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 （Ⅰ．及びⅡ．）（公開）



「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」事業の概要説明

Ⅲ．研究開発の成果

Ⅳ．実用化の見通し

ＮＥＤＯ
バイオテクノロジー・

医療技術開発部
から説明

産業技術総合研究所
安全科学研究部門

から説明
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Ⅰ．事業の位置付け・必要性

１．事業の目的・背景・位置付け

２．ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性

Ⅱ．研究開発マネジメント

１．事業の目標

２．事業の計画内容

３．情勢変化への対応

“R & D of Nanoparticle

 
Characterization Methods”

 
or 

“Evaluation of the Potential Risks of Manufactured Nanomaterials based on

 Toxicity Tests with Precise Characterization”



事業の対象
工業的に製造されるナノメートル（1×10-9m）スケールの粒子状の材料

例えば：

炭素系

 
…

 
フラーレン、カーボンナノチューブ（単層・多層）など

金属酸化物系

 
…

 
二酸化チタンなど
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事業の目的
●

 
工業ナノ粒子の人健康と環境への潜在的影響可能性に関する

知見の収集・整備

●

 
工業ナノ粒子のリスク評価に必要な手法の開発

◆

 
物理化学特性をはじめとした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

◆

 
基礎的な有害性評価手法

●

 
これらを用いた工業ナノ粒子のリスク評価手法を確立

Ⅰ．事業の位置付け・必要性
 １．事業の目的・背景・位置付け 事業原簿：Ⅰ-１,7,16



●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
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Ⅰ．事業の位置付け・必要性
 １．事業の目的・背景・位置付け

ＯＥＣＤ、ＩＳＯ等の動き

●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

事業原簿：Ⅰ-11～15



Ⅰ．事業の位置付け・必要性
 １．事業の目的・背景・位置付け

国の基本計画
●第３期科学技術基本計画（平成１８年３月２８日閣議決定）
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（平成１８年３月

 
総合科学技術会議）

・環境分野

・ナノテクノロジー・材料分野
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両分野で戦略重点科学技術に該当

事業原簿：Ⅰ-1,2



本事業の実施を明記した経済産業省の計画・提言

●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）」
（平成１７年３月

 
経済産業省）

●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（平成１８年１２月

 
経済産業省）

●イノベーションプログラム基本計画（平成２０年４月

 
経済産業省

 
）

・環境安心イノベーションプログラム基本計画

・ナノテク・部材イノベーションプログラム基本計画

●技術戦略マップ２００８（平成２０年４月

 
経済産業省・ＮＥＤＯ）

・化学物質総合管理分野

・ナノテクノロジー・材料分野
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Ⅰ．事業の位置付け・必要性
 １．事業の目的・背景・位置付け 事業原簿：Ⅰ-2～5
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Ⅰ．事業の位置付け・必要性
 １．事業の目的・背景・位置付け 事業原簿：Ⅰ-3,4
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Ⅰ．事業の位置付け・必要性
 １．事業の目的・背景・位置付け 事業原簿：Ⅰ-3,4



本事業に関する国の計画・提言の記述内容

ナノテクノロジーの健全で責任ある発展に必須の事業

国が主体となって実施すべき事業

・

 
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

→

 
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 → 各ステークホルダーへの情報提供

Ⅰ．事業の位置付け・必要性
 ２．ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性

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
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事業原簿：Ⅰ-5



本事業の予算
 

（単位：百万円）

平成１８～２２年度の５年間で２０億円を見込む

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

予算 ３７４ ４３６
うち加速予算

４５

３５５

本事業の実施によりもたらされる効果

ナノテクノロジーの健全で責任ある発展

工業ナノ粒子による健康被害の未然防止

→投入予算と比べて十分な効果

Ⅰ．事業の位置付け・必要性
 ２．ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性

ナノテク関連市場

規模予測

「ナノテク関連市場規模動向調査」
（2006年3月、経済産業省・
㈱富士経済）から作成
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事業原簿：Ⅰ-6,9



Ⅱ．研究開発マネジメント
 １．事業の目標

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
・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。

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。

●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。 11/16

事業原簿：Ⅱ-1,2
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Ⅱ．研究開発マネジメント
 ２．事業の計画内容

