的な経済・社会の実現と、安全・安心な国民 

生活を実現するため、革新的な技術の開発等を通じた地球全体での温室効果ガスの排出 

削減、廃棄物の発生抑制（リデュース）、製品や部品の再使用（リユース）、原材料と 

しての再利用（リサイクル）推進による循環型社会の形成、バイオテクノロジーを活用 

した環境に優しい製造プロセスや循環型産業システムの創造、化学物質のリスクの総合 

的な評価及びリスクを適切に管理する社会システムの構築を推進する。 

２．政策的位置付け 

第３期科学技術基本計画（２００６年３月閣議決定）及び分野別推進戦略（２００６ 

年３月総合科学技術会議）における国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点推進 

分野である環境分野及び国の存立にとって基盤的であり国として取り組むことが不可

欠な研究開発の推進分野であるエネルギー分野に位置付けられるものであるほか、次の

とおりである。 

○ 「地球温暖化対策技術研究開発の推進について」（２００３年４月総合科学技術会 

議）総合科学技術会議重点分野推進戦略専門委員会に設置された温暖化対策技術プ   

ロジェクトチームでまとめられた上記報告書における研究開発推進戦略に対応す

るものである。 

○ Ｃｏｏｌ Ｅａｒｔｈ－エネルギー革新技術計画（２００８年３月経産省公表） 

重点的に取り組むべきエネルギー革新技術「２１」を含むものである。 

○ 京都議定書目標達成計画（２００５年４月閣議決定） 

目標達成のための対策と施策のうち地球温暖化対策技術開発の推進に位置づけら  

れるものである。 

○ イノベーション２５（２００７年６月閣議決定） 

イノベーション立国に向けた政策ロードマップ－技術革新戦略ロードマップ「世界 

的課題解決に貢献する社会―ものづくり技術分野」の中で「３Ｒ型設計・生産・メ  

ンテナンス技術、製品の設計・製造段階でのリサイクル阻害物質の使用排除を可能

とする技術、製品中の有用・有害物質管理技術の開発・標準化」が資源を有効利用

し、環境に配慮したものづくり技術として位置づけられている。 

○ ２１世紀環境立国戦略（２００７年６月閣議決定） 

今後１、２年で重点的に着手すべき八つの戦略の中で「３Ｒ関連法制度等の充実や 

技術開発の支援を通じて、製品のライフサイクル全体での天然資源投入量の 小化   

や再生資源の高付加価値製品への利用を促進し、資源生産性の更なる向上と環境負

荷の低減を図る」との方針が示されている。 
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○ 経済成長戦略大綱（２００６年７月財政・経済一体改革会議） 

「環境と経済の両立を図るため、金融面からの環境配慮を進めるとともに、環境技 

術の開発、３Ｒイニシアティブやアジア環境行動パートナーシップ構想による優れ  

た技術・制度の国際的な普及と標準化等に向けた取組を進める」との方針が示され

ている。 

○ 産業構造審議会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループ報告書 

（２００８年１月） 

「近年、安定供給が懸念されているレアメタルの中には、使用製品からの回収・再 

利用技術が確立していないものもあることから、回収された使用済製品から効率的 

に抽出するための新たな技術の開発にも取り組むべきである。」とされている。 

○ バイオマス・ニッポン総合戦略（２００６年３月閣議決定） 

バイオマスの変換に関する戦略として、経済性の向上、革新的な変換技術の開発に 

取り組むこととしている。 

○ 新産業創造戦略２００５（２００５年６月経済産業省） 

先端的新産業分野として揚げられた戦略７分野の一つの「環境・エネルギー・機 

器・サービス」及び「健康・福祉・機器・サービス」に該当し、「「技術戦略マッ

プ」を活用し、効果的な研究開発を促進する」ことが今後の取組として指摘されて

いる。 

○ 「新・国家エネルギー戦略」（２００６年５月経済産業省） 

省エネルギーフロントランナー計画において省エネルギー技術開発の一層の推進 

を図ることとしている。 

○ バイオテクノロジー戦略大綱（２００２年１２月ＢＴ戦略会議取りまとめ） 

持続可能な快適社会の実現（よりよく暮らす）に向けて、バイオテクノロジー（Ｂ 

Ｔ）を活用して、画期的な新製品の開発と工業生産の抜本的効率化を図るとともに、 

生産に要する環境負荷を大幅に減少させることとしている。 

３．達成目標 

Ⅰ．地球温暖化防止新技術 

(１) 世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して２０５０年までに半減するという  

  長期目標のもと、経済成長と温室効果ガスの排出削減の双方を同時に達成できる革

新的技術を開発し、それらを通じて２０１３年以降の次期枠組みに主要排出国の参

加を促すための国際協力を推進 

【目標】 世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して２０５０年までに半減 

(２) 「京都議定書」で課せられた温室効果ガス削減目標の達成 

（「京都議定書目標達成計画」に示された各部門の目安としての目標（基準年比）

は以下のとおり） 

【目標】 
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① エネルギー起源ＣＯ２： ＋０．６％ 

② 非エネルギー起源ＣＯ２： ▲０．３％ 

③ メタン： ▲０．４％ 

④ 一酸化二窒素： ▲０．５％ 

⑤ 代替フロン等３ガス： ＋０．１％ 

（※）「京都議定書目標達成計画」とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」  

に基づき、「京都議定書」の▲６％削減約束を確実に達成するために必要な措置を 

定めるものをいう（平成１７ 年４ 月閣議決定、平成１８年７月一部変更）。 

Ⅱ．３Ｒ 

２０１５年度までに以下の目標の達成を図る。 

① 資源生産性：約４２万円／トン （２０００年度：約２６万円／トン） 

② 循環利用率：約１４～１５％ （２０００年度：約１０％） 

③ 終処分量：約２３百万トン （２０００年度：約５６百万トン） 

（備考） 

○ 資源生産性＝(ＧＤＰ)/(天然資源等投入量) 

○ 循環利用率＝(循環利用量)/(循環利用量＋天然資源等投入量) 

Ⅲ．環境調和産業創造バイオ 

バイオプロセスによって有用物質を生産し、廃棄物や汚染物質を発酵等により処理又 

は再資源化するという、循環型の産業システムを実現するために必要な技術基盤の構築 

を図るとともに、遺伝子組換え体の産業利用における安全性管理の充実を図る。具体的 

には、工業プロセスにバイオテクノロジーを導入することや、微生物や植物機能等を活 

用したモノ作り技術の開発、バイオマス利用、及びバイオ技術による産業廃水等処理技 

術の開発等を通して、環境調和型産業の創出に資する。 

Ⅳ．化学物質総合評価管理 

化学物質のリスクの総合的な評価を行いつつ、リスクを評価・管理するための技術体 

系を構築する。そのために、化学物質のリスクに係る国民の理解増進のための基盤、事 

業者が自らリスクを判断する手段及び国が規制等の施策を講ずる際の手段として、化学 

物質のライフサイクルにわたるリスクの総合的な評価管理を行うための手法を確立す

るとともに、リスクの削減に資するプロセス、手法の開発、さらには知的基盤を整備す

る。 

４．研究開発内容 

Ⅰ－１．ＣＯ２固定化・有効利用技術 

排出される二酸化炭素を分離回収・固定化することや、有用物質に変換する技術を開 

発する。 

（ⅰ）共通技術開発等 

（１）プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 
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①概要 

二酸化炭素の固定化・有効利用技術開発は、現時点においては基礎的研究分野 

に属する研究が多く、長期的観点からの取り組みが必要不可欠。このため本事業 

では将来において実現可能性の高い二酸化炭素固定化・有効利用技術に関する革 

新的な技術シーズを発掘し、実現可能性を確認した上で、基盤技術として確立す 

る。 

②事業期間 

１９９９年度～２０１１年度 

③実施形態 

適切な研究課題、実施企業等を選定し、先端的研究、基盤技術研究の２段階で 

実施。 

（２）地球環境国際研究推進事業 

①概要 

地球温暖化問題の解決に向け、ＣＴＩ（気候変動技術イニシアティブ）等の国 

際的な枠組みを活用し、諸外国との研究協力を進めることにより、世界的な温暖 

化問題への取り組みを強化する。 

②事業期間 

２００２年度～２０１１年度 

③実施形態 

諸外国との連携のもと、テーマ毎に適切な研究体制を構築し実施。 

（ⅱ）二酸化炭素分離回収・貯留・隔離技術開発 

（１）低品位廃熱を利用する二酸化炭素分離回収技術開発 

①概要 

二酸化炭素を分離回収するための、低温再生可能な吸収液を開発し、鉄鋼プラ 

ントの低温度レベルの廃熱と高濃度二酸化炭素排ガスを用いてパイロット試験を 

実施して、二酸化炭素分離回収コストが大幅に削減されることを実証する。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに、ＣＯ２分離回収コストを大幅に削減する技術を実証する。 

③研究開発期間 

２００４年度～２００８年度 

（２) 分子ゲート機能ＣＯ２分離膜の技術研究開発 

①概要 

圧力を有するガスからのＣＯ２/Ｈ２の分離用に期待されている膜技術の実用化 

ステップの前進を目的に、分子ゲート機能分離膜の高圧下におけるＣＯ２/Ｈ２選 

択性の向上、分離膜モジュールの大型化に取り組む。 

②技術目標及び達成時期 
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２０１５年頃において、石炭ガス化複合発電(ＩＧＣＣ)等の圧力ガスから従来 

の３分の１程度（１，５００円/ｔ-ＣＯ２程度）のコストでＣＯ２を分離回収す 

ることを可能とする技術の確立を目指す。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（３）二酸化炭素地中貯留技術研究開発 

①概要 

火力発電所等の大規模発生源から分離回収された二酸化炭素を地中帯水層へ貯 

留する技術を開発し、実証する。 

②技術目標及び達成時期 

貯留した二酸化炭素のモニタリング技術、挙動予測手法、環境影響・安全性評 

価手法の開発、及び全国貯留層賦存量調査を行う。さらに、早期に火力発電所等 

の大排出源を対象とした大規模実証に着手し、２０２０年までに実用化の目途を 

つけることを目指して技術開発を推進する。 

③研究開発期間 

フェーズ１：２０００年度～２００４年度 

フェーズ２：２００５年度～２０１２年度 

（４）二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発 

①概要 

火力発電所等の大規模発生源から分離回収された二酸化炭素を海洋中層に放 

流・隔離を行った場合に、海洋環境へおよぼす影響を評価する技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、海洋隔離に伴う海洋中二酸化炭素の挙動予測技術の確立、 

隔離可能性及び有効性評価、生物影響評価技術の開発を推進する他、国際的な連 

携の強化と海洋隔離実施に対する国際的・社会的合意の形成に向けた取り組みを 

行う。 

③研究開発期間 

フェーズ１：１９９７年度～２００１年度 

フェーズ２：２００２年度～２００６年度 

フェーズ３：２００７年度～２０１１年度 

（５）環境調和型製鉄プロセス技術開発（運営費交付金） 

①概要 

高炉ガスからの効率的な二酸化炭素分離と中低温排熱の有効活用及び水素を炭 

素（コークス）の一部代替として鉄鉱石を還元する革新的製鉄プロセスの開発を 

行う。 

②技術目標及び達成時期 
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終的な技術開発目標として製鉄プロセスにおけるＣＯ２排出量を３０％削減 

することを目指し、２０５０年までに実用化する。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１７年度 

（ⅲ）大規模植林 

（１）バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発 

①概要 

バイオエタノール化に適した樹木への環境耐性付与を遺伝子技術により実施し、 

これら原料樹木の不良環境下での効率的な植林技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

事業４年目までに、未利用の不良環境地でも生育できる高セルロース樹木を遺 

伝子技術により開発し、実証植林を行う。 

③研究開発期間 

２００８年度～２０１１年度 

Ⅰ－２．脱フロン等技術 

代替フロンの排出量を抑制するため、代替フロンを削減する技術（脱フロン等技術） 

を開発する。 

（１）革新的ノンフロン系断熱材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、住宅・建築物の省エ 

ネルギーという社会適用性に応えるため超微細発泡等による断熱性能の向上のため  

の技術開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

既存のノンフロン断熱材では達成できていない断熱性能を実現し、更には従来のフ 

ロン断熱材の断熱性能を超える高断熱性能を実現する断熱材を平成２４年頃を目途

に開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（２）ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、家庭用・業務用及び 

運輸用エアコン及びショーケース等に使用可能なノンフロンかつ高効率を達成でき、 

安全性についても配慮された新たな冷凍システムの開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

２００９年度までに、ノンフロン（自然冷媒等）型省エネ冷凍・空調システムを開 

発する。 
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③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

Ⅱ．３Ｒ 

（ⅰ）建設ストック３Ｒ対策 

（１）革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発（再掲） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、我が国鉄鋼業の 

約５０％を占める建設市場において、建築物のメインフレームに高強度鋼を用い 

ることで、①鉄鋼部材の軽量化（リデュース）とそれに伴う輸送効率の向上、② 

高強度化、非溶接化に伴う部材のリユース促進、 ③製造・施工の省エネ・省力化 

等を図る。 

同時に、柔剛混合構造（高強度鋼とダンパーの組み合わせ）技術の確立、関連 

法規への対応等により、震度７にも耐えうる新構造システム建築物の建設が可能 

となり、我が国で大きなリスクである大規模地震災害から国民を守り、安心安全 

社会の実現に寄与する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１３年度までに、 大規模の地震（震度７）に対しても倒壊・損壊しない 

建築物を高強度鋼（８００Ｎ／ｍｍ２級鋼材）とダンパーの組み合わせによる柔剛 

混合構造により実現を図るものであり、国土交通省や民間企業と連携してこの建 

築物のメインフレームに必要な高強度鋼部材、接合法等の開発を行う。主な研究 

開発目標は以下の通りである。 

・ 震度７弾性新構造システム開発 

・ 高強度部材の製造技術開発 

・ 超高強度接合部品開発 

・ 高強度部材の接合技術開発 

③研究開発期間 

２００６年度～２００８年度 

（ⅱ）金属資源等３Ｒ対策 

（１）希少金属等高効率回収システム開発（再掲） 

①概要 

小型電子・電気機器にはベースメタルや、金、銀等の貴金属の他、インジウム、 

ニッケル等の希少金属等を含有している。現状では、これらの機器が廃棄された 

後は、非常に高温で処理する乾式製錬技術を用いてリサイクル・処理されている 

ため、多大なエネルギーを消費するばかりか、回収可能な金属が銅、金、銀等に 

限定されており、その他の希少金属等は回収できずに廃棄処分されている。この 

ため、湿式製錬技術を活用した高効率な 適技術の開発等を通じて、回収工程の 
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省エネルギー及び希少金属等の回収率向上を図る。 

②技術目標及び達成時期 

・従来方法（乾式製錬）で処理する場合に比べて、大幅な省エネルギーの実現 

（省エネルギー効果：原油換算で約７８万ｋｌ／年削減） 

・廃小型電子・電気機器、廃超硬工具等中に含まれる希少金属等の回収率の向上 

（インジウム０％→９０％、ニッケル５０％→９５％、コバルト０％→９５％、 

タンタル０％→８０％、タングステン９０％→９５％、レアアース０％→８０％） 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１０年度 

（２）希少金属代替材料開発プロジェクト（再掲） 

①概要 

希少金属は、特殊用途において希有な機能を発揮する一方で、その希少性・偏在 

性・代替困難性から、市場メカニズムが必ずしもうまく機能せず、その供給停止は 

川下の経済成長の制約要因となりうるリスクを伴っている。近年、「コンピュータ

による材料設計」、「ナノテクによる微細構造制御」等が飛躍的に向上した結果、

従来できなかった、「コンピュータによる 適制御設計による候補元素系の探索」、

「結晶粒界、界面の制御等マイクロ構造の制御」等が可能となりつつあることから、

こうした 先端技術を用いることで、希少金属の新たな代替／使用量低減技術を開

発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、以下希少金属元素の使用原単位について現状と比較して以 

下の低減ができる製造技術を開発し、ユーザー企業、大学等の外部機関に対して機 

能評価のためにラボレベルで提供できる（試料提供）水準に至るまでの技術を確立 

することを目標とする。また、製品の機能や製造コストは現状と同等を少なくとも 

維持することを前提とする。 

・透明電極向けインジウム（Ｉｎ） ：現状から５０％以上低減 

・希土類磁石向けディスプロシウム（Ｄｙ） ：現状から３０％以上低減 

・超硬工具向けタングステン（Ｗ） ：現状から３０％以上低減 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

Ⅲ．環境調和産業創造バイオ 

（１）植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発 

（ⅰ）植物利用エネルギー使用合理化工業原料生産技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、現在の化学工業 

プロセスに代わる、植物の有する有用物質生産能を活用した省エネルギー・低環 
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境負荷型の工業原料生産プロセスへの変換を促進する。具体的には、工業原料の 

生産に関わる重要な物質生産プロセスに関する代謝系をゲノム情報に基づき解析 

するとともに、有用物質生産制御に必要な一連の代謝遺伝子群の発現を統一的に 

制御する技術の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年度までに、工業原料として有望なバイオマスとしてイソプレノイド、 

油脂などの有用物質生産に関わる代謝経路とその調節メカニズム及び生産物質の 

蓄積・移動に係るメカニズムの解析を行い、関連遺伝子情報を整備するとともに、 

統括的発現制御技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００２年度～２００９年度 

（ii)植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発 

①概要 

動物や微生物による物質生産と比較して、安全性が高い、生産コストが低い、 

省エネルギーで環境調和型といった特徴を有する植物を活用した高機能タンパク 

質等の高付加価値物質生産（モノ作り）の基盤技術を開発するために、有用物質 

を高効率に高生産させる組換え植物の基盤技術を開発するとともに、閉鎖型人工 

環境下での高効率な栽培技術の開発を一体的に進める。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、実用植物において実用可能なレベルまで有用物質を効率 

的に高生産・高蓄積させる組換え植物を開発するとともに、目的有用物質を安定 

かつ均一に生産・蓄積させる栽培技術を確立し、その生産の実用性を閉鎖型人工 

環境下において確認する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（２）微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開発（再掲） 

（ⅰ）微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、省エネルギーか 

つ環境負荷が少ないといった特徴を有する微生物機能を活用した有用物質の革新 

的な生産プロセス（モノ作り）の技術を構築するため、産業用途に必要な機能既 

知遺伝子で構成されたゲノムを持ち、物質生産性向上につながる性能を備えた高 

性能宿主細胞の創製や、微生物反応の多様化・高機能化技術を開発するとともに、 

バイオマスを原料として有用物質を体系的かつ効率的に生産する（バイオリファ 

イナリー）ための基盤技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 
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２０１０年度までに、物質生産性向上につながる性能を備えた高性能宿主細胞 

を創製するとともに、バイオプロセスの実用化適用範囲の拡大のための微生物反 

応の多様化・高機能化技術の開発を行う。バイオリファイナリー技術については、 

バイオマスを高効率で糖化し、糖から高効率で各種化成品の基幹物質を生産する 

バイオプロセス体系を構築する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（ii）微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、従来エネルギー 

多消費・廃棄物多排出型であった廃水・廃棄物処理において、微生物群の構成及 

び配置等を人為的に制御（デザイン化）することで、その処理効率を大幅に向上 

させ、省エネルギーで廃棄物も少ない高効率型廃水、廃棄物処理の基盤技術を確 

立する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、特定有用微生物群を人為的に安定導入・維持もしくは人 

為的に空間配置・優先化させる等のデザイン化技術を開発し、従来の廃水、廃棄 

物処理に比べより高効率で省エネルギーな処理技術を開発するとともに、実用化 

に資するための実証可能なテストプラント規模にて評価する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（３）バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発（再掲） 

①概要 

バイオマスに関する燃料分野と化成品分野の融合・連携を図り、食料と競合しな 

いセルロース系原料から、より低コストで高効率なエネルギー化を可能にする先進 

的・革新的な新技術の確立を目指すとともに、バイオ燃料の製造のみならず、プロ 

パノール、ブタノール製造、化学品の製造の実用化を目指した技術開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１２年度までに、セルロース系バイオマスを原料とし、バイオ燃料製造の従 

来技術に比べて画期的に優れた効率や低コスト化を可能とする糖化・発酵等の基盤 

技術を開発するとともに、バイオマス利用に資する微生物の利用基盤技術の開発を 

行う。さらに、プロパノール等の高効率取得のための触媒開発等により、化成品製 

造の実用化を目指した技術開発を行い、バイオマスに関する燃料分野と化成品分野 

の融合・連携を図る。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１２年度 
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Ⅳ－１．化学物質総合評価管理 

（１）化学物質の 適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発（運営費交付金） 

①概要 

化学物質のリスクを共通指標で比較、検討し、事業者等における代替物質の選択 

の際に、リスクの相互比較が可能となるリスク評価手法及び社会経済分析等リスク 

トレードオフ解析手法を構築する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、代表的な化学物質用途群につき、化学物質のライフサイク 

ルに応じたあらゆる暴露を考慮した排出量推計手法や室内暴露評価手法等環境動  

態解析手法を構築する。さらに、用途群内の物質間でのリスクトレードオフ解析手

法を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

（２）ナノ粒子の特性評価手法開発（運営費交付金） 

①概要 

ナノ粒子のキャラクタリゼーション、計測技術の確立とともに、生体影響等評価 

手法、暴露評価手法及びナノテクノロジーによるリスク不安に対処したリスク管理 

手法を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに、ナノ粒子のキャラクタリゼーション及び計測技術を確立す 

るとともに、２０１０年までに、生体影響等評価手法、暴露評価手法及びリスク評 

価手法を開発し、ナノ材料のリスク評価指針及びナノ粒子の管理指針の提言を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

（３）構造活性相関手法による有害性評価手法開発（運営費交付金） 

①概要 

従来の動物実験による反復投与毒性試験に代わり、in silico や類推等を用い

た予測・評価を可能とするため、既知の周辺情報やそれらから得られる新たな知見

を基に、より的確に効率よく毒性を評価可能とする有害性評価支援システムを構築

する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、公開されている反復投与毒性試験データや毒性作用機序情 

報が搭載されたデータベース、肝臓における代謝産物・代謝経路を予測する手法、 

及び対象とする化学物質の標的臓器・症状やその毒性の強さの範囲等を予測する手 

法を開発する。さらに、それらを統合した有害性評価支援システムを構築する。 

③研究開発期間 
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２００７年度～２０１１年度 

（４）石油精製物質等簡易有害性評価手法開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

石油の生産及び流通の合理化を図る観点から、石油製品等に含まれる化学物質に 

よるリスクを把握し、必要な対策を適切に行うことを可能とするため、in vitro 培 

養系技術等の活用により遺伝子組換え細胞等を用いたin vitro 系簡易有害性予測

手法、また、トキシコゲノミクスを活用した短期動物試験結果と相関する遺伝子発

現データセットを開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、遺伝子導入技術、幹細胞分化誘導技術、生物発光技術等を 

適用した培養細胞を用いて、試験期間１ヶ月程度、発がん性、催奇形性及び免疫毒 

性を予測評価できる試験手法を開発し、また、遺伝子発現解析技術を短期動物試験 

に適用し、２８日間反復投与試験結果と相関する遺伝子発現データセットを完成さ 

せる。また、標準的な試験プロトコールを策定する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

Ⅳ－２．化学物質リスク削減技術開発 

（１）有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発（運営費交付金） 

①概要 

環境中に広く排出され、人の健康や生態系へのリスク（有害性×暴露量）を及ぼ 

すおそれのある有害化学物質を効率的に削減、代替する技術について、リスク削減 

効果が高く、広く導入・普及が可能となる実用化基盤技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに、ＰＲＴＲ制度（化学物質排出把握管理促進法に基づき有害 

なおそれのある化学物質について、事業所からの環境中への排出量及び廃棄物とし 

ての事業所外への搬出量等を把握・集計・公表する制度）の排出実態の公表結果等 

を活用し、環境影響が懸念される有害化学物質の優先順位付けを行い、選定された 

有害化学物質に対する削減、回収、無害化技術、代替物質の開発及び代替プロセス 

の構築等を行う。特に、２００５年度から大気汚染防止法において規制対象となる 

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）に重点を置き、同法で定められた「ＶＯＣの排出量を 

２０１０年度までに２０００年度比で３割削減すること」に資する技術開発を行う 

こととする。 

③研究開発期間 

２００４年度～２００８年度 

（２）アスベスト含有建材等回収・処理等技術開発事業（運営費交付金） 

①概要 
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今後、解体廃棄物として、大量の排出が予測されるアスベスト含有建材を対象と 

して、そのアスベスト含有状況について簡易かつ確実な探知・分析を可能とし、安 

全性、信頼性の高い回収・処理を実現する関連機器・システムの技術開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年度までに、アスベスト含有製品の使用時、解体・回収・廃棄時におい 

てオンサイト方式で検出感度0.1wt%超レベルに検出できる計測技術を確立し、アス 

ベストを含む建材等の回収・除去現場におけるアスベストの飛散及び暴露を 小化 

し、回収・除去の安全性及び信頼性等を確保する技術を確立する。また、アスベス 

ト含有廃棄物の無害化処理又は再資源化段階における安全性、効率性に優れた技術 

を確立する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２００９年度 

５．政策目標の実現に向けた環境整備（成果の実用化、導入普及に向けた取組） 

【導入普及促進】 

○ 排出量の多い品目・業種や処理困難物を中心にリサイクルシステムなどの実証・市

場化対策に関するフィージビリティ・スタディを実施する。 

○ サプライチェーングループを対象に、部品等の仕様と原材料の使用・副産物の発生

状況等に関する診断を実施し、製品設計及び製造プロセスの同時改善の方向性に関する

提案、指導を行うとともに、取組事例を分析・評価し、資源投入量の抑制効果の高い優

良な事例を公開する。 

○ 商品選択に資するわかりやすい３Ｒ配慮情報（省資源性や再生資源・部品の使用状

況等）を消費者に提供し、環境配慮型製品の市場拡大を推進するため、指標の策定や、

情報提供手法の確立、製品の情報検索が可能なシステムの検討・開発を行う。 

○ ３Ｒ対策が講じられている製品等の市場開拓を促進するため、政府が環境物品等を

率先購入することを定めたグリーン購入法について、同法の判断基準が引き続き３Ｒ対

策を適切に反映するようにしていく。 

○ 化学物質の有害性評価、暴露分析、リスク評価等のデータベースの構築を図るとと

もに、それらの手法の各種活動（事業者の自主管理活動、事業者、地方自治体等が国民

とリスクコミュニケーションを図る活動等）等への導入を図る。 

○ 公害防止設備に対する優遇税制等の支援を行う。 

【法規制・制度改革】 

○ 二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）の国内での本格実施に必要な法規制・制度の整備

等に関して検討を行う。 

○ 資源有効利用促進法等のリサイクル関連法制度によるスキームを活用して、３Ｒ対

策を網羅的に講じることにより、循環型社会の構築を図る。 

○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カル
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タヘナ法）に基づく立入検査で査収した生物が遺伝子組換え生物であるか否かを判断す

るための基盤的な技術の高度化や収去方法を確立すること等により、的確な法律の執行

体制を整備する。 

【ガイドライン】 

○ 事業者による自主的取組を促進する観点から、産業構造審議会において策定してい

る「業種別・品目別廃棄物処理・リサイクルガイドライン」（自主的な目標の設定）に

ついて、３Ｒ対策を加速する観点から適宜フォローアップを行い、改定を行う。 

【基準・標準化】 

○ 各プロジェクトや民間における技術開発等で得られた成果のうち、標準化すべきも

のについては、適切な標準化活動（国際規格（ＩＳＯ/ＩＥＣ）、日本工業規格（ＪＩ

Ｓ）、その他国際的に認知された標準の提案等）を実施する。 

○ ＣＯ２回収・貯留後のモニタリング、植林等によるＣＯ２固定化量の計算、バイオ

マス利用時のＣＯ２排出削減量の評価、環境影響や安全性評価手法など、ＣＯ２固定化・ 

有効利用を推進するに当たって標準化が必要となる事項については、研究・開発状況や 

社会情勢を常に意識しながら計画的に標準化を推進する。 

○ リサイクル品などの３Ｒ配慮製品に対する需要の創出・拡大を図るため、「環境Ｊ

ＩＳ策定促進のアクションプログラム」に基づき、リサイクル品等の品質基準及び試験

評価方法の規格（環境ＪＩＳ）の策定を引き続き推進する。 

○ バイオマス由来プラスチックにおけるバイオマス含有量測定の標準化を推進すると

ともに、生分解性プラスチックに係る微生物嫌気分解試験方法の国際標準化を着実に実

施する。 

○ 高精度・簡易有害性評価システムの開発については、２０１４年度を目途に有害性

評価手法等を経済開発協力機構（ＯＥＣＤ）にテストガイドラインとして提案すること

を検討し、国際標準化を推進する。 

【調達促進】 

○ バイオマス由来プラスチック等、生物機能を用いた生産プロセスにより生産された

製品について、グリーン購入法に基づく調達品目として位置付けられるべく検討を行う。 

【広報・啓発】 

○ 研究開発プロジェクトの成果について広く普及啓発を図るため、シンポジウム等を

行う。 

○ ３Ｒの普及・促進を図るため、毎年１０月を「３Ｒ推進月間」とし、この期間を中

心として、３Ｒ活動への関係者の取組を促すための「３Ｒ推進功労者等表彰」や、循環

ビジネス振興のための「資源循環技術・システム表彰」等の普及啓発活動を実施する。 

【知的基盤整備】 

○ 国内外との共同研究等を通じ、革新的な温暖化対策技術や方策についての情報交換

に資する、情報ネットワークの構築等を図る。 
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○ 物質生産用に開発された汎用宿主細胞や取得した生物遺伝資源は、独立行政法人製

品評価技術基盤機構に整備し、社会に幅広く提供する。 

○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構の化学物質管理センターにて事業者・国民・公

的機関の化学物質管理に関する冷静な対話（科学的知見の共有）を促進するための知的

情報基盤整備を図る。 

【国際協力】 

○ 生物多様性条約に基づく遺伝子資源へのアクセス促進事業において、日本のバイオ

関連企業の遺伝資源保有国（途上国）の遺伝資源に対するアクセスを促進するための技

術的環境整備及び遺伝資源へのアクセス実施の調整を行う。 

【他省庁との連携】 

○ 総合化学技術会議が推進する科学技術連携施策群の「食料・生物生産研究」及び「総 

合的リスク評価による化学物質の安全管理・活用のための開発技術」、ライフサイエン

スＰＴ、社会還元プロジェクトの下での関係府省間における適切な連携の実施。 

【プロジェクト等の間の連携】 

○ ＣＯ２固定化・有効利用技術のロードマップに基づき、技術シーズ発掘型技術開発

事業成果のプロジェクトへの取り込みや、プロジェクト間の連携により、効果的な固定 

化・有効利用システムの実現を図る。 

○ 植物機能を活用したモノ作り基盤技術開発に係る２つのプロジェクト間での、遺伝

子高発現技術やモデル植物での基盤技術及び実用作物への技術展開に関する情報交換

を推進する。 

６．研究開発の実施に当たっての留意事項 

・事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの（事

業名に（運営費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、運営費

交付金の総額の範囲内で当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 

・プログラム目標等については、京都議定書目標達成計画の評価・見直しプロセスに伴

う対応を行う。 

・各プロジェクトを横断的観点からマネージメントする体制を整備し、技術の進捗状況

や社会情勢等を踏まえた適切な資源配分、技術成果のレビュー、普及施策の検討、実施

すべき技術開発テーマ・領域・分野等の検討等を実施する。 

７．改訂履歴 

（１）平成１２年１２月２８日付け、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム

基本計画、化学物質総合評価管理プログラム基本計画制定。 

（２）平成１４年２月２７日付け、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基

本計画制定。生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１２・１

２・２７工総第１５号）は、廃止。平成１４年２月２８日付け、革新的温暖化対策技術

プログラム基本計画、３Ｒプログラム基本計画、化学物質総合評価管理プログラム基本
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計画制定。化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１２・１２・２７工総第１

４号）は、廃止。 

（３）平成１５年３月１０日付け制定。革新的温暖化対策技術プログラム基本計画（平

成１４・０２・２５産局第１６号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１４・０２・２５

産局第１３号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１４・

０２・２５産局第５号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１４・０２・ 

２５産局第７号）は、廃止。 

（４）平成１６年２月３日付け制定。革新的温暖化対策技術プログラム基本計画（平成

１５・０３・０７産局第１８号）及びエネルギー環境二酸化炭素固定化・有効利用プロ

グラム基本計画（平成１５・０３・０７産局第１９号）は、革新的温暖化対策技術プロ

グラム基本計画に統合することとし、廃止。３Ｒプログラム基本計画（平成１５・０３・ 

０７産局第６号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１ 

５・０３・０７産局第３号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１５・ 

０３・０７産局第８号）は、廃止。 

（５）平成１７年３月３１日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平

成１６・０２・０３産局第１３号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１６・０２・０３

産局第５号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１６・

０２・０３産局第１５号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１６・０ 

２・０３産局第３号）は、廃止。 

（６）平成１８年３月３１日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平

成１７・０３・２５産局第８号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１７・０３・２９産

局第１号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１７・０

３・２５産局第２号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１７・０３・

２５産局第１０号）は、廃止。 

（７）平成１９年４月２日付け制定。地球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平成

１８・０３・３１産局第９号）、３Ｒプログラム基本計画（平成１８・０３・３１産局

第１０号）、生物機能活用型循環産業システム創造プログラム基本計画（平成１８・０ 

３・３１産局弟３号）、化学物質総合評価管理プログラム基本計画（平成１８・０３・ 

３１産局第１１号）は、廃止。 

（８）平成２０年４月１日付け、環境安心イノベーションプログラム基本計画制定。地

球温暖化防止新技術プログラム基本計画（平成１９・０３・１９産局第６号）、３Ｒプ

ログラム基本計画（平成１９・０３・１９産局第５号）、生物機能活用型循環産業シス

テム創造プログラム基本計画（平成１９・０３・１６産局第２号）、化学物質総合評価

管理プログラム基本計画（平成１９・０３・２０産局第２号）は、本イノベーションプ

ログラム基本計画に統合することとし、廃止。__ 



 
 「リスク評価・管理の目標像」を示す

リスク評価・管理の 現状
方向

暴露評価に必
要な技術開発

暴露

濃度（モニタリング）

濃度（環境中運命）

排出

生体影響評価

体内動態

生体影響評価要素技術

リスク管理に必要な
技術開発

有害性評価に
必要な技術開
発

ナノ粒子の組成・形状・粒子サイ
ズ分布・物理化学的性状が従来
の動物試験で影響を評価してい
るナノ粒子と、実際に想定される
人の暴露シナリオで暴露するナノ
粒子とで、同一とみなされるもの
か否か、不明。このため、現在の
試験法では、毒性があったときに
ナノサイズであることが影響して
いるのか否かが不明。

ナノ粒子の測定技術が不十分な
ので、生体内動態について未知。

ナノ粒子のリスク評価手法
は、従来のリスク評価手法で
行えるか、ナノサイズゆえの
新たな枠組みが必要なのか
が不明。

ナノ粒子の組成・形状・粒子サ
イズ分布・物理化学的性状が
従来の動物試験で影響を評
価しているナノ粒子と、実際に
想定される人の暴露シナリオ
で暴露するナノ粒子とで、同
一とみなされるものか否か、
不明。

リスク評価に必要
な技術開発

(88)相対的な有害性の推定手法
    （カテゴリーアプローチ等）

(54) ナノ粒子の暴露評価手法の高度化
（環境中での反応等の挙動の詳細化等）

(87) 有害性の体系的試験戦略（Tiered Approach等）の構築

２００７ ２０１０

化学物質総合評価管理分野の技術ロードマップ（工業用ナノ粒子のリスク評価・管理技術開発）
「技術開発のアウトカム」（右の「目標像」
実現に向けてのステップ）を示す「技術開発項目」を示す

凡例

(52) ナノ粒子排出シナリオ構築

(51) ナノ粒子の環境中
     挙動モデル

(48) ナノ粒子の暴露評価手法

(17)ベネフィットの現状把握と予測のための手法

(16) 新規技術に関する社会受容性や意思決定に関する
      研究

(18) 化学物質以外のリスクなどトレードオフを考慮したナノ粒子のリスク管理手法

(83) in vitro 試験によるナノ粒子特
     有の生体影響検出手法
     （バイオマーカーの決定手法等）

(84)in vivo 試験によるナノ粒子特有
     の生体影響検出手法
     （バイオマーカーの決定手法等）

(85) 吸入暴露装置

(80) ナノ粒子の体内動態研究

ナノサイズの微粒子が、ヒ
トや生態系に何らかの影
響を与える可能性は必ず
しも否定できないが、実際
にナノサイズであることに
問題があるのかは不明。

ナノサイズの微粒子がヒト健康に与えるリスク、生態系に与えるリスクがある場合
には、それが科学的に評価され、リスクに基づいた規制（行政）や製品設計や自
主管理（企業）を行う。

ヒトや生態系に対するナノ粒子特有の有害性評価が可能
に（既に産業に広く使われているナノ粒子も含め、多種多
様なナノ粒子の中からのスクリーニングも可能に）

人や生態系に対す
る暴露評価が可能
に

ナノ粒子の
リスク管理
手法の明確

自主管理を含む管理の枠
組みを企業・国民に提案

リスク評価におけるナノ粒子の位置付けが明確化
し、ナノ粒子リスク評価の普及が可能に。
多種多様なナノ粒子に対し、効率的なリスク評価が
可能に。
人や生態系に対する詳細なリスク評価が可能に。

(32) ナノ粒子のリスク評価手法

ナノサイズのリスク評価を化学物質のリスク管理の中に体系
的に組み込み、また化学物質以外のリスクも考慮して規制や
自主管理を行う。

(81) トレーサー技術

人や生態系に対するリスク
評価が可能に

化学物質以外のリスクも考慮した最
適な管理の枠組みを企業・国民に
提案

(86) in vivo、in vitro 試験用の液相・
気相でのナノ粒子サンプル作成技術

(86) in vivo試験やスクリーニング
    のためのin vitro試験によるナ
    ノ粒子特有のヒト・生態系の有
    害性評価手法（試験動物から
    ヒトへの外挿手法含む）

(49) 暴露シナリオ構築

(53) ナノ粒子排出量推定手法

推定や高速で高精度な有害性評価も可能になり、多種多様なナ
ノ粒子に対し、スクリーニング～詳細試験まで試験戦略に沿った
有害性試験体系が可能に

詳細な暴露シナリオに
おける高精度な暴露評
価が可能に

気中や液中でのナノ粒子計測手法が確立され、
ナノ粒子のサイズや形状などのキャラクタリゼーショ
ンが可能に

（ナノ粒子の計測手法の開発については、ナノテク分野のロード
マップ「構造計測－微粒子計測」を参照）

ナノ粒子の計測手法やキャラクタ
リゼーションの方法が未確立。

(89) ナノ粒子の有害性評価の高速化、高度化のための手法
      （in silicoの手法等）

生体の各器官でのナノ粒子の形態変化（凝
集等）や、特有のメカニズム、エンドポイン
ト、DR等の把握が可能に。

２０３０

試験プロトコルを国際機関での議
論へ反映させ、国際調和に貢献

標準試料、試料調
整プロトコルの確
立、信頼性の高い

(82)体内動態ﾓﾃﾞﾙｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ手法

(50) 環境・生体中のナノ粒子計
      測技術、キャラクタリゼー
      ション技術

質量だけでなく、組成や、生体影響との関
係がより大きい暴露パラメータ（個数、サイ
ズ、表面積、凝集状態等）が把握可能に。

(34) 多種のナノ粒子に対するリスク評価の
      優先順位付け手法
     （詳細評価のためのスクリーニング手法）

  (15) リスクに基づくナノ粒子のリスク管理手法

 (33)ナノ粒子のリスク評価手法の体系化、高度化
       （Tiered Approach、より複雑な暴露シナリオ等）

ナノ粒子の有
害性評価に必
要なナノ粒子検
出技術等の要
素技術の確立

２０２０
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用語 説明
APM →エアロゾル粒子質量分析器
APS →エアロダイナミックパーティクルサイザ
BALB/cマウス マウスの系統名。免疫研究やスクリーニング等の分野に使用される。 有害性
ＢＡＬＦ （broncho-alveolar lavage fluid）　肺胞や気管支を生理食塩水で洗浄し、回収した液。これら

の細胞成分や液性成分を解析することにより炎症の質的量的判定に有用である。
吸入暴露

C60 →フラーレン
CNC →凝縮核粒子計数器
CNT →カーボンナノチューブ
CNTコンポジット CNTを練り込んだ樹脂を用いた製品。（米国TSCAでこの用途での認可がある） 排出暴露
CPC →凝縮核粒子計数器
CVD カーボンナノチューブ(CNT)の合成技術。化学気相成長法（Chemical Vapor Deposition）。炭

素源である炭素化合物をガスとして500～1000℃で触媒金属微粒子と接触させることにより、
CNTを合成する方法。大量合成に最も向いている手法と言われている。

工業ナノ
粒子

DLS →動的光散乱
DMA →微分型移動度分析器
DMEM

動物細胞培養用の汎用培地。Doulbecco's modified Eagle's Medium
有害性プ
ロファイル

DNAアレイ 生物の活動状況を、生体内の酵素やその他のタンパクを生成を制御する生体内遺伝子発現
量から解析するための主要な方法。生体内で発現する数万の遺伝子と結合する構造をアレイ
状に配置したチップをもちいて、生体組織などから遺伝子を抽出し、発現遺伝子の種類と量
をパターン化して解析する。

有害性プ
ロファイル

EDX分析 （Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy）　エネルギー分散型X線分析装置による元素分
析。試料に電子線を照射して発生した特性X線を直接半導体検出器で検出し、電気信号に
変えて分光分析する手法。

経皮暴露

EELS （Electron Energy-Loss Spectroscopy） 電子エネルギー損失分光法。入射電子が試料内を
透過するとき、試料中に存在する元素に特有のエネルギーを電子線が失うことを利用して、試
料中の元素、電子状態などを分析・解析する手法。

経皮暴露

ELPI →電子式低圧インパクター
ESR 電子スピン共鳴分光法と呼ばれる。不対電子の自転により生じる磁場は、ある一定の外部磁

場の中で磁場の向きが同じか逆向きかで不対電子のエネルギー準位分裂する。不対電子は
特定の電磁はを吸収することから、その吸収スペクトルの強度、形から不対電子およびラジカ
ル種のラジカルの有無、特性（種類、濃度）および周辺環境を測定する分光法である。

化学分析

FITC修飾TiO2含有エ
マルジョン

蛍光色素（fluorescein isothiocyanate; FITC）を標識した二酸化チタンを含有するエマルジョ
ン。

経皮暴露

HEPAフィルタ High Efficiency Particulate Air Filter（高性能エアフィルタ）の略。空気中に含まれる微粒子を
高性能で捕集するフィルタであり、定格風量において、粒径0.3μmの粒子を99.97％以上の
効率で捕集するものをいう。

フィルタ

HO-1 （heme oxygenase -1）　酸化的ストレス関連酵素であり、ヘムの代謝酵素。有害性の強い吸入
化学物質を曝露した動物モデルでは、肺に持続的に産生亢進が認められるが、有害性の少
ない曝露では、産生が認められないか、一過性の亢進されることが報告されている。

吸入暴露

HPLC →高速液体クロマトグラフィー
ICP-MS →誘導結合プラズマ質量分析法
ICRマウス マウスの系統名。幅広い毒性試験分野の研究に使用されている。 有害性
LC →液体クロマトグラフ法
LC-MS →液体クロマトグラフィー－質量分析法
LIF →レーザー誘起蛍光法
LOAEL （lowest observed adverse effect level: LOAEL）　最小毒性量。暴露群での有害な影響の重

症度や頻度が統計的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加する最も低い投与量．
リスク評価

L-バンド　ESR ESR装置により、生体組織内のフリーラジカルを非侵襲で計測することができる。その減衰か
ら組織内の還元能、すなわち、酸化ストレスに対する生体側の防御能力の指標を得ることが
できる。生体組織の計測には、水分による吸収の少ない１GHz以下の周波数（L-Band）のマイ
クロ波を用いる必要があるが、装置開発の歴史は浅く、時系列ESR画像化を行なって、生体
内部位別還元能を評価した実績がない。

有害性

MOE 暴露マージン（margin of exposure）。非発がん性健康影響へのリスクを判定する際に用いる
指標の一つ．摂取量 （暴露濃度）がNOAELに対してどれだけ離れているかを示す係数で，
NOAEL／摂取量により算出する．この値が大きいほど現時点の摂取量はヒトに有害性を発現
するまでの余裕が大きいということを示している．「安全マージン（MOS）」と同義．

リスク評価

MW-CNT →単層カーボンナノチューブ
NiO →酸化ニッケル
NIOSH 米国立労働安全衛生研究所。労働安全衛生の分野での国立研究機関であり、アメリカ保健

社会福祉省の疾病管理予防センター（CDC）の一部門。職員約1500人．ナノ材料に関する
19のプロジェクトが進行中． NIOSH全体で50名がナノ材料の安全性研究に従事．工場での
調査も行っている．米国における工業ナノ材料安全性研究の中核研究機関の一つ。

リスク評価

NOAEL （No-observed-adverse-effect-level: NOAEL）　無毒性量。毒性試験において，暴露群での
有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加しない
最も高い投与量．

リスク評価

OPC →光散乱式粒子計数器
PSM Particle Size Magnifierの略。CPCと同様に、エアロゾルを凝縮核として光学的に検出可能な

サイズまで成長させる装置。混合型CPCとも呼ばれる。乱流混合によって均一に過飽和状態
を形成することで、より微細なナノ粒子まで検出が可能となる。

フィルタ

SG-SWCNT →スーパーグロース
SLS →静的光散乱
SMPS →走査型移動度粒径測定器
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Stokes-Einstein式 液中に分散された粒子の粒径dと拡散係数Dとを結びつける式：d=kT/(3ηD)。ここで、Tは温
度、ηは溶液粘度、そしてkはボルツマン定数。動的光散乱で拡散係数を測定し、この式に
基いて粒径を算出する。

液中計測

SW-CNT →多層カーボンナノチューブ
TG/TDA →熱重量分析/示差熱分析
TIO2 →酸化チタン
UF →不確実性係数　（Uncertainty Factor：UF）
Ｗｉｓｔaｒ系ラット 吸入性化学物質の有害性評価に使用されることが多いクローズコロニーのラット種。EUで主

で使用される。
吸入暴露

XRD →X線回折
XRF →蛍光X線分析
X線回折 (XRD) 固体の結晶構造を調べる手法．結晶に照射された一定波長のX線は規則的な配列構造によ

り特有な方向に強く回折する．回折X線の方向や広がりから結晶の間隔や結晶の大きさを求
めることができる．結晶性が無くなるに従い回折X線は弱くなり，非結晶性の固体では特有な
回折X線が見られない．

液中分散
調製

X-バンド　ESR マイクロ波の周波数帯がX-バンド（9.4GHz）であるESR装置は、in vitro用の装置としては充分
な実績があるが、水の吸収が多く、生体組織での計測が出来ない。

有害性

細胞死 細胞死には、傷害等の外因による受動的、非生理的な細胞死（ネクローシス、壊死）と、 遺伝
子のプログラムによる能動的、生理的な細胞死（アクローシス）に分けられる。前者（ネクローシ
ス）では、細胞内容の流出が起こるため炎症を伴い組織の繊維化に続くことがあるが、後者
（アクローシス）では、細胞サイズが急速に縮小し、マクロファアージなどにより貪食され、細胞
の内容物の流出は起こらないため、炎症を伴わないとされる。

有害性プ
ロファイル

アポトーシス →細胞死
ネクローシス →細胞死
イオナイザ ガス中でイオンを生成する装置。正または負の単極イオンを発生する装置、両極のイオンを

同時に発生する装置の両方がある。イオンの発生方法としては主にコロナ放電が用いられる
が、放射線や短波長の高エネルギー光による気体の電離や、光電子等の電子の気体分子へ
の付着などを利用する装置もある。

気中分散
調製

一次製品 ナノ材料の一次製品とは、ナノ材料そのもののこと。例えば、フラーレン、カーボンナノチュー
ブ、酸化金属の粉末等。

排出暴露

一重項励起酸素 安定な状態にある基底三重項状態にある酸素分子の最外殻の反結合性軌道に入っている
同一方向スピンを有する電子のひとつが反転することで、互いに逆向きの方向スピンにある状
態を称し、電子が同一の軌道（1Δg）か別軌道(1Σg)上にあるかで特性が異なり、周辺環境に
も影響されるが1Σgは1Δgに比べ寿命が短い。活性酸素の中では活性は比較的弱い。

