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プロジェクト概要 
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。
 



７ 

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。 
 
 



８ 

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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ナノ粒子特性評価手法の研究開発全体の研究開発実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

進捗報告

助言

 



10 

「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
本事業は科学的、産業育成戦略的、世界的に重要なテーマである工業用ナノ粒子

の安全性評価研究であり、社会的ニーズも高い。工業ナノ粒子のリスクを評価する

にあたり、暴露解析や有害性評価研究の信頼性と再現性の確保に向けて、キャラク

タリゼーションの手法開発と有害性評価とを結びつけ、多くの知見を得ており、こ

こまでの成果は中間評価として高く評価できる。特に、キャラクタリゼーションが

明確な試料を細胞や生体に暴露することを基本としている点、肺への導入にも気管

内注入方法のみならず、より現実的な吸入暴露法を開発した点、暴露時の粒子の存

在状態を把握し「有害性評価」を行っている点、情報が不足している状況下で可能

な暴露評価を行っている点、は評価できる。また、プロジェクトリーダーを中心に、

各研究担当機関における異分野の研究者が一致してプロジェクトを推進している点

も評価できる。 
一方、実使用下での暴露と有害性評価試験を結びつける時の考え方を整理し明確

にする点、ナノ粒子の特性を変数として捉えた有害性評価の知見を蓄積する点、安

全性に関するエビデンス構築に必要な手法の開発・実施に関する部分と、得られた

エビデンスに基づきリスクを評価・管理する部分について、プロジェクト内でのそ

れぞれの位置付けならびに相互の関係を明確化する点、などの検討が望まれる。 
 

２）今後に対する提言 
暴露評価と有害性評価を踏まえたヒトに対するリスク評価を行うためには、工業

ナノ粒子のキャラクタリゼーションから感受性やヒトへの外挿の問題など非常に多

くの課題を地道に行うことが重要である。解決すべき課題や対象物質が多岐に渡る

ことを考慮に入れ、実施体制の拡充を図ることが望まれる。 
有害性評価の報告が増加してきていることもあり、事業の迅速化を推進して頂き

たい。 

ナノ粒子の開発者や研究者、さらには関係する行政関係者が、どのような手段で

あれば社会一般に安全情報を正確にかつ効率的に提供できるのかを検討する社会受

容性研究とリスク管理に関する提言に関して、具体的な計画を明示し、取り組むこ

とが望まれる。 
最後に、本プロジェクトの成果は、論文や学会発表としての公表のみならず、国 

際貢献、研究手法の普及などの観点からも一層活発に社会へ還元されることを期待
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する。 
 

