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Ⅰ． はじめに 
 本技術解説書は、平成 23 年度～平成 27 年度に実施した経済産業省の委託事

業である、 
「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」 
基本計画（低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料プロジェクト

（NEDO 交付金以外分）） 
における、 
研究開発項目①「ナノ材料の同等性判断のための評価技術の構築」 
（b）同等性評価のための試料調製技術とキャラクタリゼーション 
の開発成果を中心に、同事業で用いられた分散試料の調製法及びそのキャラク

タリゼーション手法を、関連の研究・開発を行う研究者や技術者が容易に手法

技術を理解及び修得できるようにまとめたものである。従って、学問的な原理

や基盤の詳細な解説よりも、実際的な手法説明に重点を置いている。 
 
 近年、多種多様なナノ材料が開発・利用されてきている中で、ナノ材料の有

害性評価が重視されてきている。しかしながら、その評価方法や評価基準は、

国際的に見ても未だ十分には効率的・合理的な枠組みが構築されているとは言

いがたい。特に、これまで有害性評価の代表的手法として用いられてきた吸入

暴露法による動物試験は、費用・時間・技術的困難さ等の観点から、全てのナ

ノ材料の製造ロット毎に適用することは非現実的と言える。本研究開発プロジ

ェクトにおいては、吸入暴露法を補完する効率的な試験方法として気管内投与

法に着目し、その技術的な開発と有効性の検討を行うと共に、数多くのナノ材

料において、物理化学的に違いが有っても有害性に差を与えない（同等性）範

囲を判断できる基準を見いだすことで、効率的且つ合理的な有害性評価技術の

構築を目指している。 
 
 本研究開発プロジェクトにおいては、経済産業省からの委託を受けた、慶応

大学、産総研、産業医科大学、化学物質評価研究機構(CERI）、日本バイオアッ

セイ(JBRC）、信州大学及び、産総研から再委託を受けた広島大学と東京大学

が、研究開発テーマを分担すると共に互いに連携・協力して研究開発を遂行し

た。本技術解説においては、主に、産業医科大学、CERI、JBRC などでの動

物試験に各種ナノ材料の分散液資料を提供した、産総研グループにおける技術

成果を中心に紹介している。 
 
なお、本文書の中で、幾つかの装置・材料の商品名を記載しているが、 



それは我々がこれらを推奨することを意味するものではない。またこれらが 
入手可能な最良のものであることを意味するものでもない。  



Ⅱ． 用語の説明 
 本技術解説で用いている用語について、特に説明や定義が必要と思われるも

のについて列挙した。その他の一般的な専門用語等は、関連参考書などを参照

していただきたい。 
 
「一次粒子」： 電子顕微鏡等で粒子を観察した場合に、明確な粒界が見られ

ない単一粒子と思われる粒子。厳密な既定は難しく、一次粒子と二次粒子の区

別がつきにくい場合も有る。結晶構造解析における、単一結晶粒子単位の「結

晶子」とは別である。 
 
「エンドトキシン」： 内毒素とも呼ばれ、グラム陰性菌の細胞壁の成分であ

る。動物試験において発熱などの有害性効果を示すために、試験試料への混入

を防がねばならない。 
 
「ゼータ(ζ)電位」： 「界面動電位」とも呼ぶ。固体粒子－液体溶媒界面で形

成され、粒子と共に溶媒中を移動する電気二重層の表面の電位。コロイド溶液

において電位は正負を取り得るが、その絶対値が大きいほど静電斥力によって

粒子が安定分散する傾向が有る。 
 
「動的光散乱法（DLS 法）」： 分散液中のナノ粒子径を測定する有力な手法。

試料にレーザー光を当て、その試料粒子からの散乱光の干渉強度の時間的な揺

らぎを測定する。この強度揺らぎは、粒子のブラウン運動に依存しており、ブ

ラウン運動は粒子径に依存している。このような動的な揺らぎをモデル解析す

ることで、粒子径を算出することができる。１～1,000 nm 程度の粒子径測定

に有効。 
 
「等電点」： 粒子分散の関連で使われる意味は、分散液（コロイド液）の pH
の変化に伴いゼータ電位が変化するが、ゼータ電位がゼロになる pH の値を指

す。一般的には、等電点付近の pH ではゼータ電位による静電反発が失われる

ために、分散粒子の安定性が悪くなる。 
 
「二次粒子」： 一次粒子が凝集して形成する集合粒子。分散液中を含めて、

一般的には粒子はこの二次粒子の単位で粒子として振る舞う。ただし、一次粒

子間の結合力は必ずしも強く無いので、二次粒子の大きさや形態は容易に変化

し得る。 



 