化学分析

一次粒子 粉体生成時にその粉体を構成する粒子で、分子間の結合がそのまま残っているもの。 排出暴露
インビトロ有害性試験 培養細胞を用いた有害性試験。in vitro 有害性
エアロゾル 浮遊粉塵。微小粒子が気中に浮遊している状態。
エアロゾル粒子質量
分析器(APM)

気中浮遊粒子の質量分級装置。遠心力と静電気力のつりあいを利用して、粒子を質量ごとに
分ける。粘性抵抗が分級原理に関与しないので分級が粒子形状に依存せず、粒子質量を高
精度に仮定を含まずに決定できる。数十nmの粒子の質量をオンラインで計測できる唯一の方
法である。

気中計測・
排出暴露

エアロダイナミックパー
ティクルサイザー(APS)

約0.5～20μmの粒径範囲の気中浮遊粒子について、粒径(空気力学径)別に個数濃度を計
測する装置である。粒子を含んだ空気をノズルから勢いよく吹き出したときに粒子が得る速度
が空気力学径に依存することを利用して粒径を測定し、レーザーの散乱光により粒子を検出
する。検出感度、粒径分解能、時間分解能が高い。

気中計測・
排出暴露

液体クロマトグラフィー
－質量分析法（LC-

液体クロマトグラフィーで分離した各成分を順次、質量分析計に導入して分析する装置。定
量分析だけでなく、化合物の分子構造の決定などにも用いられる。

化学分析

液体クロマトグラフ法
（LC）

イオン交換体や吸着材などを詰めたカラムに液体を流したとき、液体中の各成分のイオン交
換力や吸着力の差を利用して各成分を分離する方法。本研究では、フラーレンと生体成分の
分離、フラーレンと酸化フラーレンの分離に使用した。

化学分析

エネルギー電子分光
による非弾性散乱電
子の除去

固体に電子線を照射したときの電子線損失分光において、固体との相互作用によりエネル
ギーを失った非弾性散乱電子を取り除くことをいう。

電顕

エネルギー分散型X線
分析

→EDX

カーボンナノチューブ
（ＣＮＴ）

炭素だけからなるチューブ状化合物。シートが１枚から多数のものがあり、それぞれ、単層
カーボンナノチューブ（SW-CNT)、多層カーボンナノチューブ（MW-CNT)と呼ばれる。

工業ナノ
粒子

カーボンブラック 制御した燃焼などのより工業的に製造される炭素の微粒子。約10nm～サブμmの種々の粒
径と、多種類の表面処理した製品がある。ゴムの添加剤としての用途が使用量の90％を超え
るという。

工業ナノ
粒子

外挿 工業ナノ粒子など実際に使用されていない化学物質のヒトへの影響の評価を、動物試験等の
結果基づいて外挿推定すること。本研究開発では、すでに多くのデータがあるディーゼル排
出微粒子やアスベスト等の既知見を整理し、試験動物を用いた試験（バイオマーカーと症
状）、ヒトへの影響（バイオマーカーと症状）の関係を調査し、ヒト影響と関連性の強いバイオ

有害性

角質層
マーカーについて精査・解析することに基づいて、外挿法を検討する。
表皮の最上層。10数層の扁平化した角質細胞とその間を埋めるセラミドなど脂質からなる。水
分の保持や異物の侵入、物理的・化学的障害に対する防御機構を司る。表皮細胞は最後に
表皮顆粒層を経て角化するという過程をたどって角質層構成細胞になるわけであるが、その
際核を失って細胞としては活性を失った（死んだ）状態になる。

経皮暴露

活性酸素 酸素分子および水分が反応性の高い状態に変化した化合物で、スーパーオキサイドアニオ
ンラジカル、過酸化水素、ヒドロキシルラジカル、一重項励起酸素が代表的な活性酸素であ

化学分析

顆粒層 角質層と有棘層の間にあり、細胞は2～3層からなる。好塩基性のケラトヒアリン顆粒を含む。 経皮暴露
気管枝切開投与 CNTを動物肺に投与するにあたり、気管支を切開し投与する。 有害性
気相流動触媒CVD法 気相中に触媒を流通させ、炭素源と反応させることでCNTを連続的に合成する方法。基板上

に成長させるCVDと比較して、反応時間が短いため、触媒活性を保つことが課題である。
気中計測
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る手法である。

基底層 表皮の最下層。1層の立方体～円柱状の細胞からなる。細胞質は好塩基性に濃染し、クロマ
チンに富む楕円形の核を持つ。

経皮暴露

キャパシタ コンデンサ（蓄電器、英capacitor）のこと。キャパシタは充放電が速くメンテナンスが不要であ
り、充電式電池との併用等によ り電源システム面で様々な応用が期待されているものの、現
状の活性炭を電極とし たキャパシタでは、広範な製品の要求性能には対応できない。カーボ
ンナノチューブ（CNT)を利用した、従来製品よ り、出力で約１０倍、エネルギー密度で約２倍

曝露評価

キャビティーリングダウ
ン分光法

を目指したＣＮＴキャパシタの開発が行われている。
1988年にO'KeefeとDeaconにより開発された高感度レーザー分光法。両端に反射率の高い
鏡を持つキャビティ（共振器）に一方から光を入れ、内部で多重反射された結果漏れ出てくる
光を他方で検出する。漏れ出し光は指数減衰波形となるが、キャビティ内での吸収の有無に
より時定数が異なる事を利用して、吸収スペクトルの測定を行うことができる。比較的小さい
キャビティ長で数kmもの有効光路長を実現でき、非常に高感度な分光検出が可能となる。

排出暴露

キャラクタリゼーション 工業ナノ粒子の性状を特定し記述すること。ISOで検討されている項目には以下項目がある。
化学組成、粒子サイズと分布、粒子形状と次元、表面積、表面化学、表面電荷、結晶構造、

工業ナノ
粒子

蛍光X線分析(XRF)
凝集状態、 化学変化、不純物同定とレベル、製造と処理方法等
物質の構成元素やその組成を測定する手法．物質はX線を吸収すると，電子の励起・放出に
より元素特有のX線である蛍光X線を発生する．この蛍光X線のスペクトルから元素の同定と含

液中分散
調製

蛍光顕微鏡
有量を求める．気体以外の物質を測定対象とすることができる．
試料から発する蛍光を観察することを目的とした顕微鏡。 経皮暴露

ケモカイン 細胞から産生されるサイトカインで、炎症細胞の遊走や活性の役割を担う。肺の炎症細胞浸
潤などに重要な役割を果たす因子。

吸入暴露

限外ろ過 サブミクロン以下の固形粒子や数百以上の分子量の分子を液体中から膜により分離する操
作．遠心力を利用してろ過速度を上げることができ、遠心限外ろ過とよぶ．

液中分散
調製

光顕像 光学顕微鏡で観察される対象物の像。 経皮暴露
高速液クロマトグラ
フィー（HPLC）

一定流量で固体充填層中を流れる液体に溶解している物質と固体表面との相互作用の違い
を利用して，溶解物質の固体充填層通過時間を物質毎に分離し，その溶解量を評価する手

液中分散
調製

固化粉砕法
法．送液に高圧ポンプを用いることで通過時間を短縮した方法がHPLCである．
カーボンナノチューブ（CNT)の穏和な切断法。CNT砂糖等と煮詰めて固化し、それを粉砕す
ることにより内部のカーボンナノチューブの壁面を痛めずに切断する方法。（日本国特許

細胞死 細胞死には、傷害等の外因による受動的、非生理的な細胞死（ネクローシス、壊死）と、 遺伝
子のプログラムによる能動的、生理的な細胞死（アクローシス）に分けられる。前者（ネクローシ
ス）では、細胞内容の流出が起こるため炎症を伴い組織の繊維化に続くことがあるが、後者
（アクローシス）では、細胞サイズが急速に縮小し、マクロファアージなどにより貪食され、細胞
の内容物の流出は起こらないため、炎症を伴わないとされる。

有害性プ
ロファイル

サイトカイン 細胞から産生されるタンパクの総称である。炎症、線維化、腫瘍、アレルギー、細胞増殖・死 吸入暴露

酸化セリウム
など様々な機能を有するタンパクがある。
CeO2。セリア。触媒やセラミックセンサなどに使用される。 工業ナノ

酸化ニッケル 有害性評価には，陽性対照，陰性対照が必要となるが，ナノ粒子に関しては，対照物質とし
て見解が一致するような化学物質は，現在のところない．酸化ニッケルは，1）気相中や液相
中で目的とする凝集レベルの粒径の達成が可能であること，2）有害性の報告に関して，ニッ
ケル複合体として発がん性もあること，小さな粒子ほど炎症能をもつこと，3）溶解性が低く，体
内にほとんど存在しない金属粒子であるため，肺内沈着量や体内移行の解析が可能である
ことから，条件を満たしうると考えている．よって，この酸化ニッケルと同等のレベルの肺内反
応，毒性ないしはバイオマーカーの変動があれば，有害性を示唆できるとする比較対照物質

粒子
工業ナノ
粒子

酸化フラーレン
として試験を展開している
フラーレンの酸化物で，光照射化において生成する．C60-OnやC120Oなどがある．また，メ 液中分散

シリカ
カノケミカル反応によっても生成する．
SiO2、二酸化ケイ素。　石英のように結晶質のもの、また、非晶質(アモルファス)のものがある。
国際がん研究機関（IARC)は、職業性の吸入性結晶質シリカをヒトへの発がん物質（グループ
1 ）と分類している。一方、非晶質シリカのヒトへの発ガン性は分類できない（グループ３）とし

調製
工業ナノ
粒子

真皮
ている。
表皮の下部に存在し、表皮とは基底膜によって隔てられている。主として膠原線維から構成さ
れる間質成分（他に弾性線維、細網線維、基質など）と、線維芽細胞や組織球、肥満細胞な

経皮暴露

スーパーグロース
どの細胞成分から構成される。さらに脈管及び神経が存在する。
スーパーグロースとは、単層カーボンナノチューブ(CNT)の世界最高の合成技術。スーパー
グロースを用いて合成したカーボンナノチューブは、不純物、配向性、量産性といった従来の
カーボンナノチューブの抱えていた複数の技術課題を同時に解決した。
超長尺：長さ数百マイクロメートル（構造体の高さより推察）（従来数ー数十マイクロメートル）
高純度：純度。カーボン純度９９．９％以上（鉄などの金属不純物を実質含まない）（従来９５％
以下）
直径：2-3ナノメートル（平均直径2.5-2.8）（従来１－２nm以下）
高比表面積：１０００m2/g以上（従来600m2/g以下）

リスク評価

ストレスマーカー
配向性有り（従来配向性無し）
外部からの刺激（ストレス）に生体が反応したことを示す指標物質 有害性プ

スピントラップ法 ESRにおいてラジカルを検出する手法の一つであり、スピントラップ剤と呼ばれる不安定なラジ
カルの試薬を、不安定なフリーラジカルと反応させて安定なラジカルを生成させることで、不

ロファイル
化学分析

スピンプローブ法
安定フリーラジカルを検出する方法である。
ESRにおいてラジカルを検出する手法の一つであり、スピンプローブ剤と呼ばれる安定なラジ
カルの試薬を、対象物中に溶解させて、プローブ剤である安定ラジカルのシグナルの変化か

化学分析

スピンラベル法
ら測定対象物の周辺環境の状態を観察する手法である。
ESRにおいてラジカルを検出する手法の一つであり、スピンラベル剤と呼ばれる安定なラジカ
ルの試薬を、対象物に結合させてラベル剤の信号の変化から、対象物周辺の状態を観察す

化学分析
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制限視野電子線回折 透過型電子顕微鏡において、微小孔によって観察領域を限定し、その領域から弾性散乱さ 電顕

生細胞
れた電子による回折を用いた解析手法。観察領域の結晶構造に関する情報が得られる。
実際に代謝して活性のある（生きている）細胞。表皮では顆粒層、有棘層、基底層の細胞。毛 経皮暴露

静的光散乱（SLS)
包では角質層を除く毛包壁構成細胞。
液体中に分散しているナノ粒子からの散乱光の平均強度を観測する。散乱光強度の角度依
存性から粒径を決定する。動的光散乱と同様にその場計測が可能であり、無浸襲である。高
分子の広がりを求めるときによく使用されるが、測定範囲が狭くナノ粒子のように形が固定して

液中計測

ゼータ電位
いるものについては動的光散乱が多用される。
液体中にある固体表面の電位を示すパラメータ．液体中の固体は表面官能基や吸着イオン
により何らかの帯電状態にある．また，イオンは熱運動するため，固体周辺では表面の電位に
従ってある濃度分布を形成しているが，特に表面付近のイオンは雲の様に粒子の運動に追
随する．ゼータ電位は粒子表面の電位ではなく，粒子に付随する液体面（すべり面）の電位を

液中分散
調製

ゼロロス像
指す．
電子線損失分光（Electron Energy-Loss Spectroscopy）において、固体原子と電子の相互作
用によりエネルギーを失った電子を除去して、エネルギー損失がゼロである電子のみを用い

電顕

帯電フィルタ（エレクト
レット）

て結像する透過型電子顕微鏡の観察技法。
ろ材繊維を帯電させたエアフィルタ。帯電粒子に対してはクーロン力が、非帯電粒子に対して
は誘電分極による誘起力が作用するため，無帯電のフィルタに比べて，低圧力損失で高捕 フィルタ
集効率が実現できる。マスクや空気清浄器に広く用いられている。

体内動態
ダスティネス

化学物質の生体への取り込み、生体内分布、生体内での代謝・分解、排泄の全過程。
英国等の労働衛生の分野で発展してきた概念で、乾式粉体のハンドリング時における吸入可

有害性
気中計測・

単一繊維ろ過理論
能な気中浮遊粒子の発生しやすさを意味する。
繊維一本（単一繊維）の捕集効率を無次元数（レイノルズ数、ストークス数、ペクレ数など）の

排出暴露

フィルタ

単分散触媒ナノ粒子
関数として求め、対数透過則を用いてフィルタの捕集効率を推定する理論。
一般に粒径分布が非常に狭い（粒径が揃った）粒子。本研究では、DMA（微分型電気移動度
分級器）を用いて幾何標準偏差1.2（標準偏差20%）以下にすることで、CNT合成用の触媒とし

気中計測

て用いる。
テープストリッピング 粘着テープを用いて角質層を剥がす方法。 経皮暴露
電顕像
電子式低圧インパク
ター(ELPI)

走査型もしくは透過型電子顕微鏡で観察される対象物の像
約0.007～10μmの粒径範囲の気中浮遊粒子について、粒径(空気力学径)別に個数濃度を
計測する装置である。分級はカスケード・インパクターにより行われる。コロナ放電により試料
空気中の浮遊粒子をあらかじめ荷電し，各段のインパクターに粒子が捕捉される際に流れる
電流値から粒子の個数を求める．検出感度、粒径分解能は概して低いが、測定粒径範囲が

経皮暴露
気中計測・
排出暴露

電子線損失分光
広く、時間分解能も高い。
固体に電子線を照射したとき、固体原子の内殻や外殻の電子励起などの相互作用により入
射電子のエネルギー損失量を計測する分析手法。固体の組成や化学結合状態などの情報

電顕

中性能フィルタ
が得られる。
フィルタ性能試験（例えばＪＩＳＢ９９０８）において、粒子捕集効率が中程度（65～95%）のフィル
タ。本研究では、その捕集効率の粒径・流速依存性からCNTなどのフィルタ捕集機構を解析

フィルタ

二次製品
している。
ナノ材料の二次製品とは、ナノ材料を使用、加工、含有した製品のこと。例えば、ナノ材料を 排出暴露

二次粒径
含有したコンポジットや化粧品、電気機器等。
一次粒子が液中で凝集して構成された凝集体が二次粒子であり、その粒径を便宜上二次粒 液中計測

二次粒子
径と呼んでいる。
一次粒子の合体成長、凝集、団結などによって成長した粒子。複数の一次粒子が集まり、見 排出暴露

熱重量分析/示差熱
分析（TG/TDA）

かけ上1個の粒子として振る舞うもの。
物質の温度を変化させた時に起きる揮発成分の気化，熱分解や相変化による重量変化や熱
の吸収あるいは放出を測定し，物質の熱的な特性を求める手法．熱分解，燃焼，相変化の温

液中分散
調製

バイオマーカー
度を知ることや重量変化から吸着物質や物質構成量を知ることができる，
生物の体内での暴露の証拠となるものを測定することによって、暴露影響や暴露量を把握す
る際に測定される様々な指標．生体反応の信号伝達物質や、生体反応の結果生成する物質
群がある．

肺胞洗浄液
暴露シナリオ

→BALF
排出シナリオをベースに，暴露経路、暴露レベルおよび暴露人口といった情報を加えたもの。 気中計測・

半減期
ナノ材料および製品のライフサイクル（生産、使用、消費、廃棄）の段階ごとに作成する。
元々は、放射性核種が崩壊して別の核種になるとき、元の核種の半分が崩壊するときの期間
をいう。ここでは、生体に取り込まれたナノ粒子が分解・排泄されてもとの量の半分になる期間

排出暴露
化学分析

ビーズミル
をいう。
媒体攪拌型ミルの一種．100 mm以下の粉砕媒体が使用される場合に良く用いられる．媒体
径が小さくなると砕料との接触頻度が高くなり，より微細な粉砕，あるいは分散が可能となる．

液中分散
調製

最近では，数十 nmまでの分散に使用されている．
皮下移植
光散乱強度平均粒径

CNTの生体への影響を評価するため、皮膚表面を切開し、埋設する方法。
微粒子からの散乱光強度を頻度として平均をとった平均粒径であり、動的光散乱から直接得
られる。質量基準平均粒径や数平均粒径とは異なり、大きな値をとる。粒径分布が広いほどこ

有害性
液中計測

光散乱式粒子計数器
(OPC)

れらの平均粒径間の差が大きくなる。
約0.3～>10μmの粒径範囲の気中浮遊粒子について、粒径(光散乱径)別に個数濃度を計測
する装置である。浮遊粒子を含む試料空気をポンプで吸引し、レーザー照射領域を通過さ
せ、粒子によるレーザーの散乱強度から粒子の大きさを、散乱光のパルス数から粒子の数を
カウントする。検出感度、時間分解能は高いが、粒径分解能は低い。安価でポータブルタイ

気中計測・
排出暴露

ヒドロキシルラジカル
プのものもあり、作業環境での排出実態測定など汎用モニタリングに使用できる。
酸素分子が還元される、または水分子が酸化されることで生成されるラジカルで、活性酸素種
の中で最も酸化活性が高い。自然界に存在するほとんどの有機化合物と反応することが可能

化学分析

表皮
である。
皮膚の表面を被覆する重層扁平上皮。主に角化細胞から構成される。角質層、顆粒層、有棘
層、基底層の4層からなる。

経皮暴露
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フラーレン 炭素のみによって作られる化合物で、炭素数の異なる種々の同族体があるが、サッカーボー
ル状のC60の化合物が最もよく知られている。燃焼やアーク放電で生成するススから、溶媒抽
出により分離される。炭素同素体で唯一の有機溶媒に溶解可能な分子。分子量720で、分子

工業ナノ
粒子

分散剤
の大きさは約1nm。
液体中に固体粒子を良く分散させるために用いられる添加剤で，表面に吸着して，静電気的
な反発力や立体的な障害により粒子間の付着を抑制する．親水性・疎水性や正・負のイオン

液中分散
調製

分散媒
性等の表面性状に応じて，界面活性剤や高分子電解質などが用いられる．
固体粒子を分散する液体． 液中分散

マイクロ波加熱分解装 密閉容器に試料と酸などを封入し、これに電子レンジと同じように、マイクロ波を加えることによ
調製
化学分析

置
有棘層

り、高温、高圧条件で、試料を分解する装置。
顆粒層と基底層の間にあり、細胞は数～10層からなる。光顕で細胞間接着部位は互いに棘 経皮暴露

ライフサイクル
のように連なっているように見える。
化学物質の生産、輸送、二次製品の生産と消費また社会的なストックを含む使用、及び廃棄 気中計測・

リスクベネフィット認知
やリサイクルなどの全過程。
民主主義社会では，新しい科学技術あるいはそれに伴う新興リスクが社会に受け入れられる
ためには，一般人がそれたに対して持つ主観的なリスクとベネフィットの程度が鍵となりうる．
それは，企業の宣伝，マスメディアの報道，政府の対応などによって変動する．そのため，ア
ンケート調査や実際の購買行動などから，人々の主観的な認知の程度を把握し，時系列的な

排出暴露
リスク評価

量子ドット
変化をモニターすることが重要となってくる．
約10nm～20nm半導体結晶は電子を３次元的に閉じこめることができるが、この閉じこめられ
た電子の状態のこと。CdSeは可視光および近赤外領域において蛍光を発し、粒子のサイズ
により多数の蛍光色を得ること、蛍光退色が起こりにくいなどの優れた特徴を有しているため
に、バイオの分野での応用が進んでいる。

工業ナノ
粒子

レーザーアブレーショ
ン法

レーザー光を、固体ターゲットに集光・照射することで材料を気化・凝縮し、気中分散状態の
ナノ粒子を得る方法。通常は、低圧下において薄膜形成に用いられるが、本研究では大気圧

気中計測

レーザーオーブン法
下での触媒ナノ粒子の発生に用いる。
電気炉中に設置した触媒金属とグラファイトの成型ターゲットにレーザー光を照射することで、
CNTを合成する手法。一般に高圧下でも純度の高いCNTが得られるが、成長速度が速く、長

気中計測

レーザー誘起蛍光法
いCNTが得られる。
レーザー光により測定対象の化合物を励起させ、励起された化合物からの蛍光を測定する手
法であり、パルスレーザーを励起光源として使用することで時間分解能測定が可能であり対

化学分析

炎症
象化合物の速度分布の測定が行える手法である。
組織に炎症細胞が浸潤し、組織の傷害が引き起こされている状態。炎症が長く持続すると、 吸入暴露
線維化や腫瘍化などに進展することも考えられる。

化学気相成長法
加熱昇華法

→CVD
元素や化合物が、固体から気体へと相転移する現象を昇華とよぶ。フラーレンは昇華性を有
するため、この性質を利用して精製を行うこともできる。フラーレンを大気圧下で昇華させると

排出暴露

可視光応答型ＴｉＯ2
凝集体が得られるため、粒子発生源として用いることができる。
410nm以上の可視光線を吸収して酸化還元反応を進行させる酸化チタン(TiO2)光触媒であ
る。もともと410nm以下の波長であるし紫外線にしか吸収しないTiO2の結晶構造に、Ti以外の
金属イオンや、窒素(N)、硫黄(S)、炭素（Ｃ）などを不純物として混在またはTiやO原子と置換
させたり、プラズマなどによりO原子欠損を形成させる処理を行うことで、可視光線を吸収する

化学分析

巻き上がり性試験
構造が形成される。
乾式粉体のハンドリング時における気中浮遊粒子の発生しやすさを評価するための模擬的な
排出試験。ダスティネステスト。得られた結果は、材料間の排出ポテンシャルの比較や、ワー

気中計測・
排出暴露

環境中挙動モデル
ストケース的な排出量の推定などに利用する。
大気中における粒子のサイクルは、大きく分類して発生（排出）、拡散（移流）、生成及び変
質、除去のプロセスからなる。粒子の数値モデルは、各プロセスにおける粒子の動態をあらわ
す気象モデル、発生モデル、拡散モデル、生成・変質モデル、沈着モデルなどのサブモデル

排出暴露

気管内注入試験
で構成される。
化学物質等を動物の気管内へ注入し、生体特に肺の影響を評価する試験。強制的に化学物
質を注入するので、本来は肺に沈着しない物質も侵入するため、注入する化学物質のキャラ
クタリゼーションが必要である。よって、吸入曝露試験よりは劣るが、既知量による用量反応関

吸入暴露

吸入曝露試験
係を調べることができるので、一般的には有害性評価に有用な試験である。
人の曝露形態に近い動物曝露試験であり、生体影響の信頼性が高い試験。しかし、粒子の 吸入暴露

凝縮核粒子計数器
(CNCまたはCPC)

サイズや曝露濃度の安定が必要であり、高度な技術が必要である。
約0.01～1μm (装置によって下限は約0.003μm)の粒径範囲の気中浮遊粒子について、総
個数濃度を計測する装置である。基本原理は、光散乱式粒子計数器と同じだが、試料空気
をアルコール等の過飽和雰囲気に導入し、粒子にアルコール等の蒸気を凝縮させることによ
り、小さな粒子を大きく成長させ、通常の光散乱式粒子計数器では計測できない小さな粒子
まで計測できる。検出感度、時間分解能は高いが、粒径分布は分からない(総個数濃度を計
測)。ポータブルタイプのものもあり、作業環境での排出実態測定など汎用モニタリングに使用

気中計測・
暴露

工業ナノ粒子
できる。
産業用途に使用される、ナノサイズの粒子状材料。ISO/OECDで検討中の定義によれば、粒
子の大きさのディメンジョンの内、少なくとも一つが、100nm以下の粒子。カーボンナノチュー
ブは、長さは１μｍ以上と考えられるが、チューブの直径が100nm以下のものがあるのでこの

工業ナノ
粒子

定義に当てはまる。
最小毒性量
酸化ストレスマーカー

→LOAEL
酸化ストレスの種類と強さ、およびそれによりどのような傷害が、どの程度進んでいるのかを示
す指標となる物質。活性酸素種により反応生成した生体成分（酸化物）や、活性酸素種を取り
除くために作られた物質（抗酸化物質）、また、それらの生体内反応を制御のため誘導された
遺伝子などが考えられる。

有害性プ
ロファイル
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いた計測装置が代表的である。
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酸化チタン 二酸化チタン（TiO2)、俗称チタニア、またはチタン白。チタニウム原子1に酸素原子2が付い
た金属酸化物。結晶の形には低温型のアナターゼ、高温型のルチルがある。古くから白色顔
料として用いられ、チタンホワイトとも呼ばれる。どちらの結晶系も半導体的性質を持ち、本
多・藤島効果と呼ばれる光触媒活性を持つ。近年この本多・藤島効果による防汚、除菌など

工業ナノ
粒子

自主的報告制度
の性質を利用した製品が多数作られている。
ナノ材料の生産者や使用者がそれらに関する情報，例えば取扱量，用途，物性などを自主
的に政府に届け出る制度．情報が十分にない場合に，規制の是非を判断するために，政府
が情報を集めることが主目的である．英国では2006年9月からVRS（Voluntary Reporting
Scheme）として，米国では2008年1月からNMSP（Nanoscale Materials Stewardship Program）と

リスク評価

社会的ガバナンス
してすでに実施されている．
社会における様々な意思決定主体である，政府，企業，消費者，非営利組織等が，それぞれ
の役割のもとで，参加と意思決定を通して，社会として最適な形で管理すること．新技術の導
入というケースでは，その潜在的なベネフィットを最大限生かしながら，潜在的なリスクを合理
的に管理することを目指すために，政府は政策レベルで，企業は自主的取り組みにおいて，
消費者は参加とリテラシーの向上を通して，非営利団体は政策提言を通して，社会的な最適

リスク評価

走査型移動度粒径測
定器(SMPS)

化を目指す．
約0.003～1μmの粒径範囲の気中浮遊粒子について、粒径(電気移動度径)別に個数濃度を
計測する装置である。粒子を荷電する中和器、粒子を分級するDMA、粒子を検出するCNC

気中計測・
排出暴露

帯電中和
からなる。検出感度と粒径分解能は高いが、時間分解能は低い(数分)。
正または負に偏った帯電をもつエアロゾルの粒子群に、十分に大きい濃度の両極の気中イオ
ンを混合して粒子荷電を行うことで、正に帯電した粒子と負に帯電した粒子の割合が概ね等

気中分散
調製

動的光散乱(DLS)
しくなる、平衡帯電量分布と呼ばれる帯電状態にすること。
液体中に分散しているナノ粒子のブラウン運動を散乱光強度の時間的揺らぎとして観測する
ことから粒径を求める。拡散係数からStokes-Einstein 式により粒径を算出するので、原理的
には1nm～1μm のサイズ領域で有効である。特長として、無浸襲でその場計測が可能であり

液中計測

二流体ノズル
操作が比較的官位であるが、得られる情報は凝集体に関するものである。
噴霧器の一つであり、ポンプ等により送液された溶液または懸濁液が、ガスボンベまたはコン
プレッサから供給されるガスとノズル部で混合される。ノズルから糸状となって噴出される液

気中分散
調製

排出シナリオ
は、2つの流体間に働くせん断力によって破砕され、液滴が生じる。
プロセスの記述や排出される粒子の量・サイズ・性状関する定量・定性的な情報からなる文 気中計測・

排出係数
書。ナノ材料および製品のライフサイクル （生産、使用、消費、廃棄）の段階ごとに作成する。
ある物質の排出量が何らかの量（生産量、使用量、消費量、処理量、活動量、重量、面積な
ど）に比例するとみなされる場合の、その単位量あたりの着目物質の排出量。排出原単位と同

排出暴露
気中計測・
排出暴露

肺の線維化
義。
肺にコラーゲンが過剰に沈着し、肺が固くなる状態で、最終的には肺のガス交換などの機能 吸入暴露

肺胞マクロファージ
障害が生じる。粉じんによる肺の線維化をじん肺という。
白血球の一種で、肺内に異物が進入した場合、異物の処理を担当する細胞。具体的には異
物を貪食し、輸送し、肺外に排泄・除去を行うが、異物の毒性が強いと、細胞のダメージを受

吸入暴露

肺胞上皮細胞
け、それが組織障害につながることもある。
肺胞の表面をカバーする細胞で、酸素の二酸化炭素のガス交換などの呼吸を行ったり、サー
ファクタントを産生し異物除去や肺の虚脱を防ぐサーファクタントを産生したりする細胞により
構成されている。異物の毒性が強いと、細胞のダメージを受け、それが組織障害につながるこ

吸入暴露

微分型移動度分析器
(DMA)

ともある。
気中浮遊粒子の分級装置。あらかじめ放射線などによって荷電させた気中浮遊粒子を電場
内に導入すると、粒子は静電気力と流体抵抗のバランスに応じた移動特性を示す。流体抵抗
は粒子サイズに依存することから、電場の強さを調整することで、目的の粒子サイズの粒子の

気中計測・
排出暴露

不確実性係数
みを選択的に取り出すことができる。
（Uncertainty Factor：UF）　化学物質の有害影響の参照用量などを，毒性試験や疫学調査
の結果からヒトに外挿して求める際に，必要に応じて組み入れる係数．考 慮すべき要素とし
ては，ヒトと動物の感受性の種間差，ヒトの感受性の個人差，LOAELからNOAELへの外挿等
がある．安全係数(Safety  Factors)，評価係数(Assessment Factor)，調整係数(Adjustment

リスク評価

噴霧乾燥
Factor)と称することもある．
気体とともに溶液または懸濁液を細い孔径のノズルから噴霧して微小な液滴とし、短時間で
乾燥させて気相中で粉体、粒子を得る方法で、一般に球形に近い粒子が得られる。比較的
大量の粉体、粒子が安価で生成できる利点を活かして、食品や薬品粒子の製造にも用いら

気中分散
調製

壁面沈着損失
れている。
容器内や管内に存在するなど、固体の壁面に接しているエアロゾルの粒子の一部が壁の表
面に輸送されてそこに付着する（沈着する）ことで、気中から失われること、あるいはその程
度。ナノ粒子では、ブラウン拡散や、電位・温度の勾配により生じる泳動現象が沈着の主要な

気中分散
調製

原因となる。
無毒性量
免疫組織化学

→NOAEL
組織中の目的とする蛋白質に対する特異抗体を用いて、それを標識としてその蛋白質の発 経皮暴露
現性や局在を同定すること。

毛包漏斗部
誘導結合プラズマ質
量分析法（ICP-MS）

毛包を構成する毛包器官の一部で、漏斗状に表皮に開口する部分で脂腺の排泄管より上
試料を酸分解した後、誘導結合プラズマ（ICP）に導入し、元素をイオン化して、質量分析装
置により定量する。工業ナノ粒子の元素組成あるいはナノ粒子中の金属不純物の分析に使

経皮暴露
化学分析

粒子スペクトロメータ
われる。
気中または液中に浮遊する微粒子のサイズ分布や濃度を、主にインラインで計測・分析する
装置。気中のナノ粒子に対しては、静電分級装置、凝縮核計数器、光散乱カウンタやそれら
の組み合わせが用いられることが多い。液中のナノ粒子に対しては、動的光散乱法にもとづ

気中分散
調製



Ⅰ．事業の位置付け・必要性について 
 
１． ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性 
 
１．１ ＮＥＤＯが関与することの意義 
 
１．１．１ 政策への適合性 
（１）本事業の概要 
本事業の対象は、フラーレン、カーボンナノチューブ、酸化チタンなどの工業的に製造

されるナノメートル（１×１０－９メートル）スケールの粒子状の材料である。以下「工業

ナノ粒子」という。 
本事業の目的は、工業ナノ粒子が人の健康と環境に及ぼすかも知れない潜在的な影響の

可能性に関する知見の収集・整備を行う一方で、リスク評価に必要な物理化学特性をはじ

めとした工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法、環境濃度、環境放出発生源、環境

中の運命と挙動等の解析技術を含む暴露評価手法、及び基礎的な有害性評価手法を開発し、

それを活用して得られる知見を基にして工業ナノ粒子のリスク評価の実施と管理のための

考え方を提言することである。我が国のナノテクノロジー関連産業の健全な育成の基礎と

なる共通知的基盤を構築しようとするものである。 
（２）本事業に関連する国家政策 
○第３期科学技術基本計画 
平成１８年３月２８日に、科学技術分野における我が国の基本方針を定める「第３期科

学技術基本計画」（事業原簿末尾の参考資料１）が閣議決定された。その中で、本事業に関

連する記述は、以下のとおりである。 
第２章 科学技術の戦略的重点化 
ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の４分野は、第２期基本

計画に引き続き、特に重点的に研究開発を推進すべき分野（重点推進４分野）とし、優先

的に資源配分を行う。 
第４章 社会・国民に支持される科学技術 

 ナノテクノロジーの社会的影響に関する検討や研究を総合的・戦略的に推進する。 
 科学技術の成果を社会に還元する際に必要なリスク管理を合理的に行うため、安全性の

評価や試験法の考案、データの収集・整理・解析など、リスク評価のための科学技術活動

が重要。 
○分野別推進戦略 
 第３期科学技術基本計画を受けて、同じ平成１８年３月２８日に総合科学技術会議が策

定した「分野別推進戦略」（事業原簿末尾の参考資料２）では、その環境分野とナノテクノ

ロジー・材料分野の両分野で、重要な研究開発課題の中の戦略重点科学技術に該当するも

のとして本事業を位置付けている。 
まず、環境分野の化学物質リスク・安全管理研究領域においては、・新規の物質・技術に

対する予見的リスク評価管理、・国際間協力の枠組みに対応するリスク評価管理、・リスク

管理に関わる人文社会科学を戦略重点科学技術と設定している。その上で、「近年急速に強
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まっている化学物質問題への社会・国民のニーズに対し、本基本計画期間においては、ナ

ノテクノロジーなどの新技術によって生成される物質や新規に開発される物質などによる

新たなリスクが危惧されているため、それらに対応可能な予見的リスク管理技術の開発が

求められる。国際的な物流による移動、環境媒体による地球規模移動、途上国における急

速な経済発展に伴うリスクの増大などの問題から、化学物質に関する国際的な取組が不可

欠とされている。…そのため、国際的競争と協調に対応するリスク評価管理が必要である。

また、リスクと効用のバランス感覚をもった社会の醸成のためには、リスクの受容レベル、

規制対効果、費用対効果などのリスク管理に関わる人文社会科学的アプローチの強化が必

要である。」としている。具体的には、研究開発目標として「２０１０年までに、ナノ粒子

の特性解明、計測技術の開発とともに科学的知見に基づくナノ粒子のリスク評価手法を開

発する。」、また、研究開発成果として「ナノ粒子の測定方法、リスク評価方針、ナノ材料

管理指針等を国際的な枠組みに反映させる。」や「ナノ粒子の測定方法等のＩＳＯでの議論

へ反映させるとともに、ナノ粒子リスク評価指針、ナノ材料管理指針等ＯＥＣＤでのナノ

材料の管理のあり方に係る議論へ反映させる。」を設定している。 
備考：ＩＳＯとは、国際標準化機構 International Organization for Standardization。ＯＥＣ

Ｄとは、経済協力開発機構 Organization for Economic Co-operation and Development。 
一方、ナノテクノロジー・材料分野においては、戦略重点科学技術の一つとして「ナノ

テクノロジーの社会受容のための研究開発」を挙げ、「ナノテクノロジーは我が国が得意と

する分野であり、今後も大きなイノベーションの創出が期待される。一方、ナノテクノロ

ジーが社会に受け容れられるためには、真に有益な技術を開発することと共に、その技術

が社会に与える影響やナノ物質が人体や環境に与える影響等を事前に正しく評価すること

が必須であるが、現在までに必ずしも信頼性の高いデータが得られているとは言い難く、

ナノテクノロジーの標準化も含め、国際協調のもとに戦略的に推進する必要がある。」とし

ている。さらに、国の関与の必要性と官民の役割分担については、国が主導して取り組む

べき研究開発の一つとして、「材料データベース、リスク評価、標準化など、共通知的基盤

としての重要性が高くかつ長期にわたる継続的な取組を必要とする研究開発」を挙げてい

る。具体的には、研究開発目標として「２０１１年までに、ナノ粒子の特性を明らかにし、

リスクの評価手法や管理手法を確立する。」、また、研究開発成果として「２０１１年まで

に、ナノ粒子の特性やリスクの評価手法、管理手法を確立する。これに加え、リスク管理

に必要な制度的課題､標準化やリスクガバナンスのような産業的課題、および倫理や教育の

ような社会的課題を解決することにより、新しい科学技術であるナノテクノロジーの社会

受容を促進する。」を設定している。 
（３）本事業に関連する経済産業政策 
前述のように、第３期科学技術基本計画を受けて策定された分野別推進戦略においては、

本事業が戦略重点科学技術の一つとして位置付けられているが、経済産業省が取りまとめ

た計画・報告書においても、本事業の実施が明記されている。 
○ナノテクノロジー政策研究会中間報告 
平成１７年３月３１日に経済産業省ナノテクノロジー・材料戦略室が取りまとめたナノ

テクノロジー政策研究会中間報告「ナノテクノロジーによる価値創造実現のための処方箋

（４つの国家目標と７つの推進方策）」（事業原簿末尾の参考資料３）では、ナノテクノロ
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ジーの社会影響への対応を論じる中で、本事業のコンセプトを描き、「国が主体となってナ

ノテクノロジーの安全性に係る知見を収集していくことが適当である。」と指摘している。 
○産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会「中間取りまとめ」 
産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会の平成１８年１２月の

「中間取りまとめ」（事業原簿末尾の参考資料４）では、リスク評価の重点分野とナノ粒子

等新たな課題への対応を論じる中で、ＯＥＣＤの取組と併せて本事業を紹介し、「安全とい

う観点において科学的に未知の部分があるナノ粒子等新たな課題については、新技術の健

全で責任ある発展を促進するために、我が国は率先して科学的知見の充実や評価を強力に

推し進め、各ステークホルダー（事業者、国民、ＮＰＯ・ＮＧＯ等）への情報提供を図る

とともに、総合科学技術会議での議論やＯＥＣＤ等との国際的な議論と軌を一にしつつ、

必要な対応を図るべきである。」と指摘している。 
○イノベーションプログラム基本計画 
 第３期科学技術基本計画の中で「絶えざるイノベーションの創出」がうたわれ、総理イ

ニシアティブにより平成１９年６月に「イノベーション２５」が策定されたことなどを受

け、また、ＮＥＤＯの第２期中期目標期間が始まるのに合わせ、経済産業省は、平成２０

年４月１日にイノベーションプログラム基本計画を制定し、それまでの研究開発プログラ

ム基本計画において１７あった研究開発プログラムを７つのイノベーションプログラムに

整理統合した。 
それまでの「化学物質総合評価管理プログラム」を組み込んだ「環境安心イノベーショ

ンプログラム」の「Ⅳ－１．化学物質総合評価管理」で、また、それまでの「ナノテクノ

ロジープログラム」を組み込んだ「ナノテク・部材イノベーションプログラム」の「Ⅵ．

ナノテクノロジー・部材分野推進共通基盤領域」で、本事業について記述している。それ

ぞれのプログラムの目的は、以下のとおりである。 
 環境安心イノベーションプログラム：資源制約を克服し、環境と調和した持続的な経済・

社会の実現と、安全・安心な国民生活を実現するため、革新的な技術の開発等を通じた地

球全体での温室効果ガスの排出削減、廃棄物の発生抑制（リデュース）、製品や部品の再使

用（リユース）、原材料としての再利用（リサイクル）推進による循環型社会の形成、バイ

オテクノロジーを活用した環境に優しい製造プロセスや循環型産業システムの創造、化学

物質の総合的な評価及びリスクを適切に管理する社会システムの構築を推進すること。 
ナノテク・部材イノベーションプログラム：情報通信、ライフサイエンス、環境、エネ

ルギーなど、あらゆる分野に対して高度化あるいは不連続な革新（ジャンプアップ）をも

たらすナノテクノロジー及び革新的部材技術を確立するとともに、その実用化や市場化を

促進することで、我が国産業の国際競争力の維持・強化や解決困難な社会的課題の克服等

を可能とすることを目的とする。 
 両イノベーションプログラム基本計画の原文を事業原簿の冒頭に収録し、また、それぞ

れの概要を示す図Ⅰ－１及び図Ⅰ－２を次ページに掲載した。 
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図Ⅰ－１ 環境安心イノベーションプログラム基本計画の概要 

 

 
図Ⅰ－２ ナノテクノロジー・部材イノベーションプログラム基本計画の概要 
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○技術戦略マップ２００８ 
 平成２０年４月１８日に経済産業省が公表した技術戦略マップ２００８のうち、化学物

質総合評価管理分野では、本事業のロードマップに相当する「工業用ナノ粒子のリスク評

価・管理技術開発」の技術ロードマップがあり、それを事業原簿の冒頭に収録した。 
また、ナノテクノロジー分野では、導入シナリオにおいて社会受容のための関連施策と

して本事業を記述している。 
 
１．１．２ ＮＥＤＯが関与する必要性・意義 
 
１．１．１で紹介した国の計画・提言における本事業についての記述の要点は、表Ⅰ－

１のとおりである。 
 

表Ⅰ－１ 国の計画・提言における本事業についての記述の要点 
 

 ナノテクノロジーの健全で責任ある発展に必須の事業である。 
 国が主体となって実施すべき事業である。 
・ 国は、国民生活の安全を確保する全体的な役割を担っている 
・ 共通知的基盤として重要、 長期にわたる継続的な取組が必要 
・ 外部不経済性の高い活動 

 国際協調の下に実施すべき事業である。 
→ 成果をＯＥＣＤ等の国際的な議論へ反映させる 

 社会受容を図る事業である。 → 各ステークホルダーへの情報提供 
 

 
 もちろん、開発するキャラクタリゼーション手法、暴露評価手法、有害性評価手法及び

リスク評価手法は、ＯＥＣＤ等の国際的な議論へ反映させるに足る世界 高水準のもので

ある必要がある。さらに、本事業では、 
・工業ナノ粒子の生成技術  ・工業ナノ粒子の状態計測技術 
・工業ナノ粒子の状態調整技術 ・工業ナノ粒子の有害性評価手法 
・工業ナノ粒子の暴露評価手法（環境濃度、環境放出発生源、環境中の運命と挙動等の 
解析技術を含む）   ・工業ナノ粒子のリスク評価手法 

といった広範囲の技術開発に取り組む必要があるが、現時点では我が国にはそれが可能な

単一の組織が存在しないため、優れた技術開発力を有する複数の機関の協調した作業を可

能とする枠組みを構築する必要がある。 
以上のような要請に対応するためには、本事業をＮＥＤＯの研究開発マネジメント機能

を提供して実施することが適当であり、ＮＥＤＯは平成１８年３月に本事業の基本計画を

制定した。本事業をＮＥＤＯの積極的関与によって実施する必要性・意義は極めて高い。 
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１．２ 費用対効果 
 
 後述するように、ナノテクノロジーは広範囲の産業分野で応用が進むと見込まれており、

ナノテクノロジーを導入した新製品の数々は、国民生活の多方面にわたって新たな便益を

もたらすものと期待されている。今後ナノテクノロジー産業が順調に成長した場合の関連

市場規模は、２０１０年に４兆円、２０２０年に１３兆円、２０３０年に２６兆円と推移

するものと試算されている（平成１７年度超微細技術開発産業発掘戦略調査「ナノテク関

連市場規模動向調査」報告書、経済産業省・株式会社富士経済）。 
一方で、工業ナノ粒子のリスク評価・管理の体制構築を怠り、その結果として国民の健

康や環境を害する事態に至った場合には、その直接的な被害に加え、ナノテクノロジー産

業の成長に致命的な悪影響を与えることは必定であり、その総合的な損害は計り知れない。 
本事業は、平成１８～２２年度の５年間で２０億円の予算を見込んでいる。ＮＥＤＯが

各年度に計上した本事業の予算を表Ⅰ－２に示す。 
本事業の実施によりもたらされる効果として、ナノテクノロジーの健全で責任ある発展、

そして、工業ナノ粒子による国民の健康や環境への被害の未然防止を挙げることができ、

投入予算と比べて十分な効果であるといえる。 
 

表Ⅰ－２ 本事業の予算 
  平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

 
予 算 

単位：百万円 

 
３７４ 

 
 

 
４３６ 

うち加速予算 
４５ 

 
３５５ 
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２． 事業の背景・目的・位置付け 
 
２．１ 事業の背景 
 
２．１．１ ナノテクノロジーと工業ナノ材料 
 ナノテクノロジーは、ナノメートルスケールの物質が同じ化学的組成をもつバルク状態

にある物質とは異なる特性を発現し得ること活用し、その構造や特性を制御しながら材料

の特性を飛躍的に向上させる技術である。 
工業ナノ粒子の代表的なものとしては、フラーレンＣ60 やカーボンナノチューブ（ＣＮ

Ｔ）のような炭素系微細構造体や、二酸化チタン TiO2 や酸化ニッケル NiO のような金属酸

化物が挙げられる（「図Ⅰ－３参照）。 
 
 

   
図Ⅰ－３ 代表的な工業ナノ粒子 

 
 
１９８５年に発見されたフラーレンＣ60（発見者のハロルド・クロトー、リチャード・

スモーリー、ロバート・カールは、この功績によりノーベル賞を受賞）に関しては、ナノ

潤滑剤として一部実用化されており、抗ＨＩＶ薬としての応用も期待されている。 
カーボンナノチューブは、１９９１年に日本の飯島澄夫氏によって発見された、六員環

グラファイト層が円筒状に閉じた構造の物質である。その構造変化により、銀以上の良導

体から半導体へと変化するという極めてユニークな電気的性質を有し、銅の１，０００倍

以上の高電流密度耐性、銅の１０倍の高熱伝導性、ダイヤモンドと同等の機械強度を有す

る夢の材料として期待されている。一部導電性シート等で実用化が進みつつあるが、今後

は、半導体・エレクトロニクス分野ではＬＩＳ高密度配線材料、放熱材料として比較的早

い実用化が見込まれているほか、将来的にはシリコンに代わる半導体の主要材料、大電力

送電材料、さらには各種構造用材料まで幅広い範囲での応用が期待されている。 
二酸化チタンのナノ粒子に関しても化粧品などで実用が始まっている。 
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上記に限らず現在、工業、医療、農業、環境、エネルギー等のあらゆる技術分野におい

て応用に向けた研究開発が世界各国で積極的に進められており、今後社会の様々な分野に

多くの便益をもたらすものと見込まれている。図Ⅰ－４にナノテクノロジーの応用分野と

対応するＮＥＤＯプロジェクトの例を示す。 
 

 
図Ⅰ－４ ナノテクノロジーの応用分野と対応するＮＥＤＯプロジェクト 

（NEDO ホームページより） 
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経済産業省の調査では、図Ⅰ－５に示すように、今後ナノテクノロジー産業が順調に成

長した場合の関連市場規模は、２０１０年に４兆円、２０２０年に１３兆円、２０３０年

に２６兆円と推移するものと試算されている。 
 

 
図Ⅰ－５ ナノテクノロジー需要予測 

平成１７年度超微細技術開発産業発掘戦略調査「ナノテク関連市場規模動向調査」 
報告書（経済産業省・株式会社富士経済）からＮＥＤＯホームページ用に作成 
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２．１．２ 主要国の動向及び国際的な取組 
 