事業のフレームワーク

予算配分：
 

①３４％、
 

③３１％、
 

②+④+管理３５％

事業原簿：Ⅱ-2,3



Ⅱ．研究開発マネジメント
 ２．事業の計画内容

事業実施体制
●委託先を公募

 
→

 
５件の提案から産総研・産業医大の共同提案を採択

●産総研・産業医大及び再委託先の各大学は、先行事業等で実績あり

●プロジェクトリーダーとして産総研の中西準子氏を指名

●推進委員会（委員長：櫻井治彦氏）を設置、４回開催

●事業実施者・ＮＥＤＯ・経済産業省の連絡会を１９回開催

●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」
（コーディネーター：中西準子氏）を通じて
他省庁プロジェクトと連携

●ＯＥＣＤ／ＷＰＭＮの活動と連動
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安全科学研究部門
環境管理技術研究部門
計測標準研究部門
計測フロンティア研究部門
健康工学研究センター
先進製造プロセス研究部門

産業医科大学 産業生態科学研究所産業技術総合研究所 ＰＬ

広島大学大学院工学研究科

鳥取大学医学部

金沢大学大学院自然科学研究科

信州大学医学部

ＮＥＤＯ

推進委員会

事業原簿：Ⅱ-8



Ⅱ．研究開発マネジメント
 ２．事業の計画内容

14/16

事業原簿：Ⅱ-10



●平成１９年度の加速予算を確保し、

“スーパーグロース”単層ＣＮＴを用い

スクリーニング的有害性試験を実施

●平成１９年度の契約変更により、

ＣＮＴ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 15/16

Ⅱ．研究開発マネジメント
 ３．情勢変化への対応

単層ＣＮＴの産業応用が急速に進展する可能性

ＮＥＤＯ「ナノカーボン応用製品創製プロジェクト」及び
「カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト

 
」の成果

平成１８年１１月、産総研が

高純度の単層ＣＮＴを効率的に大量合成する

“スーパーグロース”化学気相成長法を発表

従来法：触媒由来の金属不純物を高濃度で含有

事業原簿：Ⅱ-14



●国立医薬品食品衛生研究所の菅野純氏のグループ

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。

●厚生労働省

平成２０年２月７日付けで労働基準局長通知「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応について」を発出。

→ヒトに対する有害性が明らかでない化学物質に対する労働者ばく露の

予防的対策に関する検討会（平成２０年３月～）

●エジンバラ大学のケネス・ドナルドソン教授のグループ

２００８年５月２１日付け「Nature Nanotechnology」に掲載された研究で、

マウスの腹腔内に投与された長さの長い多層ＣＮＴがアスベストのような

有害影響を及ぼす可能性を報告。

有害性評価（動物試験）の加速実施等を検討
16/16

Ⅱ．研究開発マネジメント
 ３．情勢変化への対応 事業原簿：Ⅱ-15
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「ナノ粒子特性評価手法の研究開発 」

中間評価分科会説明資料

議題５
 

プロジェクトの概要２（Ⅲ．及びⅣ．）（公開）
（研究開発成果の概要及び実用化の見通し）

平成２０年７月２３日（水）

中西
 

準子
事業原簿

 

Ⅲ1-1ページ
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Ⅳ

 
実用化の見通し

１ 実用化の意味

２ 国際的な活動

３ 波及効果

目次

１ 中間目標達成状況

３ キャラクタリゼーション技術

４ 有害性試験

２ 有害性試験と計測技術の一体性

Ⅲ 概要説明

５ リスク評価・リスク管理

６ まとめ

中西準子 (2008)



3/50

事業原簿に書かれた

４項目の大きな課題

①
 

工業生産されたナノ材料（NMs）のキャラクタリ
 ゼーション手法の開発

②
 

NMsの暴露評価手法の開発

③
 

NMsの有害性評価手法

④
 

NMsのリスク評価及び適正管理の考え方の構築

中西準子 (2008)
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中間目標（平成20年度末）の達成度（1）

中間目標
年度末での達

 成見込み
達成度

① キャラクタリゼ－

 ション

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

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 ○

中西準子 (2008)
○：予定通り、年度末までに達成見込み
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中間目標
年度末での達成