Ⅲ． 主な使用装置と実験手法 

・純水製造装置 
 ミリポア、Milli-Q Integral 3、バイオタイプ 
 水道水から、エンドトキシンを含まない純水を製造。 
 
 
 
・遊星ボールミル 
 レッチェ、 PM10 
 適切な粒子サイズの市販品ナノ粒子が手に入らな

い場合に、粉砕加工するために使用。 
 本実験では、主に結晶性二酸化シリコンのナノ粒

子作製に使用。 
 
 
・オートクレーブ 
 トミー精工、 LBS-325 

 高温・高圧の水蒸気で滅菌を行うために使用。 

 121℃（２気圧での水の沸点）の高圧飽和水蒸気に 20 分間、器具・容器類を

晒すことで、滅菌及びエンドトキシンの不活化が行える。 

  本実験では、純水製造装置によるエンドトキシンフリーの純水も、念のた

めにオートクレーブ処理を行っている。 

 
・超音波洗浄機 
 主にブランゾン、 5510J-MT（42 kHz, 180 W） を使用。 
 水槽内に超音波による振動を発生させて、ガラス実験器具類などの洗浄を行

う装置だが、本実験では、試料液の分散に使用。 
 
・超音波ホモジナイザー 



ブランゾン、Sonifier450D 20 kHz 400 W、 
三井電気精機 UX-050、 20 kHz 50 W 
 直接、試料液に振動子プローブを入れる投げ込み式分散装

置。 
 水槽式の超音波洗浄機よりも強力な分散能力を持ち、繊維

状・針状粒子などでは長径方向に一次粒子を切断する場合も

ある。 
 長時間の使用では、振動子プローブ材が削れて、試料液に

不純物混入を起こすことがある。  
 
・遠心分離機 
日立工機、CF16RXⅡ、 
ベックマン、 J26S-XP 
 試料の粒径の選別や洗浄処理での固液分離に使用。 
 
 
・分析天秤 
 島津、AUW220D 
 最小感度 0.01 mg 
 
・乾燥機 
 アズワン、GDO-350  60℃で使用 

 アズワン、4-163-11  殺菌灯 15 W、温風（室温+40℃）乾燥 
 
・走査型電子顕微鏡（SEM： Scanning Electron 
Microscope） 
 日立 S4800、電界放出型(FE: Field Emission)の SEM で、

カタログ値で 1.0 nm の高分解能を有する。 
 粒子の形状観察や粒子径の大きな一次粒子の粒径分布測定

に使用。 



 
 
・エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置 (EDX: Energy 
Dispersive X-ray spectrometer) 
 堀場 EMAX、上述の SEM と組み合わせて、試料の微小部

分（最小 10 nm 径）の、ホウ素より原子番号が大きい元素の

定量分析や面分析が可能。 
 試料の組成確認や不純物評価に使用。 
 
 
・透過型電子顕微鏡 (TEM: Transmission Electron 
Microscope) 
 日本電子 JEM-2010、加速電圧 200 kV、分解能 約 0.2 
nm、EDX 付属。 
 試料の一次粒子の粒径分布測定に使用。 
 