工業ナノ粒子は大きな利益・利便をもたらすことが期待される一方、それが人の健康と

環境にどのような影響を与えるかについては未知である。過去のいくつかの新規技術の導

入事例からは、工業ナノ粒子が問題となる新たな影響をもたらす可能性は否定できないこ

とが示唆される。特に画期的な新規素材として期待の高いカーボンナノチューブに関して

は、その形状がアスベストに類似していることから、発がん性を懸念する声が一部で上が

っている。そのような中、平成２０年２月には、現実性のない投与経路と極端に高い投与

用量のマウスでの試験の結果ではあるものの、カーボンナノチューブの発がん性を示唆す

る発表がなされ（国立医薬品食品衛生研究所）、また、厚生労働省労働基準局長通達「ナノ

マテリアル製造・取扱い作業現場における当面のばく露防止のための予防的対策について」

（平成２０年２月７日）が発出されるなど、カーボンナノチューブのみならず工業ナノ材

料全般の安全性疑念へと波及しかねない状況となっている。一刻も早く科学的信頼度が高

い定量的な有害性評価試験を実施し、結果を早急に公表することが求められているが、工

業ナノ粒子は同じ化学的組成を持つバルク状態にある物質とは物理化学的特性が著しく異

なる場合があるがために、既存化学物質で培われてきた従来の有害性評価手法、リスク評

価手法をそのまま適用するのは難しく、また、ナノテクノロジー自体が発展段階にある先

進的技術であるため、キャラクタリゼーションの技術も十分確立していない現状である。 
近年この課題に対する関心が欧米を中心に高まり、各種の取組が行われている。米国・

欧州における国家的取組の主要なものは、表Ⅰ－３のとおりである。 
 

表Ⅰ－３ 米国・欧州の動向 
○米国の動向 
２０００年２月 大統領が国家ナノテクノロジーイニシアティブ（ＮＮＩ）を 
   議会に提出 （→同年７月、ＮＮＩ実施計画を策定） 
 
２００３年１２月 ２１世紀ナノテクノロジー研究開発法を制定 
 
２００４年１２月 ＮＮＩ戦略プランを策定（→２００７年１２月改訂） 
 
２００８年１月 環境保護庁がスチュワードシップ・プログラムを開始 
 
○欧州の動向 
２００５年６月 欧州委員会が「ナノサイエンスとナノテクノロジーに関する 
   欧州行動計画２００５－２００９年」を策定 
 
２００８年２月 欧州委員会が「ナノサイエンスとナノテクノロジーの責任 
   ある研究のための行動規範に関する勧告」を採択 
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 ナノテクノロジーの分野では、米国・欧州だけでなく、中国も主要なプレーヤーとして

台頭してきている。経済産業省の調査では、図Ⅰ－６に示すように、中国のナノテクノロ

ジー関連の特許出願件数は世界一となっている 

 
図Ⅰ－６ 国別のナノテクノロジー関連特許の特許出願件数の推移 
出典：平成１８年度超微細技術開発産業発掘戦略調査 

「ナノテクノロジー技術動向調査報告書」 
（２００７年３月、経済産業省・株式会社旭リサーチセンター） 

 
 ＯＥＣＤやＩＳＯなどにおける国際的取組も始まっている。その主要なものを表Ⅰ－４

に示す。 
表Ⅰ－４ ＯＥＣＤ、ＩＳＯ等の動き 

○ＯＥＣＤの動き 
２００６年９月 化学品委員会に Working Party on Manufactured Nanomaterials  
     （ＷＰＭＮ、工業ナノ材料安全部会）を設立 
 
２００７年３月 科学技術政策委員会に Working Party on Nanotechnology 

  (ＷＰＮ、ナノテクノロジー作業部会)を設立 
 
２００７年１１月 第３回ＷＰＭＮ ～ 代表的ナノ材料の有害性情報の収集を行う 
   スポンサーシップ・プログラムについて合意 

 
○ＩＳＯ・ＩＥＣの動き 
２００５年６月 ＩＳＯ／ＴＣ２２９ Nanotechnologies を設立 
 

２００６年９月 ＩＥＣ／ＴＣ１１３ Nanotechnology standardization for  
      electrical and electronic products and systems を設立 
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 本事業と直接関連する取組として、ＯＥＣＤでは、工業ナノ材料のヒト健康及び環境の

安全性の側面における国際協力を促進するために、化学品委員会の下に工業ナノ材料安全

部会＝ＷＰＭＮ（Working Party on Manufactured Nanomaterials）を設置した。同部会は、具

体的作業を行うために、以下の８つの作業グループ＝ＳＧ（Steering Group）を組織した。、 
ＳＧ１：安全性研究に関するデータベース構築 
ＳＧ２：工業ナノ材料の研究戦略 
ＳＧ３：代表的ナノマテリアルの安全性試験 
ＳＧ４：工業ナノ材料とテストガイドライン 
ＳＧ５：ボランタリースキームと規制制度に関する協力 
ＳＧ６：リスク評価に関する協力 
ＳＧ７：ナノ毒性学における代替試験の役割 
ＳＧ８：暴露測定と低減に関する協力 
うち、ＳＧ３の取組の一環として２００７年１１月から、生産量等の観点から選定され

た代表的工業ナノ材料に関し、合意された安全性情報項目＝エンドポイントについて標準

化のための情報収集又は試験を実施するスポンサーシッププログラムが始動し、各国が自

主的に特定のナノマテリアルのスポンサーとなり、試験計画を策定することとなっている。

日本は米国と共同で、フラーレン、単層カーボンナノチューブ、多層カーボンナノチュー

ブのスポンサーとなることを表明しており、本事業の成果はここに提供されることになっ

ている。このスポンサーシッププログラムで選定されている工業ナノ材料は、以下のとお

り。 
 
 LIST OF REPRESENTATIVE MANUFACTURED NANOMATERIALS FOR TESTING 
 ・Fullerenes(C60)                        フラーレン 
・Single-walled carbon nanotubes(SWCNT)   単層カーボンナノチューブ 
・Multi-walled carbon nanotubes(MWCNT)   多層（複層）カーボンナノチューブ 
・Silver nanoparticles                     銀ナノ粒子 
・Iron nanoparticles                       鉄ナノ粒子 

 ・Carbon Black                          カーボンブラック 
 ・Titanium dioxide                        二酸化チタン 
 ・Aluminum oxide                        酸化アルミニウム（アルミナ） 
 ・Cerium oxide                           酸化セリウム 
 ・Zinc oxide                             酸化亜鉛 
 ・Silicon dioxide                          二酸化珪素（シリカ） 
 ・Polystyrene                            ポリスチレン 
 ・Dendrimers                            デンドリマー 
 ・Nanoclays                             ナノクレイ（ナノセラミクス） 
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また、このスポンサーシッププログラムで設定されている安全性情報項目は、以下のと

おり。 
LIST OF ENDPOINTS 

Nanomaterial Information / Identification（同定情報） 
  ・Nanomaterial name(from list) 
  ・CAS Number 
  ・Structural formula / molecular structure 

・Composition of nanomaterial being tested 
 (including degree of purity, known impurities or additives) 
・Basic morphology 
・Description of surface chemistry (e.g., coating or modification) 

  ・Major commercial uses 
  ・Known catalytic activity 
  ・Method of production (e.g., precipitation, gas phase) 
  Physical-Chemical Properties and Material Characterization（物理化学的性状） 

 ・Agglomeration / aggregation 
  ・Water solubility 
  ・Crystalline phase 
  ・Dustiness 
  ・Crystallite size 
  ・Representative TEM picture(s) 
  ・Particle size distribution 
  ・Specific surface area 
  ・Zeta potential (surface charge) 
  ・Surface chemistry (where appropriate) 
  ・Photocatalytic activity 
  ・Pour density 
  ・Porosity 
  ・Octanol-water partition coefficient, where relevant 
  ・Redox potential 
  ・Radical formation potential 
  ・Other relevant information (where available) 
  Environmental Fate（環境中運命） 
  ・Dispersion stability in water 
  ・Biotic degradation 
  ・Ready biodegradation 
  ・Simulation testing on ultimate degradation in surface water 
  ・Soil simulation testing 
  ・Sediment simulation testing 
  ・Swage treatment simulation testing 
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  ・Identification of degradation product(s) 
  ・Further testing of degradation product(s) as required 
  ・Abiotic degradability and fate 
  ・Hydrolysis, for surface modified nanomaterials  
  ・Adsorption-desorption 
  ・Adsorption to soil or sediment 
  ・Bioaccumulation potential 
  ・Other relevant information (when available) 
  Environmental Toxicology（生態影響） 
  ・Effects on pelagic species (short term / long term) 

・Effects on sediment species (short term / long term) 
・Effects on soil species (short term / long term) 

  ・Effects on terrestrial species 
  ・Effects on microorganisms 
  ・Other relevant information (when available) 
    Mammalian Toxicology（哺乳類毒性） 
  ・Pharmacokinetics (ADME) 
  ・Acute toxicity 
  ・Repeated dose toxicity 
   If available: 
  ・Chronic toxicity 
  ・Reproductive toxicity 
  ・Developmental toxicity 
  ・Genetic toxicity 
  ・Experience with human exposure 
  ・Other relevant test data 
    Material Safety（危険有害性） 
   Where available: 
  ・Flammability 
  ・Explosivity 
  ・Incompatibility 
 
フラーレン、単層カーボンナノチューブ、多層カーボンナノチューブに関するＯＥＣＤ

スポンサーシッププログラムの米国との役割分担は、仮案として Nanomaterial Information / 
Identification（同定情報）、Physical-Chemical Properties and Material Characterization（物理化

学的性状）、Mammalian Toxicology（哺乳類毒性）を日本が担当し、Environmental Fate（環

境中運命）、Environmental Toxicology（生態影響）を米国のアメリカ合衆国環境保護庁（Ｅ

ＰＡ：Environmental Protection Agency）が担当する方向である。（Material Safety（危険有害

性）に関しては未定。）日本側の活動としては正に本事業の活動がこれに該当し、本事業の

成果が展開されていくことが見込まれている。 
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 一方、ＩＳＯにおいては、２００５年５月にナノテクノロジー分野の国際標準化を推進

するために専門家委員会＝ＴＣ２２９（Technical Committee No.229）が組織された。その

下に１）用語・命名法、２）計測計量・特性評価、３）健康・安全・環境の３つの作業グ

ループ＝WG（Working Group）が組織され、日本は２）計測計量・特性評価（＝ＷＧ２）

のコンビナー（＝議長：産業技術総合研究所、一村信吾氏）となっており、主要国の１つ

として積極的に主導的な役割を担っている。 
 
２．１．３ 先行した調査・研究開発事業 
 
 本事業に先立って工業ナノ材料の有害性／リスク評価に関し、以下の調査・研究開発事

業が実施されている。 
●ＮＥＤＯ 「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」事業 
 平成１３～１８年度 産総研ほか 
●ＮＥＤＯ 「ナノ原料を使用した化粧品の安全性評価システムに関する基礎調査」 
 平成１６年度 日本化粧品工業連合会 ← 産総研が協力 
●文部科学省 科学技術振興調整費プロジェクト「ナノテクノロジーの社会受容促進に関す

る調査研究」 
 平成１７年度 産総研ほか 
●ＮＥＤＯ 「ナノ粒子の安全性評価（ナノ粒子の吸入暴露による生体影響評価の予備的試

験）に関する調査研究 」 
 平成１７年度 産業医科大学・広島大学 
●経済産業省 超微細技術開発産業発掘戦略調査「ナノテクノロジーの研究・製造現場にお

ける適切な管理手法に関する調査研究」 
 平成１８年度 ＪＦＥテクノリサーチ(株) ← 産総研が協力 
●経済産業省 基準認証研究開発事業「ナノ粒子の安全性評価方法の標準化」 
 平成１７年度・平成１８年度 産総研 
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２．２ 事業の目的・位置付け 
 
本事業は、前記のような背景の下、工業ナノ粒子に適合した有害性評価手法、キャラク

タリゼーション手法を確立すること、さらにこれに準拠して実施された評価の結果を基に、

科学的知見に基づく工業ナノ粒子のリスク評価・管理手法を早急に確立し、産業界に提供

していくことを直接の目的としている。これにより工業ナノ粒子が国民の健康や地球環境

を害することのないように事前の対応を可能とし、我が国のナノテクノロジー産業の健全

な育成を促すための基礎となることを期する。 
また、現在取組が進みつつあるＯＥＣＤやＩＳＯの国際標準策定の動きに関し、本事業

にて確立される有害性評価手法、キャラクタリゼーション手法、暴露評価手法、リスク評

価手法等が展開されるように働きかけ、我が国のナノテク産業が国際的に認められた 適

なリスク評価・リスク管理を行っていることを世界に広く知らしめることにより、我が国

のナノテク産業の国際的優位性の確保に貢献する。特にＯＥＣＤ／ＷＰＭＮスポンサーシ

ッププログラムに関し、我が国がフラーレンと単層・多層カーボンナノチューブの３種の

炭素系工業ナノ材料の評価文書作成作業へ参画することに対応し、本事業の成果を前記評

価文書へ反映させることにより、工業ナノ材料の国際標準の第一歩を我が国が記し、国際

責任を果たすとともに、ナノテクノロジー分野でのリーダーシップ・技術的優位を世界に

示す。 



Ⅱ．研究開発マネジメントについて 
 
１．事業の目標 
 本事業の目的・趣旨は、既に述べたとおり、工業ナノ粒子に適合したキャラクタリゼー

ション手法、暴露評価手法及び有害性評価手法を確立し、これに準拠して実施する評価の

結果を基に、科学的知見に基づく工業ナノ粒子のリスク評価・管理手法を確立し、産業界

に提供していくことであるが、本事業の基本計画では、 終目標を以下のとおり規定した。 
 
１．１ 終目標（平成２２年度末） 
「カーボンナノチューブ、フラーレン、酸化チタン等の工業ナノ粒子の有害性評価、暴露

解析、リスク評価等の基盤となるキャラクタリゼーション手法、環境濃度、環境放出発生

源、環境中の運命と挙動等の解析を含む暴露評価手法、及び基礎的な有害性評価手法であ

って実用的かつ国際的水準に見合うものを開発するとともに、これらを用いた工業ナノ粒

子のリスク評価を行って適正に管理するための提言を取りまとめる。」  
上記目標を達成するためのより具体的な取組として、以下の４つの研究開発項目を設定

した。 
①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  
②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発  
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発  
④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 

 
１．２ 中間目標（平成２０年度末） 
 平成２０年度末までの中間目標は、以下のとおり。 
①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

粒径 10～100nm程度の工業ナノ粒子を対象として試料調製技術と試験校正技術を含

むキャラクタリゼーション手法の手順書を取りまとめる。 
②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 

大気中に放出された工業ナノ粒子の挙動について動的論理モデルを構築するととも

に、工業ナノ粒子のライフサイクルを考慮した排出シナリオを作成してその暴露概念

を暫定的評価書として取りまとめる。 
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

動物を用いた吸入暴露試験、経皮暴露試験を行って初期段階の知見を取りまとめる

とともに、有害性評価の暫定的枠組を取りまとめる。 
④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理手法の開発 

これら中間段階の成果、文献調査の結果等を踏まえつつ工業ナノ粒子のリスク評価

の枠組を検討し、課題を抽出する。  
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１．３ 開発項目設定の根拠 
 本事業の 終目標を達成するために設定した前記４つの研究開発項目について、その根

拠を以下に示す。 
 
 これまで我が国の化学物質の審査は、「有害性」を基準としており、現行の化学物質審査

規制法などもこの考えに基づいている。しかし一方、欧米では「有害性」単独ではなく「暴

露」を含めた「リスク」をもって評価することが主流となっている。２００７年６月に欧

州で導入されたＲＥＡＣＨ法（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals）においても「リスク」を基にした審査の立場が取られている。 
 このような国際動向に対応するため、我が国としても「リスク」による化学物質の審査

を行う方向へ転換していくことが必要となっている。本事業では、このような動向を背景

に 終的な開発項目として、「④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理手法の開発」を設

定した。また、この「リスク」は、一般に化学物質の持つ本来的な「有害性」と、化学物

質が人体や環境中に出現する「暴露量」の積で表される。したがって、「リスク」を適切に

評価するためには、まず前提として、「有害性」と「暴露」が評価されていることが必要と

なる。よって、研究開発項目「②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発」、「③工業ナノ粒子

の有害性評価手法の開発」を設定し、工業ナノ粒子の「有害性」と「暴露」を適切に評価

する手法を開発する。 
さらに、「有害性」、「暴露」を評価するに当たって、その信頼性を確保するためには、工

業ナノ粒子の素性や粒子状態が特定（キャラクタライズ）されている必要がある。そのた

め本事業では、得られた結果の信頼性を確かなものとする基礎として、研究開発項目「①

工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発」を設定した。 
 上記研究開発項目の設定は、 終目標である適切なリスク評価・リスク管理を実現する

ために、合理的なものであると考える。 
 
 
２．事業の計画内容 
 
２．１ 研究開発の内容 
 
２．１．１ 概要 
 本事業の研究開発フレームワーク／各研究開発項目の繋がりを図Ⅱ-１に示す。また、各

研究開発項目の概要を以下に示す。 
①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発では、現在明確な基準が存在しな

い工業ナノ粒子評価試料の、粒径や凝集状態の粒子状態など試料としての素性を特定（キ

ャラクタライズ）する方法、また、各評価に適用する際の 適粒子状態の明確化、さらに、

目的の粒子状態へ調整する手法を開発し、併せてその校正手法を開発する。 
②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発では、現状の現場調査から、工業ナノ粒子が環境

中に排出される際の排出シナリオを明らかにするとともに、ナノ粒子の環境中での挙動を

表現するモデルを構築し、暴露量や暴露人口などの暴露状態を評価する技術を開発する。 
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③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発では、①によってキャラクタライズ・調整され

た工業ナノ粒子を用いることにより、素性の明らかな試料によるインビボ動物試験、イン

ビトロ培養細胞試験を併用した信頼できる有害性評価を行う。また、この試験プロセス及

び結果を手順書・評価書等として取りまとめて公表する。 
④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築では、上記①～③の結果に加

え、各種の現状調査結果及び将来の産業動向の予測を含めて吟味し、 終的な目的である

工業ナノ粒子の適切なリスク評価・リスク管理を行うための提言をまとめる。 
 

■プロジェクトにおける各開発項目の関係■プロジェクトにおける各開発項目の関係
 

・製造工程調査
・室内模擬試験
・各種文献調査
・市場動向調査
ｅｔｃ．

気中/水中/生体中の

・粒子数濃度
・粒径分布
・形状、比表面積
ｅｔｃ．

科学的な知見に基づく工業ナノ
粒子のリスク評価手法／適正管
理手法を提供することにより、
ナノテク産業の健全な育成を促す。

工業ナノ粒子 （カーボンナノチューブ，フラーレン，二酸化チタン ｅｔｃ．）

試料調製手法

測定・キャラクタ
測定作業

ライズ技術、
環境等

エアロゾル発生
液中分散化

生体影響試験

動物実験 試験管内試験

・試験条件
・試験手順
・解析/評価

ｅｔｃ．

①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発

工業ナノ粒子

試
料
調
製
、
生
体
影
響
評
価
、
測
定
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
標
準
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
策
定

有害性評価

④工業ナノ粒子のリスク評価
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③工業ナノ粒子の有害性
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・各種学術文献調査
・海外を含めた関連法規調査
・海外を含めた関連標準調査
・コンシューマー調査
ｅｔｃ．

②工業ナノ粒子の暴露
評価手法の開発

※各種計測機器を駆使

・製造工程調査
・室内模擬試験
・各種文献調査
・市場動向調査
ｅｔｃ．

気中/水中/生体中の

・粒子数濃度
・粒径分布
・形状、比表面積
ｅｔｃ．

科学的な知見に基づく工業ナノ
粒子のリスク評価手法／適正管
理手法を提供することにより、
ナノテク産業の健全な育成を促す。

工業ナノ粒子 （カーボンナノチューブ，フラーレン，二酸化チタン ｅｔｃ．）

試料調製手法

測定・キャラクタ
測定作業

ライズ技術、
環境等

エアロゾル発生
液中分散化

生体影響試験

動物実験 試験管内試験

・試験条件
・試験手順
・解析/評価

ｅｔｃ．

①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発

工業ナノ粒子

試
料
調
製
、
生
体
影
響
評
価
、
測
定
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ゼ
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シ
ョ
ン
の
標
準
プ
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策
定

有害性評価

④工業ナノ粒子のリスク評価
及び適正管理の考え方の構築

消費・排出・曝露シナリオ

・各種学術文献調査
・海外を含めた関連法規調査
・海外を含めた関連標準調査
・コンシューマー調査
ｅｔｃ．

②工業ナノ粒子の暴露
評価手法の開発

 

※各種計測機器を駆使

③工業ナノ粒子の有害性
評価手法の開発

         図Ⅱ-１．プロジェクトにおける各開発項目の関係 

 

 

２．１．２ 本事業の計画スケジュール  
本事業の計画スケジュール及び計画内容を図Ⅱ-２に示す。 
基本的には、ほぼすべての研究開発項目について同時並行で作業を進めるが、各研究開

発項目は相互に密接に連携している。大まかには、①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーシ

ョン手法の結果が②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発と③工業ナノ粒子の有害性評価手

法の開発へ展開され、また双方へ展開された結果が再度①へフィードバックされる。さら

に②と③の結果を元にして④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方が構築され

ることとなる。また、４つの研究開発大項目の下のサブ開発項目も相互に密接に連携して
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いる。このことは、本事業全体の進捗は、すべての開発項目のバランスによって成り立つ

ことを意味し、したがって、事業の目標を達成するためには、多岐にわたる研究開発項目

の進捗状況を正確に掌握し、また、多数の担当部署間の情報伝達・意志疎通を円滑に行う

ように強力にマネジメントを実施することが必要となる。 
 
 

   主  な  実  施  事  項 
H18 

年度 

H19 

年度 

H20 

年度 

H21 

年度 

H22 

年度 

① 工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発      

 (１) 工業ナノ粒子の調製技術の開発      

 ア) 気中分散系調製技術開発      

 イ) 液中分散系調製技術開発      

 ウ) 
工業ナノ粒子のフィルタ捕集効率の評価手法の開発

と評価  

     

 (２) 
媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーシ

ョン手法の開発 

     

 
事
業
計
画
内
容 

 ア) 気中粒子計測技術開発      

  イ) 液中粒子計測技術開発      

 
 ウ) 

電子顕微鏡によるナノ粒子のキャラクタリゼーショ

ン技術開発 

     

 
 エ) 

微少量試料に対する化学分析技術開発とナノ粒子の

体内分布の測定 

     

 ② 工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発      

  (１) 排出シナリオの構築      

  (２) 環境中挙動モデルの構築      

  (３) 暴露評価技術の開発      

 ③ 工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発      

  (１) 工業ナノ粒子有害性評価試験の開発      

  ア) 吸入暴露試験法の開発と試験の実施      

  イ) 経皮暴露による皮膚形態学的影響の評価      

  ウ) 生体影響プロファイルの作成・評価手法の開発      

 
 エ) 

ESRイメージング技術による生体内酸化還元能への

影響評価手法の開発 

     

 
 オ) 

ナノ粒子の全身影響の観点からの有害性影響評価法

の開発 

     

  (２) 吸入暴露試験装置の開発      

  (３) 有害性評価試験結果の外挿に関する研究      

 ④ 工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築      

  (１) 工業ナノ粒子の詳細リスク評価      

  (２) ナノテクノロジーの社会的受容性に関する研究      

 

中間評価 

          図Ⅱ-２．プロジェクト実施スケジュール 
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２．１．３ 各研究開発項目の内容 

 

①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

工業ナノ粒子の暴露解析や有害性評価試験の信頼性と再現性を確保することを目的とし

て、試験に供される試料の分散・分級・調整技術を開発するとともに、各種媒体中の工業

ナノ粒子を特徴づける（キャラクタライズする）ための汎用的な計測・校正手法を取りま

とめる。このため、研究開発項目を、 

（１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法 

に細分して研究開発を実施する。 

（１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 

工業ナノ粒子の暴露解析や有害性評価試験の信頼性と再現性を確保するため、有害性評

価試験やキャラクタリゼーション手法開発に供する工業ナノ粒子の、気中及び液中への分

散・調製技術を開発し、手順書を作成する。このため、研究開発項目をさらに 

ア．気中分散系調製技術開発 

イ．液中分散系調製技術開発 

ウ．工業ナノ粒子のフィルタ捕集効率評価手法の開発と評価 

に細分して研究開発を実施する。 

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

工業ナノ粒子の有害性評価や暴露評価のため、試験試料・環境試料等の各種媒体中の工

業ナノ粒子をキャラクタライズする手法を開発する。このため、気中試料及び液中試料に

対し、粒子のサイズ分布・濃度の計測・校正技術を開発する。また、生体試料に対し、電

子顕微鏡を用いたキャラクタリゼーション技術を開発する。さらに、供試工業ナノ粒子及

び調製試験試料中の組成・不純物・化学構造の測定手法を開発する。これらの結果を手順

書として確立・提案する。このため、研究開発項目をさらに、 

ア．気中粒子計測技術開発 

イ．液中粒子計測技術開発 

ウ．電子顕微鏡によるナノ粒子のキャラクタリゼーション技術開発 

エ．微少量試料に対する化学分析技術開発とナノ粒子の体内分布の測定 

に細分して研究開発を実施する。 

 

②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 

新技術である工業ナノ粒子(繊維状物質含む)の安全性を評価し、リスクを管理するため

には、工業ナノ粒子の排出や暴露の評価、排出や暴露による管理が重要である。しかし、

工業ナノ粒子はその産業使用がようやく緒に就いたばかりであり、排出状況や暴露状況の

評価は、現状の評価のみならず将来の予測的評価も重要である。このため、本課題では、

現状の排出・暴露状況の把握と、モデル推定に基づいた予測的評価を行うことを目標とし

て、研究開発項目を 

（１）排出シナリオの構築 

（２）環境中挙動モデルの構築 
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（３）暴露評価技術の開発 

に細分して検討を実施する。 

（１）排出シナリオの構築  

工業ナノ粒子のライフサイクル（生産、使用、消費、廃棄等）における現状及び将来の

排出について、工業ナノ粒子の種類・特性・用途などに応じた類型ごとに、粒子の量・サ

イズ・性状（形状、表面状態、凝集状態、バックグラウンドの粒子や化学物質との相互作

用などを含む。) といった情報を含んだ定量・定性的な排出係数の推定と排出シナリオ文

書の作成を行う。 

（２）環境中挙動モデルの構築 

工業ナノ粒子の暴露評価のため、空気中に放出された工業ナノ粒子の凝集・拡散プロセ

スに関する実験的解析を行い、環境中挙動モデルの構築に必要な環境動態を解明する。こ

のため、試験粒子の発生を含む模擬環境試験用チャンバーを開発し、装置内の濃度・共存

物質・滞留時間等の環境条件を制御して、ナノ粒子の成長・凝縮過程を実験的に解析する。 

（３）暴露評価技術の開発 

（１）及び（２）の結果に基づき、本開発課題では、作業環境や発生源近傍などにおけ

る工業ナノ粒子への暴露量や暴露人口を推定し、工業ナノ粒子の種類・特性・用途に応じ

た類型ごとに暴露シナリオ文書を作成する。暴露シナリオ文書では、（１）と同様に暴露の

現状の評価と、技術予測・市場予測に基づく暴露の将来の予測を記述する。 

また、（１）～（３）のすべての結果を踏まえ、工業ナノ粒子の排出や暴露の管理を支援

するために、排出・暴露特性をモデル化し、排出・暴露可能性を定量・定性的に評価する

方法を開発・提言する。 

 

③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

「工業ナノ粒子の種類をカーボンナノチューブ、フラーレンに限定した吸入暴露試験ま

での一貫したインビボ動物試験」と「多種類のナノ粒子に対するインビトロ培養細胞試験）

及びバイオマーカーによる解析」を組み合わせた２軸アプローチによる有害性評価を行い、

小限の実験工数で 大限の情報を得ることを目指す。このため研究開発項目を、 

（１）工業ナノ粒子有害性評価試験の開発 

（２）吸入暴露試験装置の開発 

（３）有害性評価試験結果の外挿に関する研究 

に細分して研究開発を行う。 

（１）工業ナノ粒子有害性評価試験の開発 

工業ナノ粒子の有害性評価を行うために、動物暴露試験を中心とした既存の化学物質の

有害性試験を基礎として、ナノ粒子特有の性状を考慮した信頼性の高い有害性評価手法の

開発を行う。このため、研究開発項目をさらに、 

ア．吸入暴露試験法の開発と試験の実施 

イ．経皮暴露による皮膚形態学的影響の評価 

ウ．生体影響プロファイルの作成・評価手法の開発 

エ．ＥＳＲイメージング技術による生体内酸化還元能への影響評価手法の開発 

オ．工業ナノ粒子の全身影響の観点からの有害性影響評価法の開発 
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に細分して研究開発を実施する。 

（２）吸入暴露試験装置の開発 

気中分散させたナノ粒子を、安定かつ効率的に生体暴露用容器に輸送する輸送系を構築

し、輸送系にて得られた気中分散ナノ粒子の粒子径分布・濃度を試験時に評価する技術を

開発する。これらの装置・技術、及び別に開発する噴霧発生装置を組み合わせて、本事業

で使用するインビボ吸入試験用システムとして確立し、吸入暴露試験に供し、連携して試

験を実施する。 

（３）有害性評価試験結果の外挿に関する研究 

本事業で行う、インビボ試験及びインビトロ試験から得られる影響と各種バイオマーカ

ーについての情報を総合し、文献等で得られる有害性試験結果を加えて、ヒトに係わる潜

在的影響を外挿する。 

 

④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 

代表的な工業ナノ材料について詳細なリスク評価を行うとともに、それをモデルとして、

工業ナノ粒子のリスク評価と適正管理の考え方を社会に提言する。 

（１）工業ナノ粒子の詳細リスク評価 

代表的な工業ナノ材料であるカーボンナノチューブ、フラーレン、二酸化チタンについ

て、適切なリスク管理施策を構築するための基礎として、また将来事業者等が行う工業ナ

ノ材料リスク評価のひな形として詳細なリスク評価を行う。 

（２）ナノテクノロジーの社会的受容性に関する研究  

急速に発展する新規技術であるナノテクノロジーの潜在的リスクを 小限に抑え、潜在

的ベネフィットを 大限に社会に還元できるような社会的ガバナンスの仕組みを設計する。

このため、ナノテクノロジーに対する現行法規制システムの適応可能性とその限界につい

て調査を行うとともに、ナノテクノロジーの持つ文化的、倫理的、経済的な潜在的影響に

関する知見を整理し、ナノテクノロジーの社会的ガバナンスのための社会制度設計につい

て提言する。 
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２．２ 研究開発の実施体制 

 本事業は、ナノ粒子のキャラクタリゼーションをベースとして、暴露評価・有害性評価

を行い、それを基に工業ナノ粒子の社会的管理のあり方を提言としてまとめるものであり、

生産・計測・有害性評価・暴露リスク評価と幅広い分野の研究チームによる協力体制を組

織することが不可欠である。このため、まず、プロジェクトリーダーには他省庁との連携

も視野に入れ、科学技術連携施策群「ナノテクノロジーの研究開発推進と社会受容に関す

る基盤開発」においてコーディネータを務める産業技術総合研究所安全科学研究部門長、

中西準子氏を指名した。さらに、図Ⅱ-３に示すように、産業技術総合研究所内の６つの研

究部門と産業医科大学を中心に、広島大学、金沢大学、鳥取大学、信州大学の協力を得る

形で実施体制を構成した。 
 本事業の中核をなす産業技術総合研究所安全科学研究部門は、これまでＮＥＤＯプロジ

ェクト「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」（H13～H18）においても中心

的な役割を担って化学物質の暴露・リスクの評価・管理手法の開発を行ってきた。その中

で種々の暴露解析モデル、暴露評価ツールを開発するとともに、２１冊に上る詳細リスク

評価書を作成・公表しており（うち５冊は英語版を公表）、今後さらに４冊の出版を予定し

ている。内包される有害性試験／疫学調査結果の解析に関する知見、動物試験結果からヒ

トへの影響の外挿に関する知見等を含め、化学物質のリスク評価・リスク管理に関して我

が国で も高い関連知識と実績を持つ研究機関であると言える。 
 産業技術総合研究所の環境管理技術研究部門は、サブミクロンセラミックスラリーの分

散・凝集に関する研究に携わり、ボールミル機械攪拌による微粉砕・分散化に関する知見

を多数保有しており、この技術は本事業に必須となる工業ナノ粒子の分散・調製に極めて

有用である。また、分析技術においても従来法では困難な面の多いフラーレン、カーボン

ナノチューブ等各種炭素系微細構造体間の識別や、生体に吸収されたナノ粒子の各臓器・

組織での濃度の正確な定量等の微量化学分析においても深い知見と熟練した実験技術を有

している。 
 産業技術総合研究所の計測標準研究部門は、計測の基準（計量標準）を策定するための

研究・技術開発を行っており、各種計量標準を社会・産業界にするとともに、我が国の計

量標準を諸外国の標準と連動させる技術業務を実施している。本事業に関連するものとし

ては粒径標準、粒子数濃度標準、同部門において世界で初めて開発された粒子質量分布計

測技術等の研究を行ってきており、粒径標準に関し、100nm から 1μm の範囲で世界 高

精度の粒径決定精度を有しているほか、世界に先駆けて 100nm から 30nm の粒径範囲を含

む粒径トレーサビリティを２００５年度に確立している。 
 産業医科大学は、これまで我が国における作業現場の環境管理へ展開するための種々の

試験・研究を行い、科学的判断の基礎となる具体的なデータを組織的に提供してきた実績

を有している。特に工業ナノ粒子の暴露を想定した場合に も可能性の高い吸入暴露に関

し、アスベスト代替繊維の吸入暴露試験を数多く実施し、データを各方面へ提供してきて

いる。また、ＮＥＤＯ「ナノ粒子の合成と機能化技術プロジェクト」（H13～H17）及びこ

れに付随する「ナノ粒子の安全性評価（ナノ粒子の吸入暴露による肺へ及ぼす生体影響評

価の予備的試験）に係る調査研究」（H17）において、広島大学との連携による長時間にわ

たる暴露試験の成功実績を有している。 
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 広島大学は、長年にわたる粒子輸送と壁面沈着の研究により、特にナノ粒子に対する沈

着防御技術、帯電中和・制御技術において世界トップレベルの技術を有している。また、

ナノ粒子に適用困難な重量基準ではなく、核凝集法、静電法等に基づく粒子サイズ、濃度

の計測装置、分級装置の開発を行ってきており、サブナノメートルからマイクロメートル

オーダーのエアロゾル計測における実績を有している。この技術は本事業で期待される気

中浮遊ナノ粒子の粒子径分布、個数濃度、重量濃度の高速・高精度計測へ十分展開可能な

レベルであると見込まれ、本事業の目標達成のためには不可欠かつ国内唯一の研究機関で

あると言える。 
上記から、各研究グループは、本事業における必須 先端技術を有する我が国でも稀少

なグループであることが分かる。さらに、中核グループの多くは先行事業等でも実績を有

している。このように、本事業の実施体制は、現在考え得る 高の研究グループを網羅し

たものとなっている。 

 

指導

指示・協議

国立大学法人 金沢大学
①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発
・工業ナノ粒子のフィルタ捕集効率の評価手法の開発
・気中粒子計測技術開発（試験用工業ナノ粒子の連続発生技術）

【委託】

学校法人 産業医科大学
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発
・吸入暴露試験法の開発と試験の実施

プロジェクトリーダー

・所 属 産業技術総合研究所

・役職名 安全科学研究部門長

・氏 名 中西 準子

【再委託】

独立行政法人
産業技術総合研究所

①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発
②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発
④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築

安全科学研究部門
計測標準研究部門
先進製造プロセス研究部門
計測フロンティア研究部門
環境管理技術研究部門
健康工学研究センター

国立大学法人 広島大学
①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発
・気中分散系調製技術開発
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発
・吸入暴露試験装置の開発

国立大学法人 鳥取大学
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発
・経皮暴露による皮膚形態学的影響の評価

推進委員会
助言

国立大学法人 信州大学
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の研究開発
・工業ナノ粒子の全身影響の観点からの有害性影響評価法の開発

ＮＥＤＯ

進捗報告

助言

指導

指示・協議

国立大学法人 金沢大学
①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発
・工業ナノ粒子のフィルタ捕集効率の評価手法の開発
・気中粒子計測技術開発（試験用工業ナノ粒子の連続発生技術）

【委託】

学校法人 産業医科大学
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発
・吸入暴露試験法の開発と試験の実施

プロジェクトリーダー

・所 属 産業技術総合研究所

・役職名 安全科学研究部門長

・氏 名 中西 準子

【再委託】

独立行政法人
産業技術総合研究所

①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発
②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発
④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築

安全科学研究部門
計測標準研究部門
先進製造プロセス研究部門
計測フロンティア研究部門
環境管理技術研究部門
健康工学研究センター

国立大学法人 広島大学
①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発
・気中分散系調製技術開発
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発
・吸入暴露試験装置の開発

国立大学法人 鳥取大学
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発
・経皮暴露による皮膚形態学的影響の評価

推進委員会
助言

国立大学法人 信州大学
③工業ナノ粒子の有害性評価手法の研究開発
・工業ナノ粒子の全身影響の観点からの有害性影響評価法の開発

 
ＮＥＤＯ

 
 助言

 
 進捗報告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           図Ⅱ-３．プロジェクト実施体制図（ａ） 
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図Ⅱ-３．プロジェクト実施体制図（ｂ） 
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２．３ 研究の運営管理 
 
２．３．１ 推進委員会等の設置と運営 
プロジェクトの研究開発推進を効率的かつ有意義に実施するため、プロジェクト外の有

識者から研究開発の進捗の評価と今後の進め方等へ助言をいただくことを目的として、推

進委員会を組織するとともに、特定の課題について“プロジェクト外の有識者からの助言

をいただく会”を開催した。 
 
・推進委員会 
推進委員会の委員は、以下のとおり。 
櫻井 治彦 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター所長（委員長） 
白井 智之 名古屋市立大学大学院 医学研究科 教授 
野城 清  大阪大学 接合科学研究所 所長 
春田 正毅 首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 教授 
宮田 直樹 名古屋市立大学大学院 薬学研究科 教授  
横山 浩 産業技術総合研究所 ナノテクノロジー研究部門主幹研究員 

現在までに４回開催して、プロジェクトの進捗状況についてプロジェクトリーダー・実

施者から報告し、検討・助言をいただいた。 
開催日      開催場所    参加者数 

第１回 平成１８年１０月１７日 ＫＫＲホテル東京 ３１人 
第２回 平成１９年 ４月 ３日 ＫＫＲホテル東京 ４２人 
第３回 平成１９年 ８月２７日 ＫＫＲホテル東京 ４３人 
第４回 平成２０年 ２月１８日 ＫＫＲホテル東京 ４６人 

 
・プロジェクト外の有識者からの助言をいただく会 
「ナノリスク研究のあり方に関する識者のご意見を伺う会」を平成１９年４月３日に開

催し、以下の有識者から、有害性評価で検討すべきバイオマーカーの選択や試験方法につ

いて、助言をいただいた。 
内田 浩二 名古屋大学大学院生命農学研究科 助教授 
豊国 伸哉 京都大学大学院医学研究科基礎病態学講座 助教授 
野入 英世 東京大学医学部附属病院 講師、ナノバイオインテグレーション研究拠点

（CNBI） 
広瀬 明彦 国立医薬品食品衛生研究所 総合評価研究室 主任研究官 
宮田 直樹 名古屋市立大学大学院 薬学研究科 教授 

 
２．３．２ プロジェクト内での連携体制 
・連絡会の設置と運営 
本事業の推進には、試料調製、計測、有害性評価、暴露・リスク評価までの幅広い分野

の研究者の緊密で強固な協力連携が不可欠であるため、プロジェクトリーダーの指導の下

に、プロジェクトメンバーとＮＥＤＯ、経済産業省の参加による「連絡会」を設け、研究
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進捗状況の報告・検討、課題担当チーム間の協力等の調整・検討、また、背景となる 新

の研究情報の交換・検討と情報の共有化の徹底に努めている。 
 
平成１８年度 ６回 6月29日、7月28日、9月29日、10月27日、12月15日、2月16日 
平成１９年度  １０回 4月18日、5月24日、6月15日、7月27日、8月30日、10月25日、 

11月30日、12月27日、1月18日、2月28日 
実績 5月22日、6月20日、7月18日 平成２０年度 
予定 8月29日、9月19日、10月30日、11月28日、12月18日、1月22日、

2月19日 
 
・「ナノリスク掲示板」の設置と運営 
プロジェクト参加者に限定した非公開のものであるが、インターネット掲示板「ナノリ

スク掲示板」を設置し、参加者間の情報交換・討論の場として運営している。 
 
２．３．３ 国際的な情報発信 
・ＯＥＣＤ工業ナノ材料安全部会とそのフォローアップ会議 
以下の会議に参加し、工業ナノ材料のリスク評価管理等に関して各国との情報交換を行

ってきている。第１回工業ナノ材料安全部会（ＷＰＭＮ）では、日本の本事業について特

に発言する機会が与えられ、「日本の研究努力は、ナノ材料の健康影響の分野での良い出発

点として認識された」との評価を受けた。 
第１回工業ナノ材料安全部会（平成１８年１０月） 
同部会 SG2、SG3、SG4 合同会合（平成１９年３月） 
第２回工業ナノ材料安全部会（平成１９年４月） 
同部会 SG3、SG4 合同会合（平成１９年１０月） 
第３回工業ナノ材料安全部会（平成１９年１１月） 
同部会ワークショップ（工業ナノ材料試験のためのスポンサーシッププログラム） 

（平成２０年４月） 
 
・ＯＥＣＤ工業ナノ材料安全部会関係者との意見交換・討論 
平成１９年１月に、ＯＥＣＤナノ材料安全部会議長 Peter Kearns 氏が、また、平成１９

年９月に同部会副議長 François Rossi 氏が、それぞれ産業技術総合研究所つくば地区を訪

問し、プロジェクトリーダーや本事業担当者と意見交換・討論を行った。 
 
・国際シンポジウムの開催（平成２０年４月２３日） 
ＮＥＤＯ・産総研・ＯＥＣＤの３者の共催で、International Symposium on the Risk Assessment 
of Manufactured Nanomaterials を開催した（朝日新聞社・日本経済新聞社後援）。本事業参加

者を中心に、ＯＥＣＤ等の国際機関・欧米関係研究者から、 新の研究開発動向について

報告が行われた。本事業の進め方と成果をＯＥＣＤでの議論に直接にアピールするととも

に、研究開発方向等へのＯＥＣＤや諸外国第一線の研究者からの助言を得る機会となった。

また、国内に向けても本事業成果を発信する機会となった。ＯＥＣＤ関係者２９人を含め、
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実参加人数は５２１人であった。講演いただいた国際機関・欧米関係研究者は、以下のと

おり。 
Jim Willis  U.S. Environmental Protection Agency 
Steven Brown  International Standards Organization TC 229 
David Warheit  DuPont Haskell Laboratory 
François Rossi  Joint Research Centre, European Commission 
Terry Medley  DuPont Safety, Health, Environment and Sustainable Growth Center 
Vladimir Murashov U.S. National Institute for Occupational Safety and Health 

 
・米国関係機関との意見交換 （平成１８年９月４日～１０日） 

NIOSH 本部（Washington, DC）、モーガンタウン研究所毒性学病理学研究部門、環境保護

局汚染防御有害物質部（Washington, DC）、ウッドローウイルソン国際研究センター

（Washington, DC）、ライス大学、生物・環境ナノテクセンター（ヒューストン、テキサス）、

ロチェスター大学、環境医学部（ロチェスター、ニューヨーク）を訪問し、意見交換を行

った。 
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３．情勢変化への対応 
 
従来のカーボンナノチューブは、アーク法やレーザーアブレーション法、ＣＶＤ法で製

造されており、これらはその製造過程で使用される金属触媒が多量に残留しており、平均

的な純度は（純度６０～７０％）でしかない。これまでこの金属不純物を多量に含んだ従

来製法によるカーボンナノチューブを用いて有害性評価が行われてきており、その試験結

果への金属不純物の影響の可能性が指摘されていた。 
しかし、平成１４年～１７年に実施されたＮＥＤＯプロジェクト「ナノカーボン応用製

品創製プロジェクト」において、従来製法の２０００倍の効率と高アスペクト比、圧倒的

な高純度（純度９９．９８％）を可能とする画期的な単層カーボンナノチューブの製造法

であるスーパーグロース法が産総研において開発され、さらに平成１８年には、この大量

合成技術が確立された（図Ⅱ-４参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    図Ⅱ-４．スーパーグロース法による単層カーボンナノチューブ（ａ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    図Ⅱ-４．スーパーグロース法による単層カーボンナノチューブ（ｂ） 
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このスーパーグロース法カーボンナノチューブは、有害性評価のサンプルとしても理想

的な特性を有しており、また、このスーパーグロース法によるカーボンナノチーブの有害

性評価を優先的に行うことが我が国の国際競争上の優位維持のために重要との判断の下、

平成１９年度に加速予算を投入し、スーパーグロース法カーボンナノチューブの分散状

態・形状を制御したスクリーニング的有害性試験を実施した。さらに、全身影響の観点か

らの有害性評価も必要との判断の下、平成１９年度の契約変更により、カーボンナノチュ

ーブの有害性評価チームに信州大学医学部の参加を得て、全身影響の観点からの有害性評

価手法開発を追加した。 
平成２０年２月に国立医薬品食品衛生研究所の菅野純氏のグループは、日本トキシコロ

ジー学会の機関誌（２００８年２月号）に掲載された研究で、がん抑制遺伝子欠損マウス

の腹腔内に高用量投与された多層ＣＮＴに発がん性がある可能性を報告した。工業ナノ材

料によるリスクを適正に評価・管理するため、本事業として早急に有害性評価試験の結果

を出し、公表することの重要性が増々高まっている。 

また、平成１９年１１月にはＯＥＣＤ工業ナノ材料安全部会において、日本はフラーレ

ン、単層カーボンナノチューブ及び多層カーボンナノチューブに関して米国と共同スポン

サーとなることが受け入れられ、また、本事業の成果がこれに展開されることが見込まれ

ており、これに呼応した対応が求められている。 

本事業の実施に当たっては、上記のような情勢変化に対応して柔軟なマネジメントを行

っていく。 

 



Ⅲ１．研究開発成果について(概要) 

 

１．中間目標達成状況 

１．１ 概観 

 本事業の全体像と、個別課題は、すでにⅡ．２．１に示した。 

再度、項目だけをとりだせば、以下の通りである。 

①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発  

③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発  

④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築  

基本的には、④のリスク評価のために③の有害性評価と②の暴露評価があり、その有害

性・暴露の試験と解析のために①のキャラクタリゼーション（物理化学的特性の計測技術）

の開発が必要という構造になっている。  

 そして、それらの研究開発結果は、本事業の中で使われると同時に、一般に利用される。

また、そのリスク評価の結果があってはじめて、ナノ材料の利用途が開かれるのである。 

 表Ⅲ-1 に本事業の研究項目毎に、中間目標（20 年度末）の内容と達成度の予測を示した。 

 

表Ⅲ-1 中間目標（平成 20 年度末）の達成度 

研究開発課題 中間目標 年度末達成見込み 達成度 

①キャラクタリゼ

ーション手法の

開発 

粒径 10～100nm 程度の工業ナノ粒子を対象

として試料調製技術と試験校正技術を含む

キャラクタリゼーション手法の手順書を取

りまとめる。 

ほぼ予定通り ○ 

②暴露評価手法の

開発 

大気中に放出された工業ナノ粒子の挙動に

ついて動的論理モデルを構築するととも

に、工業ナノ粒子のライフサイクルを考慮

した排出シナリオを作成してその暴露概念

を暫定的評価書として取りまとめる。 

ほぼ予定通り ○ 

③有害性評価手法

の開発 

動物を用いた吸入暴露試験、経皮暴露試験

を行って初期段階の知見を取りまとめると

ともに、有害性評価の暫定的枠組を取りま

とめる。 

※予定通り。 ○ 

④リスク評価及び

適正管理の考え

方の構築 

これら中間段階の成果、文献調査の結果等

を踏まえつつ工業ナノ粒子のリスク評価の

枠組を検討し、課題を抽出する。 

※TiO2 にやや遅れ

があるが、年度内に

は達成の見込み。 

○ 

※情勢の変化に伴って、当初計画にはなかったが、２つの課題を新しく加えた。課題「③工業ナ

ノ粒子の有害性評価手法の開発」では、二酸化チタンの粒子サイズ効果を確認するためのラッ

トを用いた気管内投与試験を行い、また、「④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方

の構築」では、単層ナノチューブ（SWCNT）の同じく気管内投与試験を中心とした、スクリーニ

ング毒性試験を追加し実施した。 
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１．２ 本プロジェクトの特色－二軸アプローチと吸入試験 