 見込み
達成度

③ 有害性評価

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

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

○

※１、２

中間目標（平成20年度末）の達成度（2）

中西準子 (2008)

情勢の変化に伴って、当初計画にない、課題を追加した。

※１：二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

※２：単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の気管内投与試験を

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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Ⅳ

 
実用化の見通し

１ 実用化の意味

２ 国際的な活動

３ 波及効果

目次

１ 中間目標達成状況

３ キャラクタリゼーション技術

４ 有害性試験

２ 有害性試験と計測技術の一体性

Ⅲ 概要説明

５ リスク評価・リスク管理

６ まとめ

中西準子 (2008)
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中西準子(2008)

キャラクタリゼーション技術は、有害性試験のスケジュー
 ルに合わせて開発されてきた。ここでは、有害性試験とそ
 の支援技術の相互関係について報告する。

異分野の技術が、ひとつの目的に向けて融合的に開発され
 ていった。このことが、他のプロジェクト（外国も含む）
 にはない、本プロジェクトの最大の特徴である。

１－２）「①
 

キャラクタリゼーション」と
 「③

 
有害性試験」の一体性
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０
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有害性試験の基本方針を
二軸アプローチとした（吸入経路の場合の図）
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（文献など）

中西準子 (2008)
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in vivo 試験とその支援技術

－吸入試験を中心にして－

最もありうる暴露経路での有害性試験を行うために、汎用性の高
いナノ粒子の吸入試験法の確立を目指した。

そのために、最初から気相粒子を作る（気相合成や機械的に破砕
し飛散させる）のではなく、比較的均一な大きさの粒子を液相に
分散し、それを気相に分散させる方法（湿式発生法：仮称）
で、吸入試験を行う方法を確立した。

湿式発生法の利点：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

この方法の短所：分散剤を使うこと

中西準子 (2008)
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吸入試験の当初の予定と実施状況（2008年07月）

吸入試験

気管内投与

計画

実行

2006 2007 2008 2009 2010

(if possible)

NiO

フラーレン

MWCNT

SWCNT

SWCNT (or MWCNT)

計画

実行

試料調製 観察期間

<年度>
多種のNMsの

 長期吸入試験

 （1ヶ月以上）

 では、

 世界で群を抜い

 ている

中西準子(2008)

NMs：ナノ材料

MWCNT ：多層カーボンナノチューブ

SWCNT ：単層カーボンナノチューブ
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試験試料 気中粒径 動物・期間 コメント

Veranthら 有機粒子：有機物

 
の蒸発-凝縮

30～50 nm ― 吸入試験を目指した発生法、

 
NMsでない

Oberdörsterら 元素状C粒子：黒鉛

 
電極の放電

平均36 nm Rat、6 h 粒子の化学構造を同定でき

 
ず。気相合成した粒子を直

 
に吸入。

Bakerら C60 ：C60 粉体の昇

 
華-凝縮

平均55 nm Rat（鼻部）、

 
3 h× 10日

気相合成した粒子を直に吸

 
入、短期の試験、対照試験

 
なし

Bermudezら TiO2 ：乾燥粉体か

 
ら気中分散

平均1.37 μm（一

 
次粒子径21 nm）

Mouse, Rat, 
Hamster、

 
6 h×13週

サブミクロン

 
～ミクロンオーダー粒子

Mitchellら MWCNT：乾燥粉

 
体から気中分散

空気力学相当径と

 
して0.7-1.8 μm

Mouse、

 
6 h×14日

ほとんどが凝集体で、長さ

 
不明

Grassianら TiO2 ：液中から気

 
中へ

平均128 nm（一

 
次粒子径3.5 nm）

Mouse、

 
4 h×10日

本Pjに最も近い方法

Oyabuら NiO：液中から気中

 
へ

平均139 nm（一

 
次粒子径20 nm）

Rat、6  h×4週 本Pjの先駆的研究

本プロジェクト NiO
平均＜100 nm

Rat、6  h×4週 実施済、陽性対照試験

C60 Rat、6  h×4週 実施済

MWCNT 長さ＜5 μm Rat、6  h×4週 実施予定

我々の吸入試験の優位性！

 
他の例との比較

島田学、中西準子(2008)
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有害性試験 (in vivo) と支援技術の開発 (1)