 
・X 線回折装置 (XRD 装置: X-Ray Diffraction) 
 リガク ULTIMAⅣ、Cu 管球線源・グラファ

イトモノクロ付属の粉末 X 線回折装置。斜入射

によって表面感度を上げる薄膜測定が可能。 
 試料の結晶構造の同定及び結晶度評価に使

用。 
 
・比表面積測定装置 
 島津ジェミニⅦ、BET 法による粉体試

料の表面積測定装置。試料の乾燥前処理

装置が付属。 

 原料粉や分散液を乾燥させた試料の比

表面積測定に使用。窒素ガスの吸着量か

ら BET の式を使って試料の全表面積を計

算し、試料重量当たりの表面積＝比表面

積を算出する。 

 

・動的光散乱法粒子径分析装置 (DLS 法: Dynamic Light Scattering) 



 マルバーン ゼータサイザーZS。 

 1～1,000 nm 範囲の分散液中の粒子径

（二次粒子径）分布及びそのゼータ電位

の測定に使用。オプション装置を接続す

ることで、自動等電点測定も行える。 

 

 

・X 線光電子分光（XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy）装置 

 アルバックファイ VersaProbe、単色化 X線

（Al-Kα）を線源とした表面元素分析装置。電

子シャワーと Ar イオン照射の正負電荷による

効率が高い帯電防止機構を有している。 

 試料表面数原子層程度の元素の同定、半定

量、化学結合状態情報が得られ、試料粒子の表

面修飾や汚染状態を知ることができる。 

 

 

・SEM/TEM サンプルプレパレーション装置 

 浜松ナノテクノロジー、PDS-P02 

 分散液を噴霧して、基板(SEM)や試料グリッド(TEM)上

に比較的凝集が小さな試料粒子を分散固定する装置。 

  



Ⅳ． 標準的な試料調製法 

4.1. はじめに 

 次章に記載する二酸化チタンナノ粒子における試料調製手順を基として、本

研究開発プロジェクトにおける標準的な試料調製法を説明する。次章以降の各

種ナノ粒子においては、この章で示す標準的な試料調製法を材料特性に合わせ

て部分的に修正した方法で行った。 

 

4.2. 試料調製手順 

  (1) 溶媒、容器類などの準備 

 溶媒には通常は純水を用いた。本プロジェクトで使用しているバイオ

対応の純水製造装置からは、原則的にはエンドトキシンフリーな無菌純水が得

られるが、純水製造装置のメンテが不完全だった場合も考慮して、さらにオー

トクレーブ処理を行ったものを試験液用溶媒として用いた。 

 マイクロピペットのチップや試料液を保存するプラスチック容器など、γ線

照射による滅菌済みで使い捨て可能なものを、極力購入利用した。 

 超音波洗浄機は、水槽を消毒用アルコールで拭き取り、上述のオートクレー

ブ処理済みの純水を適量で満たして使用する。 

 その他、試料液が接触する器具類・容器類は、耐熱性のあるものはオートク

レーブ処理を、耐熱姓が無いものはアルコール消毒を行って使用した。また、

洗浄・乾燥後の器具類・容器類は、乾燥機もしくは紫外線

照射された滅菌乾燥機で保管した。 

 さらに、試料調製の手順が確定した段階で、調製後の試

験分散液を、Limulus Amebocyte Lysate (LAL)試験と呼ば

れる手法を用いて、エンドトキシンフリーであることを確

認した。本プロジェクトでは、0.03 EU (Endtoxin Unit)