 有害性試験については、図Ⅲ-1 示すような二軸アプローチを基本方針としている。フラ

ーレン、カーボンナノチューブ、対照としての酸化ニッケルなど限られた数種の代表的な

物質については、ラットを用いた in vivo 試験（気管内注入、吸入）、体内動態試験、マイ

クロアレイを用いた遺伝子発現解析を含む詳細な横軸試験系を適用し、人の健康影響への

外挿を行う、他方、簡単な in vitro 試験（複数）の縦軸試験系は約 50 種のナノ材料に適

用し、有害性の相対比較に用いる。 
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図Ⅲ-1． 有害性評価のための二軸アプローチ（吸入系の場合） 

 

 横軸の丁寧な試験（基本的に in vivo 試験）では、 もありうる暴露経路での試験を行

うために、吸入試験を中心に据え、汎用性の高い吸入試験法の確立を目指している。 

 そのために、 初から気相粒子を作る（有機合成、昇華法、機械的に破砕し飛散させる

方法）乾式発生方式ではなく、比較的均一な大きさの粒子の液相分散系を作り、それを気

相に分散させる方法（ここでは、湿式発生方式と書くことにする）で、吸入試験を行う方

法を確立した。湿式発生方式の利点は、製品の評価ができる、汎用性が高い、粒子サイズ

の調整が可能、気管内投与との関連がつけられるという点であり、欠点としては、分散剤

を使わなければならない点である。 

 吸入試験および気管内投与試験の５年間の計画を（図Ⅲ-2）の上の矢印のように立案し、

現実には、下の矢印のように実行している。 
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図Ⅲ-2． 吸入試験の当初の予定と実施状況（2008 年７月） 

 

 ナノ粒子の吸入試験は、国内では他では全く行われていないが、世界全体を見ても、そ

れほど多くはない。多種のナノ粒子の吸入試験に挑んでいるプロジェクトは、世界中でも

本プロジェクト以外には存在しない。 

 

１．３ 本プロジェクトの特色－有害性試験と支援技術の一体性 

 本プロジェクトの特色のひとつは、キャラクタリゼーション技術の開発と、有害性試験

の実施の一体性である。キャラクタリゼーションの技術開発は、有害性試験のスケジュー

ルに合わせて開発されてきた。しかも、それぞれの技術は、分散した多くの研究施設で分

担され、しかし、それらが融合されて有害性試験が行われるというように、研究内容だけ

でなく、組織としても融合的に運営されてきた。我が国では、実に珍しい例と言えるだろ

う。 

 そして、まず、５年間における吸入試験の計画をたて、そのために必要となる計測や試

料調製技術を、吸入試験の計画に合わせるように開発してきている。 

フラーレン（C60）の場合の吸入試験とその支援技術の開発状況を、図Ⅲ-3 に示した。酸

化ニッケル（NiO）や多層カーボンナノチューブ（MWCNT）についても同様である。このこ

とは、in vitro 試験でも同様である。 
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図Ⅲ-3． 有害性試験 (in vivo) と支援技術の開発 （フラーレンの場合） 

 

 

２．研究開発項目毎の進捗と成果 

２．１ 「①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 」 

 工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション技術の中間目標と平成 20 年６月までの成果を

表Ⅲ-2 に示した。 

 

表Ⅲ-2．「①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発」のこれまでの成果 

 

 H20 年度末までの目標（計画

書に記述） 

H20 年６月までの成果 

（１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 

ア．気中分散系調

製技術開発（広島

大学）（＊） 

酸化ニッケル、フラーレン、

カーボンナノチューブ（CNT）

についての噴霧発生装置の

設計・製作、手順書 

酸化ニッケル：平均径 50～60nm、６hr

×４週間連続実施 

フラーレン：平均径 92 nm、６hr×４

週間連続実施 

多層 CNT：エアロゾル化成功(7～８月

に実施) 
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表Ⅲ-2．「①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発」のこれまでの成果 

（つづき） 
 H20 年度末までの目標（計画

書に記述） 

H20 年６月までの成果 

（１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 

イ．液中分散系調

製技術開発（AIST, 

環境管理技術研究

部門） 

有害性試験用に、10nm まで

のナノ分散系調製法を確立

しその手順書を提案。また、

カーボンナノチューブ（CNT）

粒子の長さを 500-5000 nm 

の範囲への切断および分散

法を確立する。 

以下の分散系を作ることに成功。 

金属酸化物：平均径 20～30 nm までの

安定水分散系 

フラーレン：平均径 20～30 nm の安定

水分散系 

多層 CNT：長さ 5 μm 以下での水分散

系 

スーパーグロース-単層 CNT：500nm 以

下での水分散系 

ウ．工業ナノ粒子

のフィルタ捕集効

率の評価手法の開

発と評価（金澤大

学） 

工業ナノ粒子に対するフィ

ルタ性能試験法を確立する。

手順書、試験結果をまとめ

る。 

ナノ粒子フィルタ性能試験装置の試作

終了・性能評価実施中（多層 CNT の捕

集効率の試験を実施） 

多層 CNT に対する、無帯電（中程度の

性能）フィルタでの試験法手順の確定。

帯電フィルタで試験中。 

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

ア）気中粒子計測

技術 

ア－ａ．気中粒子

計測の試験・校正

技術開発（AIST, 

計測標準研究部

門） 

10～100nm について、サイズ

分布と質量濃度計測技術開

発 

非球形粒子の計測方法開発

に着手 

サイズ分布測定と質量濃度測定装置

（走査型移動度径測定装置（SMPS））の

校正を完了。試験方法の手順書を作成

（順次高度化）。 

 

ア－b. 気中オン

ライン特性評価技

術開発（AIST, 計

測標準研究部門・

先進製造プロセス

研究部門） 

作業現場での特定粒子の計

測を可能にする多元特性計

測システム（50nm 以下）の

構築 

多元特性（移動度粒径、質量、光散乱

径表面積）のオンライン計測システム

を構築中。部分的ながら、カーボンナ

ノチューブの識別計数技術の実現可能

性を実証。混合型凝縮核計数器（PSM）

について、2nm の検出可能となった。 

 

ア－c. 試験用工

業ナノ粒子の連続

発生技術 

（金沢大学） 

気相発生技術（5～20nm のカ

ーボンナノチューブ（CNT））

触媒粒子について達成。常圧・低水素

濃度下での CNT 生成 

 

Ⅲ1-5 



 

表Ⅲ-2．「①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発」のこれまでの成果 

（つづき） 

 H20 年度末までの目標（計画

書に記述） 

H20 年６月までの成果 

イ） 液中粒子計測

技術開発（AIST, 

計測標準研究部

門） 

10～100nm について、動的光

散乱、NMR、静的光散乱によ

るサイズ計測、濃度計測 

 

10～100nm の粒径分布の計測・校正法

手順書の作成と、その in vitro 試験試

料への摘要。 

ウ）電子顕微鏡に

よる工業ナノ粒子

のキャラクタリゼ

ーション技術開発

（AIST, 計測フロ

ンティア研究部

門） 

液中、組織中のナノ粒子の電

顕による計測技術の高度化。

液中試料調整法、生物組織試料作成法

の手順書化。 

培養細胞内の多層カーボンナノチュー

ブの透過型電子顕微鏡（TEM）観察に成

功 

酸化ニッケル・フラーレンの TEM 観察

による組織内取り込みの観察に成功。

 

エ）微少量試料に

対する化学分析技

術開発と工業ナノ

粒子の体内分布の

測定（AIST, 環境

管理技術研究部

門） 

フラーレンの定量、体内分布

を明らかにする。カーボンナ

ノチューブ（CNT）について

も検討。活性酸素生成能を測

定する。 

酸化ニッケル、フラーレンについて体

内分布を測定し、肺中半減期と、他の

臓器への移行、排出が明らかになった。

CNT について、測定法を検討中。 

大気中光照射下での一重項励起酸素

と、ヒドロキシルラジカルの生成能評

価手法を確立。 

（＊）③「工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発」の（２）「吸入暴露試験装置の開発」の

項の成果を合わせてここに記述した。 

 

特に新しいことをまとめると以下のようになる。 

１）液中ナノ粒子の安定な分散液を作ることができた。そのことが、２）を可能にした。 

２）100nm以下の粒子について、液中分散系から吸入試験を実施するシステムを開発し、吸

入試験の適用可能性が広がった（フラーレンと多層カーボンナノチューブのin viv o

有害性評価試験がはじめて可能に） 

３）培養液中での安定なナノ粒子分散液の調製に成功し、意味のある n vitro 試験を可能

にした

i

（世界ではじめて） 

４）気中フラーレン粒子の質量濃度計測・校正を行った。（質量濃度を測定する技術は AIST

で開発。本プロジェクト以外） 

５）異種のナノサイズ粒子の存在下でのオンライン計測に道を開いた 

６）．生体組織内ナノ粒子の電顕観察の方法を高度化し、フラーレンの肺組織（マクロファ

ージ、上皮組織）への取り込みを確認（世界ではじめて） 
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 これらの詳細は、詳細説明の項で報告する。 

 

２．２ 「②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発」 

 排出シナリオの構築と暴露評価技術に関しては、平成 20 年度末、５種の排出シナリオ作

成を目標に、その基礎になる以下の試験や調査が行われた。ⅰ）計測項目／手法の信頼性

評価、ⅱ）ナノ材料の製造現場２施設での排出状況調査、ⅲ）模擬排出試験（４種の CNTs、

２種のフラーレン、３種の金属酸化物）、ⅳ）商品からの排出、ⅴ）事業所のアンケート。 

 実環境中での排出では、μmオーダーの粒子の排出が主たるものであった。また、巻き

上がり試験では、数十 nm から十μm以上までの広い範囲の粒径粒子の排出が見られた。こ

れらのデータを基に、暴露シナリオの構築中である。 

 産総研ならではの利点を生かして、製造装置の現場でのモニタリングも行われた。また、

産総研内の研究施設での環境管理目的で、研究現場での環境計測も行われており、特色あ

るモニタリングが行われている。 

 粒子サイズと個数濃度の計測が行われているが、この技術は、「①キャラクタリゼーショ

ン」研究グループの技術貢献が大きい。これらのことについては、Ⅲ２で非常に詳しい報

告がある。 

 この暴露評価の結果、およびのシナリオが、５．のリスク評価で使われている。 

 さらに、環境中でのナノ粒子の動態解析のために、ナノ粒子の発生装置を構築し、チャ

ンバーを使っての気中での粒子の成長過程の追跡を行っている。 

 この課題での中間目標とこれまでの成果、達成度を表Ⅲ-3 に示した。 

  

表Ⅲ-3．「①工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発」のこれまでの成果 

 中間目標 現在までの成果 達成度

（１）排出シナリオ

の構築 

（３）暴露評価技術

の開発 

排出についての現状を評価

し、排出シナリオを構築のた

めのデータを収集 

製造過程でのモニタリング、 

工場現場でのモニタリング、 

巻き上がり試験（dustiness）

を実施 

○（※）

（２）環境中挙動モ

デルの構築 

ナノ粒子の凝集/拡散プロセ

スのモデル化の概念構築 
チャンバーを使っての実験 ○ 

（※）AIST が製造装置を有するため、様々な条件で測定ができる。きわめて特殊で、貴重

なデータとなろう。計測技術は、気中粒子計測のグループ、電子顕微鏡グループの

支援が得られた。 
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２．３ 「③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発」  

有害性試験全体の内容の概観と、これまでの主たる結果と達成度を表Ⅲ-4 に示した。 

 

表Ⅲ-4．有害性試験の概観、主たる結果と達成度 

 

方法 対象 主たる結果 
達成

度 

in vivo 試験    

吸入試験と気管内投与試験

（ラット）（産業医大） 

・遺伝子発現試験（AIST） 

・バイオマーカー試験

（AIST） 

NiO、C60 

MWCNT 

NiO：炎症反応、線維化など 

フラーレン：殆ど影響なし、 

この時点での暫定的な NOAEL 

< 0.12±0.1mg/m3 or 0.67mg/kg rat bw

◎ 

気管内投与試験（ラット）

（AIST） 

TiO2 

SG-SWCNT 

TiO2 について、サイズ効果を確認 

SG-SWCNT は④の課題として実施。 

◎ 

経皮吸収（ラット）（鳥取大） TiO2 表皮、毛包の生細胞領域へ侵入は見られ

ず  

◎ 

皮下移植・気管切開投与（マ

ウス）（信州大） 

MWCNT 全身影響の試験（結果はまだでていな

い） 

○ 

※ 

吸入暴露（マウス、鼻部暴

露）（AIST） 

C60 ESR を用いて、還元能を評価。肺での還

元能の変化はみられなかった。 

○ 

in vitro 試験     

培養細胞試験（HaCat、A549）

（AIST） 

各種酸化

物、C60 

7 種の酸化物について終了 ○ 

NiO：酸化ニッケル、C60：フラーレン、CNT：カーボンナノチューブ、TiO2：二酸化

チタン、MWCNT：多層カーボンナノチューブ、SG-SWCNT：スーパーグロース法単層カ

ーボンナノチューブ、 

※平成 19 年度途中から開始 
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 有害性試験の結果明らかになったことを列挙すると以下の７項目である。 

１）ナノサイズの酸化ニッケル（NiO）の生体影響プロファイルがほぼ完成（今後これ

と、アスベストや結晶性シリカのプロファイルと合わせ、陽性対照としてのプロ

ファイルを完成させる）。 

２）NiO の体内動態、細胞レベルでの存在状況が明らかになった。気管内投与では、脳

への移行確認できず（検出限界 5.3 ng/g）。 

３）二酸化チタン（TiO2；アナターゼ型）とフラーレン（C60)の肺への影響プロファ

イルは、NiO や結晶性シリカと明らかに異なる。 

４）フラーレンでは、今までの観察期間内では、0.12mg/m3、0.67mg/kg では影響が見

られない。肺中フラーレン（C60）の一部は長期残存が見られるが、減衰速度は

NiO より速い。 

５）．ナノサイズの TiO2 の皮膚暴露では、表皮、毛包の生細胞領域への侵入は見られ

なかった 

６）従来の in vitro 試験方法に大きな問題点があること 

７）水中のフラーレン（C60）は、コイの脳に脂質の過酸化物を生成しない。 

それぞれの有害性試験結果の詳細は、詳細報告の部で報告される。 

 

２．４ 「④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築」 

 中間目標は、カーボンナノチューブ（CNT）、フラーレン（C60）、二酸化チタン（TiO2）

の詳細リスク評価の暫定的な枠組を構築し、後半に向けた課題の抽出をすることである。

現実的には、平成 20 年度末までに、３物質についての中間的な評価書を策定することを目

標に研究が進んでおり、その目標は達成される見込みである。 

 詳細リスク評価を作成する際に必要となるいくつかの論点について、本プロジェクトの

成果および文献情報に基づいて検討と、いくつかの特殊な有害性試験が行われた。 

 理論的な面では、作業環境管理濃度を導出するために、「評価のエンドポイント（どのよ

うな影響に着目するか）」、「無毒性量」、「用量のメトリクス（重量か表面積か粒子数か？）」

に関する検討を行った．当面、結晶性シリカや酸化ニッケルのような陽性対照での影響の

発現の様子や、これまでの粒子状や繊維状物質の評価で行われてきた議論に基づき、一過

性の炎症は「有害」とせず、線維化や癌につながる可能性のある持続的な炎症を「有害」

影響と判断することにした． 

 また、メトリクスの選択のために、粒子のサイズ効果を知るためのいくつかの有害性試

験が行われた。その結果、細胞レベルの反応では、サイズ（一次粒子）効果は考慮せず、

沈着率についてはサイズ（二次粒子）を考慮することにした。また、無毒性量決定のため

に重要な情報である変異原性試験も、カーボンナノチューブ(C60)、フラーレン（CNT）な

どについて行われた。 

 これらは、まだ、試論、試算の段階であり、今後の有害性試験の結果を入れ込むこと、

また、理論的な面については、多くの専門家と意見交換することで、平成 22 年度末には、

完成度の高い評価書の策定を指す。 

 一方、暴露の評価として、「排出・暴露シナリオの構築」をベースに、「現場調査」と「排

出模擬試験：dustiness（巻き上がり性）」の結果から暴露レベルを評価することを検討し
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た。合わせて、仮のリスク評価を行った。 

 なお、OECD への情報発信の一つとして、4月 23 日に OECD-産総研-NEDO 合同の国際シン

ポジウム「工業ナノ材料のリスク評価」を実施した。 

 社会受容性研究については、やや遅れて出発しても問題ないとの判断から、特に中期目

標は定めなかった。これまでの成果は以下の通りである。 

①「ナノテクノロジー消費者製品インベントリ」   

http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/index.htm 

400 項目、1000 商品（2008 年 5 月現在） 

② 一般人のナノテク認知の意識調査と経年的な変化の観察 

③ 欧米における行政や事業者（自主的リスク評価、自主的ガイドライン）の動向の

調査（継続中）  

 今後は、事業者が自主的にリスク評価を行うための手引書作成や、欧米における自主的

取組の先進事例の紹介などに力をいれていく。このことが、リスク評価結果の有効活用に

つながるであろう。 

 

 

３．まとめ 

 これまでの研究開発の意義をまとめると以下のようになる。 

１．個々の部分で報告した通り、世界的に見てはじめての結果が多い。 

２．個々の研究分としては、世界で２番目というものであっても、複数の要素（試

料の調製方法、計測、有害性評価、リスク評価）で見ると、世界ではじめてというこ

とになろう。 
３．個々の研究結果を出すことも大切だが、本プロジェクトでは、多くの物質に適用

できる普遍的な方法を開発している（例えば、フラーレン(C60)だけに適用可能な

方法を追求しているわけではない） 

４．ここで開発された方法は、発表と同時に広く使われるであろう（OECD や ISO につ

いては別途述べる） 

５．ナノ材料の有害性試験の研究のありかたに道筋をつけることになろう 

６．少なくとも、フラーレン（C60）についての結果は、厚生労働省の局長通達に一定

の修正検討を求めることができると考えている。 

７．有害性試験の結果としての組織標本（プレパラート）を外部専門家にも病理診断

をお願いする予定である。さらに、平成 21 年度には、リスク評価書について内外

の複数の研究者にレビューをお願いする予定である。病理診断を外部専門家に依

頼するということは今までになく、有害性試験の分野に革命をもたらすのではな

いかと考えている。 
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終目標への課題と達成見込みを表Ⅲ-5 にした。 

 

表Ⅲ-5． 終目標への課題と達成見込み 

 

研究開発課題 達成目標 達成に向けての課題 
達成 

見込み 

①キャラクタ

リゼーション

手法の開発 

カーボンナノチューブ、フラーレン、

酸化チタン等の工業ナノ粒子の有害性

評価、暴露解析、リスク評価等の基盤

となるキャラクタリゼーション手法で

あって実用的かつ国際的水準に見合う

ものを開発する。 

 

やや、現実的な視点に

立った目標値の見直し 

○ 

②暴露評価手

法の開発 

カーボンナノチューブ、フラーレン、

酸化チタン等の工業ナノ粒子の有害性

評価、暴露解析、リスク評価等の基盤

となる、環境濃度、環境放出発生源、

環境中の運命と挙動等の解析を含む暴

露評価手法であって実用的かつ国際的

水準に見合うものを開発する。 

 

作業環境データの公表

を可能にするための工

夫 

○ 

③有害性評価

手法の開発 

カーボンナノチューブ、フラーレン、

酸化チタン等の工業ナノ粒子の有害性

評価、暴露解析、リスク評価等の基盤

となる基礎的な有害性評価手法であっ

て実用的かつ国際的水準に見合うもの

を開発する。 

 

有害性試験結果につい

ての専門家の間の意見

の相違を克服するため

の手順 

○ 

④リスク評価

及び適正管理

の考え方の構

築  

これらを用いた工業ナノ粒子のリスク

評価を行って適正に管理するための提

言を取りまとめる。 

スピードアップと新し

くでてくる課題＊への

対応 

○ 

＊ 中皮腫などの報告が出されるたびに、リスク評価の枠組の見直しを迫られるという面

がある。惑わされず、しかし、社会の関心と乖離せずの距離の取り方は難しい。 
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Ⅲ1-12 

後にこれまでの発表件数を表Ⅲ-6 に示した。 

 

表Ⅲ-6．外部発表件数（H20.6.10 現在） 

 

 18 年度 19 年度 20 年度 

特許出願件数 0 0 0 

論文発表数（総数） 0 7 10 

論文発表数（査読付き） 0 5 2 

学会発表など 35 36 19 

 
 



Ⅲ２．研究開発成果について（詳細） 

 

１．①工業ナノ粒子のキャラクタゼーション手法の開発 

（１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 ア）気中分散系調製技術開発 

 

１．１ 実施体制 

広島大学大学院工学研究科 

島田学、奥山喜久夫、汪偉寧 

 

１．２ H18～H20 年の計画 

①（１）ア）気中分散系調整技術開発 

工業ナノ粒子の懸濁液から粒子を気中分散させる噴霧方法を開発する。平成 18 年度は、

噴霧発生装置の設計と試作を行う。マイクロゾル発生装置をベースとして、流量制御系、

液滴乾燥系などを適切に付加することで、工業ナノ粒子の噴霧発生装置を構成する。これ

を用いて、ナノサイズパウダーを水系に分散させた液や、開発項目イ）で作製した試験用

工業ナノ粒子懸濁液の噴霧実験を行う。ここで、懸濁液中の工業ナノ粒子の濃度、分散状

態や、噴霧および液滴の乾燥条件を変化させる。また、気中に分散させた粒子を捕集し、

そのサイズや組成を調べるため、採取した粒子の分析を行う。懸濁液や噴霧発生の条件と、

分散粒子の性状との関連の検討に着手するために、以上の実験の結果の整理を行う。 

平成 19 年度は、平成 18 年度に引き続いて噴霧発生実験を行い、懸濁液および噴霧乾燥

の条件が粒子の気中分散に及ぼす影響を検討する。この結果にもとづいて、噴霧発生装置

の問題点を抽出して対策を検討し、これを踏まえて装置を改良する。また、項目③（２）

および③（１）ア）の、吸入暴露試験装置の開発および吸入暴露試験の実施のために、望

まれる粒径範囲の粒子が、十分な気中濃度で、かつ分散性の良好な状態で発生できる条件

を求める。さらに、フラーレン粒子、カーボンナノチューブの懸濁液からの粒子の気中分

散技術を中心に、装置構成、操作条件および粒子の取り扱い条件をまとめることにより、

手順書案を作成する。 

平成 20 年度は、平成 19 年度に引き続いて噴霧発生実験を行い、項目①（１）イ）で調

製された多層のカーボンナノチューブの懸濁液を中心に、液と噴霧の条件および温度制御

装置を用いた乾燥の条件が発生粒子の気中分散・性状に及ぼす影響を検討する。平成 19

年度までに検討した気中分散技術が、ナノチューブ状粒子の発生に適応できるかを、チュ

ーブ状以外の粒子の発生の低減化を含めて検討して問題点を抽出し、条件選定や必要な装

置改良を行う。また、項目③（２）および③（１）ア）の、吸入暴露試験装置の開発およ

び吸入暴露試験の実施のために、多層カーボンナノチューブ気中分散系が、非凝集性の高

い状態で長時間連続的に発生できる条件を求める。さらに、酸化ニッケル、フラーレンの

工業ナノ粒子の分散・調製技術とともに、調製仕様・手順書として提案する。 
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１．３ 進捗状況 

平成 18 年度は、噴霧発生装置の設計と試作を行った。噴霧発生装置は、マイクロゾル

発生装置をベースに設計を行い、流量制御系、液滴乾燥系などを製作・配置することで、

ナノ粒子の噴霧発生装置を構成した。また、これを用いて、項目イ）の液中分散系調整技

術開発で作製した試験用工業ナノ粒子懸濁液の噴霧実験を行い、懸濁液中のナノ粒子の濃

度や分散状態、噴霧および液滴の乾燥条件を変化させ、懸濁液や噴霧発生の条件と分散粒

子の性状との関連を明らかにした。平成 19 年度は、前年度に引き続いて噴霧発生実験を行

い、懸濁液および噴霧乾燥の条件が粒子の気中分散に及ぼす影響を検討し、吸入暴露試験

装置の開発および吸入暴露試験の実施のために、望まれる粒子範囲が、十分な気中濃度で、

かつ分散性の良好な状態で発生できる条件が求められた。平成 20 年度は、多層カーボンナ

ノチューブの気中分散を中心に検討を行い、主に単一繊維状態で気中に分散できる条件を

見出しつつある。 

 

１．４ 成果 

まず、設計・製作した噴霧発生装置を用いて、項目イ）で作成された酸化ニッケルナノ

粒子の水系分散液の噴霧を行い、懸濁液の性状および噴霧条件と気中に分散させた粒子の

サイズ、濃度等の状態との関連を明らかにした。次に、フラーレン粒子の懸濁液からの粒

子の気中分散についても検討し、両粒子について、項目③（２）および③（１）ア）の、

吸入暴露試験装置の開発および吸入暴露試験の実施のための条件を求めた。 

まず、項目イ）作製の酸化ニッケル粒子（平均粒子径 10-20 nm）懸濁液試料を二流体ノ

ズル噴霧装置で噴霧乾燥することで、ナノ粒子のエアロゾル化を試みた。その結果、懸濁

液中の粒子濃度およびエアロゾル流量などの噴霧条件を調整することにより、気中に分散

されるエアロゾルの粒子径分布および個数濃度を変化させることができ、気中でのエアロ

ゾルの性状を制御できることを見出せた。次に、気中分散させた粒子の粒子径及び個数濃

度に留意し、噴霧条件の最適化を行った。発生させた酸化ニッケルエアロゾル粒子は幾何

平均粒子径が 50～60 nm で、図Ⅲ２-01-1 に示すように、連続 6 時間の酸化ニッケルエア

ロゾル発生が可能であることがわかり、生体吸入暴露試験の実施が可能であることが示さ

れた。 

また、フラーレンナノ粒子の生体影響評価を実施するために、項目イ）作製のフラーレ

ン粒子（平均粒子径約 20 nm）の懸濁液から噴霧発生した粒子の性状、懸濁液条件および

長時間の安定性について検討を行なった。まず予備検討にてエアロゾルの粒子性状を評価

したところ、ピーク粒子径約100 nmのエアロゾル粒子を発生させることができた。そこで、

懸濁液中のフラーレンと Tween80 分散剤濃度の影響について検討したところ、粒子はフラ

ーレンとともに分散剤の固化物によっても構成されていることが示唆され、このことは透

過型電子顕微鏡観察でも確認された。フラーレンナノ粒子による生体影響評価を効果的に

実施するには、気中粒子中のフラーレンの割合を増加させることが望ましいが、長時間・
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長期間の評価試験中での懸濁液中での粒子の凝集沈殿を防ぐことも重要であり、最終的に

フラーレン濃度 0.15～17 mg/ml、分散剤濃度 0.5 mg/ml の標準条件を選定した。この濃度

の懸濁液を用いて、暴露試験に必要な、6 h にわたるエアロゾルの連続発生を行ったとこ

ろ、平均粒子径 92 nm、個数濃度 3.5×105 particles/cm3のエアロゾル粒子を安定に供給

することができた（図Ⅲ２-01-2）。また、酸化ニッケル、フラーレン粒子ともに計測され

た粒子径分布は、捕集粒子の走査型電子顕微鏡観察による結果と良く一致し、用いた計測

系の妥当性も確認できた。 
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図Ⅲ２-01-1 酸化ニッケルエアロゾルの粒径分布の経時変化 
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図Ⅲ２-01-2 フラーレンエアロゾルの粒径分布の経時変化 

 

さらに、多層カーボンナノチューブの気中分散についても検討を行った。ここで用いた

項目イ）で試作された懸濁液中のカーボンナノチューブは、図Ⅲ２-01-3 に示すように絡

まりあいの少ない単一繊維状として観察された。この懸濁液を用いて、噴霧装置により気

中分散を行ったところ、図Ⅲ２-01-4 に示すように、多くのナノチューブを単一繊維状態

でエアロゾル化させることができ、ナノチューブを良好な分散状態で吸入暴露試験に使用

できる可能性が見出せた。さらに、ナノチューブの濃度が懸濁液と噴霧条件によって変化

することも分かった。そこで、今年度行う予定の多層カーボンナノチューブの吸入暴露試
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験のために、条件の影響評価を行って、適切な条件を絞り込みつつある。 
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５ μｍ

図Ⅲ２-01-3 懸濁液中の多層カーボンナノチューブの SEM 写真 

10 

100 nm

�m１０ μｍ

 
図Ⅲ２-01-4 気中分散多層カーボンナノチューブの SEM 写真 

 

１．５ H20 年度末中間目標とその達成の見通し 

平成 20 年度末までに、噴霧発生装置の設計、製作し、酸化ニッケル、フラーレン、多

層カーボンナノチューブの吸入暴露試験に供する気中への分散・調製技術を開発し、調製

仕様・手順書として確立・提案する。これまでの成果より、多層カーボンナノチューブの

懸濁液からの気中への分散技術および条件の吟味を進めることで、中間目標は達成される

見通しである。 
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２． ①：工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

（１）工業ナノ粒子の調製技術の開発 イ）液中分散系調製技術開発 

 

２．１ 実施体制  

産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 

遠藤 茂寿，内田 邦夫 

 

２．２ H18〜H20 年実施計画  

平成１８年度は、先ず、凝集体サイズとして 50 nm までの工業ナノ粒子（フラーレ

ン、カーボンナノチューブ。カーボンナノチューブは以下 CNT と略記）液相分散系調

製技術を開発し、気相噴霧による有害性試験用試料の提供を可能にする。そのため、

微小な分散媒体を利用した機械的解砕法により工業ナノ粒子の液中分散を行い、更に

分散のための添加剤を複数検討する。分散液については、凝集状態や凝集体サイズの

評価をもとに適切な液中分散系調製条件を確立し、50 nm までの安定分散系を得る。ま

た、CNT の長さ調整を目的とした切断技術を実証する。そのため、CNT を樹脂等の固形

化剤で固化し塊とした後、塊ごと脆性粉砕して CNT を切断する手法（固化・粉砕法）

について試験を行って検討し、その有効性を確認する。その際、 遠心分離で原料 CNT

に含まれる金属触媒粒子やアモルファスカーボンなどの不純物を取り除き、CNT の切断

状態を確認する。さらに、凝集・分散状態や CNT 長さの評価を動的光散乱や電気音響

効果などにより行うと同時に、透過型電子顕微鏡観察による実体の評価を行う。 

平成１９年度は、フラーレンに加え金属酸化物系工業ナノ粒子について、有害性試験

で使用可能な 10 nm までの分散液調製法を確立し、液相ナノ分散系調製法に関わる手順

書を作成する。そのため、平成１８年度に得られた調製条件をもとに 10 nm までの工業

ナノ粒子液中分散系調整法を確立するとともに、生体親和性分散剤の探索と評価を行い、

また物理的な表面処理による水中分散法について検討し、分散法を確立する。その際、

粒子径とともに、粒子表面の帯電状態を評価することでナノスケールでの水中分散を達

成する。そのため、これらの特性を同時に測定可能な機器を新たに購入する。また、固

化粉砕法による CNT の切断条件の最適化を図るとともに、遠心分離やろ過による分級・

精製法を組み合わせ、CNT の長さを一定の範囲に調整・制御する方法を開発し手順書化

する。さらに、分級・精製された CNT の気相噴霧試験への適用性を評価・検討し、CNT

を有害性評価試験に供する上での調製条件を探索する。 

平成２０年度は、これまでに検討した超音波法やビーズミル法により調製した金属酸

化物ナノ粒子及びフラーレン-水分散系を有害性試験試料として提供するとともに、本

手法の再現性を確認し，更に広範囲なナノ粒子や分散媒液、及び髙用量化に対応可能な

手法として確立し、10 nm までの有害性試験用ナノ分散系調製法に関する手順書を提案

する。また、これまでに検討した固化粉砕法や超音波分散法による CNT の切断と、ろ過

操作及び高速冷却遠心機による遠心分離により、500-5000 nm で長さ分級した CNT-水分
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散系の調製法を確立する。さらに、CNT 切断法のスケールアップにより Lオーダーの大

容量試料を作成するとともに、気相噴霧試験及び気管注入試験に適した分散剤やその添

加法を検討し、有害性試験用 CNT 分散液の調製と供給を行う．なお，髙用量化や大容量

の有害性試験における試料供給に対応するために保管用冷蔵庫を購入する． 

 

２．３ H18～H20 年度進捗状況  

（１）分散媒をイオン交換水とし，分散剤を用いない気管内注入及び吸入暴露試験用の

酸化ニッケル（NiO）懸濁液の調製法を検討した．超音波をのべ 90 分照射した懸濁液を

遠心分離し，上清を回収した．上清中の NiO 粒子は，体積平均径が 20-30 nm，散乱光

強度基準平均径 31 nm（動的光散乱法）であり，室温において非常に長期（2 年）にわ

たり粒径分布およびゼータ電位の変化は見られず，安定な分散状態が保持されることが

確認された．また，試料作成者に依らず，上記方法により再現性良くほぼ同一の粒径分

布を有する懸濁液を調製することができた． 

 以上のことから安定した NiO ナノ粒子—水分散系の調製が可能になり，気管内注入及

び吸入暴露試験に分散液の供給が可能となった．なお，分散媒としてリン酸緩衝生理食

塩水 PBS を検討したが，電解質による凝集体生成が抑制できず，100 nm 以下への分散

は不可能であった． 

（２）ビーズミルによるアナターゼ型二酸化チタン（TiO2）ナノ粒子の水中におけるナ

ノ分散法を検討した．同時に，不純物の混入やアナターゼの結晶構造変化を伴わないビ

ーズミルの分散条件を検討した．その結果，一次粒子径が 20 nm 以上である TiO2粒子

を，DSP（リン酸２ナトリウム）を分散剤としてほぼ一次粒子まで分散することができ

た．他方，一次粒子径が 10 nm 以下の場合にも，直径 15 ・m の微小ビーズを使用する

ことで，体積平均径で 20-30 nm（動的光散乱法による）まで同様な方法で分散可能で

あった．また，調製された懸濁粒子の結晶構造に変化はなく，水分散系に不純物の混入

は無く，室温で 4週間にわたり安定な分散状態を保持した． 

 ナノ粒子の凝集体サイズを変化させる方法を検討した．分散剤や分散条件を制御する

ことで凝集体サイズを 10-500 nm にわたり制御することができた． 

 これらの方法で作成した分散液を有害性試験用試料として供給した． 

（３）疎水性であるフラーレン（C60）の水-ナノ分散系のビーズミルよる調製法を検討

した．Tween 80 を分散剤として，結晶構造を保持した状態でナノ分散可能なビーズミ

ルの操作条件を探索した結果，体積基準 50%径が 20-30 nm，95%径が 90 nm，また濃度

が最大 0.5 mg/mL である C60分散液を得た．この懸濁 C60のゼータ電位は，Tween 80 濃

度に依らず約-30 mV であり，1ヶ月以上の冷蔵保存における粒径分布にも変化が見られ

ず，調製された C60-水系分散液が安定な分散系であることが確認された． 

 髙用量試験に対応した 1 mg/mL 以上の C60濃度を有する懸濁液調製法を検討した．遠

心限外ろ過により，上記の C60ナノ分散液を濃縮することで，分散剤濃度を増加させる

ことなく最大 3 mg/mL である C60懸濁液を得た． 
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 このように調製した各種の C60懸濁液を気相噴霧実験と気管内注入試験用試料として

供給することができた．また，分散媒である水の脱酸素処理，および手解砕による予備

調製とビーズミルでの分散時の雰囲気を嫌気的にすることで，酸化フラーレンの生成を

1%以下に抑制する手法を確立した． 

 UV-vis および HPLC により C60や C60-O 濃度を適正に，且つ，迅速に評価する手法につ

いて検討した．Tween 80 水溶液の他，多様な C60分散系に対応した前処理方法を探索し，

適正な濃度測定を可能にした． 

 なお，ビーズミルで 100 nm 以下に分散したフラーレンを用いて PBS および FBS 中で

の分散を検討したが，何れも凝集が進み，ナノスケールに分散した有害性試験試料を得

るには至らなかった． 

（４）CNT を砂糖等と煮詰めて固化し，固化体を湿式粉砕して CNT を切断する手法（固

化・粉砕法，水飴法）を検討した．固化・粉砕法により，長さ 5 ・m以下の多層 CNT (以

下 MWCNT と略記)が得ることができ，固化・粉砕法が MWCNT の切断に有効であることを

実証した．疎水性の MWCNT を安定に水に分散するために分散剤を検討した結果，Triton 

X-100 が MWCNT-水分散系に適することを確認した．遠心分離およびろ過操作により，

MWCNT-水分散系から粗大粒子および黒鉛様微小粒子を除去し，長さを 5 ・m 以下に調整

した粒子濃度 1 mg/mL である MWCNT 分散水を得ることができた．また，固化粉砕法で

調製したMWCNT分散液の気相噴霧実験からCNTはほぼ単独のCNTとして噴霧されている

ことが確認された．そこで in vivo 試験で使用可能な高用量試料と大容量試料の作成法

を検討し，ほぼ提供可能な見通しを得ることができた． 

 なお，MWCNT 製造プロセスで混入する球状の黒鉛粒子は，製造プロセスの関係から CNT

表面に非常に強く固着しており，その完全な分離は現在のところ困難であった． 

 スーパーグロース単層 CNT (SG-SWCNT)のエタノール中湿式粉砕による水分散系調製

法を検討した．1 ・m 以下に切断された SG-SWCNT 水分散系を得ることが可能であった．

また，湿式粉砕された SG-SWCNT のラマンスペクトル，および，XRD パターンの評価か

ら，機械的作用によるグラファイト構造の変化が推測された．  

 

２．４ 成果   

金属酸化物系工業ナノ粒子およびフラーレンの水分散系を超音波やビーズミルを用

いた機械的方法で調製し，分散系の粒径分布，濃度，形態，構造，表面電位，安定性な

どを評価した．その結果，原料粒子の特性を保持した 10 nm 以上の安定な液相分散系を

再現性よく調製することができた．また，調製したナノ粒子分散液を気管内注入及び吸

入暴露による有害性試験の条件に応じた試料（サイズの異なる試料や髙用量試験に対応

した試料）として供給できた．以上から，in vivo 試験用の 10 nm 以上のナノ粒子液相

分散系調製法を確立することができた．今後，これまでの調製手順にもとづいてナノ粒

子分散液調製手順書を作成・提案する．  

固化・粉砕法による MWCNT 切断手法が実証され，長さを 5 ・m 以下に切断された MWCNT
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分散水が得られ，in vivo 試験試料として供すことができる段階に至った．また，SG-SWNT

を湿式粉砕により水分散することができることを確認した． 

 

２．５ 中間目標（H20 年度末）とその達成の見通  

平成 20 年度末までに、生体有害性試験で使用可能な 10nm までのナノ粒子分散系調製

法を確立し，その手順書を提案すると共に、試験へのナノ粒子分散系の供給を可能とす

る。また、カーボンナノチューブ粒子の長さを 500-5000 nm の範囲への切断および分

散法を確立する。 

金属酸化物およびフラーレンのナノ粒子-水分散系の調製では，原料や分散条件，お

よび精製条件の検討により，10 nmまでのナノ粒子-水分散系が得られ，また，これまで

の調製手順をもとに調製法の再現性が確認されていることから，20年度末における10 

nmまでのナノ粒子-水分散系を調製することと手順書の提案という目標は，ほぼ達成さ

れると考える．CNTの長さ調整においては，多段ろ過操作と遠心分離により500-5000 nm

で長さ分級が可能となった． 

今後，より広範な有害性試験に適した試料を調製するために，分散剤を用いない，あ

るいは低濃度でのナノ分散法の開発やより簡便で汎用的な CNT-水分散法の開発が課題

である．  
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３．①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

（１）工業ナノ粒子の調整技術の開発  

ウ）工業ナノ粒子のフィルタ捕集効率評価手法の開発と評価 

 

３．１ 実施体制  

金沢大学 大学院自然科学研究科 大谷 吉生、瀬戸章文 

 

３．２ H18～H20 年実施計画  

作業者暴露防護用マスクに使用されるフィルタは、一般に最大透過粒子径（最も捕

れにくい粒子径）がサブミクロン領域にあるため、工業ナノ粒子に対する捕集効率は

極めて高いと予想される。しかし、静電気を利用したフィルタでは工業ナノ粒子に対

する捕集効率は低下すると考えられ、フィルタ出口粒子濃度が極めて低い条件でフィ

ルタ捕集効率を測定する必要がある。本課題では、こうした低フィルタ出口粒子濃度

条件下でのフィルタ性能試験に適応可能な、フィルタ捕集効率を求める方法を確立す

る。また確立した方法を用いて現在市販されている種々のエアフィルタの粒子捕集効

率を測定・評価する。 

平成18年度は、フィルタのリーク試験で用いられるテスト粒子の局所流入、局所サ

ンプリングによる方法を応用したフィルタ捕集効率試験法を開発する。テストエアロ

ゾル粒子の発生量が少ない場合では、希釈によってフィルタ入口部での粒子濃度が小

さくなり、工業ナノ粒子に対して高い捕集効率を有するフィルタの出口粒子濃度を測

定することは困難である。そこで、テストエアロゾルを希釈することなく高濃度でフ

ィルタ上流へエアロゾルを局所導入する。これにより、フィルタ出口部で高濃度を保

ちながら粒子濃度を測定でき、粒子損失を抑えるのにも有効と考えられ、粒子量収支

にすぐれたフィルタ捕集効率測定装置を実現できる。当該年度では、局所導入、局所

サンプリングを採用したフィルタ試験装置を試作して本試験法の妥当性を検討し、高

性能なフィルタ捕集効率測定法を確立する。 

平成 19 年度は、試作した工業ナノ粒子フィルタ性能試験装置を用いて、当初の衝突

フィルタに加え、静電フィルタを含む種々のフィルタの捕集効率を測定する。また、

得られたフィルタ捕集効率データの妥当性を検証するため、帯電状態の異なるテスト

粒子を用いて、高ろ過速度、最大透過粒子径でのフィルタ捕集効率を測定し、実際の

使用条件におけるフィルタの捕集効率を、高ろ過速度、最大透過粒子径におけるフィ

ルタ捕集効率から予測する方法について検討する。そして、これらのフィルタ試験性

能評価装置、フィルタ試験方法、データの健全性評価方法をフィルタ試験手順書とし

てまとめ、これに従って評価した種々の市販のフィルタの性能試験結果を報告書とし

て提出する。 

平成２０年度は、平成１９年度に試作した高ろ過流速や、フィルタの部分捕集効率

を求めるための工業ナノ粒子フィルタ性能試験装置に関して、ナノ粒子の管壁への損
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失を抑制するための改良を行い、工業ナノ粒子に対するフィルタ性能試験法を確立し、

手順書としてまとめる。この手順書が中間目標の成果物であり、この際、気相に分散

した単層カーボンナノチューブ（スーパーグロース法で製造したもの）を含む、種々

の工業ナノ粒子（電気移動度径：30～300nm）に対する各種フィルタ（中性能フィルタ、

帯電フィルタを含む数種類）の捕集効率のろ過速度依存性（0.05～0.5m/s）を実験的

に求めて手順書に加える。このために新たに走査型粒径分布測定装置を導入する。ま

た、繊維状粒子の輸送現象に関する理論的考察を行い、工業ナノ粒子のフィルタ捕集

機構を明らかにする。 

 

３．３ H18～H20 年度進捗状況  

 試験粒子として、懸濁液の噴霧乾

燥によって得られたエアロゾル状態

の多層カーボンナノチューブ(MWCNT、

直径 60nm、長さ 0.1～6μm程度)を用

い、中性能フィルタによる粒子捕集

効率を実験的に求めた結果を図１に

示す。実験の範囲内（ろ過流速 0.05

～0.5m/s）において、比較対象とし

て用いた球形粒子（塩化亜鉛）の捕

集効率は電気移動度径 100nm に対し

て 55～70％であり、同じ粒径（電気

移動度径）において MWCNT のほうが

高い捕集効率（＝低い透過率）が得

られた。捕集効率の粒径ならびに流速

依存性を詳細に検討したところ、その

捕集機構として、さえぎりが関与していることを明らかにした。 

図Ⅲ２-03-１ 中性能フィルタ（無帯電フィル
タ）の捕集効率 

 同様の試験を静電フィルタに対しても行ったところ、図２に示すように無帯電フィ

ルタ同様に、実験の範囲内において MWCNT のほうが高い捕集効率が得られた。その捕

集機構として、さえぎりに加えて静電誘起力が支配的であることを明らかにした。ま

た、さらに速いろ過流速や、フィルタの部分捕集効率を求めるための工業ナノ粒子フ

ィルタ性能試験装置を試作した。 

 さらにスーパーグロース法で生成した単層カーボンナノチューブに関しても検討を

行い、電気移動度径 50～150nm の範囲でエアロゾル状態の試験粒子を得ることに成功

し、H20 年度にそのフィルタ捕集効率の評価を開始している段階である。 
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図Ⅲ２-03-２ 帯電フィルタ（エレクトレット）の捕集効率（粒子は無帯電） 
－CNT のほうが同じ電気移動度径の球形粒子と比べて良く捕集されている。 

 

３．４ 成 果  

 カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）を含む工業ナノ粒子のフィルタ試験法の検討を行

い、現在までに以下の成果が得られている。 

１）フィルタ捕集効率評価用の CNT エアロゾル試験粒子の調整法に関する手順をまと

め、得られた CNT エアロゾルの幾何学的大きさと電気移動度径の関係を明らかにした。 

２）中性能フィルタに対する、CNT エアロゾルの捕集効率を実験的に求める手順をま

とめ、また球形粒子との比較によって、捕集メカニズムに関する知見を得た。このこ

とにより CNT などの繊維状粒子のフィルタ捕集効率の予測がある程度可能となった。 

３）上記手順を帯電フィルタ（エレクトレット）に適用し、その捕集効率を評価する

とともに、捕集効率の予測を行った。 

４）高速ろ過流速（～1m/s 程度）や低濃度エアロゾルに適用可能な、フィルタ部分捕

集効率評価装置を試作し、その妥当性の検証を行った。H20 年度に評価法として、手

順をまとめる予定である。 

５）スーパーグロース法によって生成した単層カーボンナノチューブのフィルタ捕集

効率評価のために、その試験エアロゾルの調整法及びサイズの評価を行った。H20 年

度にその捕集効率の評価手順及び結果をまとめる予定である。 

 

３．５ 中間目標（H20 年度末）とその達成の見通  

（中間目標）平成２０年度末までに、ナノ粒子の管壁への損失を抑制する、あるいは

粒子損失を予測する方法を確立し、工業ナノ粒子に対するフィルタ性能試験法を確立

する。また、ナノ粒子に対するフィルタの捕集機構を明らかにする。 

（達成の見通）既にナノ粒子の管壁への損失を抑制した、工業ナノ粒子に対するフィ

ルタ性能試験装置を試作し、その評価を現在行っており、当初の中間目標は達成でき
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る見込みである。また、ＣＮＴを含む工業ナノ粒子に対するフィルタの捕集機構を実

験的に明らかにする手法を手順としてまとめている。このことにより H20 年度末にお

いては任意の繊維層フィルタに対する工業ナノ粒子の捕集効率の予測が可能となると

考えられる。 
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４． ①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

ア）気中粒子計測技術開発 ａ．気中粒子計測の校正技術開発 

 

４．１ 実施体制  

産業技術総合研究所 計測標準研究部門 

 榎原研正、桜井 博、高畑圭二、佐藤佳宏 

 

４．２ H18～H20 年実施計画  

工業ナノ粒子の代表的粒径範囲である 1～100 nm の範囲をカバーする、気中粒子のサイズ

分布測定および濃度測定について校正・試験技術を開発する。 

平成 18 年度は、10～100 nm の粒径域における気中粒子のサイズ分布測定と濃度測定の校

正・試験手順案を作成するとともに、非球形粒子に対する粒子検出感度を評価するための

非球形粒子発生試験を開始する。また、粒子の化学組成を分析する。 

平成 19 年度は、高感度電流計を組み込んで感度を向上させた電気移動度分析器を用いて、

非球形粒子を含む試験用粒子に対するサイズ分布測定と濃度測定の校正・試験の実証実験

を行い、その結果に基づいて校正・試験手順書案を改訂する。また非球形粒子発生の安定

発生条件を求め、発生方法と条件を手順書として取りまとめる。さらに非球形粒子を分級

する技術、および個数を計数する技術の改良を行う。 

平成 20 年度は、粒径および粒子数濃度の国家一次標準を基準に 10 nm～100 nm を含む粒

径範囲でのサイズ分布と質量濃度の計測に対して試験・校正を行う技術を確立し、その手

順書を完成させる。非球形粒子発生技術について、流体回路系を対象に発生粒子数濃度を

より安定化するための最適化実験を行い、発生手順の手順書の改訂を行う。これらの技術

に基づき、個数濃度を含むサイズ分布及び質量濃度の計測に対して粒子の非球形性がもた

らす影響を定量的に評価する。 

 