中西準子(2008)

-- NiO --

2006 2007 2008 2009 2010

in vivo tests
吸入試験

気管内投与

液中分散・計測・校正

気中分散・計測・校正

電顕技術

体内分布計測

○支援技術開発ほぼ完成

<年度>

有害性試験支援技術の開発：粒径を揃えたナノ粒子での試験、粒子サイズの

 計測、体内分布も計測。
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有害性試験 (in vivo) と支援技術の開発 (2)

中西準子(2008)

-- フラーレン --

暫定的だがNOAEL 
（無影響量）を出す

 ことができた！

類似の報告

 （2008）が1報あ

 り！

2006 2007 2008 2009 2010

in vivo tests
吸入試験

気管内投与

液中分散・校正

気中分散

電顕技術

体内分布計測

<年度>

気中計測・校正

○支援技術開発ほぼ完成

ナノサイズの粒径の「湿式発生法（仮称）」の適

 用、その有害性評価のための吸入試験、体内臓器

 中濃度の時間変化など、すべて世界ではじめて



14/50

有害性試験 (in vivo) と支援技術の開発 (3)

-- MWCNT --

中西準子(2008)

2006 2007 2008 2009 2010

in vivo tests
吸入試験

気管内投与

<年度>

試料調製 観察期間

液中分散

液中計測

気中計測

体内分布計測

気中分散

ほぼ、目途がついた

○支援技術開発ほぼ完成

電顕技術

基本計画にはないが、挑戦中

基本計画にはないが、挑戦中
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in vitro 試験とその支援技術

in vitro 試験は広く行われているが、試料調製法に問題
 があり、培養液中で安定な分散状態が得られていない
 場合が多いと推察される。

培養液中でナノ粒子の安定な分散液を調製する
 ことに成功した

→ 遠藤、岩橋が詳細に報告：世界ではじめて！

中西準子(2008)
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中西準子(2008)

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．吸入試験のための気中分

 
散技術（広島大学）

NiO：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。MWCNT：エアロゾル化成功(9～10月に実施)。

イ．液中分散技術（AIST, 計

 
測標準）

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。MWCNT：長さ5μm以下での水分散系。

SG-SWCNT：500nm以下での水分散系。

ウ．フィルタ性能評価（金沢

 
大学）

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（MWCNTの捕集効率の試験を実

 
施）MWCNT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. 気中粒子計測校正技術

 
（AIST, 計測標準）

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. 気中オンライン計測

 
（AIST, 計測標準）

多元特性（移動度径、質量、光散乱径）のオンライン計測システムを構築中。部分的ながら、

 
CNTの識別計数技術の実現可能性を実証。PSMについて、2nmの検出可能となった。

ア－c. ナノ粒子の連続発生

 
（金沢大学）

触媒粒子について達成。常圧・低水素濃度下でのCNT生成

イ）. 液中粒子計測技術

 
（AIST, 計測標準）

10-100nmの粒径分布の計測・校正法手順書の作成と、その in vitro 試験試料への適用。

ウ）. 電顕によるナノ粒子の

 
キャラクタリゼーション技術

 
開発（AIST, 計測F）

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MWCNTのTEM観察に成功

 
NiO、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）. ナノ粒子の体内分布の

 
測定（AIST, 環境管理）

NiO、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。

「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
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「①キャラクタリゼーション」の分野での
 新しいこと！

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（C60 とMWCNTのin vivo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in vitro 試
 験を可能にした（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、C60 の肺組織（マクロ