の感度を持つパイロテルと呼ばれる試験薬を使っている。 

 確認済みの手順を変更した場合には、再度この試験を行

って、調製試料がエンドトキシンフリーであることを確認

する。 

 また、超音波分散や試料液の一時保管に使用するガラス

試料瓶について、新品を使用した際に、成形時のガラス残

渣由来と思われるホウ素不純物が検出されたことから、使

用前に超音波洗浄とオートクレーブ処理をした上で、一連

の同原料の試料液に対しては、洗浄して繰り返し再使用し

た。 

図 4.2-1  
パイロテル試薬 



 (2) 分散処理 

 超音波洗浄機によって有効な分散効果を得るには、超音波が試料容器

壁を少ないエネルギーロスで伝達できる硬質材である必要がある。従って、超

音波分散処理を行う試料容器には、通常はガラス瓶を用いる。 

また、通常の気管内投与試験用には、200 mL 未満の液量で足りることと、当

初用いた遠心分離器が最大 50 mL x 4 本容量であったこと、50 mL のガラス試

料瓶が市販品で安価に入手できることから、分散処理には 50 mL のガラス試料

瓶を２もしくは４本単位で行った。 

 必要な本数の 50 mL ガラス試料瓶に、純水溶媒と所定の仕込み濃度になるよ

うに秤量した試料を入れて、手で良く振とうする。なお、仕込み濃度は、一連

の同一材料の分散液調製を行う最初にテスト調製を行い、仕込み濃度と最終生

成分散液濃度の比を求めておき、目的濃度分散

液を得るための仕込み濃度を見積もっておく。 

 目視で均一に混ざるまで良く振とうを行った

試料瓶を、超音波洗浄機の水槽に入れて超音波

分散を行う。試料瓶は超音波振動によって、水

槽内を移動してしまい転倒することもあるの

で、試験管立てなどを利用して固定する。水槽

内の超音波振動は、定在波となって水槽内の場

所によって振動強度が異なるので、分散効率が

良い場所を選ぶ。 

 試料瓶内のナノ粒子の濃度勾配が大きいと超

音波分散が有効に働かないので、30 分間隔を

目安に試料瓶を取り出して手で振とうを繰り返

し、超音波分散処理を 2時間行う。分散処理後

の分散液を、1,000 xg で 30 分間遠心分離機に

かけて、分散性の悪い粗大粒子を分離し、採取

した上澄み液を DLS 粒径分析する。 

 動物試験の気管内投与を行う際に

は、ゾンデと呼ばれる細管を通して試

験液を投与するが、DLS 測定で 2 μm

以上の粒径成分に対してはゾンデ通過

後に粒径分布が変化することが確かめ

られた。また、経験的に、DLS 測定に

よって 1 μm 以上の粒径分布が顕著に認められた分散液については、長期安定

性が悪く凝集が起こりやすいことが分かっている。 

図 4.2-2 手で良く振とう 

図 4.2-3 超音波洗浄機で

分散処理 

図 4.2-4 ゾンデ 



従って、上述の遠心分離処理を行った試料液についても、DLS 測定結果で 1 

μm 以上の粒径成分が明瞭に認められた場合は、再度、超音波分散処理と粗大

粒子除去の遠心分離処理を行う。 

なお、本プロジェクトにおいては、調製した分散液試料を 1～2日かけて試

験実施機関へ送付し、予定されたスケジュールで試験動物に投与される。でき

るだけ投与予定日まで日数を置かないように、試験実施機関と打ち合わせて試

料調製を行うが、それでも 2～4日程度の放置日数が生じるため、各試験機関

では、投与直前に、超音波洗浄機による分散、もしくはマグネティックスター

ラーによる撹拌と超音波洗浄機による分散の組み合わせで、再分散処理を行な

った。 

 (3) 重量分析 

試料液調製には遠心分離などの濃度変化を伴う処理を含むので、最終生成試

料液の濃度は重量分析によって確認する。本調製手順で用いられた典型的な重

量分析手順を以下に示す。 

(a)使い捨てのフタをしていない 6 mL ガラス試料瓶を 3

個用意して、瓶の重量を測定する。重量測定には、最

小感度 0.01 mg の分析天秤を用いるが、測定安定性を

確保するために 0.1 mg の精度で読み取りを行う。6 

mL ガラス試料瓶は 6 g 程度の重量となったが、空瓶

を下記の乾燥処理を行っても、重量変化は 0.1 mg 以

下であった。 

(b)3 個のガラス試料瓶に、良く分散した試料液をマイク

ロピペットで各々1～3 mL 採取して注入する。ステン

レスバットに置いた 3個の

試料瓶を乾燥炉に入れ、200℃で 2時間以上加

熱乾燥する。試料液の突沸による重量ロスを

避けるため、200℃への昇温は、プログラムで

5℃/min 程度の昇温速度に設定するか、まず乾

燥炉を 80℃に設定して 20 分程度試料を加熱し

てから 200℃に設定する。 

図 4.2-5 空瓶 
の重量測定 

図 4.2-6 加熱乾燥 



(c)加熱乾燥後、試料瓶を 30 分程度放冷してから重量測

定を行う。上述の(a)で事前に測定してあった瓶重量

との差が試料重量となり、(b)で採取した試料液の体

積から重量分析による重量濃度を算出する。 

 