４．３  進捗状況  

気中粒子のサイズ分布測定および個数濃度測定の校正手順については、気中ナノ粒子計測

技術の要である走査式移動度径測定装置（SMPS）（図 1）に対して、その主要要素部品 3 つ

（微分型移動度分級器 DMA、凝縮式粒子計数器 CPC、電荷中和器）の手順書案を H18 年度内

に作成し、H19 年度には実証実験を行って手順書案の改訂を進めた。気中粒子の質量濃度測

定の校正手順については、エアロゾル粒子質量分析器（APM）の校正に粒径標準粒子を用い

て行う方法を高精度化し、実証実験を行った。 

非球形粒子発生技術については、計測器の試験・校正を目的とした実験において異なる性

状の非球形粒子を利用できるよう、複数の発生法の整備を行った。①燃焼法によるスス状

粒子発生装置（装置名 CAST）、②非球形粒子を分散させた液を霧状に噴霧し、気中に分散さ

せる装置、③非球形粒子の粉末を機械的操作により気中に分散させる乾式発生装置の 3 種
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類の発生装置を導入した。①は操作手順や発生条件が確立されているが、②については、

噴霧した粒子から分散液を完全に除去することを念頭に置いて装置や発生条件の最適化を

行い、また、③については、不定形の粉体粒子に対して一分ごとの濃度変動 6%以下で 30 分

以上安定的に発生できることを確認した。 
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図 1  走査式移動度径測定装置（SMPS）の概要と主要な校正ポイント 

 

４．４ 成果  

気中ナノ粒子のサイズ分布測定と濃度測定で用いられる、主として走査型移動度径測定装

置（SMPS）に含まれる機器の校正・試験方法について手順書を作成した。 

 

４．５ 中間目標（H20 年度末）とその達成の見通し  

（中間目標）平成 20 年度末までに、10 nm～100 nm の粒径範囲におけるサイズ分布・濃度

計測に対する試験・校正技術とその手順書を作成する。粒径に関して 10 %（標準不確かさ）、

粒子数濃度に関して 20%の校正精度を保証するものとする。 

これらの目標は全て達成の見通しである。手順書の作成については、H20 年度中に完成

度のさらなる向上を行うことで、手順書の整備に関する目標は問題なく達成できる見込み

である。また、測定精度の数値目標については、小粒径（10 nm 近傍）域において精度の低

下を懸念していたが、粒径と個数濃度ともに標準不確かさ 10%以下を実現できる見込みであ

り、中間目標を十分に達成できると予測している。 
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５． ①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

ア）気中粒子計測技術開発 ｂ．気中オンライン特性評価技術開発 

 

５．１ 実施体制  

産業技術総合研究所 計測標準研究部門 

 榎原研正、桜井 博、矢部 明 

産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門  瀬戸章文 

 

５．２ H18～H20 年実施計画  

工業ナノ粒子の気中での種類別の存在割合を評価するオンライン計測技術、および直径

10 nm 以下の領域での粒子検出技術を開発する。 

平成 18 年度は、電子顕微鏡観測用試料粒子の捕集装置を試作し、その粒径別捕集効率の

評価を行うとともに、捕集条件の最適化を行う。また、直径 10 nm 以下を計測する気中粒

子検出器における凝縮成長部を試作する。 

平成 19 年度は、粒子捕集装置、微分型静電分級器と他の特性測定装置を組み合わせ、異

なる種類の粒子の存在比を推定するための二元特性評価システムを試作し、捕集粒子に対

する電子顕微鏡での観察結果と比較することにより有効性を評価する。また、エアロゾル

粒子質量分析器を用いたフィルタ秤量法によらない気中浮遊粒子の質量濃度の高精度評価

技術を開発する。平行して、直径 10 nm 以下に対応する気中粒子検出器全体を設計・試作

する。 

平成 20 年度は、微小粒子に適用可能な粒子分析器の利用により多元特性計測システムの

適用可能粒径範囲を 50nm 以下までに拡張するとともに、標準的粒子の種類を 6種以上に増

やしてデータベースの拡充を行う。また、既知の混合比を持つ粒子を用いて、多元特性計

測システムにより特定種類の粒子の濃度変動が検出可能かどうかを実験し、確認する。さ

らに、これまでに試作した混合型凝縮核計数器(PSM)を対象に、数値流体計算を用いた装置

内温度分布の最適設計により検出可能粒径の低減を行う。この設計に基づき、10nm 以下の

粒径範囲において、１価に帯電させた高濃度ナノ粒子に対して粒子が運ぶ電流から求めた

粒子数濃度との比較により PSM の検出効率を評価する。 

 

５．３ 進捗状況  

微分型移動度分級器（DMA）、エアロゾル粒子質量分析器（APM）、光散乱式粒子計数器（OPC）

を組み合わせ、オンライン（すなわちリアルタイム）での測定により異種粒子を識別可能

な、多次元特性計測システムを構築した（図Ⅲ２-05-1）。 
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  図Ⅲ２-05-1  オンライン多次元特性計測システムの概要 

 

続いて、このオンライン計測システムを用い、ポリスチレン粒子、塩化ナトリウム粒子、

スス状非球形粒子、油滴粒子などの組成が既知である標準的な粒子を測定し、それぞれの

応答特性を調べるとともに、カーボンナノチューブを気中に噴霧・乾燥させて得られた粒

子の応答特性を測定し、上記の標準的粒子との比較を行った。その結果、この計測システ

ムにより異なる粒子を識別可能であることを確認した。その具体例を図Ⅲ２-05-2・図Ⅲ２

-05-3 に示す。 
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図Ⅲ２-05-2  各種粒子の有効密度とその粒径依存性 

図Ⅲ２-05-2 は粒子の質量と粒径の関係から算出される“有効”密度を、粒径の関数とし

て図示したグラフである。ここで有効密度・effとは、APM測定により求まる真の質量mAPMと、

DMA の分級粒径 Dp,DMA（移動度等価径）を用いて算出される球の体積の比、すなわち 

 
3

DMA,)6( p

APM
eff D

m
π

ρ =
 

と定義される量である。この有効密度は、粒子の化学組成に依存するほか、粒子の形状が

球形から乖離していることや、粒子内部に空隙があることを反映する量でもある。真の物

質密度が既知である場合、有効密度が真の密度と一致すれば粒子が球形かつ密であり、一
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方、真の密度より小さくなるほど形状が球形から乖離していること、あるいは粒子内部に 

大きな空隙があることを示す。図Ⅲ２-05-2 を見ると、ポリスチレン（PSL）粒子の有効密

度の測定値は粒径に依らず約 1.1 という結果であり、これは真密度の値（約 1.06）とほぼ

同じで、粒子が球形であることと整合する。一方、塩化ナトリウム（NaCl）粒子は真密度

2.2 より小さな値を示し、また、大粒径において有効密度が低下している傾向が見られる。

これは、粒子の形状が球形でなく立方体であることと、大粒径では立方体粒子の凝集体が

形成されていることを示唆するものである。スス状（CAST）粒子については、粒径の増大

とともに有効密度が低下する、スス状凝集体粒子特有の傾向が見られるのに加え、同じ粒

径でも発生器の設定モード（図注釈にある“85 nm”や“160 nm”）により有効密度に相違

が見られている。この発生モードによる相違は、粒子中に含まれる有機性炭素の量の違い

か、あるいは粒子形状の違いが発生モードによって生じているためと推測される。スーパ

ーグロース・カーボンナノチューブ（SGCNT）の有効密度については、同じく炭素が主成分

であるスス状（CAST）粒子よりもかなり大きな値を示している。また、同じスーパーグロ

ース・カーボンナノチューブでも、液の調整の違い（図注釈の“10 倍希釈”と“100 倍希

釈”）により有効密度が異なっている。これらの理由はまだ解明できていないが、この実験

で用いた噴霧法では、得られた粒子の主成分がカーボンナノチューブでなく分散剤である

可能性、また、試料調整の仕方により粒子に含まれる分散剤の量が異なっている可能性が

考えられる。これらの例から、有効密度だけでも粒子の特性についてのある程度の議論が

可能であることが証明された。 

 

Response curve of PMS Lasair 1001 OPC
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図Ⅲ２-05-3  各種粒子の粒径ごとの光散乱強度 

 

 また、図Ⅲ２-05-3 は多次元特性計測のうちの DMA と OPC の組み合わせ、粒径ごとの光散

乱強度を異なる粒子種に対して測定し、比較したものである。標準的粒子 2種（NaCl と DOS

油）と界面活性剤 Tween 80 乾燥粒子は粒径ごとの光散乱強度がほぼ同じである。これに対

し、“MWCNT”のデータ（青丸）は研究テーマ①（2）ア aで整備した方法を用いてエアロゾ
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ル化した MWCNT に対する測定データである。粒径 200～300 nm の領域では他の 3 種の粒子

と同様の光散乱強度であり、それらと見分けることはできない。一方、粒径 300～500 nm

の粒径域においては他の粒子種に比べて MWCNT の光散乱強度が明らかに弱い。したがって、

この方法により MWCNT を識別可能であることを確認できた。 

気中浮遊粒子の質量濃度測定は、多次元特性計測システムの一部を利用し、上記の有効

密度測定技術を応用したものである。（以下、この計測法を DMA-APM 法と呼ぶ。）気中粒子

の粒径 Dpおよび質量 m についての個数基準同時分布を h(Dp, m)（粒径区分[Dp, Dp+・Dp]、

質量区分[m, m+・m]中に含まれる単位空気体積あたり粒子数が h(Dp, m)・Dp・m）とすると、

粒径分布 f(Dp)はその周辺分布（marginal dist.）として、 と表され

る。質量濃度 Mは 

∫= mmDhDf d),()( pp
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と求まる。ここで、g(m|Dp)は粒径を Dpに制限した場合の m についての条件付き確率密度、

dmDmgmDm pp ∫ ×≡ )|()( は粒径 Dpの粒子の平均質量、 )( peff Dρ は粒径 Dpの粒子の有効密

度である。これらの関係を図 4に示す。 

この方法を用いた粒子質量濃度の測定を、従来方式のフィルター秤量法による測定と同

時に、広島大学の粒子気相分散技術（テーマ①(1)ア）を用いて発生させた酸化ニッケル粒

子に対して行った。その結果、フィルター秤量法による測定結果と DMA-APM 法の測定結果

はおおよそ一致（オンライン法はフィルター秤量法よりも 25%高い値を示した）することを

確認した（図 5）。 
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図Ⅲ２-05-4  DMA-APM 法による 

  質量濃度測定の原理 

                                   図Ⅲ２-05-5  DMA-AMP 法（オンライン）と 

                                   従来式フィルター秤量法（オフライン）の比較結果 

 

以上に加え、粒子のオフライン分析（主に電顕観察）に用いる市販の静電沈着式粒子捕
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集器に対して、その粒子捕集性能に関する評価を行い、透過型電子顕微鏡観察のための最

適な捕集条件を検討した。図２-05-6 は電気移動度等価粒径ごとの粒子捕集効率である。静

電沈着による粒子捕集は、その原理から、粒子の電気移動度が高ければ（= 帯電量が同じ

場合、粒子が小さければ）捕集効率が上昇すると期待され、また、装置内を流れる試料流

量が小さいほど捕集効率が上昇すると期待されるものであるが、以下の結果はこれらの予

測通りの傾向を示している。また非球形粒子である CAST 粒子であっても、電気移動度が同

じであれば球形粒子と同じ効率で捕集されることについても確認ができた。さらに、これ

らの実験を通じて透過型電子顕微鏡観察に適切と思われる粒子の捕集量についての知見を

集積し、「粒子が多すぎて重なってしまうことなく、また、見つけるのが困難なほど粒子が

少な過ぎることはない」のは、視野面積に対して粒子の被覆する面積の割合が 0.05～1%に

なる程度であることを見いだした。また、こうした捕集量を達成するために必要な捕集時

間を、図 6の捕集効率の結果を利用して算出することができるようになった。 
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図Ⅲ２-05-6  市販の静電沈着式粒子捕集器の粒子捕集性能（帯電量 1価の場合） 

 

PSM によるナノ粒子の検出においては、作動流体にエチレングリコールを用い、新たに開

発した凝縮性蒸気供給部を PSM 装置に組み込んで検出効率の実験的評価を行ったところ、

図Ⅲ２-05-7 に示すように過飽和度 S=7.37 において、2nm で約 10%の検出効率を達成し、従

来の CPC(S=0)よりも検出下限粒子径を 2nm 程度小さくすることに成功した。さらなる検出

効率の向上のためには、装置内において均一に蒸気とナノ粒子が混合され、かつ過飽和度

が中心部分近傍に局在化するような装置の改良が必要となる。そのために、数値流体シミ

ュレーションを用いて装置内部の温度場と速度場を計算し（図Ⅲ２-05-8）、改良型装置の

設計に反映させた改良型装置の試作を行った。 
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 図Ⅲ２-05-7 PSM の検出効率（過飽和度 S=7.37 において 2nm で約 10%の検出効率を達成） 

 

装置内の凝縮性蒸気（エチレングリコール）
濃度分布の計算結果

エチレングリコール

ナノ粒子（円周方向に均一に導入）

ノズル 吸引ノズル

均一に混合

 

図Ⅲ２-05-8 数値計算によって得られた凝縮性蒸気の濃度分布中心部において粒子／

蒸気が 均一に混合し、過飽和状態を形成） 

 

５．４ 成 果  

多次元特性測定装置については、H19 年度までの目標であった装置の試作をすでに完了

した。また、非球形粒子の気中噴霧技術の整備に伴い、H20 年度分の計画である標準的粒子

の測定データの拡充を実現できる見込みである。 

PSM については、検出下限粒子径に関して 2nm をクリアし、目標を上回る成果が得られ

ている。また装置内の流体混合状態の解析を通じた過飽和度制御に関する指針を得ること

ができた。 

 

５．５ 中間目標（H20 年度末）とその達成の見通し  

（中間目標）平成 20 年度末までに、電気移動度と質量を含む多元的特性の同時評価技術を

整備し、その基礎的性能の確認作業を完了する。 

上記の目標は達成の見通しである。多次元特性測定装置では、データ解析ツール（有効
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屈折率の算出など）の開発に多少の時間がかかると予想される。多くの種類の粒子を対象

とした多元測定を行い、開発した装置の識別能力を見極めることと、未知の粒子を測定し

た時に照合するデータベースを充実させておく必要があり、今年度の作業を継続してデー

タを積み重ねていく必要がある。 

PSM については、検出下限粒子径に関して 2nm をクリアし、目標を達成できる見通しであ

る。今後は、新規試作装置を用いて、さらなる検出下限粒径の微小化を試みるとともに、

気中に浮遊する 10nm 以下のナノ粒子の計測手順をまとめていく。 
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６． ①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

ア）気中粒子計測技術開発 ｃ．試験用工業ナノ粒子の連続発生技術 

 

６．１ 実施体制  

産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 平澤誠一、瀬戸章文、河野正道 

 

６．２ H18～H20 年実施計画  

 工業ナノ粒子のサイズ分布・個数濃度を制御可能な、気中連続安定合成技術を開発する。 

 平成１８年度は、単分散工業ナノ粒子を安定的、且つ高濃度に供給できる操作条件を抽

出するため、レーザーを用いた局所的加熱蒸散装置及び化学気相成長装置と微分型静電分

級器を用いた単分散粒子発生装置の試作を行うとともに、発生粒子の化学組成を分析する。

これらの結果を基に、幅広い圧力条件下での最適条件を手順書としてまとめる。 

 平成１９年度は、前年度に開発した高濃度工業ナノ粒子発生技術をカーボンナノチュー

ブ生成の触媒金属工業ナノ粒子に応用し気相カーボンナノチューブ発生装置を作製する。

また、発生粒子の化学組成と直径・長さ等の形状を分析する。これらの結果を基に、気相

中でカーボンナノチューブを高効率に発生させるための条件を明らかにするとともに、カ

ーボンナノチューブのサイズ及び形状の制御手法開発のための指針を得る。 

 平成２０年度は、これまでに得られたカーボンナノチューブの発生条件に関する知見を

基に、より詳細な反応条件（反応器の流量、温度、触媒粒径など）や反応機構の検討・最

適化を行うとともに、反応生成物の解析を進める。得られるカーボンナノチューブの個数

密度の増加と反応後の長さによる分級を通じて、粒径分布の標準偏差 20％以内のカーボン

ナノチューブ気相発生技術を確立する。得られる試験用ナノ粒子発生装置が中間目標時の

成果物である。 

 

６．３ H18～H20 年度進捗状況  

レーザーアブレーションによる粒子生成、気相中アニールによる形状制御、並びに DMA に

よる分級をシステム化した単分散ナノ粒子発生装置の試作を行い、金、Ni、CoMo 合金等の

材料系に関して、粒子を大気中に供給する場合に必要となる常圧条件下において、幾何標

準偏差が 1.1 未満の単分散ナノ粒子の作製に成功している。（図１）
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図Ⅲ２-06-１. 単分散ナノ粒子発生装置で作製した CoMo 粒子粒径分布の一例 

 

これら単分散触媒粒子とエタノールの CVD により、気中で連続的に CNT を合成する装置を

構築し、水素添加量を爆発限界以下に抑えた安全な運転条件の下、効率的な CNT 発生条件

の抽出を行った。図Ⅲ２-06-２に、反応温度を 950℃の設定した際の生成物の透過型電子顕

微鏡像を示す。高解像度写真（図Ⅲ２-06-２a）に、約 0.3 nm の間隔の格子像が観察され

ることから、生成物が MWCNT であることが確認された。CNT の形状は、図Ⅲ２-06-２b に示

すように概ね直線性が良好であり、アスペクト比が 10 を超えるものも観察されている。 

   
図Ⅲ２-06-２a 図Ⅲ２-06-２b

図Ⅲ２-06-２. CVD 反応生成物の透過電子顕微鏡像 
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図Ⅲ２-06-３. 触媒粒子径と CNT 径の相関 

 

触媒粒子径と生成 CNT の径の間には、図Ⅲ２-06-３に示すような相関が得られており、触
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媒径をパラメータとした CNT 径の制御の可能性が示された。また、反応管内滞留時間の増

加に伴う生成物のサイズ成長が SMPS により確認された。以上のことから、当該反応システ

ムを用いて、アスペクト比の高い非球形標準粒子として利用可能な CNT を製造する見通し

が得られた。 

 平成 20 年度から実施体制を金沢大学に再委託し、触媒粒径のさらなる微細化、ならびに

原料ガス種、反応温度、流量などをより広い範囲で変化させ、目的とする CNT が高収率で

得られる条件を検討している。また、得られた CNT を試験エアロゾル粒子として、種々の

計測やフィルタ捕集効率などの評価に用いることで、工業用ナノ粒子の標準粒子発生器と

しての適用性を検討していく予定である。 

 

６．４ 中間目標（H20 年度末）とその達成の見通  

 「カーボンナノチューブ及びその触媒粒子等の気中発生技術を確立し、カーボンナノチ

ューブ触媒粒子について5～20nmの粒径範囲で粒径分布標準偏差が20%以下の発生を実現す

る」という中間目標は、触媒粒子については既にほぼ達成されている。また現状での反応

条件で、触媒粒子径と CNT 径との相関が確認されていることから、これらの知見を基に、

詳細な反応条件の検討・最適化をさらに進めることにより、CNT 発生に関する中間目標も達

成できる見通しである。 
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７． ①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

イ）液中粒子計測技術開発 

 

７．１ 実施体制 

 産業技術総合研究所計測標準研究部門先端材料科高分子標準研究室 

加藤 晴久、高橋 かより、衣笠 晋一 

 

７．２ H18～H20 実施計画 

 工業ナノ粒子の粒径範囲の目安とされている 1～100nm の範囲をカバーする、液中粒子の

サイズ分布測定および濃度測定についての校正・試験技術の開発を目的とする。 

 平成１８年度は、汎用サイズ計測装置と高精度サイズ計測装置との比較を通じて汎用測

定の精度評価を行う。また、流動場分離装置に光散乱検出器と粘度検出器とをオンライン

接続したサイズ分布測定系を構築し、モデル粒子系での基礎的実験を開始する。さらに、

液中の工業ナノ粒子濃度を計測する最初の候補として紫外分光法について、濃度検出系と

して有効かどうかの評価を行う。 

 平成１９年度は、汎用サイズ計測法についての共同測定を実施するため、既存の装置に

加え異なる手法に基づいた光散乱粒径計測装置を導入し予備検討を行う。これに基づき共

同測定の手順書を作成する。また、本プロジェクトで実際に有害性試験に用いる金属酸化

物等の液分散試料に適用し、サイズ計測法を確立する。さらに、前年度選択した方式に基

づき、モデル粒子による濃度計測法の最適化と精度確認を行う。 

 平成２０年度は、暴露試験用の工業用ナノ粒子試料、特にナノカーボン系粒子の液中で

のサイズ計測のプロトコルを開発するとともに、試験用試料のキャラクタリゼーション（含

粒径）を実施し、毒性評価試験に特性値を提供する。平成１９年度に測定が完了した工業

ナノ粒子、すなわち酸化チタン、酸化セリウム、酸化亜鉛などの金属酸化物については粒

径測定の手順書を作成する。同時に、工業ナノ粒子の分散安定性をゼータ電位で評価する。

さらに、工業ナノ粒子の試料濃度（重量、個数）計測法の開発を試みる。また、既存の汎

用光散乱装置メーカー等と連携して測定を実施し、その測定精度を評価する。 

 

７．３ 進捗状況 

７．３．１ 汎用サイズ計測装置の精度評価 

 粒径計測の手順を確立する前段階として汎用の動的光散乱（DLS）装置の精度確認を行っ

た。70 nm のポリスチレンラテックスを共通試料として測定した結果を図Ⅲ２-07-１に示す。 

DLSで測定した平均粒径

77.1

75.2

76.7 76.5

74.3
75.7

70

72

74

76

78

80

82

高
精

度

準
高

精
度

汎
用

-
1

汎
用

-
2

汎
用

-
3

全
平

均

装置

強
度

平
均

粒
径

, n
m

図Ⅲ２-07-１．汎用動的光散乱装置と高精度光散乱装置との比較。粒径が 70 nm の

ポリスチレンラテックスを共通試料としている。 
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既に確立している高精度 DLS 装置との比較を行うことで一般的な汎用装置であっても目標

とする粒径計測の精度を十分満たすことが確認された。同時に、この結果をもとに共同測

定の手順を作成し、標準粒子を共通試料にした共同測定を実施する予定である。 

 

７．３．２ 紫外分光法を用いたナノ粒子の濃度検出 

 ナノ粒子の紫外吸収を利用して分散液中での濃度を計測する方法をポリスチレンラテッ

クスをモデルにして検討した。その結果、吸光度とラテックスの濃度が線形の関係になる

ことを見出した。現在、カーボン系ナノ粒子に本手法が適応できるかどうか検討中である。 

 

７．３．３ 分散液中の工業ナノ粒子に関する粒径測定の手順の確立 

 金属酸化物の実測例をもとに粒径値の測定法（分散安定性の評価法も含む）と不確かさ

評価法に関する手順案を作成した。すなわち、 

（ア） 計測技術の研究開発をするのではなく既存の技術水準を与えられたものと受け止

め、その中で粒径評価の基準作りを行うこと、 

（イ） 粒径値は方式の異なる３台の DLS 装置で行い、異常値を除いたのち各装置からの

粒径値を平均し、その値を報告すべき粒径値として決定すること、 

（ウ） 分散液からの散乱光強度の経時変化を見て粒子が安定的に分散しているかを評価

すること、 

（エ） 分散液が希釈されると予測される場合（例えば毒性評価で）、希釈による粒径変化

が起こらないかどうかを事前に評価すること、 

（オ） 光散乱強度平均粒径と数平均粒径の両方を算出し報告すること、 

（カ） 不確かさについては装置間の不確かさ、経時変化（安定性）の不確かさ、および

解析方法の相違に起因する不確かさの３つを考え合成すること、 

などを手順案として決定した。 

 

 手順案を作成するもととなった典型的な測定条件例を表Ⅲ２-07-１に示す（上記の（イ））。 

 
表Ⅲ２-07-１.粒径計測の手順案をもとにした測定条件例（金属酸化物の例） 

項目 測定条件 

ＤＬＳ装置 1) 

光散乱光度計ＤＬＳ7000（大塚電子製：波長 633 nm） 

濃厚系粒径アナライザーＦＰＡＲ-1000（大塚電子製：波長 660 nm） 

ナノトラック粒度分布測定装置（日機装製：波長 780 nm） 

測定温度 25.0±0.1℃ 

試料濃度 50～80 g/mL 

分散媒 
培地（DMEM）に 10%ウシ胎児血清を添加した水溶液。血清は細胞の栄養素

である蛋白質を補給するために添加された。 

試料調製法 予備吸着法による（HSS チーム作製） 

試料の取り扱い 

4-5℃で保存 

分散されてきた分散溶液を希釈せずそのまま使用 

静置した分散溶液の界面から約 1cm の部分から測定試料溶液を採取 

粘度計測 
粘度計：ウベローデ型粘度計（０C：シバタ製） 

密度計測：メスフラスコで秤量して換算 

1) 粒径測定には３つの異なった装置を使用し、装置間の平均値を採用している。 

 

 

 上記の測定手順案を適用した例として、遠心調製方法で分画された分散試料の粒径値を

実際に決定した結果を図Ⅲ２-07-２に示す（酸化チタン）。 
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分散液中のTiO2粒子の数平均粒径と遠心処理時
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図Ⅲ２-07-２．培養液中に分散したTiO2凝集粒子の数平均粒径の分画遠心力依存性。

異なる日に調製された分散試料の粒径値が重ねてプロットされており、調製と計測

の再現性がよいことが分かる。エラーバーは標準不確かさ。他の金属酸化物につい

ても不確かさの程度も含めほとんど同様の挙動が見られた。 

 

 次に、手順書案にもとづいて安定性を評価した実施例を図Ⅲ２-07-３に示す。散乱強度

の４日間にわたる経時変化の一例を示したが、粒子の分散安定性が非常に高いと結論され

る例である。 

 最後に、手順案に基いて評価した金属酸化物粒子の結果を表Ⅲ２-07-２に示す。表に示

すように、開発した手順案が多くの粒子に適応できることが分かった。また、これらの試

料の粒径値は in vitro の毒性評価試験に提供された。 
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図Ⅲ２-07-３． 酸化セリウム(CeO)粒子分散液からの散乱光強度（散乱角 90°）の

経時変化。４日間追跡。５つの遠心分画試料について動的光散乱（DLS）で計測。各

試料で１日目の強度を１として規格化している。この場合、粒径が安定しているの

で強度変化はなんらかの粒子濃度の変化に対応している。 
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表Ⅲ２-07-２. 動的光散乱（DLS）による粒径計測を実施した金属酸化物粒子 

金属酸化物名 グレード(Lot). メーカー名 
一次粒

径 1)

粒径安

定性 2)

分散安

定性 3) 
備考 

ST-01(0056) 石原産業 7 nm ○ ○ アナターゼ型 

ST-21(0044) 石原産業 20 nm ○ ○ アナターゼ型 

酸化チタン 

TiO2 

ST-41(0010) 石原産業 200 nm ○ △ アナターゼ型 

FZO-50 石原産業 21 nm ○ ○  酸化亜鉛 

ZnO 93-3017 Strem 

Chemicals 

310 nm × × 粒径値も経時

変化 

CEO51214-01 シーアイ化成 14 nm ○ ○  酸化セリウム 

CeO 32170-8705 純正化学 400 nm ○ ○  

903571 ChemPur 27-43 

nm

○ ○  酸化アルミニ

ウム 

Al2O3 90356  150 nm × × 多峰粒径分布

と推定 4) 

SIO50117-01 シーアイ化成 25 nm － 5) ○ 多峰粒径分布

と推定 

二酸化ケイ素 

SiO2 

HS-301 マイクロン 2400 nm ○ ○  

酸化ニッケル 

NiO (black) 

1313-99-1 Nanostructured 

& Amorphous 

Materials 

20 nm ○ × 希釈実験 

希釈で粒径が

やや減少傾向 

酸化鉄(Ⅲ) 

Fe2O3 

44896 Alfa Aesar 20-50 

nm

－6) －6) 粒子濃度が低

すぎ計測不可 

 

1)メーカー公称値。対照試料として一次粒径の大きな粒子も測定している。2) ４日間の経時変化。○：変

化がなく安定、△：一部の試料に経時変化があり不安定、×：不安定もしくは計測不能。3)光散乱強度の

経時変化。4)一次粒子に多峰分布があると必ずしも推定しているわけではない。5)二峰の粒径分布と見ら

れたので安定性を議論していない。6)濃度が低すぎて測定不能。 

 

 

７．３．４ ナノカーボン系粒子の液中でのサイズ計測手順の開発 

 In vivo 気管内注入試験用に液中に調製されたフラーレン凝集粒子の粒径計測を行い、安

定した粒径値が得られることが分かった。しかし、調製によって平均粒径値が変化しなく

とも光散乱強度が変化することが示され、粒径の経時変化と粒子濃度との関係をさらに検

討することになった。 

 

７．３．５ ゼータ電位測定による分散安定性 

平均粒径計測手順案では散乱光強度の経時変化により分散安定性を評価することを述べて

いるが、これとゼータ電位との関係を検討した。分散安定性はしばしばゼータ電位で語ら

れるからである。 

 ゼータ電位測定は DMEM-FBS 倍地中における酸化金属粒子分散試料（チタニア・酸化亜鉛・

酸化ニッケル・セリア・シリカ）について行った。その結果、どの試料についても約-5 ～ 

-10 mV のゼータ電位が得られた。 この結果は文献にて報告された結果と類似していること

が確認された。すなわち、例えば純水中で＋60mV 程度の値を持つセリアが-15 mV 程度に培

地中では変化すること、7種類の酸化金属粒子が 種類によらず一律 -10～-20mV のマイナ

スの値を持つことなどである。これは、粒子が蛋白質などに覆われているとすれば妥当な

結果である。また、我々の開発した粒子分散試料における分散安定性の評価法プロトコル

を用いた計測結果では当該粒子試料は酸化ニッケルを除き非常によく安定分散しているこ
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とと矛盾しないことが分かった。 

 以上、ゼータ電位を検討することにより以下のことが推測された：一般的に粒子分散安

定はゼータ電位計測を行い、その絶対値が 25 mV ならば安定であると評価されている。 し

かしながら上記の結果は in vitro 系の培地を使用した系における粒子分散安定性はゼータ

電位では評価できないことを示しており、我々の開発した粒子径計測プロトコル中の粒子

分散安定性評価の重要性を示している。 

これらの結果については不確かさ評価などを盛り込んだより詳細な検討を行うことによ

り、今後粒径計測手順に盛り込むことを考えている。 

 

７．３．６ これまで得られた主な結果と結論 

（ア） 汎用 DLS 装置の計測精度自体は目標とする粒径計測精度 25％を満足することを確

認した。 

（イ） 血清を加えた細胞培養液中に分散された金属酸化物粒子（凝集体である二次粒子）

を典型的な例として、光強度平均粒子径を 25％以下の相対標準不確かさの精度で

決定する動的光散乱法を確立した。 

（ウ） 同時に、分散安定性を散乱光強度の変動で追跡する手法を確立した。 

（エ） フラーレン粒子については、比較的安定的に粒径計測が可能であることが分かっ

た。今後、再度粒径安定性と濃度安定性について更なる検討を行う。 

（オ） 培地中の金属酸化物粒子のゼータ電位は粒子の種類によらず一律の値をとること

が分かり、分散媒で粒子が覆われている場合は裸の粒子のゼータ電位で分散性を

評価できないことが分かった。 

 

７．４ 成果  

 現在以下の点について論文および技術基準の作成を行っている。H20 年度末までに公表す

る予定である。 

（ア） 血清を加えた培地に分散された金属酸化物凝集体（二次粒子）の平均粒径値動的

光散乱で計測し、その不確かさを算出するプロトコルを作成した。この成果は近

く論文と測定手順書として公表する予定である。 

（イ） 同上の分散試料の分散安定性を静的光散乱でモニターする手法を開発、これを論

文と技術基準にする予定である。 

 

７．５ 中間目標（H20 年度末）とその達成見通し 

 標準試料を用いた汎用動的光散乱装置の高精度装置への整合性確認、および細胞培養液

中に分散した工業ナノ粒子の平均粒径計測を通じ、液中分散の工業ナノ粒子に関する平均

粒径の測定手法（目標精度 25％）を完成させ目標を達成する見通しである。液中に分散し

た工業ナノ粒子の濃度については、代表的なナノ粒子系（現行ではカーボンナノ粒子を想

定）について、目標精度 50％の測定手順の確立し目標を達成する見通しである。 
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８． ①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

ウ）電子顕微鏡によるナノ粒子のキャラクタリゼーション技術開発 

 

８．１ 実施体制  

 産業技術総合研究所計測フロンティア研究部門 山本和弘、牧野雅 

 

８．２ H18〜20 の計画 

  平成１８年度は、液中分散工業ナノ粒子の試料調整法を検討して再現性の高い一般的な観察

手法の確立を図る。また生物試料として用いるマクロファージやヒト由来細胞の電子顕微鏡切片

作製法を策定する。また試料を急速凍結固定／凍結した上で切削して電子顕微鏡試料を作製する

技術を開発する。 

  平成１９年度は、前年度に検討した液中分散工業ナノ粒子の試料調整法を、実際に in vivo

等の有害性試験に用いるフラーレンやカーボンナノチューブの液分散試料での形状・分散状態や

細胞内分布等の観察へ適用することを検討する。 

 平成２０年度は、中間目標である急速凍結技術を用いた液中試料調整法を完成させる。また、

平成２０年度に開始される多層カーボンナノチューブのラット肺への気管内注入実験において、

投与試料のキャラクタリゼ−ションを行うとともに、平成１９年度に開発した EF-TEM 手法を肺組

織中のカーボンナノチューブに適用して試料作成条件および観察条件の最適化を行い、多層カー

ボンナノチューブの肺組織への取り込みや時間推移について調査を行う。 

 

中間目標 

  平成 20 年度末までに、急速凍結技術を用いた液中試料調整法の開発を終了し、ナノ粒子の

電子顕微鏡観察試料調整法および観察法に関する一般化を行って手順書とし提案する。 

 

６．３ H18〜H20 年度進捗状況 

 中間目標の「急速凍結技術を用いた液中試料調整法の開発」に向けて検討を行うと同時に、有

害性評価実験に適用するために、「常温での液中試料調整法の検討」および「生物組織試料作成

法の検討」を行った。生物細胞中のナノカーボンの高分解能観察手法を開発して、実際のフラー

レン粒子の In vivo 実験に適用した。 

・H18 年度において常温における液中試料調整法に関する検討を行った。直径 50nm のポリスチ

レンラテックスを試料として、凝集せずに良好な分散状態を保つ電顕試料調整手順を示した。 

・H18 年度において生物細胞、組織の電子顕微鏡観察のための試料調整法に関する検討を行った。
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培養細胞およびラット肺組織を対象として、常温での化学的固定法の検討を行った。肺組織の観

察において肺を膨張させる手順を検討して手法を確定し、手順を示した。 

・H19 年度において前年度に開発した技術を実際に in vivo 等の有害性試験に用いるフラーレン

やカーボンナノチューブの液分散試料での形状・分散状態の観察へ適用した。 

・H19 年度においてエネルギー分光ゼロロス電子像観察手法を用いて培養細胞において内包され

た多層カーボンナノチューブの高分解能観察に成功した。 

・H19 年度において NiO およびフラーレンを気管注入したラット肺の高分解能電顕観察および元

素分析を行い、ナノ粒子の組織内取り込みの推移を調べた。 

・急速凍結技術を用いた液中試料調整法の検討において浸漬法とメタルミラー法を検討し、電顕

グリッドへのハンドリングの容易さからメタルミラー法が適している。 

・急速凍結技術開発において、凍結氷を真空下で昇華する際に温度上昇が生じてナノ粒子が凝集

してしまうことが明らかになっている。H20 年度において、急速凍結した試料を冷却して真空下

で昇華乾燥させることで解決することを予定しており、中間目標を達成できると考えている。 

 

８．４ 成 果 

（a）急速凍結技術を用いた液中試料調整法の検討 

  ナノ粒子分散液から電顕観察試料を調整する場合、ナノ粒子分散液を急速凍結して分散状

態を維持し、その後、溶媒氷を真空中で液化すること無く昇華させればよい。急速凍結手法とし

て先ず液体窒素に分散液を浸漬する方法を検討した。治具にラテックス分散液約 10ml をとり、

液体窒素中に浸漬した。しかし窒素の気化熱が大きいために分散液と液体窒素の間に気泡が多数

形成されて、十分な冷却速度が得られないことが判明した。そこで液体窒素の代わりにより気化

熱の小さな液体プロパンを用

いて同様の実験を行ったとこ

ろ、分散液と液体プロパンの間

に気泡は形成されずに氷化し

た。この凍結分散液氷を凍結ミ

クロトーム技法で薄片化を試

みたところ、氷に延性がないた

めに薄膜状に切削できずに粉状になり、電顕グリッドへのハンドリングが非常に困難であった。

そこで液体窒素温度に冷却した金属板にナノ粒子分散液を押し付けて急速に凍結する方法を検

討した。金属板の表面が平滑であり、酸化層などのない純金属層のほうが大きな冷却速度が得ら

れることが明らかとなっているため、鏡面研磨した銅板に金メッキしたものを用いた。液体窒素

で冷却した状態を図Ⅲ２-08-1(a)に示す。これにナノ粒子分散液を押し付けて形成した氷薄片を

図Ⅲ２-08-１ 液体窒素温度に冷却した金属板 a)と急速凍結した分散液 b)
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図Ⅲ２-08-１(b)に示す。この氷薄片は電顕グリッドへのハンドリングも容易であった。 

 今後は氷薄片を載せた電顕グリッドを低温下で真空中に保持して昇華により乾燥することを

試みる予定である。 

 

(b)生物細胞中に含有されたナノカーボン材料の観察 

 次に生物細胞中に含有されたナノカーボン材料の観察について検討した。生物細胞は炭素を主

体とする軽元素試料であるため、生物細胞中に取り込まれた多層カーボンナノチューブおよび単

層カーボンナノチューブは同じ炭素元素であるためにコントラストが得にくい。さらに通常の電

顕観察においては生物試料の観察のためには細胞内のコントラストを得るためにウランや鉛な

どの重金属を用いて細胞組織を染色してコントラストを得ているが、重金属で染色された生物細

胞中にカーボンナノチューブが取り込まれている場合、カーボンナノチューブのコントラストは

重金属のコントラストに埋もれてしまう。そのために重金属による染色を用いないコントラスト

増大法としてエネルギー分光手法検討した。電顕において試料を透過する電子線は試料との相互

作用により一部の電子がエネルギーを失う。これらエネルギーを失った電子はボケとコントラス

ト低減の原因となる。この非弾性散乱電子をエネルギー分光して除去して結像することにより高

コントラストの像を得た。図Ⅲ２-08-2 に多層カーボンナノチューブを貪食したマクロファージ

の電子分光 TEM 像を示す。縞状のコントラストが明瞭に観察され、その間隔から 0.34nm の多層

カーボンナノチューブの層間隔であることがわかり、生物細胞中に含有された多層カーボンナノ

チューブの高分解能観察が可能となった。 

  次にフラーレンをラットに気管注入した実験において、ラット肺の電顕観察にエネルギー分

光手法を適用した。図Ⅲ２-08-3 にフラーレンを 0.2mg 投与して１週間後のラット肺において観

察されたマクロファージの電顕像を示す。細胞質内に赤丸で示すような黒色の粒状物質が観察さ

れ、その領域を高分解能観察すると結晶格子縞が観察された。制限視野電子線回折をとるとスポ

ット状のパターンが得られ、解析により結晶性フラーレンであることがわかった。このことから

ラット気管内に投与されたフラーレン結晶は肺マクロファージにより貪食されることが明らか

になった。フラーレン結晶の一部は肺胞上皮細胞中にも取り込まれていた。フラーレンのマクロ

ファージによる貪食および上皮細胞への取り込みは１ヶ月および３ヶ月後にも確認された。 
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 図Ⅲ２-08-２ マクロファージ中の MWCNT   図Ⅲ２-08-３ 肺胞マクロファージ中の C60

 

８．５ 中間目標(H20 年度末)達成の見通し 

  中間目標として「急速凍結技術を用いた液中試料調整法の開発を終了し、ナノ粒子の電子顕微

鏡観察試料調整法および観察法に関する一般化を行って手順書とし提案する」ことになっている。

現在、急速凍結技術を用いた液中試料調整法を検討しているが、凍結氷を真空下で昇華する際に

温度上昇が生じてナノ粒子が凝集してしまうことが明らかになっている。H20 年度において、急

速凍結した試料を冷却して真空下で昇華乾燥させることで解決することを予定しており、現在、

実験装置の組み立てを行っている。H20 年度中には技術的な課題を解決したいと考えている。 
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９．①工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

（２）媒体中における工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

エ）微少量試料に対する化学分析技術開発と工業ナノ粒子の体内分布の測定 

 

９．１ 実施体制  

産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 

田尾博明、平川力、中里哲也、佐藤浩昭、稲田征治、田村守孝 

 

９．２ H18～H20 年実施計画  

有害性評価試験の開発等に供する工業ナノ粒子の組成、化学構造、活性酸素生成能

等の測定方法を開発する。また有害評価試験の開発に用いた実験動物の体内での工業

ナノ粒子の分布状況を測定する。 

平成１８年度は、誘導結合プラズマ質量分析による工業ナノ粒子に含まれる触媒等

の微量金属分析法と生体に取り込まれた微量の工業ナノ粒子を臓器及び組織毎に定量

する方法を開発し手順書を作成する。このため、マイクロ波加熱分解装置を用いた非

汚染試料分解法を確立するとともに、有機物の妨害のない分析条件を決定する。これ

らの手法を用いて酸化ニッケルナノ粒子に暴露された実験動物における粒子の体内分

布を明らかにする。また、フラーレン・カーボンナノチューブを含む工業ナノ粒子表

面上で発生する一重項励起酸素生成能の測定方法を開発し手順書を作成する。 

平成１９年度は、酸化ニッケルのナノ粒子に経気暴露された実験動物における粒子

の体内分布を明らかにする。また、フラーレン及びカーボンナノチューブの分析方法

と、生体に取り込まれた微量のフラーレン及びカーボンナノチューブを臓器及び組織

毎に定量する方法を開発し手順書を作成する。このため、生体組織でこれらを分析す

る際の妨害除去法を開発し手順書を作成する。これらの手法を用いてこれらの工業ナ

ノ粒子に暴露された実験動物における粒子の体内分布を明らかにする。また、フラー

レンやカーボンナノチューブを含む工業ナノ粒子表面上で発生するヒドロキシルラジ

カル生成能の測定方法を開発し手順書を作成する。 

平成２０年度は、フラーレン及び酸化フラーレン類の分析精度を向上させ、生体に

暴露されたフラーレンの動態を明らかにする。また、カーボンナノチューブ（CNT）を

生体の炭素成分と分別する方法、及び、CNT の生体組織からの抽出法を開発し、暴露

された CNT の生体濃度を測定する。大気中において一重項励起酸素、及び OH ラジカル

の生成と拡散を計測するより簡便な手法を確立する。in vitro 試験において生成され

る主要活性酸素種を測定するため微弱発光計数システム及び手法を開発する。 

 

９．３ H18～H20 年度進捗状況  

微少量試料に対する化学分析技術では、まず、暴露試験に用いる工業ナノ粒子中の

金属不純物の分析法を開発し、単層 CNT、多層 CNT、酸化ニッケル中の不純物濃度を明
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らかにした。また、生体組織中の酸化ニッケル、フラーレン及び酸化フラーレンの分

析法を開発し、現在、CNT の分析法を開発中である。次に、開発した分析法を用いて、

酸化ニッケル又はフラーレンを気管注入したラット肺中の濃度を測定し、半減期を求

めた。また、肺以外の脳、肝臓中のニッケルを分析し、肺からこれらの臓器への移行

について調査した。また、フラーレンの各臓器への移行に関しても、現在分析試料を

調製中であり、近日中に分析する予定である。さらに、酸化ニッケル及びフラーレン

に 4 週間経気暴露されたラット肺中のニッケル、フラーレン及び酸化フラーレンを測

定し、減衰の様子を明らかにした。活性酸素生成能に関しては、18 年度にレーザー励

起燐光スペクトル計測（LIF）による、一重項励起酸素 O2(
1Δg)の濃度と寿命を測定す

る手法を確立し、大気中光励起による生成能を評価した。19 年度は各種ナノ粒子が

355nm にて励起された場合の OH ラジカル生成能を LIF により測定した。 

 

９．４ 成 果 

1）単層 CNT 中の金属不純物濃度を測定し、主なものとして、Fe（約 150 ppm）、Ni（約

100 ppm）、Cr（約 30 ppm）が含まれることを明らかにした。 

2）生体中の微量金属（Ni）、フラーレン、酸化フラーレンの分析法を開発し、気管注

入及び経気暴露されたラット中での経時変化、他の臓器への移行を調査した。 

3）NiO 及びフラーレンを単回、気管注入したラット肺中の半減期は、各々約 3.0 ヶ月、

約 1.0 ヶ月となり、フラーレンは NiO に比べて比較的速やかに肺から排出されること

が分かった。また、半減期は注入量が少ないときに短くなる傾向が見られ、特にフラ

ーレンでは顕著であった。また、一定濃度まで濃度が低下した後、減衰率が低下する

傾向が見られた。肺に気管注入された NiO の脳と肝臓への移行は検出できないかごく

僅かであり、その有害性は肺中での残存量に比べれば無視できるものと考えられた。 

4）NiO 及びフラーレンに 4 週間経気暴露されたラット肺中の半減期は、各々約 1.0 ヶ

月、約 0.6 ヶ月となり、気管注入に比べ半減期が短かった。その原因としては、暴露

方式の違いだけでなく、3）で述べた暴露量による半減期への影響も考えられる。すな

わち、今回実施した経気暴露の暴露量は気管注入に比べ少なかったため、半減期が短

くなった可能性も考えられる。 

5）一重項励起酸素(O2(
1Δg))の大気中光照射下における生成能評価手法を確立した。

フラーレンは光励起により O2(
1Δg)を生成するが、それらはナノ粒子上に吸着してお

り、大気中へは拡散しないと考察された。また、TiO2による O2(
1Δg)の生成は非常に小

さく、半減期も約 1μs と短いことが分かった。多層 CNT による O2(
1Δg)の生成も量子

効率が 5 %と低く、半減期も 0.4μs と非常に短寿命であり、表面上に O2(
1Δg)が生成

しても非常に早く失活すると考えられる。すなわち、これらの粒子が気中に分散し紫

外光に暴露された場合でも、O2(
1Δg)が気中に拡散することはないと考えられる。 

6）ヒドロキシルラジカル（OH•）大気中光照射下における生成能評価手法を確立した。 

355 nm の光で励起された場合、検討した可視光応答型 TiO2 は OH･を生成し、約 5 mm
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拡散すると推定された。すなわち、気中にこれらが分散し紫外光に暴露された場合、

OH•が生成され、気中に拡散することが示された。一方、NiO、SnO2、WO3 では殆ど OH･

が生成しなかった。 

 

９．５ H20 年度末中間目標とその達成の見通し  

中間目標（H20 年度末） 

平成 20 年度末までに、カーボンナノチューブとグラファイト状炭素、フラーレンと

誘導体化フラーレンを 10%以内の精度で分別して定量する方法を開発する。また、臓

器・組織中のナノ粒子を 80%以上の回収率で抽出する方法を開発するとともに、 in 

vivo 吸入試験が行われたナノ粒子に関して体内分布を明らかにする。また、培養細胞

による影響発現機構解析に供する工業ナノ粒子に関して活性酸素生成能のデータを取

得する。 

 

達成見通し・課題 

臓器中のナノ粒子のうち NiO、フラーレンに関しては 90%以上を達成しており、CNT

に関しても細胞溶解とろ過等の分離操作により目標の回収率を達成できる見込み。フ

ラーレンと酸化フラーレンの分別定量法は LC 及び LC-MS 法により、また CNT とグラフ

ァイト炭素の分別は熱重量分析により可能となっている。一方、生体中の微量の CNT

を定量する際に、CNT と生体成分との分離が課題となっており、分離法と選択的検出

法を鋭意検討中である。ナノ粒子の体内分布に関しては、気管注入及び経気暴露され

た NiO とフラーレンに関して体内での経時変化を明らかにした。CNT に関しては上記

課題を解決し、体内分布を定量的に評価することを目指している。試験用に調製され

たナノ粒子の主な活性酸素種である OH ラジカル、O2
-、H2O2の生成能を、ESR 装置を使

用したスピンプローブ及びスピントラップ法により達成できる見通し。OH ラジカル、

O2
-、H2O2 の生成能評価を in vivo 試験へ適用することに関しては、現時点では未確定

であるが、できうる限り努力する。 
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１０． ②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 

（１）排出シナリオの構築 

（３）暴露評価技術の開発 

 

１０．１ 実施体制 

産業技術総合研究所 安全科学研究部門 

蒲生昌志、小倉勇、篠原直秀、小林憲弘. 