 ファージ、肺胞上皮組織）への取り込みを確認（世界ではじめて）

中西準子(2008)
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技術開発担当組織 発表者

試験調製技術

気中分散 広島大 島田（広島大）

液中分散 AIST環境管理 遠藤（AIST）
フィルタ性能 金沢大

媒体中キャラクタリゼーション手法

気

 中

 計

 測

校正技術 AIST計測標準

オンライン計測 AIST計測標準 島田（広島大）

粒子連続発生 金沢大

液中計測 AIST計測標準 遠藤（AIST）
電顕技術 AIST計測ﾌﾛﾝﾃｨｱ 山本（AIST）
体内分布 AIST環境管理 上に同じ

① キャラクタリゼーションの分担

中西準子(2008)
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中西準子(2008)

in vivo 試験

方法 対象 主たる結果 達成度

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、安全科学）

TiO2、

SG-SWCNT
TiO2について、サイズ効果を確認、

 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）
CNTs 全身影響の試験（結果はまだでてい

 ない）

評価

せず＊

吸入暴露（マウス、鼻部暴露）

 （AIST） C60
ESRを用いて、還元能評価。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） 各種酸化物、

 C60
7種の酸化物について終了 ○

有害性試験概観

* 平成19年度から開始したため
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有害性試験で分かったこと

１．ナノサイズの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（アナターゼ型）とフラーレン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侵入

 は見られず

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C60 は、コイの脳に脂質の過酸化物を生成しない。

中西 準子(2008)
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吸入試験結果、サイズ効果試験* 
→森本泰夫（産業医科大学）

 
経皮暴露の試験結果

 →山元
 

修（鳥取大学医学部）
 

in vitro 試験結果と遺伝子発現試験
 →岩橋

 
均（AIST健康工学）

 
C60を用いたコイの試験

 →蒲生昌志（AIST安全工学）（後半で報告）

有害性試験結果の詳細発表

中西 準子(2008)

*産業医大とAIST安全科学研究部門で実施（安全科学研究部門は、

 動物試験を2試験機関に委託）
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暴露評価と環境動態

中間目標 現在までの成果 達成度

排出シナリオの

 構築と暴露評価

 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

○

（AISTでなけれ

 ばできないモニ

 タリング）

環境中挙動モデ

 ル

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。

中西 準子(2008)
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◆ 吸入系の影響を重視し、吸入暴露試験結果を評価に用いる。補助的なものと

 して、気管内投与の結果、場合によっては、in vitro 試験の結果も使う。換算

 式などを検討中。

◆ 持続性炎症、線維化、発がん性、他臓器 への影響を、当面は評価エンドポイ

 ントとして選択。今後さらなる検討。

◆ TiO2 の発がん性についてのNIOSHの解析には、問題があるとの認識で、再解

 析する予定。

◆ サイズ効果についての実験結果と新しい考え方

リスク評価書の策定

中西 準子(2008)

課題 中間目標 現状 達成度

④ リスク評価
TiO2 、C60 、CNTの

 中間的評価書
現状はやや遅れ

 （ TiO2 の加速）
○

作業環境でのクライテリアを出すことを目標に作業を行っている。

 今年度中に、C60 については、作業環境クライテリアを提案できる！

 （多分、世界ではじめて！）
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社会受容性研究とリスク管理に関する提言

中期目標：特に定めなかった

これまでの成果：

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：

①

 
事業者のリスク評価

②

 
事業者が自主的にリスク評価を行うための手引書作成

③

 
欧米における自主的取組の先進事例の紹介

中西 準子(2008)
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成果の意義（１）

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、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）

中西 準子(2008)
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成果の意義（２）

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、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。

 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。

中西 準子(2008)
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まずは、知財の確保に留意しつつ、結果の公表を行いたい

外部発表件数

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

中西 準子(2008)

H20年6月10日現在
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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－ション

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

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
○

最終目標と達成への課題（1）

中西 準子(2008)
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達成目標
達成に向けての課

 題
達成見込

 み

③ 有害性

 評価

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
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
○

最終目標と達成への課題（2）

中西準子 (2008)

＊

 

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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１ 中間目標達成状況

３ キャラクタリゼーション技術

４ 有害性試験

２ 有害性試験と計測技術の一体性

Ⅲ 概要説明

５ リスク評価・リスク管理

６ まとめ

Ⅳ

 
実用化の見通し

１ 実用化の意味

２ 成果の普及

３ 波及効果

目次

中西準子 (2008)
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① 本プロジェクトで開発された計測手法や試験方法などが広く使わ