２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

ナノテクノロジーは次世代の技術基盤と期待されており、且つ、日本国にとり益々

重要な国家戦略に位置付けられる。第３期科学技術基本計画に明文化されていると

おり、ナノテクノロジーの社会受容を促進するには、伴うリスクを評価し対策も含

めたコミュニケーションをとることが必要とされている。本事業における工業ナノ

粒子のリスク評価はその一環であり安全・安心な社会実現に不可欠である。工業ナ

ノ粒子のキャラクタリゼーションは暴露評価や有害性評価とそれらに基づくリスク

評価研究の信頼性と再現性の確保に向けた系統的な研究であり、その評価手法から

検討が必要な重要な研究である。本事業を通じ OECD、ISO へ貢献することは、国際

貢献の観点からも重要である。さらに、工業ナノ粒子の安全性に対しては、国内外、

特に産業界からの関心が高く、本事業のリスク評価は、今後、民間企業で行われる

であろうリスク評価を促進するものになると考えられる。 

一方、本事業における工業ナノ粒子のリスク評価はその一環であり、適正に管理

するための提言は安全・安心な社会実現に不可欠である。本事業のリスク評価は中

立公正になるよう実施され、今後、民間企業で行われるであろうリスク評価を促進

するものになる点で評価される。一方、社会受容促進の立場から、ある段階からは

第 3 者機関等によるリスク評価を含め、リスク評価をどのような枠組みで行うかの

整理が望まれる。また、多数の省庁で並行的に進められている類似の研究において、

当該研究開発を中心に資源と人材をもう少し集中し、効率的な研究開発を迅速に行

う必要が望まれる。同時に、社会受容を促進するには広く一般社会への提言や啓蒙

活動も強化すべきであるが、この系統的な研究により技術開発への期待の一方にあ

るリスクへの不安やメディア報道に対する的確な学術的判断を提供しうる。これら

のことから、本事業の必要性、事業目的の妥当性は明らかであり、NEDO の関与が必

要である。 

 
２）研究開発マネジメントについて 
本事業が目指す複数分野の一体性の重視による手法開発（「異分野の技術を一つの

目的に向けて融合的に開発する」）は重要な考え方である。  
この異分野の技術である、「工業ナノ粒子材料のキャラクタリゼーション」、「有害

性評価」、「リスク評価・管理」等を、本領域に不可欠な基本テーマに設定して、専

門家によるチームを編成、有機的な連携を図って戦略的にプロジェクトを進めてい

る点、情勢変化への対応も適切である点、プロジェクトリーダーの全体統括が良く、

テーマ間の情報交換も密に取られており、その成果があらわれている点、で研究開

発マネジメントは妥当であると評価される。 
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なお、一部に本来の目的との関連性が理解しにくい研究テーマが見られることか

ら、その位置づけを明確にし、有害性評価や暴露評価への集中度が下がることのな

いようにする必要がある。また、解決すべき課題や対象物質が多岐に渡ることを考

慮に入れ、実施体制の拡充や迅速化が必要と考えられる。また、他の研究機関・グ

ループのナノ粒子に関する研究成果発表等に応じ臨機応変に対処できるようにする

こと、さらに、解決すべき課題や対象物質が多岐に渡ることを考慮に入れ、実施体

制の拡充や迅速化が必要と考えられる。 
 
３）研究開発成果について 
ナノ粒子の液中での安定な分散手法、液中分散系から吸入試験を実施するシステ

ムの開発、曝露実験等々で着実に本領域をリードする成果を上げてきており、中間

目標を達成していると評価できる。最終目標までには多くの課題があるが地道な検

討を行ってきていることから達成できる見通しがある。成果のいくつかが世界初で

あると認められるので、早期に研究成果として発表されることを期待したい。 
一方、実暴露と影響評価試験の結果を結びつける考え方の整理、発がん等ナノ材

料の有害性として評価する必要性のある指標を用いた有害性評価が必要である。ま

た、国際競争力維持の観点から、ISO(TC229)関係者に、研究結果を提供するなど、

活用を図るべく努力することが必要である。 
 
４）実用化の見通しについて 
通常の実用化とは異なるが工業ナノ粒子のリスク評価手法の国際規格や標準化整

備に大きく貢献している点、OECD のスポンサーシッププログラム担当物質の吸入

曝露を中心とした安全性評価を行う点、リスク評価を適正に行うことによるナノテ

クノロジーの健全な発展の促進に寄与する点、で成果の社会への還元、波及効果は

充分に見込める。 

今後は、他省庁の類似のプロジェクトとの連携を一層深め、JIS 化、標準化に本

事業の成果が盛り込まれるような一層の努力を期待する。また、国際標準化等に向

けてはそれなりの人材、取り組みが別途に必要と考えられ、今後は、国際標準化を

視野に入れて他府省の類似のプロジェクトとの連携を一層深め、JIS 化、標準化に

本事業の成果が盛り込まれるような一層の努力を期待する。 
 
 

 

 



 

個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 

工業ナノ粒

子のキャラ

クタリゼー

ション手法

の開発 

中間目標の目標値を達成しており、その成果は世界をリードしている。なかでも、in vitro 試験や、

in vivo 試験での気管内投与や吸入暴露試験、への道を液中および気中分散技術開発や計測技術の開発を

通じて開いた点、安定した状態での比較的長時間連続運転を達成した点、評価実験時に同時に粒子径分布

をモニターしている点、凝集状態をコントロールできる CNT の吸入暴露手法開発の可能性を開いた点は、

高く評価でき中間目標を達成している。 

一方、各種処理後の物理・化学的性状の解析（特にフラーレンと CNT についての解析）、分散剤の影響

の解析、キャラクタリゼーション手法の問題点の検討、実暴露と影響評価試験の結果を結びつける考え方

の整理を進めて頂きたい。また、in line での気相中質量濃度を測定可能とする研究がされているが形状

等用いている仮定の明確化と成果の見極め等の検討が望まれる。 

成果の普及にあたっては、キャラクタリゼーション手法の普及など、ナノ材料の安全性評価研究の裾野

を拡げるアウトリーチ活動も積極的に行うことを期待する。 

 