 

１０．２ H18～H20 年の計画 

（１）排出シナリオの構築 

工業ナノ粒子の類型（種類、特性、用途等に応じた分類）ごとに、ライフサイクル（生

産、使用、消費、廃棄）における排出について、計測・実験・モデル化を行う。それに基

づき、粒子の量・サイズ・性状などの情報を含んだ定量・定性的な排出係数を推定し、排

出シナリオを構築する。 

 

（３）暴露評価技術の開発 

「（１）排出シナリオの構築」「（２）環境中挙動モデルの構築」の成果を踏まえ、工業

ナノ粒子の類型（種類、特性、用途、等）ごとに、量・サイズ・性状などの情報を含んだ

定量・定性的な暴露評価を行う。暴露評価は二つの内容から構成されており、これらをま

とめたものとして暴露シナリオ文書を作成する。１つは、工業ナノ粒子類型における単位

排出量あたりの暴露レベルや人口を、用途や排出プロセスの種類や地理的分布の情報にも

とづいて推定したものであり、これは、工業ナノ粒子の各類型が持つ暴露ポテンシャルを

評価することである。もう１つは、各類型の粒子の暴露ポテンシャルに、現状や将来にお

ける使用や排出量の推定値を付加することにより、具体的な暴露レベルを評価することで

ある。 

 

１０．３ 進捗状況 

（１）排出シナリオの構築 

i) 計測項目/手法の検討と値の信頼性評価 

文献調査により、現状の知識および技術において、排出・暴露評価を行うのに適切と考

えられる気中粒子の計測項目/手法を検討した。課題①の担当者の協力のもと、排出・暴

露の計測(下のii及びiii)で使用する各計測装置や技術の信頼性評価を行った(濃度や粒

径分布の信頼性の評価、電子顕微鏡観察のための粒子捕集方法の検討(捕集効率の確認)

など)。 

 

ii) 実環境での計測 

上記 iで評価した計測装置や技術を使い、ナノ材料の製造現場 2施設において、それぞ
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れ 2～3 日間の粒子排出状況の調査を行った。排出粒子の個数濃度、粒径分布をオンライ

ンで測定するとともに、排出粒子を捕集して、電子顕微鏡によりその形態を観察した。さ

らに別の数施設について、調査の計画が進行中である。 

 

iii) 模擬排出試験 

ナノ粒子一次製品(乾式粉体)の気中排出特性を評価するために、模擬的な排出試験系を

設計し、4種類のカーボンナノチューブ(CNT)、2 種のフラーレン、3種の酸化金属を対象

に排出試験を行った。上記 iで評価した計測装置や技術を使い、排出粒子の個数濃度、粒

径分布、有効密度をオンラインで測定するとともに、排出粒子を捕集して、電子顕微鏡に

よりその形態を観察した。試験対象を増やすと共に、構造や物性等と排出との関連の解析

を進めている。 

 

iv) ナノ粒子二次製品の評価 

ナノ粒子二次製品の評価として、実際に製品として使われている CNT 含有プラスチック

の製造・粉砕・リサイクル現場で出た粉砕・磨耗紛の調査(形態の SEM 観察など)を行った。 

 

v) 排出シナリオの構築 

既に市場にでている工業ナノ粒子使用商品について、製品インベントリーを利用して整

理した。また、カーボンナノチューブ、フラーレン、二酸化チタンについて、課題④の詳

細リスク評価書の作成作業と共同で、今後使用が期待される用途も含めて、用途情報を整

理した。 

工業ナノ粒子が使用されている、または使用が期待される用途について(具体的には、

自動車、家電製品、パーソナルコンピューター、スポーツ用品、プラスチック樹脂、リチ

ウムイオン電池・廃バッテリー、キャパシタを対象として選択)、現状のライフサイクル(製

造、使用、廃棄)の定量的フローを調査し、まとめた。 

 

 

（３）暴露評価技術の開発 

ナノ材料およびナノ粒子が含まれると考えられる従来の粉体の作業環境や発生源近傍の

排出・暴露に関する文献情報を収集・整理した。また、ナノマテリアルの労働衛生管理に

関するアンケート調査を(独)労働安全衛生総合研究所と共同で実施した。アンケート回答

の中で、ヒアリングおよび現場調査を行ってもいいと回答した業者については、順次、訪

問を進めている。 

排出と暴露は一体であり、本課題は、「（１）排出シナリオの構築」と合わせて、研究を

進めており、暴露シナリオ文書は、排出シナリオ文書とセットで作成を進めている。 

 

 

Ⅲ２-10- 2 



１０．４ 成 果 

（１）排出シナリオの構築 

i) 計測項目/手法の検討と値の信頼性評価 

 気中に排出されたナノ材料のキャラクタライズ・計測方法の現状や課題をまとめた(表Ⅲ

２-10-1)。利用可能な計測方法(装置)のそれぞれの特徴や限界をまとめ(表Ⅲ２-10-2)、排

出・暴露評価の計測項目を検討した。信頼性評価については、課題①参照。 

 

表Ⅲ２-10-1 気中に排出されたナノ材料のキャラクタライズ・計測方法の現状や課題 

現状の毒性データは，ナノ構造粒子の吸入に伴う健康リスクにおいて，従来の重量濃度やバルクの化学的性
状より，粒子サイズや表面積，表面の化学的性状などの方が重要であることを示している．

各暴露指標の相対的な重要性や，適切な暴露指標を決定するのに十分な情報はない．

推奨される一つのアプローチは，関連する物理的メトリクス－個数，長さ，表面積，重量－を測定することである．

粒子サイズによって肺への沈着や体内での輸送が決まるので，いずれにおいても粒子径の把握が重要である．

粒子径により，特徴的な生物学的相互作用を持つ可能性がある(ex 膜の透過)．
物理的メトリクスは，物質のある特性(表面化学のような)については直接的な情報を与えないが，便利で，実行

可能な代用測定値であるといえる．

凝集体としてマイクロサイズではあるが，一次粒子がナノ粒子のもの(体内での再分散の可能性)，また
はナノ構造を持ったマイクロサイズ粒子(比表面積など反応性は高いと予想)が存在する．広い粒径範囲

の測定が重要．

暴露現場のモニタリングには，簡易で，小型で，安価な方法が必要．

現場では時間分解能(数秒)の高い測定が概して必要．

バックグラウンド粒子との区別：概して，排出粒子による濃度上昇に比べてバックグラウンドは高い．

バックグラウンド粒子との区別の点でも，オンラインの測定だけでなくオフラインの測定が重要(電子
顕微鏡，Total Carbon，Elementary Carbon，元素分析など) ．
現場ではポータブルタイプの凝縮核粒子計数器(CPC)，粉塵計，光散乱式粒子計数器(OPC)，電子式低
圧インパクター(ELPI)，ディフュージョンチャージャーなどが使われている．走査型電気移動度分析器
(SMPS)は必ずしも適さない．  

 

 

表Ⅲ２-10-2 気中粒子の計測方法(装置)のそれぞれの特徴や限界 

××重量
ナノ～マ
イクロ

○(重量
分離)

エアロゾル粒子質量分析装置
(APM)

△

○

○

○

○

○

×

時間

分解能

○

○

○

○

×

×

×

ポータブル

(現場)
測定

項目

サイズ
領域

粒径

分離

個数ナノ×凝縮核粒子計数器(CPC)

個数マイクロ△光散乱式粒子計数器(OPC)

表面
積

ナノ×Diffusion Charger

重量マイクロ×ピエゾバランス粒子測定器

個数マイクロ○Aerodynamic Particle Sizer (APS)

個数
ナノ～マ
イクロ

△電子式低圧インパクター(ELPI)

個数ナノ◎走査型電気移動度分析器(SMPS)

××重量
ナノ～マ
イクロ

○(重量
分離)

エアロゾル粒子質量分析装置
(APM)

△

○

○

○

○

○

×

時間

分解能

○

○

○

○

×

×

×

ポータブル

(現場)
測定

項目

サイズ
領域

粒径

分離

個数ナノ×凝縮核粒子計数器(CPC)

個数マイクロ△光散乱式粒子計数器(OPC)

表面
積

ナノ×Diffusion Charger

重量マイクロ×ピエゾバランス粒子測定器

個数マイクロ○Aerodynamic Particle Sizer (APS)

個数
ナノ～マ
イクロ

△電子式低圧インパクター(ELPI)

個数ナノ◎走査型電気移動度分析器(SMPS)

計測項目：オンライン

計測項目：オフライン
TEM，Total Carbon，Elementary Carbon，元素分析 (物質依存)など  

 

ii) 実環境での計測 
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未発表データなので、具体的な結果については省略する。 

現場調査における測定の例を図Ⅲ２-10-1 に示す。オンライン計測では、バックグラウ

ンドに存在する粒子との区別が問題であったが、ピーク的な排出が観察された。対象ナノ

材料の個数濃度や、サイズ、形態等の情報を、オフライン計測(捕集粒子の電顕観察)によ

り得た。ナノ材料は凝集しており、マイクロオーダーの大きさの粒子排出が主であった。 

CPC:凝縮核

粒子計数器
OPC:光散乱式

粒子計数器

300～>10,000 nm
光散乱径別個数濃度

10～>1,000 nm
総個数濃度
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粒子捕集：電顕観察、化学分析等

ELPI：電子式低圧インパクター

メンブレンフィルター：>80 nm SEM観察等

グラスファイバーフィルター：全量 炭素分析等
静電捕集：<約500 nm TEM観察等

7～>10,000 nm
空気力学径別個数濃度

0

50

100

150

200

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
個
数

濃
度

[個
/c

m
^3

]

OPC
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図Ⅲ２-10-1 現場調査の測定の例 

 

iii) 模擬排出試験 

英国の労働衛生の分野で用いられている、粉体のハンドリング時における気中への排出

しやすさ(ダスティネス)の計測・評価方法を参考に、ナノ材料(一次製品乾式粉体)の気中

への排出特性を評価する方法を検討した(図Ⅲ２-10-2)。一般に高価なナノ材料の評価に

は使用粒子量の少ない方法が適していること、そして、取り扱いや装置の簡易さから、試

験管と攪拌器を用いた流動床型(攪拌型)の粒子発生法をまず採用することにした。 
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既存の粒子巻き上がりの評価：DUSTINESSの測定

簡易標準化
実プロセスとの

関連

使用粒子量

が少量

△×○噴霧型

○△○流動床型

○○○△回転型

○○○△落下型

簡易標準化
実プロセスとの

関連

使用粒子量

が少量

△×○噴霧型

○△○流動床型

○○○△回転型

○○○△落下型

・サブミクロンサイズ以上の粒子を対象に発展
・材料の選定，初期のリスク評価，暴露評価(労働衛生)に役立つ指標

・各工業プロセスとの関連や換算係数に関する研究は発展途中
・高価なナノ材料の評価には使用粒子量の少ない方法が良い
・ナノ材料の評価には重量濃度より個数濃度などの方が良い

→現状の標準化された装置などはそのまま使えない

・サブミクロンサイズ以上の粒子を対象に発展
・材料の選定，初期のリスク評価，暴露評価(労働衛生)に役立つ指標

・各工業プロセスとの関連や換算係数に関する研究は発展途中
・高価なナノ材料の評価には使用粒子量の少ない方法が良い
・ナノ材料の評価には重量濃度より個数濃度などの方が良い
→現状の標準化された装置などはそのまま使えない

袋詰め，秤量，充填など

European Standardization OrganizationCNTへの適用例あり

 

図Ⅲ２-10-2 ナノ材料の気中への排出特性の検討：ダスティネス評価のナノ材料への拡張 

 

設計したナノ材料の気中への排出特性評価試験の系の概要を図Ⅲ２-10-3 に示す。空気

の導入部及び排気部には、HEPA フィルターを設置し、バックグラウンド粒子の試験系へ

の流入、ならびに試験で発生した粒子の室内への放出を制御した。計測装置の保護のため

に、計測対象外の大きな粒子を除去するサイクロンを配管内に設置した。濃度レベルに応

じてサンプル空気は希釈し、装置ごとに計測に最適な濃度が得られるようにした。 
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攪拌器

希釈空気

乾燥圧縮
空気

サイク
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cut
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フィルター
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計

バルブ

希釈

CPC

HEPA
フィルター

流量
計

バルブ
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ポンプ

サイク
ロン

粒子捕集：オフライン計測

APS:エアロダイナミックパーティクルサイザー
OPC:光散乱式粒子計数器
SMPS:走査型電気移動度分析器
DMA:微分型移動度分析器
CPC:凝縮核粒子計数器
APM:エアロゾル粒子質量分析器

APM CPC

 
図Ⅲ２-10-3 ナノ材料の気中への排出特性評価試験の概要 

 

排出試験の結果の例として、単層 CNT と TiO2の排出粒子の個数濃度粒径分布を図Ⅲ２

-10-4 に、電子顕微鏡観察写真を図Ⅲ２-10-5 に示す。 
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図Ⅲ２-10-4 ナノ材料の気中への排出特性:個数濃度粒径分布 

 

約400 nm

約200 nm

触媒(Fe)

約400 nm

約1000 nm

単層CNTs TiO2
CNI HiPco未精製品

0.8～1.2 nm径，0.1～1 μm長
石原産業 ST-01
一次粒子径 7 nm

 
図Ⅲ２-10-5 ナノ材料の気中への排出特性:電子顕微鏡観察 

 

粒径分布は攪拌強度，攪拌時間，空気流量，使用粒子量によらずほぼ一定であった．多

くのナノ材料は凝集しており、数十 nm から 10μm 以上までの広い範囲の粒子の排出が見

られた。また、ナノ材料によって、排出濃度に 2 桁ほどの違いがあった。未精製の CNT

においては、触媒金属粒子の排出も見られた。 

 

iv) ナノ粒子二次製品の評価 

 未発表データなので、具体的結果は省略する。 

 

v) 排出シナリオの構築 

課題④の詳細リスク評価書の作成作業と共同で、ナノチューブ、フラーレン、酸化チタ

ンの主要用途を中心に進めている(課題④参照)。 
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（３）暴露評価技術の開発 

ナノ材料の排出・暴露に関する既存研究について、プロセスや計測法、排出ナノ材料の濃度、

サイズ、形態などの情報をまとめた(表Ⅲ２-10-3)。 

 

表Ⅲ２-10-3 工業ナノ材料の排出・暴露に関する研究 

出典 物質種 プロセス 計測法 濃度、サイズ、形態等 

カーボンブラッ

ク 
袋詰め SMPS (16.5-805 nm)

労働環境：3,500～49,900 個/cm3 (粒径中央値 51-399 nm)

屋外：694,000～38,360 個/cm3 (粒径中央値 44 nm) 

ニッケルパウダ

ー 
袋詰め SMPS (16.5-805 nm)

労働環境：3,700～212,000 個/cm3 (粒径中央値 49 nm) 

屋外：3,300～15,500 個/cm3 (粒径中央値 23 nm) 

precious metal 

blacks 
ふるい CNC (20-3000 nm) 

労働環境：23,100～70,700 個/cm3  

屋外：19,300～61,600 個/cm3 

Wake et al. 

(2002) 

酸化チタン 袋詰め CNC (20-3000 nm) 
労働環境：4,200～16,600 個/cm3  

屋外：9,700～58,400 個/cm3 

Kuhlbusch et 

al. (2004, 

2006) 

カーボンブラッ

ク 

反応, 造粒, 袋

詰め 

SMPS (15-734 nm), APS

(700-12000 nm), TEOM 

(PM10), フィルター捕

集(PM1, PM2.5, PM10), 元

素状炭素(EC), 有機炭

素 (OC) 

 袋詰め時には、空気力学径 400 nm 以上(約 1 μm と>8 μmに

モードを持つ粒径分布)のカーボンブラック粒子の排出が見

られた。100 nm 以下の粒子の個数濃度の増加が見られた場所

もあるが、それらはカーボンブラックの排出ではなく、交通

やフォークリフト、ガスヒーター、グリース/オイルヒューム

由来と考えられた。  

藤谷ら

(2006) 

フラーレン、カー

ボンナノチュー

ブ 

袋詰め、掃除機の

使用、計量、アジ

テーション 

SMPS (10-487 nm), OPC 

(300-5000 nm), SEM

粗大粒子の排出を観察。ナノサイズの粒子は観察されず。バ

ックグラウンドの粒子に対し、ナノ材料の排出による個数濃

度の増加の寄与は明らかでなかった。 

Maynard et 

al. (2004, 

2007) 

単層カーボンナ

ノチューブ 
模擬攪拌 

SMPS (4-100 nm), SMPS 

(70-777 nm), APS 

(523-20000 nm), APM, 

TEM 

攪拌強度に応じて、排出濃度は増加。100 nm 以下の粒子を検

出。移動度径 150 nm の粒子の有効比表面積はバッチ 1 が 17 

m2/g (中の詰まった非管状カーボン)、バッチ 2が 95 m2/g (鉄

を含むナノロープ)、移動度径 31 nm の粒子の有効比表面積は

バッチ 1 が 890 m2/g (鉄を含むナノチューブのオープンな凝

集体)、バッチ 2は検出不可。質量フラクタル次元は 2.07。

Maynard et 

al. (2004) 

単層カーボンナ

ノチューブ 

回収(移し変え), 

清掃時 
CPC, OPC, SEM, ICP-AES

ナノサイズ粒子の個数濃度の増加はほとんど見られなかっ

た。不純物の鉄、ニッケルを指標に推定した排出濃度は 0.7

～<53 μg/m3であった。作業時のグローブへの SWCNT の付着

量は、片手につき 0.2～6 mg であった。 

Ku et al. 

(2006) 

カーボンナノフ

ァイバー 
模擬攪拌 

SMPS, APS, APM, TEM, 

ELPI 

粒径中央値 250 nm、およそ 60-2000nm の範囲の単峰分布。

移動度径 100 nm の粒子の有効密度 1.25 g/cm3、移動度径 200 

nm の粒子の有効密度 0.81 g/cm3、移動度径 400 nm の粒子の

有効密度 0.60 g/cm3。質量フラクタル次元 2.38。ファイバー

のバンドルが見られた。 

Birch et al. 

(2006) 

カーボンナノフ

ァイバー 

秤量, 移し変え, 

樹脂混合,エポキ

シコート後ふる

い,のこぎりカッ

ト 

粉塵計, CNC, DC, ELPI, 

TEM, 気中および床表面

のダスト中トータルカ

ーボン(TC) 

約 500 nm より大きな粒子の個数濃度のわずかな上昇、マイク

ロサイズのナノ構造を持つファイバーの飛散を観察。バック

グラウンドの粒子濃度に対して、濃度の増加は非常にわずか

であった。TC の測定により、オフィスの床などからも高濃度

の TC が検出され、実験室からオフィスへの粒子の何らかの移

動が示唆された。 

Gupta et al. 

(2006) 

多層カーボンナ

ノチューブ 

コンポジットの

研磨 

SMPS, CNC, OPC, SEM, 

TEM, ラマン/赤外分光

オンライン計測で 100 nm 以下の粒子を検出。TEM 画像におい

て、チューブが飛び出た大きな粒子が見られた。ラマン/赤外

分光では検出できず。 

 

ナノマテリアルの労働衛生管理に関するアンケートの概要を図Ⅲ２-10-6 に示す。アン

ケートは、NBCI（ナノテクノロジー・ビジネス推進協議会）経由でナノ材料を取り扱う

80 社に配布した。未発表データなので、具体的な結果については省略する。 
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職場での対応
１．クローズドシステム・無人化・

自動化
２．全体換気
３．局所排気
４．グローブボックス
５．防じんマスク
６．防護手袋
７．防護メガネ
８．防護衣
９．作業環境測定（一般的な粒子）
10．作業環境測定（ナノサイズ）
11．その他

職場での対応

性状

１．クローズドシステム・無人化・
自動化

２．全体換気
３．局所排気
４．グローブボックス
５．防じんマスク
６．防護手袋
７．防護メガネ
８．防護衣
９．作業環境測定（一般的な粒子）
10．作業環境測定（ナノサイズ）
11．その他

１．粉体
２．懸濁液
３．樹脂練品
４．その他

性状

ばく露

１．粉体
２．懸濁液
３．樹脂練品
４．その他

１．懸念がある
２．懸念がない
３．わからない

ばく露
１．懸念がある
２．懸念がない
３．わからない

 

図Ⅲ２-10-6 ナノマテリアルの労働衛生管理に関する調査の概要 

 

１０．５ H20 年度末中間目標とその達成見通し 

（１）排出シナリオの構築 

中間目標：「工業ナノ粒子の排出について、ヒアリング調査、文献調査、実環境での計

測、模擬排出試験、構造や物性等に基づく排出特性の予測的解析の結果を整理・統合し、

排出特性のモデル化の原案を示す。また、工業ナノ粒子の類型のうち、現在既に上市され

ている主要なもの 5類型程度について、粒子の量・サイズ・性状といった情報を含んだ定

量・定性的な排出係数の推定と排出シナリオ文書の作成を行い、排出の現状を評価する。」 

実環境での計測は、受け入れ先の問題があるが、今後、少なくとも数施設で行う予定で

ある。模擬排出試験については、評価ナノ材料の数が増えつつあり、その結果を基に、ナ

ノ材料の構造や物性等に基づく排出特性の予測的解析・モデル化を進める。これらの結果

から、粒子の量・サイズ・性状といった情報を含んだ定量・定性的な排出係数を推定する。 

二次製品の排出評価についても、ナノチューブ、フラーレン、TiO2 の主要用途を中心

に、排出シナリオ文書作成に必要なものにさらに取り組む。 

上記の結果をもとに排出シナリオ文書の作成を進める。目標は達成可能である。 

 

（３）暴露評価技術の開発 

中間目標：「（１）で構築した排出シナリオに基づき、工業ナノ粒子の類型のうち、現在

既に上市されている主要なもの 5類型程度について、粒子の量・サイズ・性状といった情

報を含んだ定量・定性的な暴露量や暴露人口を推定し、暴露シナリオ文書の作成を行い、

暴露の現状を評価する。また、工業ナノ粒子の排出・暴露特性をモデル化し、排出・暴露

可能性を定量・定性的に評価する方法の原案を作成する。」 

文献情報やアンケート調査の結果を踏まえつつ、「（１）排出シナリオの構築」とセット

で暴露シナリオ文書の作成を進めている。課題（１）は順調に進みつつあり、目標は達成

可能である。 
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１１． ②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発 

(２)環境中挙動モデルの構築 

 

１１．１ 実施体制 

AIST 環境管理技術研究部門 

小原ひとみ・伊藤文之・大古善久・脇坂昭弘・近藤裕昭 

 

１１．２ H18～H20 の計画 

空気中に放出された工業ナノ粒子の凝集・拡散プロセスに関する実験的解析を行い、ナ

ノ粒子の暴露評価および環境中挙動モデルの構築に必要な環境動態を解明するため、H18－

20 年度に以下①－③の研究を行う。 

①ナノ粒子の気中分散法の開発 

②ナノ粒子の環境動態の解析とモデル化 

③ナノ粒子の凝集・拡散プロセスの観測手法の開発 

 この研究の実験装置の概念図を図Ⅲ２-11-１に示す。 

DMA

ナノ粒子
ビーム源

フローチャンバー

凝集・拡散

SMPS

顕微鏡観測

分光分析：その場観測光学系

粒子サイズ選別用 粒径分布計測用

 

           図Ⅲ２-11-1 実験装置の概略図 

 

ナノ粒子ビーム源から放出されたカーボンナノチューブやフラーレンなどのナノ粒子をフ

ローチャンバーに導入し、フローチャンバー内の環境を制御して、ナノ粒子の凝集・拡散

過程を SMPS 法（Scanning Mobility Particle Sizer: 走査型モビリティー粒径計測器）や

分光法（その場観測）により計測する。本研究から観測された粒子成長過程を解析し、H20

年度は工業ナノ粒子の環境中挙動のモデル化を試みる。 

 

１１．３ 進捗状況 

 ナノ粒子気中分散法として、１．加熱昇華法、２．超音波分散法、３．レーザーアブレ

ーション法、４．超臨界 CO２法を検討した。加熱昇華法は H19 年度に開発し、これを用いて

フラーレンのフローチャンバー中での粒子成長過程を観測した。超音波分散法は H18 年度

に開発し、H19 年度にカーボンナノチューブ（CNT）のフローチャンバー中の挙動観測に適

用した。レーザーアブレーション法は H18-19 年度に開発し、CNT の分光分析によるその場
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観測試験を行った。超臨界 CO2法は、H18-19 年度に開発し、フラーレンの分散に適用したが、

加熱昇華法の方がより適していることがわかった。 

ナノ粒子の気中分散法の開発により、ナノ粒子の化学的性質（昇華性、難揮発性、溶解

性）に応じた最適な気中分散手法を選択することが可能になった。フラーレン、単層カー

ボンナノチューブ（SWCNT）については、フローチャンバー内に分散して、数十～数百 nm

の範囲で粒子成長過程の観測が可能になった。 

計測手法は、SMPS 法による粒径分布計測に加えて、キャビティーリングダウン(CRD)分光

法による気相の高感度近赤外・可視吸収スペクトル測定を可能にした。複数の計測手法に

よる多角的情報（粒径分布、粒子数、濃度分布など）により、凝集拡散プロセスの実験的

解析が可能となったため、H20 年度はナノ粒子の環境中挙動のモデル化を試みる。 

 

１１．４ 成 果 

１１．４．１ 加熱昇華法によるフラーレンの粒子化過程の観測 

 フラーレンが約 600℃で昇華する性質を利用してその気中分散法を開発し、これを用いた

フラーレン粒子の挙動観測を試みた。直径 1 cm の石英管にニクロム線を隙間なく巻き付け、

石英管内部に直径約 2 mm のキャピラリーに詰めたフラーレンを加熱部に静置し、窒素ガス

を一定速度で流し、フラーレンを気中に分散した（図Ⅲ２-11-2）。発生源と SMPS サンプリ

ング管との距離（X）を変化させることで、滞留時間に依る粒径の変化を SMPS により計測

した。 

N2 gas

to SMPS

to duct

X cm
CPC: TSI Model 3776
DMA: TSI Model 3080

heater

C60 in the Quartz glass 
capillary Quartz glass

heater

C60 in the Quartz glass 
capillary Quartz glass

 

図Ⅲ２-11-2 加熱昇華法によるフラーレンナノ粒子分散及び 

粒径分布計測実験の概略図 

生成したフラーレン凝集体のサイズは、チャンバー内部の飛行距離 X が長くなるにつれ

て、即ち、滞留時間が長くなるにつれて大きくなる傾向を示した。充分に時間が経過する

と最終的に凝集体は 40～80 nm に最多径を示した。およそ 10nm にピークを持つ粒子が昇華
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フラーレン由来の一次粒子であり、40～80 nm の二次粒子が安定な凝集体として浮遊するこ

とがわかった（図Ⅲ２-11-3）。 

 フラーレンの凝集に対する環境中共存物質の効果を解明するため、キャリアガス（窒素）

中の湿度を変化させて昇華分散を行った。生成した粒子は、乾燥窒素を用いた場合と比較

して、一次粒子の最多径が約 5 nm、二次粒子の最多径は約 20 nm 大きいことがわかった（図

Ⅲ２-11-4）。 
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図Ⅲ２-11-3 フローチャンバー内部におけるフラーレン凝集体の粒径分布 

           N2 3lpm、加熱 670℃、粒子発生から X cm でサンプリング 
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図Ⅲ２-11-4 加湿条件下におけるフラーレン凝集体の粒径分布 

 N2 3lpm、加熱 670℃、湿度 20%、粒子発生から X cm でサンプリング 
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 これは、加湿条件下においてフラーレン分子の凝集速度が大きくなることを示している。

疎水性の強いフラーレンの凝集プロセスが水分子によって影響を受けた可能性と、昇華す

るときに水分子が共存することで、フラーレンの表面が化学修飾されていた可能性が示唆

される。今後、高温でのフラーレン昇華分散物を化学分析し、条件ごとの昇華生成物を同

定し、凝集・拡散特性との関連を調べる予定である。また、二次粒子の安定性についても

検討する。 

 

１１．４．２ 超音波分散法によるカーボンナノチューブの粒子化過程の観測 

 分散物を含む水溶液に超音波を照射すると、霧と同時に分散物が気中に飛散する性質を

利用し、単層カーボンナノチューブ（SWCNT）を気中に分散させることができた。水 400 ml

に遠藤・内田が飴法で調製した SWCNT 分散液 5～6 ml を混合し、2.4 MHz の超音波を照射し

た。SWCNT と共に大量の霧粒子(水)が液相から気相に移動するため、加熱ユニットを通して

脱水し、カーボンナノチューブ断片の気中分散物を得た（図Ⅲ２-11-5）。 

 気中分散した SWCNT 粒子をフローチャンバーに流し、粒径の経時変化を計測した。Ⅲ２

-11-6 が示すように粒径分布の形状はブロードであった。 

超音波振動子（2.4MHｚ）

キャリア
ガス カーボンナノチューブ分散液

（数mlを水に混合する）

霧化

脱溶媒和室

ナノ粒子
ビーム

 
図Ⅲ２-11-5 超音波分散法を用いたカーボンナノチューブ分散の概略図： 

ナノ粒子分散水溶液に超音波を照射し、発生したナノ粒子含有ミス

ト（霧）を乾燥させてナノ粒子ビームとする 
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図Ⅲ２-11-6 超音波分散法による SWCNT 凝集体の粒径分布 

        チャンバー入り口から異なる距離でサンプリング→時間別粒径分布 
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カーボンナノチューブ断片は非球形であり、なおかつ多様な形状をしているため、それが

粒径分布のシグナルに反映されているものと考えられる。わずかではあるが粒径分布は時

間経過に伴って大粒径側にシフトしており、環境中に放出されたカーボンナノチューブ断

片が飛行時間・距離によって変化することが示された。 

 

１１．４．３ レーザーアブレーション法と分光分析 

(3-1). カーボンナノチューブ（CNT）のレーザーアブレーションと吸収スペクトル測定 

レーザーアブレーション用チェンバーを用い（図Ⅲ２-11-7）、CNT のアブレーションによ

る気中分散実験を行った。実験に用いた CNT は多層カーボンナノチューブ（MWCNT）である。

アブレーション用ターゲットの作成法としては、下記の方法を検討した。 

・ナノ粒子をマトリックス材料（KBｒ）と混合し、均一な粉末にした後、加圧してペレッ

トにする手法 

・ナノ粒子をマトリックス材料（アラビアゴム）と混合し、乾燥させた後、ペレットにす

る手法 

アブレーションは、Nd:YAG の一次ストークス光（波長 1.9μｍ、出力 30mJ/pulse）を乾

燥窒素気流中で、f=300mm の石英シリンドリカルレンズで緩く集光し、ターゲットに照射す

ることで行った。また、ターゲットから 6.5cm 下流側でキャビティーリングダウン（CRD）

分光による吸収測定を行った。 

 図Ⅲ２-11-８に MWCNT の近赤外領域における気中分散スペクトルを示す。測定領域は、

色素レーザーの発振波長、CRD 分光法に用いる高反射率ミラーの帯域、大気中の妨害物質（水、

CO2）の３つの要因で制限を受けており、連続的に波長掃引できるのは全体の半分程度であ

る。これを見ると、5000～10000cm-1領域に MWCNT の吸収がひとつ以上存在することがわか

る。吸収位置は別途測定した固体試料のスペクトルと大体対応しており、アブレーション

により MWCNT が気中分散していることが確認できた。一方、可視領域 I における気中分散

スペクトル（図Ⅲ２-11-9）を見ると、この領域にはピークなどの構造が存在しない事がわ

かる。これは、液中分散試料のスペクトルの結果と一致している。 

 プローブ光

ターゲット

（回転）

キ ャリヤガス
フロー セルへ

アブレーションレーザー

キャビティ部分

 

図Ⅲ２-11-7 レーザーアブレーションチェンバーの概略図 
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       図Ⅲ２-11-8 MWCNT の近赤外領域における気中分散スペクトル 
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図Ⅲ２-11-9 可視領域 Iにおける MWCNT の気中分散スペクトル 

 

検出感度の観点からは、吸収係数の大きな波長での濃度モニタリングが望ましい。近赤

外領域においては、7500-8000cm-1 での観測がその目的に適していると考えられるが、スペ

クトルの明瞭な構造を観測できていないため CNT の種別や会合状態を識別して測定するこ

とは困難である。しかし、CNT 濃度の相対量が得られることから、挙動モニタリングへの応

用が可能と考えられる。 

一般に MWCNT のスペクトルは各層の吸収が重なるために構造に乏しいと考えられ、今回

の実験結果はそれを反映したものになっている。一方、SWCNT においてはより明瞭な構造が

見られることが期待されたため、SWCNT についても同様な実験を試みた。SWCNT は供給され

た試料がフィルム状だったため、そのまま折り畳みペレット状にしてアブレーション実験

を行った。現在までのところ、近赤外～可視領域で測定を行ったが、明瞭な構造を持つス
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ペクトルは得られていない。これは、気中分散した SWCNT がバンドル化しているためと考

えられる。 

 

(3-2). 発光分光装置を用いた CNT の計測 

CNT はその半径・ピッチにより特定波長に発光スペクトルを示すので、アレイ検出器を用

いて多波長同時測定を行うことで気中分散した CNT の in situ なキャラクタリゼーション

を行うことができる。同様な測定は液相および固相の CNT に対しては近年行われているが、

希薄な気中分散系については報告例がない。現在、レーザーアブレーションで気中分散さ

せた MWCNT について、発光スペクトルの観測を試みている。気中では高感度が要求される

ため、励起光を多重反射させる、積算回数を増やすなどの試みを行ったが現在まで検出に

至っていない。励起レーザーのビーム形状が far field において大きく拡がるため十分な

励起光密度が稼げなかったことが主たる原因のひとつと考えられ、現在対策を検討中であ

る。 

 

１１．４．５ 超臨界 CO2法によるフラーレンの分散 

超臨界 CO2中にフラーレンが溶解する挙動を超臨界 CO2分光装置（H18 年度試作）により

調べた結果、40℃100 気圧の条件で、約 0.0002 mg/ml の溶解度を確認した。 

超臨界 CO2中におけるフラーレンの溶解度は決して大きくはないが、SMPS 法で検出可能と

試算されたため、気中噴霧を行い、SMPS により粒子計測を行った。フラーレンに由来する

粒径 40 nm を中心ピークとする粒子（約 2000 /cm3）が確認された。高圧セルから噴霧して

いるため、冷却効果により粒子化が加速される可能性が示唆された。加熱昇華法によるフ

ラーレンの気中分散実験と比較すると、濃度、供給安定性において、加熱昇華法の方が優

れていることが分かった。 

 

１１．５ H20 年度末中間目標とその達成の見通し 

中間目標（H20 年度末） 

平成 20 年度までにナノ粒子の気中分散法の開発およびフローチャンバーの設計・製作を行

い、ナノ粒子の凝集/拡散プロセスを物理化学的実験により解析する手法を確立し、凝集/

拡散プロセスのモデル化の概念を構築する。 

 

達成見通し 

 

（１）ナノ粒子の気中分散法の開発 

 フラーレン、CNT の気中分散法として、加熱昇華法、超音波霧化分散法、レーザーアブレ

ーション法、超臨界 CO2法を検討した。その結果、フラーレンについては加熱昇華法と超臨

界 CO2法、CNT については超音波霧化分散法とレーザーアブレーション法による気中分散を
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可能にした。フラーレンは、加熱昇華法の方がより安定な分散が得られることを確認した。

また、CNT の分散については、暴露環境を再現するために新たな分散法が必要となる可能性

がある。 

 

（２）ナノ粒子の凝集拡散プロセスの解析 

 フローチャンバー内に加熱昇華法によりフラーレンを分散し、その粒子化の過程を SMPS

により解析することが可能になった。また、湿度などのチャンバー内の環境によって粒子

化が変化することも観測した。今後、安定粒子サイズを検証すること、生成物の化学分析

により酸化反応の効果を検討すること、チャンバー壁面への吸着の程度を見積もること、

分光法による濃度変化のその場観測の情報を得ること、について検討し、凝集拡散プロセ

スの詳細な解析が可能になると考えている。 

 

（３）凝集拡散プロセスのモデル化 

 ナノ粒子の経時変化をとらえたデータ取得を系統的に広げて、汎用流体モデルを用いて

フローチャンバー内の流れと簡単なナノ粒子動力学モデルを連成させ、ナノ粒子の凝集・

沈着に対するどのようなモデルが実験結果をうまく説明できるかを検討する。凝集/拡散プ

ロセスモデル概念構築については、ナノ粒子の全体像を解析することで達成可能と考える。 
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１２． ③ 工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

(１) 工業ナノ粒子有害性評価試験の開発 

ア）吸入暴露試験法の開発と試験の実施 

 

１２．１ 実施体制 

産業医科大学 産業生態科学研究所 

田中 勇武、森本 泰夫、大神 明、明星 敏彦、大藪 貴子、村上 昌宏 

 

１２．２ 平成 18 年から 20 年までの計画 

気管内注入試験を用いた工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

１８年度から20年度の目標 

比較対照物質として酸化ニッケル、工業ナノ材料としてフラーレン、カーボンナノチュ

ーブの気管内注入試験を行う。Wistar 系雄性ラットに対象物質を単回気管内注入し、３

日から６ヶ月、１年等の時点で解剖する。評価内容は、肺の病理組織学的検索、生化学

的解析、炎症および線維化関連遺伝子発現状況である。また、肝、腎、脾、精巣、脳に

関しても病理組織学的解析を併せて行う。また、凝集体のサイズの検討を行うためにナ

ノ粒子凝集レベルの異なる酸化ニッケルを気管内注入し上記項目を評価する。 

 

吸入暴露試験を用いた工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

比較対照物質として酸化ニッケル、工業ナノ材料としてフラーレン、カーボンナノチュ

ーブの吸入暴露試験を行う。Wistar 系雄性ラットに対象物質を 1ヶ月間の吸入暴露を行

い、３日から 3ヶ月の時点で解剖する。評価内容は、気管内注入試験に準ずる。 

 

１２．３ 進捗状況 

１２．３．１ 酸化ニッケルの気管内注入試験 

比較対照物質である酸化ニッケル（Nanostrucured & Amorphous Materials Inc. 20nm. 純

度 99.8%）を用いて気管内注入試験を行った。 

蒸留水に懸濁した酸化ニッケル粒子（比表面積:104.6 m2/g、質量基準 50%径：26 nm）0.1mg、

0.2mg を Wistar 系雄性ラットに、単回注入した。また、対照群としては蒸留水を注入し

た。注入後３日、１週間、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月後に解剖を行った。肺組織より蛋白の

抽出、４％パラホルムアルデヒドで定圧固定にて病理標本を作成した。片肺より生理食塩

水にて気管支肺胞洗浄を行い、回収した洗浄液中の細胞成分などの検討を行った。肺以外

の臓器に関しては、肝臓、腎臓、脾臓、精巣、脳の湿重量を測定し、ホルマリンにて固定

し、病理標本の作成を行った。各タイムコースにおける評価内容の検討は終了した。 
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１２．３．２ フラーレンの気管内注入試験 

キャラクタリゼーションを行ったフラーレン（質量基準 50%径：33 nm）0.1mg または 0.2mg

を蒸留水（Tween80 を 0.1%含む）に懸濁して、ラットに単回気管内注入した。試験のタイ

ムコース、評価内容に関しては、上記酸化ニッケルのプロトコールに準ずる。3ヶ月まで

の評価内容の検討は終了した。 

 

１２．３．３ ナノ粒子凝集体サイズが異なる酸化ニッケル凝集体の注入試験 

ナノ粒子凝集体サイズによる生体へ及ぼす影響の差異を検討するため、Ⅰの酸化ニッケル

の気管内注入試験で検討した比較対照の酸化ニッケルを用いて凝集体（ミクロンレベル）

を作成した。凝集体直径は、質量基準 50%径で 2260nm である。この実験結果をⅠの実験結

果と比較して検討する。Ⅰで用いた試料をナノレベル凝集体（質量基準 50%径は 26 nm）と

呼ぶ。ミクロンレベルの酸化ニッケル凝集体を Wistar 系雄性ラットに 0.1mg、0.2mg を気

管内注入し、観察期間 1 ヶ月後と 3 ヶ月後に解剖を行った。評価内容に関しては、上記酸

化ニッケルのプロトコールに準じて行った。 

 

１２．３．４ フラーレン及び酸化ニッケルの吸入曝露試験 

フラーレンおよび酸化ニッケルの曝露濃度及び曝露粒径分布を動物チャンバー内でほぼ

一定に保って 1ヶ月間（1日 6時間、週 5日間、4週間(計 19 日間)）の吸入曝露を実施し

た。なお、フラーレンの曝露チャンバー内における平均粒子重量濃度は 0.5 ± 0.1 mg/m3

（Tween を含む）であり、個数濃度は 4.1 × 104 particles/cm3であった。また、曝露期

間中のフラーレン平均個数基準 50％径は 96 nm とほぼ一定していた。酸化ニッケル比較

対照群の曝露チャンバー内の平均粒子重量濃度は 0.2 ± 0.1 mg/m3, 個数濃度は 9.2 × 

104 particles/cm3であり、個数基準 50％径は 59 nm であった。非曝露群については、同

一のチャンバー内に清浄空気のみを曝露した。曝露終了後の解剖については、3 日目、1

ヶ月、3ヶ月と計画通り終了し、評価内容の検討も終了した。評価内容に関しては、気管

内注入試験の評価内容に準じて行った。 

 

１２．４ 成果 

１２．４．１ 酸化ニッケルの気管内注入試験 

気管内注入後 3 日から 6 ヶ月までの評価を行った。評価内容は、肺の病理組織学的検索、

生化学的解析、炎症および線維化関連遺伝子発現状況、および他臓器の病理組織学的解析

も併せて行った。 

(1) 肺病理組織と肺重量：肺の病理組織学的検索において、蒸留水注入群と比較して、炎

症反応の亢進を認めたが、線維化の進行は認められなかった。ラット肺湿重量の増加

が蒸留水注入群と比較して、注入後 3日目では 0.2mg、1 週間では 0.1mg, 0.2mg、1 ヶ

月と3ヶ月後では0.2mgで認められ、6ヶ月後では3群間での差異は認められなかった。
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乾燥肺重量においても、湿重量で有意の増加を認めた群において増加が認められた。

さらに 3ヶ月後の 0.1mg 群でも増加が認められた。 

(2) 生化学的解析：BALF における炎症反応（総細胞数、好中球）の亢進が、蒸留水注入群

と比較して 3 日から 3 ヶ月まで認められた。血液では、炎症反応（白血球数、好中球

数）の差異は認められなかった。 

(3) 炎症および線維化関連遺伝子発現：肺組織や BALF における Heme Oxygenase-1 (HO-1)

遺伝子発現に関して、急性期のみならず慢性期においても発現の亢進がみられた。 

(4) 他臓器の病理組織：大脳、小脳、鼻腔、精巣、肝臓、腎臓、脾臓の病理組織学的検索

において、注入後３日から６ヶ月後の間では、病変は認められなかった。 

(5) 気管内注入後 6 ヶ月後までの各解剖時期における肺内酸化ニッケル定量の結果、生物

学的半減期は、0.1mg 注入群で 1.5 ヶ月、0.2mg 注入群で 2.4 ヶ月であった。 

酸化ニッケルの気管内注入は、急性期のみならず慢性期においても持続的炎症所見を認め

たことより、酸化ニッケルは、工業ナノ材料の比較対象物質として有用であることが示唆

された。 

 

１２．４．２ フラーレンの気管内注入試験 

気管内注入後 3 日から 3 ヶ月までの評価を行った。評価内容は、肺の病理組織学的検索、

生化学的解析、炎症および線維化関連遺伝子発現状況、および他臓器の病理組織学的解析

で、比較対象である酸化ニッケル群と陰性対照である蒸留水（Tween80 を 0.1%含む）群と

比較検討した。 

(1) 肺病理組織と肺重量：フラーレンによる肺の炎症は軽微であり、肺胞内の色素様成分

の沈着を伴う肺胞マクロファージの出現と間質（気管支、血管周辺）における炎症細

胞出現が主な所見であった。3日後に一過性の炎症の上昇を認めたが、比較対照の酸化

ニッケル注入群よりは低かった。その後、フラーレン注入群の炎症は低下し、陰性対

照群と差異は認められなかった。線維化についてもフラーレン注入群で、肺胞道部、

胸膜部ともに線維化の増強を示す所見は認められなかった。ラット肺湿重量では、比

較対照である酸化ニッケル注入群で、3ヶ月まで増加したのに対し、フラーレン注入群

では、ほとんど陰性対照群と差異が認められなかった。 

(2) 生化学的解析：BALF においてフラーレン注入群では、3 ヶ月までの観察において陰性

対照群とほとんど差異が認められなかった。一方、比較対照の酸化ニッケル注入群で

は総細胞数や好中球(PMN)などの炎症細胞が 3 日から 3 ヶ月まで増加した。血液では、

3群間で炎症反応の差異は認められなかった。 

(3) 炎症および線維化関連遺伝子発現：肺組織における HO-1 遺伝子発現に関して、フラー

レン注入群では、発現亢進は見られず、ほぼ陰性対照と同じレベルであった。なお、

比較対照の酸化ニッケル注入群においては急性期のみならず慢性期においても発現の

亢進がみられた。BALF においても、比較対照の酸化ニッケル注入群では発現が亢進し
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たが、フラーレン注入群では認められなかった。 

(4) 他臓器の病理組織：大脳、小脳、鼻腔、精巣、肝臓、腎臓、脾臓の病理組織学的検索

において、フラーレン注入による病理所見は認められなかった。 

現状では、フラーレンの急性反応は少ない傾向にあると思われるが、さらなる慢性期の検

討が必要である。 

 

１２．４．３ ナノ粒子凝集体サイズが異なる酸化ニッケル凝集体の注入試験 

ミクロン凝集レベルの酸化ニッケルを気管内注入後、1ヶ月と 3ヶ月の評価を行った。評価

内容は、肺の病理組織学的検索、生化学的解析、炎症および線維化関連遺伝子発現状況、

および他臓器の病理組織学的解析で、ナノ凝集レベルの酸化ニッケル群や蒸留水の注入で

ある陰性対照群と比較検討した。 

(1) 肺病理組織と肺重量：肺の病理組織学的検討においては、両凝集体注入群共に、肺胞

内のマクロファージ出現、細気管支•肺胞上皮細胞の肥大•増生と間質（気管支、血管

周辺）における炎症細胞出現が主な所見であった。炎症エリア評価では、ミクロンレ

ベル凝集体注入群において、3ヶ月後に炎症エリアの拡大を認めた。線維化については、

両凝集体注入群にて、軽度の細網線維や膠原線維の増生が局所的に認められたが、ス

コアでは、胸膜部と肺胞道部において、陰性対照群と比較して、両凝集体注入群共に、

有意な差異は認められなかった。ラット肺湿重量、乾燥重量では、ミクロンレベル凝

集体注入群でも、ナノレベル凝集体注入群と同様に増加傾向を示した。しかし、ナノ

レベル、ミクロンレベルの両群間において、肺湿重量の有意な差異は認められなかっ

た。 

(2) 生化学的解析：BALF においてナノレベル凝集体の総細胞数や好中球などの炎症細胞が

増加したと同様に、ミクロンレベル凝集体でも同様の炎症反応が認められた。しかし、

ナノレベル、ミクロンレベルの比較では、3ヶ月後に総細胞数では差異は認められなか

ったが、好中球数ではミクロンレベル凝集体で有意な増加が認められた。血液では、

ナノレベル凝集体注入群で有意な変化は認められなかったと同様に、ミクロンレベル

凝集体注入群においても炎症反応は認められなかった。 

(3) 炎症および線維化関連遺伝子発現：肺組織における HO-1 遺伝子発現に関して、両凝集

体注入群で、発現の亢進が認められたが、両群間には、HO-1 発現の亢進の大きさには

差異は認められなかった。 

(4) 他臓器の病理組織：大脳、小脳、鼻腔、精巣、肝臓、腎臓、脾臓の病理組織学的検索

において、酸化ニッケル凝集体による病理所見は認められなかった。 

現状では、ナノ粒子の凝集レベルによる生体反応の、著明な差異は認められない。慢性期

の検討を行い総合的に評価する必要がある。 
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１２．４．４ フラーレン及び比較対照としての酸化ニッケル吸入曝露試験 