 れること（専門家・国際機関）

② リスク評価に適用された評価手法や考え方が広く受け入れられ、

 他でも使われること（専門家）

③ 評価結果、管理に関する提案が広く受け入れられ、事業者のリス

 ク管理に使われる（事業者）。

④ 評価結果、管理に関する提案が、学会、事業者、行政機関、報道

 機関、NGOなどの活動を通じて市民に受け入れられる。

⑤ リスク評価の結果が、行政機関の意思決定に使われること（行政

 機関）

⑥ 国内のみならず、国際的にも認知されること（国際機関など）

本研究開発での実用化とは何か？

中西準子(2008)
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第１ステップ

・手順書

・評価書

・論文

第１ステップ

・手順書

・評価書

・論文

第３ステップ
 （さらに広げ、加工するためのメカニズム）

 
・科学技術連携施策

 
・学会の活動

・行政機関への働きかけ・産業界との協力

・委員会、審議会
 
・OECDのsponsorship program        

・JIS ・ISO 

第３ステップ
 （さらに広げ、加工するためのメカニズム）

・科学技術連携施策
 

・学会の活動

・行政機関への働きかけ・産業界との協力

・委員会、審議会
 
・OECDのsponsorship program         

・JIS ・ISO

アウトプットのimage

中西 準子(2008)

第２ステップ

・国内外の学会やjournalでの発表

・国際機関への報告

・広報活動（ホームページなど）

第２ステップ

・国内外の学会やjournalでの発表

・国際機関への報告

・広報活動（ホームページなど）

「試験法、評価手法の開発と普及、標準化が目的であるから、
 特許権取得を主要なアウトプットとは考えない」
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課題 手順書などの成果物（青斜字は平成20年度完成、黒字は平

 成21～22年度完成予定、赤字下線はISO関係）

① ｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝ

(1) 試料調製技術

・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 ｷｬﾗｸﾀﾘｾﾞｰｼｮﾝ

(2)粒子計測技術

・有害性試試験法試料の評価 （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 ・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

主たるアウトプット

中西 準子(2008)
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課題 手順書などの成果物

③ 有害性評価 ・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 ・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）

主たるアウトプット（２）

中西 準子(2008)
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手順書などを活用するメカニズム

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。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

中西 準子(2008)
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１ 中間目標達成状況

３ キャラクタリゼーション技術

４ 有害性試験

２ 有害性試験と計測技術の一体性

Ⅲ 概要説明

５ リスク評価・リスク管理

６ まとめ

Ⅳ

 
実用化の見通し

１ 実用化の意味

２ 成果の普及

３ 波及効果

目次

中西準子 (2008)
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◆ 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

◆ その他、以下のことをISOでの議論に反映することがで
 きる

－－フィルタ性能試験法 (ISO/ TC142) での検討

－－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

ISOに対する働きかけ

中西 準子(2008)
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OECDでの活動

◆ 2005年6月から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報告してきた。

◆ OECDの第１回工業ナノ材料作業部会（WPMN)で、
 「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。

◆ 07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。

中西 準子(2008)
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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

ドラフト作成

 と有識者に

 よるレ

 ビュー

NEDO

ドラフト作

 成と有識者

 によるレ

 ビュー

(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 ？ ？ ？

中西準子(2008)
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シンポジウム参加者

中西 準子(2008)

参加登録者の所属（総数522名）

企業関係者の中で、ナノR＆Dに携わる方の割合（企業関係者全体

 に対する割合）は32％、環境安全担当者21％、その他47％。

所属 割合（％）

企業 51
公的研究機関 12

大学 8
官公庁 4
その他 25
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ホームページの開設

中西 準子(2008)

日本語版：
http://www.aist-riss.jp/projects/nedo-nanorisk/

英語版：
http://www.aist-riss.jp/projects/nedo-nanorisk/index_e.html
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１ 中間目標達成状況
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中西準子 (2008)



48/50

技術の発展段階とリスク問題

（出所・ハーバード大Lewis M. Branscomb 教授米国議会証言より）

リスク問題が大きく立ちは
 だかっている

「ダーウィンの海」のイメージ図

Research &
Invention

Innovation &
New business

（製品開発） （ビジネス展開）

Innovation 
を促進
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波及効果

ナノテクの健全な発展。ナノテクの利点を、国民の福祉
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。

中西 準子(2008)
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Thank you!

中西 準子(2008)
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