工業ナノ粒

子の有害性

評価手法の

開発 

曝露時の物理・化学的性状が把握されている工業ナノ粒子を使った有害性評価を最も重要と想定される

呼吸器および皮膚を中心として行った、特に気管内注入試験に加え、より現実に即した吸入暴露試験を行

う意義は大きく、大変重要な知見を提供することになる点、研究成果としての価値のみならず、OECD を

通じて、工業ナノ粒子に対するテストガイドライン検討にも重要な寄与をすることが期待される点、異な

る凝集状態の粒子の有害性評価の初めての知見を得た点、物理・化学的性状が把握された工業ナノ粒子に

ついての有害性評価に関わる成果が出てきている点で、評価でき、中間目標を達成している。 

なお、実曝露と異なるより分散した状態のものの吸入曝露試験と暴露評価やリスク評価との関係の明確
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化、吸入暴露試験における沈着量や部位の把握、in vitro と in vivo の試験の両者間の整合性、物性と有

害性との間にある法則性の機構をまじえた解析などについて留意し検討することが望まれる。 
今後、MWCNT の吸入暴露試験を行い有害性評価を開始するとのことであるが、より迅速に進めて頂き、

モデル動物の妥当性、腹腔内投与との差、量-反応関係などその際、複数の MWCNT の評価も行い、評価結

果そのものの差も議論して頂きたい。 

工業ナノ粒

子の暴露評

価手法の開

発／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 

工業ナノ粒子の製造から廃棄までのライフサイクルを考えたうえでの排出シナリオと暴露評価を行う

方向性で検討を進めている点、リスク評価において暴露評価や有害性評価の実験等の事実に基づく情報が

確定していない状況においても既存の情報を基に数値を算出しようとしている点、リスク評価と適正管理

の枠組みを構築してきた点は評価でき、中間目標を達成している。 

しかしながら、現場測定と影響評価試験の結果を結びつける時の考え方とリスク評価・管理の考え方の

整理、リスク評価に単線的な色彩が強い面もあり幅のある推定と感度解析の充実、開発の段階に応じた暴

露評価・リスク評価、有害性の因子として表面積が関係しないかの確認、触媒等の金属、セラミックス系

の不純物が含まれている CNT の有害性の評価等についての検討を望む。 

また、工業ナノ粒子の製造や製品への応用の段階では作業管理濃度を導出することは非常に重要である

が、本プロジェクトにおける作業管理濃度導出は情報がいまだ充分でない状況であることから、吸入曝露

試験の結果が得られる物質等一定以上の質の有害性評価が行われている物質を対象に、ガイドラインある

いは目安の提示として行うべきと考える。 

さらに、現代日本はリスクに過敏な社会であることもあり、ナノ粒子のリスク情報の提供には十分な配

慮や工夫がなされる必要があるとともに、さらに広くは、技術の受容者側に立った科学アカデミーによる

中立的評価や助言を支援していく体制作りも必要と考える。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

2.0

2.3

2.7

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

（4）実用化の見通し

（3）研究開発成果

（2）研究開発マネジメント

（1）事業の位置付け・必要性

平均点

 

評価項目 平均点 素点（注） 

（１）事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A A

（２）研究開発マネジメントについて 2.7 A B A A A B

（３）研究開発成果について 2.3 A B B B A B

（４）実用化の見通しについて 2.0 B B B B B B
（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均点を算出。 

 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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評点結果〔個別テーマ〕 

（１）工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発 

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0

研究開発成果

平均点  
（２）工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0

研究開発成果

平均点
 

（３）工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発／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 

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

研究開発成果

平均点
 

個別テーマ 平均点 素点（注） 

（１）工業ナノ粒子のキャラクタリゼーショ

ン手法の開発 
2.3 A B B B A B

（２）工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発

 
2.2 A B A B B Ｃ

（３）工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発／

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 

2.0 Ｃ B B A B B

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均点を算出 
＜判定基準＞  

研究開発成果       
・非常によい        →Ａ    
・よい           →Ｂ    
・概ね妥当         →Ｃ     
・妥当とはいえない     →Ｄ    