4 週間の吸入暴露後 3 日、1 ヶ月、3 ヶ月の評価を行った。評価内容は、肺の病理組織学的

検索、生化学的解析、炎症および線維化関連遺伝子発現状況、および他臓器の病理組織学

的解析で、フラーレン吸入群、酸化ニッケル吸入群、非暴露群を比較検討した。 

(1) 肺病理組織と肺重量：肺の病理組織学的検索においては、マクロファージ出現（色素

様成分の沈着を伴う）がフラーレン吸入群では微細程度に、酸化ニッケル吸入群で軽

度に観察され、それぞれ間質（気管支、血管周辺）における炎症細胞の微細ないし軽

度な出現を伴った。炎症エリアの評価では、フラーレン吸入群では、非曝露群と比較

して 3 日目に軽微な差異を認めたが、その後有意差は認められなかった。一方、酸化

ニッケル吸入群では、1ヶ月で有意な炎症エリア拡大を認めたが、3ヶ月では非曝露群

と比べ有意な差異は認められなかった。線維化に関しては、いずれの群においても線

維増生を示す明らかな所見は認められず、肺胞道部と胸膜部の線維化評価では、3群間

で差異は認められなかった。ラット肺湿重量および乾燥重量では、フラーレン吸入群

の肺湿重量は、ほとんど非曝露群と差異は認められなかったのに対し、比較対照群で

ある酸化ニッケル吸入群では 3日後、1ヶ月後に有意に増加した。しかし、3ヶ月後に

おいては 3群で差異は認められなかった。 

(2) 生化学的解析：BALF において、フラーレン吸入群では、非曝露群とほとんど差異を認

めなかったが、比較対照の酸化ニッケル吸入群では総細胞数（3ヶ月まで）や好中球（1

ヶ月まで）などの炎症細胞が増加した。血液では、3群間で炎症反応の差異は認められ

なかった。 

(3) 炎症および線維化関連遺伝子発現：肺組織における HO-1 遺伝子発現に関しては、フラ

ーレン吸入群においては亢進を認めなかったが、比較対照の酸化ニッケル吸入群では 3

日から 3ヶ月まで持続的な亢進が認められた。BALF における HO-1 遺伝子発現に関して

は、フラーレン吸入群においては、ほとんど非曝露群と差異が認められなかったが、

比較対照の酸化ニッケル吸入群では 3日目に有意な亢進が認められた。 

(4) 他臓器の病理組織：大脳、小脳、鼻腔、精巣、肝臓、腎臓、脾臓の病理組織学的検索

において、フラーレン吸入および酸化ニッケル吸入による病理所見は認められなかっ

た。 

(5) 比較対照の酸化ニッケル吸入群における肺内沈着量測定から推算される生物学的半減

期は 1.2 月であった。また、沈着率については、7.3％と算出された。 

(6) 尿中の8-OHdGに関しては、観察期間において3群間で生成の差異は認められなかった。 

以上より現状において、フラーレンの吸入曝露による急性反応は少ない傾向にあると思わ

れる。フラーレンの急性期・慢性期の気管内注入試験の結果を総合的に検討し、フラーレ

ンの有害性を評価する予定である。 
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１２．５ 中間目標（平成 20 年度末）とその達成の見通し 

(1) 気管内注入試験に関して、カーボンナノチューブのキャラクタリゼーションが終了す

れば、気管内注入試験を開始する準備は整っている。産総研と調整を行い、現在のと

ころ 7 月頃に試験開始を予定している。結果は、比較対照である酸化ニッケルやフラ

ーレン等と比較することによって、カーボンナノチューブなど新規工業ナノ材料の評

価を行いたい。 

(2) 気管内注入試験において、解析が終了してない慢性期の評価をフラーレン、酸化ニッ

ケル（ミクロンレベルの凝集体を含む）について実施する。飼育状態も良く、順調に

計画は進んでいる。 

(3) 吸入曝露試験は、いつでも開始出来る体制は整っている。カーボンナノチューブのキ

ャラクタリゼーションが終了すれば、試験を行う。産総研、広島大学と連携をとって

計画を進めており、現在のところ 9月に吸入暴露試験を開始する予定である。結果は、

比較対照である酸化ニッケル吸入群、非暴露群、フラーレン吸入群等と比較すること

によって、カーボンナノチューブの吸入曝露による評価を行うと共に、気管内注入試

験結果とも併せて、総合的な評価を行う予定である。 
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１３． ③ 工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

(１) 工業ナノ粒子有害性評価試験の開発 

イ) 経皮暴露による皮膚形態学的影響の評価 

 

１３．１ 実施体制 

鳥取大学医学部 皮膚病態学 

足立孝司、山田七子、山元 修 

 

１３．２ H18～20 の計画 

平成 18 年度は、一定の粒径範囲の二酸化チタン（TiO2）を含む外用剤を作製し、ラット

の皮膚へ予備実験的に曝露させ、ヘマトキシリン・エオジン染色標本により光顕病理組織

学的変化の有無を検討し、さらに免疫組織化学的に蛋白レベルでの細胞の変化がないかど

うか準備的に調べる。同時に電子顕微鏡用標本を作製観察し、超微形態レベルでの変化の

有無を準備的に検索するとともに、工業ナノ粒子の局在を産総研つくばの高分解能観察装

置を含んだ電子顕微鏡的な観察を行う。これらの情報をもとに曝露に関する至適条件を検

討する。 

平成 19 年度は、至適曝露条件の確立を目指しつつ、形態学的観察のための標本数（実際

には被験動物個体数）を 30 以上に増やし曝露実験を行う。採取した皮膚を、複数の免疫組

織化学的マーカーを含め、光学顕微鏡レベルで病理組織学的に観察する。これにより光学

顕微鏡レベルでの二酸化チタンの皮膚障害性試験の手順書作成を目指す。電子顕微鏡的観

察も、透過型電子顕微鏡にて通常の観察法により細胞学的変化をみるとともに、産総研つ

くばの装置を利用してチタンナノ粒子の局在の高分解能観察を行なう。また同時に、角層

以下にナノ粒子の局在が疑わしい場合は元素分析も準備的に行う。走査型電子顕微鏡（SEM）

についても、常法での角質表面の観察とともに、角質剥離法を利用した NSEM（低真空走査

電子顕微鏡）によるチタンナノ粒子の X線分析法の検討を始める。 

平成 20 年度では、予定されていた残りの免疫組織化学的染色（ならびに有望なマーカー

の検討）、全検体の透過型・走査型電顕の観察、分析を終える。必要に応じ追加曝露実験を

行う。これらの結果に基づき、皮膚への単回曝露後早期の皮膚形態学的影響の評価を行い、

二酸化チタン経皮曝露による皮膚形態学的影響の評価手順書を作製する。また長期曝露後

の形態学的影響の検討のための予備実験を行い、至適条件を決定する。 

 

１３．３ 進捗状況 

TiO2エマルジョンによる曝露実験に先立ち、ホソカワミクロンに作製を外注した TiO2 エ

マルジョンが完成するまでの期間、市販のサンスクリーンによる実験を準備的に行い、至

適条件設定の参考にした。サンスクリーンによる予備実験をもとに TiO2 エマルジョン（ホ

ソカワミクロン社作製）による予備実験を行い、ラットの週齢や曝露時間、テープストリ
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ッピング回数の条件設定を検討した。予備実験ではラットの週齢数は 5～7週齢であったが、

試料をより大きな範囲で多数採取するため 5～7週齢と形態学的変化が全く変わりないこと

を確認して本実験では週齢数を 8週齢に統一した。曝露時間は 4, 6 時間曝露ラットの毛包

漏斗部に顆粒状物質がみられ 2 時間曝露群にはみられなかったことより、4～6 時間曝露が

必要であると思われ、本実験では曝露時間を 4 時間に統一した。さらに、光顕、透過型電

顕に関しては曝露後の経時的変化の有無について検討するための単回曝露後 1，3，7 日目

の観察を行うことにした。また、テープストリッピングは角質最下層の評価のために 80 回

までストリッピングを行った。また、蛍光色素標識の TiO2 エマルジョン（ホソカワミクロ

ン社作製）による曝露実験も行うことにした。TiO2エマルジョンによる本実験を重ね形態学

的観察に必要な検体を採取し、各種検討を始めた。 

 

１３．４  成 果 

１３．４．１ 時間曝露試験 

【光顕像（HE 染色）による TiO2の局在性および病理組織学的変化の観察】 

・TiO2曝露群 30 匹、コントロール群 15 匹の観察を行った。 

・TiO2曝露群において黄褐色の粒状物質が観察され、これらは角層上層に局在していた。角

質下部には光顕的には粒状物質はみられなかった。毛包漏斗部の粒状物質の局在は 30 匹

中 25 匹にみられた。表皮や毛包の生細胞領域への侵入はみられなかった。 

・表皮の顆粒層～基底層の厚さを接眼ミクロメーターで測定した。TiO2曝露群 30 匹の平均

値は 34.9μm±3.87S.D.で、コントロール群 15 匹の平均値は 35.3μm±4.55S.D.であっ

た。両者の平均値間には t 検定で有意な差はみられず、表皮の顆粒層～基底層の厚さに

変化はなかった。 

・表皮、毛包、真皮に著明な病理学組織学的変化はみられなかった。 

【免疫組織化学的変化の検討】 

・免疫組織化学的染色（各種 cytokeratin(CK)、 metallothionein、rat Ki-67, phospho-heat 

shock protein 27）を行った。 

・TiO2曝露群25匹とコントロール群12匹で、表皮細胞の対象抗原の局在の変化を観察した。 

・免疫組織化学的に曝露群とコントロール群の間に明らかな相違はなかった。 

【FITC 修飾 TiO2含有 W/O エマルジョン 4時間曝露後の蛍光顕微鏡観察】 

・TiO2曝露群 10 匹、コントロール群 4匹の観察を行った。 

・角質上部と一部の毛包漏斗部に FITC 標識粒状物質がみられた。 

・表皮、毛包の生細胞領域に蛍光はみられなかった。 

 

【透過型電顕による TiO2の局在性および表皮細胞の細胞学的変化の観察】 

・TiO2曝露群 15 匹、コントロール群 8匹の観察を行った。 

・TiO2曝露群すべての角質上層と一部の毛包漏斗部に電子密な微細顆粒状物質あるいはその
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集合体が観察された。 

・毛包漏斗部に局在する微細顆粒状物質の形態は角質上層のものと同様であった。 

・表皮や毛包上皮の生細胞領域への侵入はみられなかった。 

・表皮、毛包構成細胞に細胞学的変化はみられなかった。 

・TiO2曝露群 6 匹について EELS による元素分析を行った。角層上層、毛包漏斗部に局在す

る顆粒状物質でチタンが検出された。しかしながら生細胞領域にはチタンは確認されな

かった。 

【走査型電顕観察・分析】 

・TiO2曝露群10匹、コントロール群10匹の観察・分析を行った。 

・曝露皮膚の角層最外表面を低真空 SEMで観察すると、粒状、球状物質が全体に均一にみ

られ、エネルギー分散型X線分析ではチタンが検出された。 

・テープストリッピング40回剥離後では毛包開口部およびその周囲にのみ粒状物質は分布

しておりチタンを検出した。毛包間表皮の角層には検出されなかった。 

・80 回剥離後では、40 回剥離でみられていた毛包周囲の粒状物質もみられなくなり、毛包

間表皮にはチタンを検出できなかったが、毛包開口部を詳細に観察すると一部でわずか

に粒状物質がみられ、チタンを検出した。 

 

１３．４．２ 経時的変化の検討 

【光顕像（HE 染色）による TiO2 の局在性および病理組織学的変化の観察】 

・TiO2曝露群 10 匹、コントロール群 10 匹の観察を行った。 

・4時間後にしばしばみられた毛包漏斗部の TiO2と思われる粒状物質は 1日後にはみられな

くなった。 

・角層上層の粒状物質は 1日後では減少しているが、角層上部に散見された。3日後ではご

く一部の角層上部にみられていた。7日後ではごくわずかに角層上部に観察されたものがあ

ったが、ほとんどは粒状物質が確認できなかった。 

・表皮、毛包の生細胞領域へ侵入は光顕上観察されなかった。 

 

１３．５  H20 年度末中間目標とその見通し 

① 必要に応じ追加曝露実験を行う。 

② 免疫組織化学的に予定されていた残りのマーカーの染色（TUNEL 法を含む）を終え、

さらに有望なマーカーについて追加検討する。 

③ 全検体の透過電顕観察を終える。 

④ 角層剥離後の走査電顕的 X線分析を終える。 

⑤ 単回曝露後 1, 3, 7 日後の電顕観察、分析を行う。 

⑥ 平成 18～19 年および上記①~⑤の結果に基づき、二酸化チタン経皮曝露による皮膚

形態学的影響の評価手順書を作製する。 
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⑦ 長期曝露後の形態学的影響の検討のための予備実験を行い、至適条件を決定する。 

⑧ マイクロアレイ用サンプルの採取法の検討を行う。 
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１４． ③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発  

（１）工業ナノ粒子有害性評価試験の開発  

ウ）生体影響プロファイルの作成・評価手法の開発 

 

１４．１ 実施体制 

産業技術総合研究所 健康工学研究センター  

（H20.3 までヒューマンストレスシグナル研究センター） 

二木鋭雄（H20.3 まで）、岩橋均、吉田康一、斎藤芳郎（H20.3 まで）、堀江祐範、

藤田克英、早川三恵子（H20.5 まで）、西尾敬子、福井浩子、石田規子（H20.5 から） 

 

 

１４．２ H18～H20 年実施計画 

培養細胞試験・吸入暴露試験・経皮暴露試験から得られる細胞試料・組織試料を分析・

評価して工業ナノ粒子の生体影響プロファイルを作成し、有害性影響評価の指標を選定

する。また、選定した評価指標を用いて、培養細胞試験により工業ナノ粒子の生体影響

を評価する。 

平成１８年度は、培養細胞を工業ナノ粒子で暴露し、細胞の増殖速度、細胞死形態な

どの基本的な観察に加え、細胞内器官に対する影響を評価するための再現性の良い試験

系を確立する。具体的な試験細胞は、肺、血（液）管を起源とするヒト由来細胞（Jurkat）

やラット神経細胞（ガン細胞を含む）、ヒト血管内皮細胞 HUVEC（正常細胞）、ヒトの肺

がん由来細胞 A-549（がん細胞）、ラットの神経系細胞である PC12（がん細胞）、ラット

胎児脳から取り出す初代神経培養細胞などであり、再現性のある生育条件に対して、カ

ーボンナノチューブ（CNT）、フラーレン、酸化チタン(TiO2)、量子ドットなど、入手可

能な工業ナノ粒子を暴露する。暴露に用いる試料は、課題①（１）イの担当グループか

ら供給を受けるか、又は同グループにより開発された手法により調製したものを用いる。

暴露後の細胞は、当該プロジェクト内、他グループで、細胞内小器官における分布、濃

度等を測定する。併せて、細胞内器官へ及ぼす工業ナノ粒子の影響に関して蛍光プロー

ブ等を用い分子生物学的手法によって定量的に評価する。 

工業ナノ粒子を暴露した動物に関しても課題③（１）ア）、イ）で得られた生体試料

を逐次活用して研究を開始する。工業ナノ粒子直接接触臓器（肺、皮膚等）、間接接触

臓器（肝臓等、血液も含む）、非接触想定臓器（脳）の優先順位で、生体影響に関して

評価を行う。具体的評価項目は、臓器重量、臓器細胞異常観察に加え、培養細胞試験同

様、細胞内器官、脂質、タンパク質、核酸等の疾患関連ストレスマーカー、DNA マイク

ロアレイを用いた網羅的遺伝子発現解析とする。 

 

平成１９年度は、課題③（１）ア）、イ）での暴露動物個体、さらに課題③（３）に

よるTiO2暴露動物個体についてバイオマーカーを用いた毒性評価を継続する。特に病理
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学的知見の蓄積、ヒトについての疾患予測を行う。網羅的遺伝子発現解析を行って、生

理的影響予測を行い、更に暴露試験自体の再現性、および影響時と無影響時との差異を

統計学的に示す。細胞暴露評価については、１８年度に確立された細胞系であるヒト表

皮角化細胞 HaCaTを用い、TiO2（ルチル型、アナターゼ型）、酸化亜鉛（ZnO）、酸化ニ

ッケル（NiO）、酸化セリウム(CeO2)、二酸化けい素(SiO2)、酸化鉄(III)(Fe2O3)、酸化ア

ルミニウム（Al2O3）などの金属酸化物およびCNT、フラーレンなどを暴露する。評価項目

は、細胞死（アポトーシス／ネクローシス）、細胞増殖、形態、細胞内器官（細胞膜、

ミトコンドリア、核膜）、脂質の疾患関連ストレスマーカー（ヒドロキシリノール酸、

７－ヒドロキシコレステロールおよびイソプロスタン）、タンパク質や核酸の疾患関連

ストレスマーカー、 DNAマイクロアレイを用いた網羅的遺伝子発現解析等とする。以上

の細胞実験評価結果および動物実験評価結果を網羅的に整理し、実際のヒトに及ぼす効

果を推察する上での生体影響評価結果として整理を行う。 

 

平成２０年度 

in vitro 試験：TiO2及びNiOを中心とした金属酸化物６種類の細胞毒性把握、炭素系工

業ナノ粒子の細胞毒性評価法の確立を行う。１８、１９年度に確立した細胞系であるヒ

ト表皮角化細胞HaCaTおよびヒト肺がん細胞A549に加えてヒト結腸がん由来細胞Caco-2

細胞を用い、CeO2、SiO2、Al2O3などの金属酸化物などを曝露する。その際、従来の評価法

に加え、細胞内活性酸素濃度、アポトーシスマーカー、免疫応答、遺伝毒性、酸化スト

レスマーカー、遺伝子発現解析等の測定を行う。フラーレン、CNTに関しては、先ず、プ

ロジェクトの各チームと共同し、培地中での分散安定化を目標に毒性評価系の確立を行

い、その後、細胞毒性試験を順次行う。 

in vivo 試験：NiO投与２年、フラーレン投与１年まで、及び工業ナノ粒子を吸入暴露

したラットの酸化ストレスマーカー及び抗酸化物質の測定、他チームへのサンプル提供、

遺伝子発現解析を行い、個々の工業ナノ粒子に特異的な生物影響を比較検討しデータの

蓄積を行う。ナノ粒子に対する包括的な生体影響評価を行うことを目的に、インビトロ

試験によるナノ粒子の細胞毒性メカニズムの解析結果と、インビボ試験で得られた現象

の解析結果を相互に考察する。さらに、無細胞系での活性酸素種の測定にも着手し、既

に所有するＸ-バンドESR、ストップトフロー紫外吸収測定装置、化学発光測定装置を用

いて、金属酸化物によって発生する活性酸素種の有無、有する場合はその同定、定量な

どを検討し、上述のin vitro, in vivo 試験で得られた結果の考察を進める。 

 

 

１４．３  H18～H20 年度 5月進捗概要 

in vitro 試験に関して培養細胞を用いた金属酸化物の影響評価を行うための、最適

な実験法検討および粒子のキャラクタリゼーションのための各チーム間で連携構築を目

指した。はじめに TiO2 を用い評価系の検討を行った。次に、確立した評価系において、
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TiO2に加え、ZnO、NiO、CeO2、SiO2、Fe2O3、Al2O3などの金属酸化物の細胞への影響評価

を行った。このうち、毒性の弱かった TiO2と、毒性の強かった NiO について、さらに詳

細な毒性機序の検討を行った。 

in vivo 試験に関しては、NiO さらにフラーレンを工業ナノ粒子として選定し、これ

を産業医科大学にて気管内投与後および吸入暴露後に、飼育したラットの各組織および

血液を対象にバイオマーカーの測定や DNA マイクロアレイを用いた遺伝子発現解析（肺

組織のみ）を行った。得られたデータを総合的に理解することによって生体への影響を

考察した。 

 

 

１４．４ 成 果  

１４．４．１ in vitro 試験 

in vitro 試験として、６種類の金属酸化物（TiO2、NiO、ZnO、SiO2、Al2O3、CeO2）の

細胞毒性を概観するとともに、特に毒性の弱かった TiO2と毒性の強かった NiO について

詳細な検討を行った。この結果、金属酸化物による細胞毒性メカニズムとして、以下の

知見を見出した。すなわち、 

１）金属酸化物の細胞内への取込み（ナノ粒子≒リファレンス粒子） 

金属酸化物ナノ粒子は培養液中で凝集体を形成し、エンドサイトーシスにより細胞内

に取り込まれた（上皮細胞系のような非貪食細胞であっても細胞内に取り込まれていた）。

細胞内で凝集体は膜状の構造に囲まれ、再分散することなく二次粒子形が保持された状

態で細胞質の特定の部位に局在していた。粒子の細胞への取り込みは、金属酸化物の種

類に関わらず、ナノ粒子のみならず凝集の少ないリファレンス粒子でも見られた。 

２）細胞内酸化ストレスの亢進（ナノ粒子≧リファレンス粒子） 

TiO2, NiO, ZnO 幾つかの金属酸化物は細胞内酸化ストレスを亢進した。細胞内活性酸

素種（ROS）レベルと細胞死との間には相関が見られた。 

３）アポトーシスの誘導（ナノ粒子＞リファレンス粒子） 

細胞内 ROS の上昇とともに、アポトーシス誘導タンパク質である Caspase-3 活性も上

昇していた。これら細胞内 ROS および Caspase-3 活性の上昇は一次粒子径レベルでナノ

サイズの粒子においてより顕著であった。凝集体の大きさ（二次粒子径）による違いは

見られなかった。 

４）遺伝子発現解析 

TiO2 投与細胞での遺伝子発現解析において、一次粒子径の大きさの違いにより遺伝子

の発現に差が見られた。すなわち、一次粒子径のより小さな TiO2の投与した細胞におい

て、より多くの遺伝子が誘導された。培養 24 時間後、TiO2無投与と比較して２倍以上の

高発現した遺伝子数は、一次粒子径 7nm の TiO2を投与した細胞では 809 の遺伝子数が、

20nmのTiO2を投与した細胞では586の遺伝子数が認められたのに対し、一次粒子径200nm

のリファレンス粒子では 374 の遺伝子数であった。しかしながら、いずれの TiO2投与し
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た細胞においても炎症反応、酸化ストレス、アポトーシスに関する遺伝子発現の顕著な

誘導は認められなかった。酸化ストレスに関しては、酵素レベル、物質レベルでは観察

されていることから、遺伝子発現レベルでの応答を要しないレベルの酸化ストレスが誘

導されていると解釈される。一方、一次粒子径 7nm の TiO2を投与した細胞において、24

時間後、細胞外マトリックス分解酵素に関連するいくつかの遺伝子に有意な高発現が認

められた。一次粒子径 20nm や 200nm の TiO2を投与した細胞では、これらの遺伝子の高

発現は認められなかったことから、HaCaT 細胞はナノ粒子 TiO2により引き起こされた細

胞外マトリックスの破壊や細胞機能の抑制を修復あるいは再構築を行っている可能性を

示唆している。大変興味深い新規な知見であるため、抗体を使った実験などを行い、さ

らに検証を加えていく予定である。一方、強い細胞死が見られた ZnO においては一次粒

子径の違いによらず、2倍以上の高発現した遺伝子数は、約 4000 程度（培養 24 時間後）

と非常に多かった。上記の TiO2の発現解析と比較すると、この結果は、同様な粒子径や

同様な毒性（死滅割合）を示しても、生体への影響は、金属酸化物の種類によって非常

に異なることを示唆している。 

次年度は、金属酸化物における毒性機序をまとめつつ、フラーレンに代表される炭素

系化合物を中心に検討を行う。 

 

１４．４．２ in vivo 試験 

in vivo 試験に関しては、NiO およびフラーレン気管内注入曝露ラットに関して、経時

的にサンプリングを行い、NiO に関しては 6 ヶ月目まで、フラーレンに関しては 3 ヶ月

目までの解剖を終了した。血漿および肺のバイオマーカー（酸化ストレスマーカー）や

抗酸化物質の計測を行いデータの集積を行った。併せて DNA マイクロアレイを用いた解

析手法の検討と遺伝子発現解析を行い、ナノ粒子の違いによる生体反応の特異性を確認

した。 

NiO 気管内投与後 6 ヶ月までの遺伝子発現解析を行った結果、特に 1 週間後の 100μg 

および 200μg NiO 投与群において、炎症部で産生され血管内から炎症組織内への白血球

やリンパ球の遊走の誘導をもたらす炎症性細胞遊走因子（Chemokine）や走化性

（Chemotaxis）に関連する遺伝子、さらに炎症反応に関与する遺伝子の高発現が認めら

れ、投与後１週間から遺伝子の徐々に低下し、６ヶ月では対照群とほぼ同様に落ち着い

た。これらの遺伝子発現の結果は、産業医科大学での肺の病理学的検索や気管支肺胞洗

浄液中での生化学的解析のなどの結果にほぼ合致するものであった。 

また、肺胞マクロファージからの細胞外マトリックスの分解酵素である Mmp-12 をコー

ドする遺伝子の顕著な高発現も同時期の NiO 投与群において認められた。インビトロ試

験において、HaCaT 細胞がナノ粒子 TiO2により細胞外マトリックス分解酵素をコードす

る遺伝子の高発現が認められたが、これらの結果と比較すると興味深い。対象の投与物

質や細胞の種類による違いはあるが、ナノ粒子の影響評価において、細胞外マトリック

ス分解酵素をコードする遺伝子群の発現変化については、その有害性との関連で今後の
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検討が必要である。肺中に残存するニッケル量は、投与後１週間において両群ともに、

投与量の約 50－60%程度が消失したことが明らかになったことから、ラット肺組織は、

NiO の投与直後に炎症が引き起こされ、その減少と共に徐々に回復傾向となることが示

唆された。  

また、フラーレン投与後 3 ヶ月までの遺伝子発現解析を行った結果、100μg および

200μg フラーレン投与群において、いずれも炎症性細胞遊走因子や走化性、さらに炎症

反応に関与する遺伝子の顕著な発現は示されなかった。 

一方、NiO およびフラーレンの吸入暴露実験において、暴露後 3 日および 1 か月後の

肺の遺伝子発現解析を行った。NiO 暴露後 3 日では、炎症や免疫関係のいくつかの遺伝

子の高発現が認められたが、これらは気管内投与後 1 週間での結果とほぼ同様な遺伝子

であった。暴露後 1 か月では、これらの遺伝子の発現は減少していた。これに対し、フ

ラーレン暴露後 3 日および 1 か月後では、コントロール群（清浄空気）に対して 2 倍以

上に誘導される遺伝子数が少なく、また有意に分類されるカテゴリーが認められなかっ

た。以上、遺伝子発現の結果から、この濃度の条件において、肺に対するフラーレンの

影響は、NiO に比べ小さいものと考える。 

一方で、TiO2 を気管内投与されたラット（課題③(3)、原簿Ⅲ2-18）から得られた血清

および肺を用いて酸化ストレスマーカーおよび抗酸化物質量の測定を行った。酸化スト

レスマーカーおよび抗酸化物質量に関しては測定を行った曝露経過日数では暴露による

有意な変化は見られていない。長期曝露の検討を継続するが、曝露物質影響の有無を詳

細に解析する。 

 

 

１４．５ 中間目標（H20 年度末）とその達成の見通し 

in vitro：TiO2および NiO を中心とした金属酸化物 6種類の細胞毒性把握、炭素系ナ

ノ粒子の細胞毒性評価法の確立 

具体的項目として金属酸化物については溶解性（イオン化）、細胞内活性酸素濃度、

アポトーシスマーカー、酸化ストレスマーカー等の測定を行う。炭素系化合物について

は、計測チームとの連携のもと、はじめに培地への分散方法を検討し、in vitro 系での

測定系を確立する。その後、金属酸化物と同様に、細胞内活性酸素濃度、アポトーシス

マーカー、酸化ストレスマーカー等の測定および遺伝子発現解析を行う。さらに、二次

粒子径を決定し、細胞生存率および細胞への取り込みとの関連性についても検討する。 

in vivo：NiO 投与 2 年、フラーレン投与 1 年まで、およびナノ粒子吸入暴露の酸化

ストレスマーカーおよび抗酸化物質の測定、他チームへのサンプル提供、遺伝子発現解

析を行い、個々のナノ粒子に特異的な生物影響を比較検討しデータの蓄積を行う。 

ナノ粒子に対する包括的な生体影響評価を行うことを目的に、インビトロ試験によるナノ

粒子の細胞毒性メカニズムの解析結果と、in vivo 試験で得られた現象の解析結果を相互に

考察する。 
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１５． ③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発  

（１）工業ナノ粒子有害性評価試験の開発  

エ）ＥＳＲイメージング技術による生体内酸化還元能への影響評価手法の開発 

 

１５．１ 実施体制  

産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門 中部センター 

小野泰蔵、横山秀克 

 

１５．２ H18～H20 の計画 

 

生体内部位別酸化還元能を指標とする生体影響評価用 ESR 計測法をナノ粒子の侵入経路で

ある肺をターゲットとして開発し、手法を確立する。これを用いて、ESR 計測法により、

肺に関して工業ナノ粒子暴露マウスを用いて生体酸化還元能を指標とした生体影響評価を

行う。臓器が識別可能な空間分解能３ｍｍを目標とする。 

 

１５．３ 進捗状況  

 

１５．３．１ 還元能評価手法 

ESR 画像化装置を用いて、マウス肺を対象とした還元能評価手法の開発を行った。生

体に投与されたニトロキシドラジカルは生体内の還元剤により還元され ESR 無信号

物質へ変化するため、信号強度の減衰速度を計測することによりその部位の還元能

を評価することができる。生体には酸化ストレスに対する種々の還元剤が存在して

おり、酸化と還元のバランスがとられている。したがって、還元能を、生体の酸化

ストレスに対する防御能力の指標のひとつとして用いることが可能である。還元能

を in vivo で評価する手法は今のところ ESR 法しか存在しない。本研究で開発した手

法では、空間分解能 3mm で還元能変化検出限界アスコルビン酸換算で 0.4mM(3%の精度に

相当)で計測が可能であることを確認した。 

 

１５．３．２ 装置 

図Ⅲ２-15-1 に ESR 画像化装置のブロック図を示す。本装置は、ゼーマン分裂を誘起

させるための外部磁場発生部、ESR 現象(電子スピンの共鳴遷移による電磁波の吸収)を

検出する高周波回路部、磁場変調を印加しその変調周波数で ESR 信号をロックイン増幅

する中間周波数回路部から構成される。高周波回路部は、ESR 周波数の電磁波を発生す

る発振器と、試料に有効に ESR 照射を行うと同時に ESR 現象を検出する共振器と、ESR

現象を共振器の反射特性の変化から観測する検波部からなる。 

外部磁場発生部は主磁石、磁場掃引コイル、磁場勾配コイル、磁場変調コイルからな

る。主磁石はヘルムホルツ型鉄心コイル(日本電子製 RE-3X を改造したもの)を用いた。
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磁場掃引コイルはヘルムホルツ型であり、このコイルを電流制御することにより、最高

7.5mT/s の磁場掃引が可能である。磁場勾配コイルは、最大 1mT/cm、中心から 20mm の範

囲で、x-、y-、z-軸に直線性の良好な勾配磁場を発生することができる。磁場勾配の直

線性が良好な領域は共振器の占める空間と一致している。磁場掃引コイルと磁場勾配コ

イルは同一のケースに収められ(米沢電線特注)、対向して設置したコイルケースの間隔

は 70mm である。磁場変調コイルは、内径 50mm 外形 70mm の一対の 15 回巻コイル(自作)

であり、コイル間隙が 66mm になるように対向させた。この磁場変調コイルは中間周波数

回路部の一部でもある。 

高周波回路のうち共振器(ESR 共振器：内径 71mm、軸長 16mm、周波数約 400MHz、無負

荷 Q800、負荷 Q40 および内径 43mm、軸長 10mm、周波数約 650MHz、無負荷 Q600、負荷 Q50

を含む)および検波部(ホモダイン検波方式、方向性結合器、RF 電力増幅器、VSWR ブリッ

ジ、移相器、RF 前置増幅器、ダブルバランスミキサより構成)は自作した。これに周波

Lock-in 
AMP 

Modulation coil

Resonator

M
ai

n 
co

il

Sc
an

 c
oi

l

G
ra

di
en

t c
oi

l

Double 
balance

mixer 

VSWR 
bridge

Phase 
shifter

Low 
noise 
AMP

PreAMP

On-line 
computer

PowerAMP

PowerAMP
Power 
supply

Shield   case

RF source

Coupling 
control-circuit ACC circuit

Bias-T

AFC circuit
FM in

Directional coupler

ESR 
signal

図Ⅲ２-15-1 ESR 画像化装置のブロック図 
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数変調(FM)のかけられるシンセサイザ(アジレントテクノロジー製 E8663B)を接続し、

70kHz の FM時ホモダイン検波にて 10mVrms以上の明らかな FM由来雑音が観察されない状

態に調整した。シンセサイザはシリアルポートよりパソコンで制御した。共振器への給

電は結合コイルよる磁気結合で行い、結合コイルへの給電は並行線路を介して行う。こ

の並行線路の長さは、結合が変動しても、共振周波数の偏移が最小になるように調整し

てある。さらに、電気的結合微調整回路(自作)がこのコイルに並行に接続されている。 

中間周波数回路部は磁場変調周波数(100kHz)で磁場変調コイルを駆動する交流安定化

電源(NF 製 HSA4052)、ダブルバランスミキサで検波された信号を増幅する低雑音増幅器

(NF 製 CA-261F2)と、その信号に含まれる AC 成分(100kHz)をロックイン検出するロッ

クイン増幅器(自作)から構成される。コモンモードで磁場変調電圧が ESR 装置に印加さ

れないように、電源と磁場変調コイルの間にはトランスを設置し、さらにトランスの 1

次側に LC 共振回路を設けることで、直流電流の遮断および変調効率の向上を図るように

した(自作)。この状態で最大 0.4mT の 100kHz 磁場変調をかけることができる。ロックイ

ン増幅器から出力されるものが最終的な ESR 信号となる。 

 

１５．３．３ 工業用ナノ粒子を吸入暴露したマウスの肺における還元能評価 

現時点では、工業用ナノ粒子暴露後のナノ粒子の生体内分布が不明であるため、

生体影響評価を行う標的部位に、暴露されたナノ粒子の影響が高いと推定される領

域を選ぶ必要がある。肺は環境中の様々な物質が侵入する部位であり、生体に対す

る環境影響を評価する上で重要な部位である。よって、ナノ物質暴露を受けた実験

動物の肺がナノ物質の影響を受けている可能性は高い。したがって本研究ではマウ

ス肺を標的部位に設定して、工業ナノ粒子を吸入暴露したマウスのESR計測を行った。 

実験動物には ICR マウス(体重 30g 雄)を用いた。マウスは対照群と暴露群とに分

け、暴露群に対して、工業用ナノ粒子の吸入暴露を 3 時間行った。工業用ナノ粒子

には酸化ニッケルとフラーレンを用いた。酸化ニッケルは個数基準の平均一次粒子径

が約 20 nm の粒子を 0.5 mg/ml 濃度で分散した噴霧液に調整し、フラーレンは個数基準

の動的光散乱平均径が約 20 nm の粒子を 0.15 mg/ml の濃度で分散した噴霧液(分散剤

Tween80 を 0.5 mg/ml 含む)に調整した。この噴霧液を加圧式噴霧器で噴霧、空気流量

45l/min でマウス用鼻部曝露装置に供給した。鼻部曝露装置から暴露空気をサンプリン

グし、気中分散粒子としての粒径分布を、静電分級法と凝縮核計数法で計測した。その

結果、個数基準の幾何平均粒子径は 61nm(酸化ニッケル)および 86nm (フラーレン)で

あり、個数濃度は 2.5×105cc-1(酸化ニッケル)および 1.6×105cc-1 (フラーレン)

であることが確認された。このように、2 種類の工業用ナノ粒子の暴露の条件は、

平均粒径および個数濃度において概ね同様な値になるように調整されている。 
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以上の暴露実験は産業医科大学(北九州)で行い、同大学で 1 日もしくは 13 日間飼

育を行った後、対照群と暴露群両群のマウスを名古屋の実験動物飼育施設に空輸し、

翌日、産総研中部センター(名古屋)に移送し、ESR 計測を行った。 
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図Ⅲ２-15-2 RSID 法で得られた ESR スペクトル。(a)磁場勾配下スペクトル、

(b)デコンボリューション後スペクトル。矢印(中央高)は選択領域の信号強度を

示す

 
図Ⅲ２-15-3 ESR 共振器内のマウスの写真 

計測のアルゴリズムには独自開発の Region-selected intensity determination 

(RSID)法を用いた。これは選択領域の ESR 信号強度の時間変化を簡便に取得できる

新たな計測手法であり、従来の画像法のような、積分、画像再構築、画素値の読み
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取りといった、煩雑な画像処理を必要としない。 
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図Ⅲ２-15-４ 工業用ナノ粒子暴露後のマウス肺の還元能。縦軸は ESR 信号半減

期を表し、還元能が低下すると半減期が延長する。(a)酸化ニッケル暴露 2 日後、(b)

フラーレン暴露 2 日後、(c)酸化ニッケル暴露１4 日後、(d)フラーレン暴露１4 日後。 

本手法では、領域選択のために、試料空間の中心から磁場勾配方向における選択

領域までの距離から求めた磁場強度を主磁場から差し引く。その条件下で一定の強

度の磁場勾配を印加しながらスペクトルを取得し、3 次元空間内で磁場勾配の方向

を系統的に回転させてからスペクトル取得を繰り返し、磁場勾配下で得られた全ス

ペクトルを平均加算する(図Ⅲ２-15-2a)。このスペクトルを磁場勾配が無い状態で

計測したスペクトルを用いてデコンボリューションし、得られたスペクトルの中央
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高が選択領域の信号強度となる(図Ⅲ２-15-2b)。肺野の位置は従来法(ズーマトグラ

フ法)による画像を用いて決定した。 

麻酔下のマウスにニトロキシドラジカル 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl- 

pyrrolidine- 1-oxyl を尾静注後、ただちに鼻側端より 35mm の位置が ESR 共振器中

心になるように固定して(図Ⅲ２-15-3)、ESR 計測を経時的に繰り返した。 

すべてのマウスにおいて、選択領域の信号強度は指数関数的減衰を示したので、

半減期を減衰速度の指標として用いた。結果を図Ⅲ２-15-4 にまとめた。酸化ニッケ

ル暴露マウスで得られた半減期は、対照群の値に対して、有意に延長していた

(p<0.01)。一方、フラーレン暴露マウスで得られた半減期は、その対照群の値との

間に有意な差異は認められなかった。標的部位における半減期は主にその部位にお

ける還元能を反映するため、本研究の実験条件において、酸化ニッケル暴露は肺の

還元能低下をきたすが、フラーレン暴露ではそのような機能障害は見られないこと

を示唆している。 

 

１５．４ 成 果  

マウスサイズの ESR 画像を取得可能な装置の開発を完成し、本装置を用いて、想定さ

れるナノ粒子の侵入経路である肺における還元能評価手法を確立した。すなわち、本研

究で開発した手法では、空間分解能 3mm で還元能変化検出限界アスコルビン酸換算で

0.4mM(3%の精度に相当)で計測が可能であることを確認した。 

マウス肺について確立した上述の ESR 計測手法を適用し、酸化ニッケルとフラーレン

ナノ粒子を吸入暴露したマウスの、肺における還元能変化の評価に成功した。また、こ

のマウス肺における還元能評価手法の手順を Applied Magnetic Resonance 誌上において

公表した。 

以上、工業用ナノ粒子の侵入部位での非侵襲的計測手法として効果的なツール開発の

基礎を固めるという目標を達成し、マウス肺での工業ナノ粒子の影響を生体の還元能へ

の影響評価という観点で観察し、フラーレンナノ粒子に関して少なくとも急性期での影

響が無いという結果を得た。 

 

 

１５．５ 中間目標（H20 年度末）とその達成の見通  

生体内部位別酸化還元能を指標とする生体影響評価用 ESR 計測法をナノ粒子の侵入

経路である肺をターゲットとして開発し、手法を確立した。確立した ESR 計測法を用い

て、肺に関して工業ナノ粒子暴露マウスを用いて生体酸化還元能を指標とした生体影響

評価を行った結果、工業ナノ粒子の侵入部位での非侵襲的計測手法として効果的なツー

ル開発をマウスサイズで行うという目標を達成し、これにより工業ナノ粒子の暴露動物

の肺における還元能への影響評価を非侵襲的に捉えるという当初の目標を達成した。当

該研究が果たすプロジェクト内での目標をすでに達成した。 
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１６． ③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発  

（１）工業ナノ粒子有害性評価試験の開発  

オ)工業ナノ粒子の全身影響の観点からの有害性影響評価法の開発 

 

１６．１ 実施体制 

信州大学医学部 小山省三、羽二生久夫、藤井千文 

 

１６．２ H18〜20 の計画 

平成 19 年度より新たに工業ナノ粒子の生体影響を、全身影響の視点から評価する手法を開

発する。このため、カーボンナノチューブを対象として、皮下移植試験と気管切開投与法

試験を行い、その実施を通じて得られた知見、ならびに試験結果を検討する。皮下移植試

験に関してはすでに信州大学が確立した方法を用いて移植を行い、炎症誘導性および発が

ん性の解析を行う。気管切開投与法に関しては、炎症誘導性、発がん性を評価するととも

に多臓器において病理学的解析を行う。これらの試験を実施して得られた結果を元に、工

業ナノ粒子（カーボンナノチューブ）有害性評価試験法の検討を行う。 

平成 19〜20 年度は、BALB/c マウスを用いて、形状または処理法の異なる種々の工業ナノ粒

子を背部皮下に移植､あるいは気管内投与する。陽性対照としてはアスベストを用いる。次

に３日、１週間、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月等の時点でひとつの群からマウスを５匹ずつ解

剖する。移植後 6 ヶ月までの経過を観察することにより、急性および慢性炎症反応誘導性

を評価する。検査項目は、T 細胞表面 CD 抗原の検出、血中サイトカイン濃度の測定、病理

学的解析、各種サイトカイン及びそのレセプター・侵襲細胞表面抗原の免疫組織化学法に

よる解析等とする。具体的には、BALB/c 雌性マウスを用いて、対照とカーボンナノチュー

ブを３日、１週間、１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月等の時点でひとつの群からマウスを 5 匹ずつ

屠殺、埋没部位と全身の影響を見るための血液とに分けて試料を採取し、生化学・病理学・

免疫学的評価を行う。 

また、本評価手法開発に係る情報収集のため、関連する学会や会議に参加して情報を収集

し、皮下移植試験法や気管内投与試験法の課題の抽出や対策の検討に反映させるとともに、

皮下移植試験法が国際標準化の妥当性について検証する。さらに公開される国内外の論文

や発表に関する評価判断の基準点をデーターベース化する試みを始める。 

 

１６．３ 進捗状況  

本研究課題は、平成 19 年度より新たに採択された。皮下移植試験ならびに気管切開投与法

試験について検討中である。 

 

 

１６．４ 成果 

Balb/c マウス、雌、6 週齢をもちいて、形状または処理法の異なる工業ナノ粒子を皮下移
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植した。具体的には、形状または処理法の異なるカーボンナノチューブ 4 種、シリカ、酸

化ニッケル各 1mg を投与した。投与後 4週間の時点で、一つの群から 5匹ずつを屠殺し、埋

没部位と全身の影響を見るための血液とに分けて試料を採取した。 

採取した血液の一部を用いて、フローサイトメトリーにより、T細胞表面 CD抗原の解析を行

った。本解析により、リンパ球集団内での CD4 および CD8 陽性細胞の割合を求めた。その結

果、ある種のカーボンナノチューブでは、CD4 陽性 T細胞の割合の増加が見られ、CD4/CD8 の

比率がコントロールに比べ、高値を示した。また、この値には、カーボンナノチューブ間で

差が見られた。以上の結果より、カーボンナノチューブへの暴露により、MHC クラス II 反応

が起こっていることが示唆された。また、この反応性は、カーボンナノチューブ製造過程で

の形状または処理法によって異なることが示唆された。さらに、ポジティブコントロールと

して用いた酸化ニッケル、シリカでも同様に、CD4 陽性 T細胞の割合の増加、CD8 陽性 T細胞

の割合の低下が見られ、MHC クラス II 反応が起こっていたが、カーボンナノチューブの場合

に比べ、これらの反応性はより高いものだった。以上の結果より、MHC クラス II 反応の程度

を、カーボンナノチューブの生体影響を評価する手法の一つとすることができると考えられ

る。 

採取した血液より、血漿成分を分離し、各種サイトカイン・ケモカイン濃度の測定を行った。

測定は、Q-Plex Mouse Cytokine Array を用いた ELISA 法により行った。測定項目は、IL-1

α、IL-1β、IL-2、IL-3、IL-4、IL-5、IL-6、IL-9、IL-10、IL-12、MCP-1、IFNγ、TNFα、

MIP-1α、GM-CSF、RANTES とした。現在、カーボンナノチューブ投与後 4週間の時点でのサイ

トカイン・ケモカイン濃度について解析中である。また、サイトカイン・ケモカイン濃度の

変化は、急性期により強く起こりうるため、より早い時期での測定も必要であると考えられ

る。 

 

１６．５ H20 年度末中間目標とその達成の見通し 

皮下移植試験は、すでに方法が確立されているため、本法による急性炎症誘導性について

は年度内に評価を行う予定である。現段階では、カーボンナノチューブ投与後 4 週間の時

点での T細胞表面 CD抗原の検出、血中サイトカイン濃度の測定を終えている。今後、病理学

的解析、免疫組織化学法による解析を行っていく予定である。 

カーボンナノチューブの急性および慢性炎症反応誘導性に関して評価を行い、有害性評価の手法

を確立する見込みである。平成 19 年度には、投与後 4週間の時点での評価を行ったが、異なる

期間での評価を行っていき、より精度の高い評価のできる時間の選択を行う。 

気管切開投与法試験は、現在投与条件を検討中であり、年度内の方法確立が課題となって

いる。 
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１７． ③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発  

（２）吸入暴露試験装置の開発 

 

１７．１ 実施体制 

広島大学大学院工学研究科  島田学、奥山喜久夫、汪偉寧 

 

１７．２ H18～H20 年の計画 

気中分散させた工業ナノ粒子を吸入暴露用容器に安定的に輸送しながら、試験中の粒子

径分布および濃度を即時かつ連続計測できる装置を開発する。さらにこれを、項目①（１）

で開発する気中分散系調整技術と組み合わせて、吸入暴露試験装置を開発する。平成 18

年度は、気中分散工業ナノ粒子を吸入暴露用容器に効率的に輸送するための配管系を、粒

子の壁面沈着損失の影響を考慮しつつ設計して試作する。また、静電分級器、凝縮核計数

器、データ取得・記録装置を改造し組み込むことにより、気中分散工業ナノ粒子の粒子径

分布および濃度の即時・連続計測装置について検討と試作を行い、吸入暴露実験時を想定

した、各種粒子に対する計測性能の検討に着手する。さらに、以上の輸送系、計測装置を、

項目①（１）で開発する気中分散系調製技術と組み合わせることで吸入暴露試験装置を試

作する。この吸入暴露試験装置と試験工業ナノ粒子を用い、課題③（１）ア）への適用に

向けた予備実験を実施して、課題を抽出し対策を検討する。 

平成 19 年度は、平成 18 年度の検討結果に基づいて課題と対策を考察し、これを反映し

て吸入暴露試験装置を改良したうえで、項目③（１）ア）の吸入暴露実験に使用する。こ

こでは粒子スペクトロメータを使用して、暴露実験における動物への粒子輸送方式の違い

の影響を検討するとともに、気中粒子の輸送効率の評価や、計測位置の選定および計測精

度に関する技術の向上を図る。この実験の過程および結果を検討し、吸入暴露実験装置の

課題と対策をさらに明確化する。また、装置の仕様、操作方法等を文書として取りまとめ

る。 

平成 20 年度は、これまでに開発した吸入暴露試験装置をナノチューブ状の工業ナノ粒

子の気中輸送、粒子計測に適応させるための検討を行い、輸送・計測条件の選定と必要な

改良を行う。配管構成、帯電中和などの輸送系の条件がナノチューブ状粒子の輸送効率に

及ぼす影響を評価し、吸入暴露試験に対して適切な条件を求める。計測については、粒子

の静電分級、顕微鏡観察、凝縮粒子カウンターによる計数の結果の定量的な比較を行い、

吸入暴露試験においてエアロゾル中のナノチューブ状粒子を即時連続計測できる手法を検

討して適用性を評価する。さらに項目①（１）ア）で開発する気中分散技術と組み合わせ

ることで、多層カーボンナノチューブの in vivo 吸入試験用システムを構築して、項目③

（１）ア）の吸入暴露試験に使用し、産業医科大学と連携して試験を実施する。試験期間

の気中分散粒子のサイズ、濃度の計測により、試験動物への暴露の安定性を明らかにする。 
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１７．３ 進捗状況 