4.3. 試料のキャラクタリゼーション 

 動物試験用に調製した試料液および必要に応じて原料粉

についても、以下に説明するようなキャラクタリゼーショ

ン測定を行った。 

(1) 二次粒子径測定 

分散液中での凝集粒子径＝二次粒子径の測定には、動的光散乱(DLS)法

による粒子径分析装置を使った。DLS 法による粒子径測定の場合、散乱光

の解析から直接的に得られる「Z平均粒子径」と、さらに、散乱データを

分散媒の屈折率、粘度、粒子の光学減衰定数を使って算出した「個数基

準平均粒子径」や「体積基準平均粒子径」が得られる。 

 Z 平均粒子径は物質定数を使わない測定データからの直接的な値ではあ

るが、物理的な解釈が困難で他の測定との比較もできないため、通常は

個数基準もしくは体積基準の値を採用する。 

 なお、DLS 法による測定は、市販の装置を用いて、少量の試料で短時間

且つ簡便に測定が可能だが、高濃度試料では多重散乱による影響が、ま

た、粒子径の分布が大きいと解析モデルの妥当性が低下するなどの問題

点があるため、測定データの信頼性には注意が必要である。 

 (2) 一次粒子径測定 

 試料粒子の一次粒子径を厳密に定義・測定するのは困難であるが、本

プロジェクトにおいては、電子顕微鏡観察から得られた粒子像を目視で分

析した。粒子径の大きさや得られた像の解析の容易さ等によって、SEM と

TEM を使い分けて粒子径分析を行った。 

図 4.2-7 乾燥

後の重量測定 



 粒子径を自動判別できる機能を有した画像解析ソフトウェアも市販され

ているが、本プロジェクトで得られ

たような粒子の重なりが多い画像に

対して有効に判別できるソフトウェ

アは見つからず、通常の画像編集ソ

フトウェア（Adobe 社 Photoshop）

を使って目視で粒子境界を判別し、

円もしくは楕円を画像に当てはめて

いき、その当てはめ画像をフリーの

科学画像処理ソフトウェア（Image-

J）を使って２値化、粒子カウント

を行った。サンプリング粒子数は

500 個で行っており、統計精度は問

題無い。 

 (3) 比表面積測定 

 一般的に、物質表面は化学活性が高く、吸着や溶媒への溶解の反応起点と

なることから、粉体材料において、その単位重量当たりの表面積＝比表面積

は、材料特性を比較する上での重要な情報となる。 

 また、密度が既知であれば、球形粒子を仮定して粒子径に換算することも

可能である。電子顕微鏡観察から粒子が針状や繊維状などの極端な異方形状

を取っていない試料については、この比表面積測定から求めた換算粒子径

が、4. 3.(2)の一次粒子径観察結果と良く有っており、両測定結果が信頼性

の高い値であることが確認された。

 

図 4.3-1 粒子画像への 
楕円当てはめの一部 



 

 

 