平成 18 年度は、気中分散ナノ粒子を吸入暴露用容器に効率的に輸送するための配管系

を、粒子の壁面沈着損失の影響を考慮しつつ設計、試作を行い最適な輸送系の構築を試み

た。また、静電分級器、凝縮核計数器、データ取得・記録装置を組み込むことにより、気

中分散ナノ粒子の粒子径分布および濃度の即時・連続計測装置について検討と試作を行い、

吸入暴露実験時を想定した計測性能の検討を行った。さらに、以上の輸送系、計測装置を、

気中分散系調製技術と組み合わせることにより吸入暴露試験装置の試作を行った。この吸

入暴露試験装置と試験ナノ粒子を用い、有害性評価試験への適用に向けた予備実験を実施

して、課題を抽出し対策を検討した。平成 19 年度は、前年度の検討結果に基づいて課題と

対策を検討し、これを反映して吸入暴露試験装置を改良したうえで、吸入暴露実験に使用

した。その結果、暴露実験における動物への粒子輸送方式の違いの影響が示され、さらに

気中粒子の輸送効率の改善および動物容器内でのエアロゾル分布の均一性の確認がなされ

た。産業医大グループと共同で行った試験では、ラットの全身および鼻部暴露試験におい

て酸化ニッケルとフラーレンの粒子を安定かつ十分な濃度で供給することができた。平成

20 年度は、9 月より多層カーボンナノチューブを用いた 4 週間にわたる全身暴露試験を共

同で開始する予定である。 

 

１７．４ 成 果 

平成 18 年度は、気中分散工業ナノ粒子を吸入暴露用容器に安定に輸送する系と、試験

中の粒子径分布および濃度の即時・連続計測系を試作し、その性能が良好であることを確

認した。これをふまえて項目①（１）ア）で開発した気中分散系調製技術と組み合わせた

吸入暴露試験装置を試作し、予備実験を行った。その結果、粒子帯電による管壁への損失

および管内結露、エアロゾルの乾燥効率といった課題を抽出することができた。そこで、

平成 19 年度は、これらの課題への対策として、エアロゾル輸送系にイオナイザを用いた除

電部と、ヒーターによる加熱部を設置した。改良した後は、6 時間の連続噴霧実験を経て

も結露現象はみられず、また、粒子の輸送効率も向上させることができた。さらに、暴露

チャンバー内の異なる位置でエアロゾルを測定し、チャンバー内空間に粒子を十分均一に

供給できていることを検証できた。 

このエアロゾル分散・供給系を用いて、平成 19 年 9 月 13 日～10 月 12 日の期間、産業

医科大学産業生態科学研究所において、項目③（1）ア）のラットの全身暴露試験（1 日 6

時間、1 週 5 日間、計 4 週間）を共同で実施した。図Ⅲ２-17-1 に、酸化ニッケルエアロゾ

ルの幾何平均粒子径、個数濃度、質量濃度の日平均値の経日変化を示す。懸濁液濃度が一

定ならば、日間変化は小さく、安定な粒子サイズ、濃度のもとで暴露試験を実施すること

ができた（懸濁液濃度：1～3 日目 0.5 mg/ml、5～19 日目 0.25 mg/ml）。試験期間における

酸化ニッケルエアロゾル粒子の平均径は 59 ± 3 nm（1～19 日目）、58 ± 2 nm（5～19 日

目）であり、個数濃度は、9.2 ± 4.9×104 particles/cm3（1～19 日目）、7.2 ± 1.7×104 

particles/cm3（5～19 日目）であった。なお、図Ⅲ２-17-1（c）に●で示した質量濃度は、
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個数濃度基準の粒度分布データを項目①（２）ア）b．で求められた酸化ニッケルエアロゾ

ル粒子の有効密度を用いて換算して得られたもので、0.19 ± 0.13 mg/m3（1～19 日目）、

0.14 ± 0.04 mg/m3（5～19 日目）であった。これらの値は、フィルター捕集して重量法

で求められた質量濃度（図Ⅲ２-17-1(c)中の□；産医大測定）と良く一致した。 

同じ期間、フラーレンエアロゾルナノ粒子の暴露試験も行なった。結果を図Ⅲ２-17-2

に示す。酸化ニッケル粒子の場合と同様に、試験期間にわたって安定した性状の粒子を暴

露チャンバーに供給することができた（1～3 日目 フラーレン濃度 0.085 mg/ml、4～19

日目 フラーレン濃度 0.15～0.17 mg/ml）。試験期間のエアロゾル粒子の幾何平均径は 96 

± 5 nm（1～19 日目）、98 ± 3 nm（4～19 日目）であり、個数濃度は、4.1 ± 0.4×104 

particles/cm3（1～19 日目）、4.1 ± 0.4×104 particles/cm3（4～19 日目）であった。こ

こで、別に行われたエアロゾル粒子中のフラーレンの質量分率の検討結果を勘案すると、4

～19 日目のフラーレンの平均気中質量濃度は、0.12 ± 0.02 mg/m3と推定された。 

さらに、マウスの鼻部暴露のためのエアロゾル分散・供給系も構築し、暴露試験を実施

した。連続 3 時間の試験における酸化ニッケルとフラーレンの粒子計測結果から、両方の

ナノ粒子について安定して粒子を供給できたことを確認した。気中粒子の質量濃度は、0.7 

mg/m3（酸化ニッケル粒子）、0.35 mg/m3（フラーレン粒子中のフラーレン質量分）であっ

た。 
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図Ⅲ２-17-1 酸化ニッケル粒子の(a)平均径、(b)粒子個数濃度および(c)質量濃度の経日
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図Ⅲ２-17-2 フラーレン粒子の(a)平均径、(b)粒子個数濃度及び(c)質量濃度の経日変化 

 

１７．５ H20 年度末中間目標とその達成の見通し 

平成 20 年度末までに、発生装置からの粒子輸送系の構築、粒子の粒子径分布・濃度の

評価技術の開発により in vivo 吸入試験用システムを構築し、酸化ニッケル、フラーレン、

多層カーボンナノチューブの中期吸入暴露試験に供し、共同で試験を実施する。開発項目

①（１）ア）において、①（１）イ）で開発する多層カーボンナノチューブの適切な懸濁

液試料を用いた開発が行われて試料が十分な量で供給され、さらに気中分散させたカーボ

ンナノチューブの輸送法、計測法についても検討がさらに進むことで、中間目標は達成で

きる見通しである。 
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1８ . ③工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発  

（ 3）有害性評価試験結果の外挿に関する研究  

 

１８．１  実施体制  

産業技術総合研究所安全科学研究部門  

中西  準子，納屋  聖人，小林  憲弘  

 

１８．２  実施計画  

既存の知見と本研究開発項目で得られた知見を基に，ヒトに係わる工業

ナノ粒子の潜在的影響をヒト以外の試験結果から外挿し評価する方法を

開発する。  

すでに多くのデータがあるアスベスト、アスベスト代替品等に関するこ

れまでの知見を整理し，培養細胞試験での結果（バイオマーカー），試験

動物を用いての in vivo 試験（バイオマーカーと症状），人への影響（バ

イオマーカーと症状）の関係を調査し，人への影響との関連性の強いバイ

オマーカーを選定する。また，ナノ工業材料のヒト影響評価に係る文献の

調査解析，研究動向調査を行う。これらの結果と，本プロジェクトでの有

害性試験から得られた結果をつきあわせ，本研究プロジェクトで検査され

ているバイオマーカーなどが，人への健康影響の外挿という点で適切か否

かを判断する。  

 

１８．３  進捗状況  

工業ナノ粒子の有害性データをヒトへ外挿し，ヒト健康リスク評価に利

用するために明らかにしなければならないこととして，サイズ効果，（ナ

ノ粒子ではサイズが小さくなると有害性が強くなる可能性があるのでは

ないか）の課題がある。このサイズ効果の課題を解析するために，代表的

なナノ粒子である二酸化チタンをラットの気管内に投与して，肺ならびに

全身に対する影響を観察した。その結果，ナノサイズの二酸化チタンは肺

で一過性の炎症反応を生じるものの，回復性が認められることを確認した。 

 

１８．４  成  果  

 また，アスベストの有害性に関する情報を整理することにより，動物や

ヒトに対する有害性の機序の観点から，試験や評価に有効と思われるバイ

オマーカーの候補（酸化的ストレス，炎症反応，線維化）を選定した。こ

れらのバイオマーカーを上記のラット気管内投与試験において応用し，そ

の有用性を確認中である。  

 ナノ粒子のサイズ効果に関しては， 1 次粒子が 7, 20, 200 nm の二酸化

チタンについて，肺ならびに全身に対する影響の有無を確認した。肺に対

しては一過性の炎症反応が生じるが，すみやかに回復すること，また全身
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に対する影響はないことを確認した。このなかで，バイオマーカーの変動

を観察しているが，酸化ストレス関連のサイトカインやある種の酵素が有

用であることが判明しつつある。この知見に基づき，スーパーグロース単

層カーボンナノチューブ（ SG-SWCNT）の有害性の有無確認のための，ラッ

ト気管内投与による肺ならびに全身に対する影響試験を設計し，実施中で

ある。なお， SG-SWCNT では，遺伝毒性（変異原性）の有無もあわせて確

認中である。  

 

１８．５  中間目標（Ｈ 20 年度末）達成の見通  

 ナノ粒子のサイズ効果に関しては，サイズが小さくなることで有害性が

強くなるのか否かについて，二酸化チタンにおける結論を得る予定。バイ

オマーカーについては，アスベストや結晶性シリカなどでこれまでに得ら

れているデータをもとに，用量とバイオマーカーの間の量的関係を明らか

にすることができるかを検討する予定である。 SG-SWCNT では遺伝毒性の

有無に関する結論を得る予定である。  

 なお，バイオマーカーの選定に関しては，酸化ストレスと炎症の指標で

ある以下の各種 バ イ オ マ ー カ ー （ 表 1） を 中 心 に 有 用 性 を 確 認 中 で あ る 。

そしてこれらのうちで陽性反応が示されたものを表 2 に示す。このような

成果が得られていることから，中間目標を達成できると考えている。  
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表 Ⅲ２-18-1 検討中の各種バイオマーカー  

 指標，指標分類  測定指標  

非細胞系  ROS 総 ROS，各種の ROS 

ROS 総 ROS，各種の ROS 

ROS による生成物  DCFH 

脂質酸化物  HODE, Isoprostane, DPPP オキサイド

タンパク質カルボニ

ル  

タンパク質カルボニル  

細胞生存率  MTT 法， LDH 法  

in vitro 

遺伝子発現解析  各種の遺伝子発現  

核酸塩基酸化物  8-oxo-dG, 8-OH-dG 

脂質酸化物  HODE, Isoprostane 

抗酸化物質  HO-1，グルタチオン  

各種の遺伝子発現（肺）  

in vivo 

遺伝子発現解析  

各種の遺伝子発現（肝臓）  

マクロファージ  マクロファージ数  

好中球  好中球数  

LDH（乳酸脱水素酵

素）  

LDH 

in vivo で

の  

関連指標  

（ BALF 中）  

サイトカイン  IL-1α , IL-1β , IL-4, IL-6, IL-10,

TNF-α , GMCSF, INF-γ  

ROS：活性酸素種， DCFH: 2‘ ,7’ -ジクロロジヒドロフルオレセイン , HODE:

ヒドロキシリノール酸 , DPPP:ジフェニル -1-ピレニルホスフィン , 8-oxo-dG: 

8－オキソグアノシン , 8-OH-dG: 8－ヒドロキシデオキシグアノシン , HO-1: 

ヘムオキシゲナーゼ -1, LDH: 乳酸脱水素酵素 , IL: インターロイキン , TNF-

α : 腫瘍壊死因子 , GM-CSF: 顆粒球単球コロニー刺激因子 , IFN-γ : インタ

ーフェロンガンマ  

 

表 Ⅲ２-18-2 陽性反応が認められたバイオマーカー  

 指標，指標分類  測定指標  

ROS 総 ROS，各種の ROS 

細胞生存率  MTT 法， LDH 法  

in vitro 

遺伝子発現解析  各種の遺伝子発現  

抗酸化物質  HO-1，グルタチオン  in vivo 

遺伝子発現解析  肺の炎症関連遺伝子  

マクロファージ  マクロファージ数  

好中球  好中球数  

LDH（乳酸脱水素酵素） LDH 

in vivo での  

関連指標  

（ BALF 中）  

サイトカイン  IL-6 
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１９． ④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 

（１）工業ナノ粒子の詳細リスク評価 

 

１９．１ 実施体制 

産業技術総合研究所 安全科学研究部門 

蒲生昌志，篠原直秀，小林憲弘 

 

１９．２ H18～H20 年度の実施計画 

 平成１８年度は、評価対象物質について、用途、使用量、有害性、暴露に関

する既存文献データを収集・整理して、リスク評価を行う上での情報の充足状

況を俯瞰的に明らかにする。また、得られた情報の取りまとめに基づいて、プ

ロジェクト内部において評価書作成方針の検討を行い、重点的に解析するポイ

ントや全体的な方針を明確にする。さらに、情報が極めて限定的である状況に

おける不確実性をどのように見積もるかについて、様々な分野の意思決定に関

する既往研究をレビューして検討する。 

 平成１９年度は、産総研の指導の元に行った調査を含めた文献情報に加えて

プロジェクトの初期の結果を集約する。また、フラーレン及び単層カーボンナ

ノチューブについて現行の化学物質管理の中での基礎評価試験として行われて

いる遺伝毒性試験等のスクリーニング毒性試験を産総研の指導の下に行う。こ

れらによりリスク評価書を作成する。ここでは MOE（暴露と無影響量の比）に

基づきリスクを判定する。また、評価の各段階の不確実性を見積り、 終的な

リスク評価結果の不確実性に対する寄与を感度解析により評価することによっ

て、工業ナノ材料のリスク評価において も重要なデータギャップを明らかに

し、文献や試験を通じた適切な情報取得の方針を策定する。 

 平成２０年度は、これまでに実施した有害性評価、暴露評価、リスク判定の

内容を改訂しながら、その他の周辺情報に関する情報を整理することによって、

暫定的なリスク評価書を完成させる。リスクの判定は，MOE（暴露と無影響の比）

によって行い，また，解析の感度解析によって，評価における重要なデータギ

ャップを明らかにして，その後の情報取得の方針を策定する．これを外部有識

者によるピアレビューにかけてコメントを募る。また、OECD の会議と連結した

形での国際シンポジウムを開催する。これらを実施することにより，成果や手

順書案や技術開発に関する情報を発信し，議論や意見を通して収集した情報を

技術開発に活用する． 

  

１９．３ 進捗状況 

 カーボンナノチューブ，フラーレン，二酸化チタンの詳細リスク評価を作成

する際に必要となるいくつかの論点について，本プロジェクトの成果および文

献情報に基づいて検討を行ってきた．具体的には，有害性の評価として， 終

的に作業環境管理濃度を導出するために，「評価のエンドポイント（どのような

影響に着目するか）」「無毒性量」「用量のメトリクス（重量か表面積か粒子数

か？）」に関する検討を行った． 

 一方，暴露の評価として，「排出・暴露シナリオの構築」をベースに，「現場

調査」と「排出模擬試験：dustiness（巻き上がり性）」の結果から暴露レベル

を評価することを検討した． 

 なお，OECD への情報発信の一つとして，4 月 23 日に OECD-産総研-NEDO 合同

の国際シンポジウム「工業ナノ材料のリスク評価」を実施した． 

 以下に，個々の検討箇所について，具体的に記述する． 
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１９．３．１ 有害性評価 

エンドポイントに関する検討： 

リスク評価の対象として，当面優先順位が高い集団は，ナノ材料を製造・取

り扱いを行っている作業者と考えられ，とくに吸入経路の暴露によるリスクの

評価が求められていると言える．本プロジェクトの in vivo 試験は，吸入試験

や気管内注入試験という，懸念される暴露経路という観点から適切なものであ

る．それらの試験では，肺での炎症反応を中心に全身の主要な臓器での所見に

ついても確認されている．これまで得られている本プロジェクトでの試験結果

では，肺での炎症が観察されるケースはあったものの，他臓器での所見は認め

られていない．ただし，肺での炎症と言っても，被験試料や用量によって，投

与直後のみに見られる一過性・回復性の炎症から，持続する炎症まで様々なレ

ベルが存在した． 

リスク評価においては，どのレベルの影響を「有害」と見るかは重要なポイ

ントである．結晶性シリカや酸化ニッケルのような陽性対照での影響の発現の

様子や，これまでの粒子状や繊維状物質の評価で行われてきた議論に基づき，

一過性の炎症は「有害」とせず，線維化や癌につながる可能性のある持続的な

炎症を「有害」影響と判断することにした． 

エンドポイントに関する検討の一環として，フラーレンと SWCNTs について，

復帰突然変異試験（Ames 試験），染色体異常試験，ラット小核試験を実施し，

全ての試験について，調製可能な 大用量においても陰性（変異原性なし）が

確認された．このことは，閾値の存在を前提とした評価が妥当であることを意

味している． 

またフラーレンについては，かつてオオクチバスにおいて脳での脂質過酸化

を生じたという報告が社会的関心を集めた(脳に蓄積と報道された)。 

ことから，日本での魚毒性試験において一般的に用いられるコイを用いて試

験を行った．その際，調製試料への溶媒残留のない試料調製方法を用い，光照

射の影響をコントロールするなどの配慮を行った．結果として，フラーレの脳

への移行は検出限界以下であり，in vitro 試験においても光非照射下では脂質

過酸化は生じないことが示された．したがって，フラーレンによる脳での脂質

過酸化は，エンドポイントとしての重要性は低いと判断された． 

 

無毒性量の検討： 

当初，プロジェクト中間時点での暫定的なリスク評価書としては，プロジェ

クト初期の有害性試験結果と文献情報とから無毒性量を得る計画であった．そ

のため，既往の有害性試験の結果の網羅的なレビューを行ってきた． 

その結果，文献調査から無毒性量の見当をつけることは，ある程度できそう

であるものの，多くの試験で次のような問題点が存在することが明らかとなっ

た；試料の分散が不十分，キャラクタリゼーションが不十分，金属触媒の残留，

時系列の観察・長期間の観察の欠如（これは，エンドポイントとして炎症の持

続を考えるためには必須である）．また，単に炎症に関連していると思われるバ

イオマーカを報告しているのみで，必ずしも病理所見を伴っていないものもあ

った． 

本プロジェクトでの試験は，上記のような問題点をクリアするようにデザイ

ンされている．中間時点での暫定的なリスク評価書としても，問題点の少なく

ない既存文献の取りまとめのみから無毒性量を評価するよりも，やはり本プロ

ジェクトでの結果をふまえて行うべきであるという結論に達した．今後，本プ

ロジェクトでの試験結果の詳細な解析を軸に，既存文献の情報を補助的に用い

て無毒性量を決めていく． 

 

Ⅲ２-19-2 



用量のメトリクス： 

通常の化学物質であれば，一般に，重量（mg など）で物質の量を表現するの

が一般的である．しかし，工業ナノ材料は，そのサイズの小ささに由来する有

害性が懸念されてきたため，重量ではなく，表面積や個数で表現すべきではな

いかという議論も存在する．とくに，粒子のサイズによる有害性の強さの違い

を，粒子表面積という尺度でうまく基準化できるという考え方は，NIOSH（米国

労働安全衛生研究所）による二酸化チタンの評価でも採用されている（NIOSH 

2004, draft）．そこでは，サイズの異なる粒子の用量反応関係を，用量＝表面

積で基準化して統合してメタ解析を行っている．一方，粒子サイズによる有害

性強さの違いは明確ではないとする試験結果も出ている（Warheit 2006）． 

そこで，本プロジェクトにおいても，一次粒径（と結果として二次粒径）の

異なる二酸化チタン，二次粒径の異なる（一次粒径は同じ）二酸化チタン，二

次粒径の異なる（一次粒径は同じ）酸化ニッケルを調製し，気管内注入試験を

実施した．その結果，少なくとも炎症の持続という観点から，有意な粒子サイ

ズの影響は観察されなかった． 

しっかりと調製・キャラクタライズされた粒子を用いた上記試験において粒

子サイズの効果が明確でなかったことから，当面，次のように考えることにし

た．一次粒径の違いについて：表面積での基準化は行わない．有害性の強さへ

の影響も明示的には扱わない．二次粒径の違いについて：有害性の強さへの影

響は考えない．これらのことから，用量のメトリクスとしては，当面，重量を

用いることにする．もちろん，一次粒径が既知であれば，表面積，個数への換

算も可能である．ただし，二次粒径は，吸入暴露における肺への沈着率に影響

を及ぼすので，その点においては粒径の違いを考慮するのが適当と考えられる． 

 

作業環境管理濃度の導出： 

吸入試験や気管内注入試験の結果から無毒性量を得られたとして，それを作

業環境管理濃度として換算する必要がある．とくに，気管内注入試験は，相対

的に簡易な方法であり，幅広い材料での試験が実施可能であることから，気管

内注入試験により得られる無毒性量を用いた換算のニーズは大きい． 

DuPont (2007)は，彼らの二酸化チタン製品の評価において，気管内注入試験

における無毒性量＝5 mg/kg は，作業環境管理濃度として 2 mg/m3 に相当すると

した評価を行っている．本プロジェクトにおいては，当面の換算として，これ

を用いることにしたが，現在，肺での沈着やクリアランス，肺での存在量と炎

症の発現との関係などをモデル化した換算についても検討している． 

 

１９．３．２ 暴露評価 

排出・暴露シナリオ： 

作業環境については，文献調査により一般的なプロセスを理解し，一部製品

についてヒアリングを実施した．また，NBCI（ナノテクノロジービジネス推進

協議会）を経由したアンケートを（独）労働安全衛生総合研究所と連携のもと

に実施した． 

また，消費者製品の使用や廃棄に由来する排出・暴露について検討するため

に，下記のような検討・解析を行った． 

 

・ナノテクノロジー応用製品の製品インベントリの解析 

・使用・廃棄・リサイクルのフローの解析「自動車」「家電」「PC」「プラスチ

ック樹脂」 

 「リチウムイオン電池・廃バッテリー」「スポーツ用品」「キャパシタ」「一

般廃棄物」 
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・製品中のナノ材料の使用状況の検討「キャパシタ」「リチウムイオン電池」 

 「スポーツ用品」「エンジンオイル」「化粧品」 

 

直接接触するものや，スプレー等としての使用を除くと，可能性のある排出・

暴露のプロセスは，使用時の摩耗，廃棄・リサイクル時の破砕・燃焼であろう

と考えられた． 

上記の，使用・廃棄・リサイクルのフロー解析は，各品目における一般的な

フローであり，必ずしもナノ材料を含む製品に限定した解析ではない．現時点

では，同じカテゴリの製品であれば，ナノ材料応用製品と従来製品とで流通や

廃棄に違いがないという想定での評価である． 

製品におけるナノ材料の使われ方に関する検討結果の例として，プラスチッ

ク樹脂におけるカーボンナノチューブ含有率について記す．カーボンナノチュ

ーブは，プラスチックに力学的強度や導電性を付与する目的で用いられ，カー

ボンナノチューブ含有樹脂は，自動車や PC 筐体での利用が考えられている．現

時点では製品開発段階であり，具体的な製品は限られ，また，カーボンナノチ

ューブの含有量も企業秘密に属するものであるため入手できる情報はほとんど

なかった．そこで，学術論文において検討された含有率や特許およびその実施

例における含有率を調査し，その値を援用することにした．値は大きくばらつ

いているが，平均的に見れば，数パーセントという値が，中心的に検討されて

いる含有率であった．別途，例えば破砕されるプラスチックの数量，そこから

の粒子発生を見積もることで，カーボンナノチューブの排出および暴露を評価

することができる． 

カーボンナノチューブ含有プラスチックについては，実際にリサイクルプロ

セスにおいて破砕された破砕片を入手し，電子顕微鏡による表面の観察を行う

などした． 

 

現場調査： 

既往文献の調査をほぼ完了したが情報は限られており，カーボンナノチュー

ブとフラーレンに関する論文報告は，現時点で，各２件ずつあるのみであった．

暴露評価の課題（②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発（１）排出シナリオの

構築（３）暴露評価技術の開発）では，いくつかの材料について現場調査を実

施しており，その結果も合わせて，排出・暴露レベルの見積もりを行う．（具体

的な結果については未公表データであることから省略する） 

 

排出模擬試験：Dustiness（巻き上がり性）： 

暴露評価の課題（②工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発（１）排出シナリオ

の構築（３）暴露評価技術の開発）では，排出模擬試験として，Dustiness（巻

き上がり性）を計測している．これは，実際の操作時に排出しうる粒子濃度を

与えるものとして用いたり，あるいは，単に巻き上がり性の相対値として用い

たりすることができる．実際の現場での測定事例が少ないことを補うだけでな

く，現場調査において問題となるバックグラウンド粒子レベルの影響を受けに

くいといったメリットがある．フラーレン，酸化金属，カーボンナノチューブ

について，数十から数千μg/m3 の値が得られた． 

 

暴露レベルの評価： 

実際の作業現場での測定値に限界があることから，暴露評価に際しては，シ

ナリオに基づく計算も合わせて行うことが重要である．暴露レベルを計算する

ための具体的なシナリオの検討は進行中であるが，下記に，小規模の秤量や容

器移し替えといった操作を想定した仮想的なシナリオによる計算の例を示す．
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設定としては，ある材料について dustiness（巻き上がり性）試験の結果が A μ

g/m3 と得られている場合， 

 

・一回の操作で，濃度＝A mg/m3 が，50 cm × 50 cm × 50 cm の体積の範囲

に瞬時に形成される． 

・この操作を１時間に１回（計８回），4 m × 4 m × 3 m の部屋（換気回数 

1 回/h）で行う． 

・各操作につき１分間，その濃度の空気を直接吸入する。 

・一方，部屋の平均濃度を８時間吸入する。 

  平均濃度（μg/m3） = 排出速度（μg/h）／換気回数（/h）／部屋の容

積（m3） 

 

この場合，A = 1000μg/m3 であれば，平均暴露濃度は，約 19μg/m3 と計算さ

れる． 

 

１９．３．３ リスク評価 

今後，本プロジェクトでの試験結果の詳細な解析を軸に，既存文献の情報を

補助的に用いて無毒性量を決定し，それを作業環境管理濃度に換算する．一方，

現場調査のデータや巻き上がり性試験の結果から，いくつかの排出・暴露のシ

ナリオや条件設定の違いによる暴露濃度の取りうる範囲を算出する．両者の比

較を行うことによって，リスクの判定を行う． 

 

１９．３．４ OECD 等への情報発信 

 2008 年 4 月 23 日に国際シンポジウム（NEDO-産総研-OECD 合同国際シンポ

ジウム「工業ナノ材料のリスク評価」@ニッショーホール 東京虎ノ門）を実施

した．講演者は，21 名（うち，外国から７名，プロジェクト外部から４名），

参加申し込みの属性の内訳は多様であり，幅広く関心を集めたことが伺えた．

当日の参加者は約 520 名であった．申込者の半分を企業の方が占め，そのうち

研究開発部署と環境安全担当部署からとが半々といった構成であった． 

 その後引き続き行われた OECD の工業ナノ材料作業部会のワークショップ

においてもシンポジウムでの発表された NEDO プロジェクトの中間成果をふま

えた議論がなされた． 

 

１９．４ 成 果 

リスク評価を行う上で重要となる，エンドポイント，無影響量，影響のメト

リクス，作業環境管理濃度の導出について検討を行い，当面の方針を得た．暴

露評価についても，現場調査や排出模擬試験のデータの蓄積に加え，ナノ材料

応用製品の評価のための基礎的な資料が収集された．これらを統合し，リスク

判定に至るまでの道筋をつけることができた． 

 国際シンポジウム（NEDO-産総研-OECD 合同国際シンポジウム「工業ナノ材

料のリスク評価」@ニッショーホール 東京虎ノ門）を実施した． 

 

 

 

１９．５ H２０年度末中間目標の内容、その見通しと課題 

（中間目標：提案書より）平成 20 年度末までに暫定的なリスク評価書を作成

し、外部の有識者によるピアレビューを行い、プロジェクト後半での評価書の

改訂の示唆を得る。外部レビューは、評価の質を高めると同時に、評価の透明

性・客観性を担保するために重要だと考えられる。 終的なリスク評価書は、
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終年度に完成する。初年度より各年、方針検討や内部・外部レビューを行う

にあたり、ある程度のまとまりをもった評価書を作成する。これは、レビュー

プロセスにおける議論のたたき台としての役割に加え、社会的なニーズに応え

て国内外の議論の場に適時的に情報を発信していくための材料という役割を合

わせ持つものである。 終年度での完成を待つことなく、社会的なニーズに応

える形で、国内あるいは OECD 等の国際的な議論の場に、適時的に成果を反映さ

せることも目標とする。 

 

（達成の見通し） 

対象物質ごと，また，項目ごとに，情報の充足度や進捗度に差が見られるも

のの，情報収集作業としては，評価書としての一通りの項目がカバーされつつ

ある．具体的なリスク計算を行いながら，情報収集や各部の検討を継続してい

くことにより平成２０年度末段階の中間報告（暫定的なリスク評価書）の作成

は十分に達成可能であろうと考えている． 

OECD 等への情報発信については，既に国際シンポジウムを開催し，OECD に

おけるスポンサーシッププログラム（代表的なナノ材料について，各国がスポ

ンサーとなり評価のための情報を収集し文書にまとめる）に対する多大なイン

プットを行った． 
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２０． ④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築  

（２）ナノテクノロジーの社会的受容性に関する考え方の構築 

 

２０．１ 実施体制  

産業技術総合研究所 安全科学研究部門 岸本充生 

 

２０．２ H18～H20 年度の実施計画 

 平成 18 年度は、欧米で行われているナノテクノロジーに関する人文社会科学的研究をレ

ビューし、日本において実施すべき研究内容を整理する。工業ナノ材料の利用と関連する

法規制について整理する．これは，米国ウッドロー・ウィルソン国際学術研究センターが

実施した調査（報告書「ナノテクノロジーの影響を管理する」）や英国の環境・食料・農村

地域省（Defra）による委託調査（報告書｢ナノテクノロジー製品や応用に対する環境規制

におけるギャップを確認するための研究｣）に対応した日本版という位置付けである。平成

18 年度は，化学物質を中心とした環境法規制を対象に，文献調査および関係する省庁担当

者や規制を受ける事業者からの聞き取り調査に基づいて検討する。 

平成 19 年度は、前年の調査を、環境規制以外の分野に拡大して行う。また､一般市民の側

のナノテクノロジーに対する感情・認知・態度の形成プロセスを、文献調査、アンケート

調査および直接の聞き取り調査を、産総研指導の下での外注を含め実施し、分析整理し、

明らかにする。 

 平成 20 年度は、前年度に引き続き、ナノテクノロジーの使用が明記されている消費者製

品やマスメディアでの報道等の情報収集を継続するとともに、アンケート調査を通した一

般人のナノテク認知の把握に加えて、科学者・専門家や企業経営者といった開発側のナノ

テクノロジーに対するリスクとベネフィットの認知に関するインタビュー調査を実施し、

日本社会のナノテクノロジーに対する認知や態度の経年的変化を解析する。また、欧米に

おける、規制当局による法規制やガイドライン、自主的報告制度の進展、事業者による自

主的なリスク評価やリスク管理の試み、アンケートやインタビューを用いた一般人や事業

者の意識調査等の動向に関する調査を継続する。また、ナノテク消費者製品情報をもとに、

代表的な工業ナノ粒子を使用した典型的な製品を複数選び、その原料製造から廃棄リサイ

クルまで含んだライフサイクル全体におけるヒトへの暴露可能性、及び、それぞれの段階

で原料や製品に適用される法規制の具体的な条項を調査する。これらの作業を通して、工

業ナノ粒子の使用を中心としたナノテクノロジーを、日本社会において、持続可能な形で

利用していくためのガバナンスのあり方についての提言をまとめる。 

 

２０．３ 進捗状況  

・欧米の人文社会科学的側面の調査研究レビュー 

平成 18 年度には欧米で実施された人文社会科学的側面に関する調査研究を収集し，A)法規

制ギャップ調査，B)ガバナンス枠組みの提案，C)製品データベースの作成，D)アンケート

Ⅲ２-20-1 



調査，E)マスメディア報道調査，F)市民参加枠組みの検討，G)倫理的影響の検討，に分類

し，日本において必要な研究の優先順位付けを行った．その結果，ガバナンス調査とアン

ケートやインタビューを用いた社会の様々な主体の認知調査を中心に研究を行うことにし

た．文献調査は引き続き継続中である． 

 

・ナノテクノロジーの使用が明記されている消費者製品情報の収集と分類 

ナノテクノロジーの使用が明記されている消費者製品情報を収集し，用途（期待される機

能）と用いられているナノ材料の種類ごとに分類し，定期的にグラフ等にまとめている．

2008 年 5 月現在，400 項目，1000 商品がジャンル別に分類され，使用されているナノ材料

の種類やそれらによって得られている機能が明記されているものに関しては記述している．

日本でも米国でも製品ジャンルとしては，化粧品，衣類，日用品（パーソナルケア商品を

含む）が多いが，材料別では米国で銀，日本でフラーレンと白金が多いのが特徴である．

ただ，最近，ナノ訴求をやめた会社あるいは商品がいくつかある． 

 

・工業ナノ粒子のガバナンスのあり方調査 

ガバナンスのあり方については，欧米における行政（法規制，ガイドライン，自主的報告

制度）や事業者（自主的リスク評価，自主的行動規範）を対象に，引き続き動向の調査を

行っている．対象は次のとおり．米国での地方自治体レベル（バークリｰｰ，ケンブリッジ，

ウィスコンシン州）での法規制化の動き，英国 Defra，米国 EPA，オーストラリア，スイス

による自主的報告制度の進捗状況，米国 OMB と欧州委員会によるガイドラインの設定， 

DuPont 社（Nano Risk Framework を用いた光安定剤）と Oxonica 社（ディーゼル燃料用触

媒）等といった事業者による自主的なリスク評価の実施と結果の公表，英国 NIA 等による

自主的な行動規範の設定．また，ナノテクノロジー消費者製品インベントリから代表的な

消費者製品を選び，それらの製品のライフサイクルを具体的に想定し，工業ナノ材料を利

用またはそれらに曝露する場合に関係してくる法規制とその条項を調査している．平成 18

年度には，環境規制を中心に，ナノ粒子を扱う可能性のある主要な法律に関して，予備的

な調査を，委託調査の形で実施した．製造段階，流通段階，利用段階，廃棄段階に分けて，

関係する法規制を整理した．平成 19 年度には，化審法と化管法に関して，経済産業省での

聞き取り調査を実施した．平成 20 年度は，事業者の自主的なリスク評価の実施に向けて，

欧米で実施された先進事例をまとめる予定である． 

 

・ナノテクノロジーに対する意識調査と経年的な比較および国際比較 

社会の様々な主体によるナノテクノロジーへの認知や態度に関する調査に関しては，欧米

で実施された 25 あまりのアンケート調査を収集し，内容を整理した．それとともに，毎年

春に，インターネットモニターを対象にナノテクの認知等についてのアンケートを実施し

ており，社会的受容性の動向をモニターしている．アンケートは 2005 年から 2008 年まで

すでに 4 回実施されており，2006 年時点で，ナノテクという言葉を聞いたことがあると回
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答した人は 95％を超え，何らかの知識があると回答した人も 60％を超え，それ以降は大き

な変化が見られない．新規技術としては知名度が非常に高いといえる．また，ナノテクへ

の態度も非常にポジティブであり，リスクベネフィット認知は携帯電話と同等である．2007

年からは，ナノテクと銘打たれた商品を購入したことがあるかどうか尋ねており，2007 年

は購入した経験がある人が 20％であったのに対し，2008 年には 30％に上昇した．およそ半

数が，ナノテクであること特有の機能を認めており，製品に満足しており，再び購入する

可能性があると回答した．しかしこれは逆に言うと，半数は，ナノテクと銘打った商品を

購入してみたものの，特別な機能を実感することがなく，今後は購入を続けるかどうかわ

からないと考えていることでもある．そのため，自動車や携帯電話といった技術と異なり，

多くの人はベネフィットを実際に体験しておらず，世間に流布しているポジティブイメー

ジによって期待ベネフィットが過剰に膨らんでいる可能性もある．最近いくつか報道され

ているような，有害性に関連する情報がマスメディアにおいて流通することが増えると，

過剰に膨らんだベネフィットへの期待にネガティブな影響を及ぼす可能性も高い． 

 

２０．４ 成 果  

・「ナノテクノロジー消費者製品インベントリ」（および，それに基づくいくつかの分析） 

http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/index.htm 

・「欧米で実施されたリスク認知アンケートのまとめ」 

・「ナノテクノロジーを対象とした人文社会科学文献リスト」 

 

２０．５ H20 年度中間目標とその達成の見通 

中間目標：平成 20 年度末までに、工業ナノ材料のガバナンスの枠組みついての調査結果

をまとめ、調査報告書として公表する。 

 

「２）進捗状況」で述べた項目については，達成できる見込みであり，それらをもとに調

査報告書を作成する予定である．２）で挙げたもの以外の項目として，「科学者・専門家や

企業経営者といった開発側のナノテクノロジーに対するリスクとベネフィットの認知に関

するインタビュー調査を実施」が 20 年度に新たに加わった．社会的受容を検討するうえで

不可欠の部分であるので，方法論についてはこれから検討するところである． 
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IV-1 

Ⅳ． 実用化の見通し 

１． 開発課題成果の直接的な活用 

本研究開発では、工業ナノ粒子のキャラクタライズする手法とその校正手法を開発す

るとともに、それに基づいて、有害性試験に供する工業ナノ粒子の分散調製から、有害

性試験の実施とその試料の解析、暴露・リスク評価を行う。これらの各課題での結果は、

下表にアウトプットとして示すように、それぞれを手順書・評価書等としてまずとりま

とめ公表する。 

 

表 IV-1 想定されるアウトプット 

 

研究開発課題  手順書などの成果物 

①キャラクタリゼーシ

ョン手法の開発  

(1)調製技術の開発 

・液相試料調製法手順書 

・気中分散系調製法手順書（吸入試験への適用） 

・フィルタ性能試験法手順書 

・フィルタ性能評価データベースフィルタ 

①キャラクタリゼーシ

ョン手法の開発 

(2)ナノ粒子のキャラ

クタリゼーション手法

の開発 

・有害性試験法試料の評価 （液中粒子） 

・ナノ粒子計測・校正手法手順書 （ISOの項） 

・ナノ粒子分散水溶液の透過型電顕試料作成方法  

・工業ナノ粒子（C60、CNT）中の金属不純物の定量方法  

・生体試料中ナノ粒子（C60、CNT）の分析法手順 

②暴露評価手法の開発 ・工業ナノ粒子の暴露評価方法手順書 

・巻き上がり（dustiness）試験方法手順書 

・暴露管理指針の提言（作業現場） 

・工業ナノ粒子生産現場の現実的な暴露管理への提言 

・AIST 研究施設管理への検討への関与と提言 

③有害性評価手法の開

発 

 

 

・有害性試験法手順書  

－－気管内投与試験方法 

－－吸入暴露試験方法 

－－有害性プロファイルの作成指針 

・有害性評価書 

・経皮暴露試験（単回暴露、急性期）の手順書 

④リスク評価及び適正

管理の考え方の構築 

 

 

・二酸化チタン、C60、CNT についてのリスク評価書 

・作業環境クライテリアの提示 

・工業ナノ粒子生産現場の現実的なリスク管理への提言  

・事業者がリスク管理を行うための手引き書の作成 

全体として OECD や ISO での議論に反映させる（後に詳述）  

C60：フラーレン、CNT:カーボンナノチューブ  

 このうち、斜字での表記は平成 20 年度完成のもので、下線表記はISO関係、他はは平成

21～22 年度完成予定のものである。 



IV-2 

 これらのアウトプットは、本研究開発課題各段階での信頼性・再現性を保証することを

主目的とするものであり、通常の生産技術での実用化とはやや趣を異にするが、以下のよ

うな実用化の側面がある：①本研究開発課題での利用、②国内、国外の他の研究者が同じ

ような研究目的に利用、③国や自治体が管理のために活用（法規制も含む）、事業者が自

主管理に活用、国際機関等での活用、④国際標準化に向けた活用、⑤生産技術への活用。 

 

２． 成果の普及 

 前項に示す、これらのアウトプットは本研究開発課題内での利用だけでなく、論文化や

関連学会などでの発表を通し、同じような研究目的をもつ国内外の他の研究者による利用

が進むことが期待される。さらにこれを推し進めるため、プロジェクトのホームページの

設置・公開による情報発信だけでなく、以下のような働きかけを進めることが考えられる。 

 

１．学会でシンポジウムなどを開き、学会として標準化への動きを作る 

例えば、日本産業衛生学会や粉体工学会などに働きかける 

２．産業界との共同：産業界との共同で標準化への動きを加速化させる 

３．企業との共同で商品化 

４．総合科学技術会議の科学技術連携施策群の活動において、連携の途を探る 

５．審議会、委員会、検討会：我々のリスク管理に関する提言を提案する 

６．ISO や OECD での活動 

 

 その中で特に、ISOに関する活動とOECDに関する活動について述べる。 

 
２．１ ISO での活動 
 ISO では、TC229 等をはじめ、工業ナノ粒子にかかる分野、特に計測・キャラクタリゼー

ションにかかる分野の、関連する技術委員会やその国内委員会等での活動に、本プロジェ

クトの研究開発担当者の少なからぬメンバーが関与している。このことは、ISO での検討

に、プロジェクトの成果を反映させる大きな機会を持っていることである。 

 現段階での、ISO に対する働きかけとして、気中ナノ粒子のサイズ分布測定装置のシス

テム一式に関する校正技術を、ISO15900 の改訂において、１章加えることを提案すること

を考えている（課題「①（２）ア）気中粒子計測技術開発」の成果）。 

 また、その他、以下の点について、ISO での関連規格の改定にかかる検討に、本研究開

発の成果を反映することができる： 

  －－フィルタ性能試験法 (ISO/ TC142) での検討； 

（課題「①（１）ウ）工業ナノ粒子のフィルタ捕集効率評価手法の開発と評価」の成果） 

  －－工業ナノ粒子 (C60、CNT) 中の金属不純物の ICP-MS による定量方法； 

  （課題「①（２）エ）微少量試料に対する化学分析技術開発とナノ粒子の体内分布の測定」の成果）。 
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２．２ OECD での活動 

 本プロジェクトの構想時である、2005 年 6 月（ナノテク特別セッション）から OECD の

化学品委員会でナノに関する日本のスタンスについて、本研究開発関係者から報告を行っ

てきた。 

 OECD の第１回工業ナノ材料作業部会（WPMN)（2006 年 10 月）で、本研究開発の概要の紹

介が行われ、「日本の研究は、ナノ材料の健康影響分野での出発点である」との高い評価を

受けた。 

 2007 年 11 月 28～30 日にパリで開かれた第３回 WPMN の会合で、14 の代表的なナノ材料

についてデータセットを作成するためのスポンサーを募ることになった。日本はフラーレ

ン、単層カーボンナノチューブ、多層カーボンナノチューブの３種について、米国と共同

スポンサーになると申し出て認められた。後日、カナダも共同スポンサーとなることにな

った。この日本からのデータセットデータの主な供給元として、本研究開発の役割が期待

されている。 

 

表 IV-2 スポンサープログラムにおける米国との役割分担（仮案） 

 

作業内容 

 

エンドポイント 

(1)既存情

報収集 

(2)試験実

施計画作成 

(3)ドシエ

作成計画作

成 

(4)試験実

施 

(5)ドシエ

作成 

(a)同定情報 NEDO NEDO NEDO 

(b)物理化学的性状 NEDO NEDO NEDO 

(c)環境中運命 EPA EPA EPA 

(d)生態影響 EPA EPA EPA 

(e)ほ乳類毒性 NEDO NEDO NEDO 

(f)危険有害性 ？ ？ 

ドラフト作

成と有識者

によるレビ

ュー 

？ 

ドラフト作

成と有識者

によるレビ

ュー  

 

 

２．３ 国際シンポジウムの開催（NEDO・AIST・OECD の共催） 

 また、2008 年 4 月 23 日に、OECD、NEDO と共催で国際シンポジウム「工業ナノ材料のリ

スク評価」を開催し、国内への研究成果の発信とともに、引き続いて開催された OECD スポ

ンサープログラムワークショップへの参加各国メンバーへの研究成果の発信を行った。 

シンポジウムの参加者は、OECD 関係者２９名を含め、実参加人数は 522 名であった。参加

登録者の内訳比率は、企業（51％）、公的研究機関（12％）、大学（8％）、官公庁（4％）、

その他（25％）であった。 

 この国際シンポジウムには、朝日新聞社と日本経済新聞社からの後援を受け、両紙に案

内が事前掲載された（朝日新聞 2008 年 2 月 16 日、日本経済新聞 2月 18 日）。また、シン

ポジウムの報告も化学工業日報に大きく掲載された（2008 年 4 月 28 日）。また、国際シン

ポジウムの各講演の要旨は、本プロジェクトのホームページからアクセス可能としている。 

 



 

図 IV-1 国際シンポジウムのポスター（プロジェクトホームページから） 

 

２．４ プロジェクトホームページの開設 
インターネット上にプロジェクトホームページの開設し情報発信を開始した（暫定的公

開） 日本語版：http://www.aist-riss.jp/projects/nedo-nanorisk/index.html 

英語版：http://www.aist-riss.jp/projects/nedo-nanorisk/index_e.html 

 

図 IV-1 プロジェクトホームページ 

 

IV-4 



IV-5 

２．５ 「ナノテクノロジー消費者製品インベントリ」および、それに基づくいくつかの

分析の公開 

 研究開発課題④工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 （２）ナノテ

クノロジーの社会的受容性に関する考え方の構築」の成果である、「ナノテクノロジー消費

者製品インベントリ」（をインターネットによって公表している

（http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/index.htm）。 

 

２．６ その他の成果普及のための活動－政府委員会等への成果の発信 

 厚生労働省の「ナノマテリアルの安全対策に関する検討会」において、本研究開発の概

要を紹介した（第３回委員会：H20/05/02）。また、本研究開発での開発課題「②工業ナノ

粒子の暴露評価手法開発(3)暴露評価技術の開発」の中で、労働安全衛生研究所との連携し、

行っている研究調査、「ナノマテリアル製造現場での労働安全衛生状態の調査」の中間結果

が紹介され、検討の素材とされた（第４回委員会：H20/05/30；化学工業日報 20 年 6 月 2

日）。 

 

２．７ 産業技術総合研究所内の、工業ナノ材料の開発現場の管理への提言 

 本研究開発で、カーボンナノチューブ製造現場での調査を元に、産業技術総合研究所環

境安全部門と連携し、研究開発現場における作業暴露管理のあり方について検討・提言を

行っている（産総研所内委員会「ナノ材料取扱の安全性に関する検討委員会」）。産業技術

総合研究所は我が国の工業ナノ材料研究開発の最大拠点の一つであり、今後の生産・研究

開発現場管理のモデルケースとなると考えている。 

 

３． 波及効果 

 本研究開発からの波及効果として、以下の諸点が期待される。 

・ナノテクの健全な発展。 

 適正管理（場合によっては規制も）や標準化により、ナノへの不安がなくなり、一

挙に工業ナノ材料の応用が広がること（現状では、工業ナノ材料の危険性に対する危

惧から、利用を躊躇する傾向がある）が予測できる。この結果、ナノテクの利点を、

国民福祉の増大のために利用できる。 

・産業の国際競争力の強化。 

新規物質を使う innovator は、自己でリスク評価ができないと国際市場に参入できない。 

・新規技術のリスク評価のモデルとなり、他の技術の開発にも影響を及ぼす。 

 本提案は、そもそも新技術や新素材を社会（市場）に出す場合には、その素材のスペ

ックの一つとしてリスク評価をつけるべきだという考に基づくものである。新技術は、

その実体的リスクよりも、リスク不安によって社会に受け入れられないという傾向があ

り、このように早期にリスク評価に取り組むことによって、社会の理解が得られるので

あれば、技術開発のあり方としてのモデルになる。 

・本プロジェクトで開発された分散技術などは、ナノテクそのものの開発にも有効である。 
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