(4) 不純物分析 

 試薬用に市販されている原料ナノ粒子については、通常は不純物の分析証

明がメーカー側から提供されているが、工業材料用途などで販売されている

原料ナノ粒子に関しては、製造過程で添加される分散剤、凝集剤や粒子成長

に使われた触媒などの不純物元素の種類と添加量が不明な場合が有る。 

 また、4.2.(1)で説明したガラス試料瓶からのホウ素混入など、試料調製過

程で予期せぬ不純物混入が生じる場合も有る。 

 従って、本プロジェクトにおいては、初めて用いる原料に対しては、その

粒子形状観察を SEM によって行うと同時に、SEM と接続された EDX 装置を用い

て、蛍光 X線による定量元素分析を行った。さらに、微量の不純物混入の可

能性が有る試料や高い定量精度

で不純物元素分析を行う必要が

有る場合には、外部の有償の依

頼分析会社を利用して、ICP-AES

（誘導結合プラズマ原子発光分

析）や ICP-MS（誘導結合プラズ

マ質量分析）による不純物分析

を行った。 

 また、粒子の表面修飾状態や

汚染状況の確認が必要な場合に

は、後述のように XPS 装置を利

用した。 

(5) ゼータ電位・等電点測定 

 本プロジェクトにおいては純水溶媒での分散液調製を行った場合が多く、

ゼータ電位は分散液の安定性の良い指標となる。測定は、4.3.(1)の二次粒子

径測定で用いた DLS 法測定装置が併せ持つ、レーザードップラー式電気泳動

法による測定機能で行った。 

 ナノ粒子の場合は一般的には、粒子濃度が薄くなるほど平均粒子間距離が

長くなるため、分散安定性が良くなる傾向に有る。しかし、安定分散に大き

く寄与しているゼータ電位は pH により変化するため、純水溶媒の pH である

７付近でゼータ電位の絶対値が著しく小さくなる場合は、逆に分散安定性が

悪くなる場合が有る。 

 このような現象を確認するために、必要な試料には、分散液の pH を変えな

図 4.3-2 比表面積測定結果のレポート出力の例 

図 4.3-3 EDXによるNiOナノワイヤー 
の不純物分析例 



がらゼータ電位を測定する等電点測定を行った。この測定も、前述のゼータ

電位測定装置にオプション装置を接続することで、自動測定が行える。 

(6) 表面分析 

 表面修飾された粒子や表面汚染の

恐れがある試料に関しては、XPS 測定

を行った。XPS は、脱出深度が浅い運

動エネルギーを持つ光電子を利用し

た、物質表面数原子層の元素同定、

半定量的な組成分析、元素の価数状

態の情報などが行える測定法であ

り、比較的歴史が古く測定装置や解

析ソフトなどの信頼性も高い。ま

た、EDX や ICP-AES などでは定量分析

が困難な、C,N,O などの軽元素につい

ても、ある程度の定量分析が可能で

ある。 

(7) 溶解速度 

 試料のキャラクタリゼーションと

いうより、化学的性質の範疇と思わ

れるが、各ナノ粒子の生体内での溶

解速度を見積もることは、有害性を評価する上で重要なファクターの一つと

考えられる。ただし、この測定は、測定手法の検討等も含めると本技術解説

書の１節として解説する内容を越えるものとなるので、本プロジェクト関連

報告書の一つとして、別途紹介する予定としている。  

図 4.3-4 水酸化アルミニウム

で表面修飾された二酸化シリコ

ンナノ粒子の XPS スペクトル 



Ⅴ．  二酸化チタンナノ粒子 

 本プロジェクトにおいて、まず、比較的有害性が低いと予想され、且つ、多

様な粒子形状及び粒子サイズの市販品ナノ粒子が入手可能な、二酸化チタン

（TiO2）を試験試料とした。この章では、第Ⅳ章で説明した標準的な試料調製

法の基となる、球状で数十 nm 粒子径の一次粒子を有する二酸化チタンナノ粒

子を例として解説を行う。 
  
5.1．分散剤の選択 
上記Ⅳ章の標準的な試料調製法、4.1 試料調製手順で説明したように、本プロ

ジェクトでは試料分析や動物試験において検討要素を増やさない観点などから、

基本的には試料調整は対象ナノ材料と純水溶媒以外の添加物を加えないように

している。 
しかし、二酸化チタンの場合、事前実験などで等電点が pH7 近傍であること

が分かっており、純水溶媒中での希薄濃度では等電点に近くなって安定分散が

難しいため、分散剤の使用を行った。 
二酸化チタンナノ粒子を分散させるための分散剤は、分散剤自身を含む溶液

を動物に投与することから、分散剤の化学薬品としての動物への影響が比較的

少ない分散剤を選択する必要がある。そこで、今回、動物試験を実施する共同研

究機関での、これまでの実績ならびに NEDO 「ナノ粒子特性評価手法の研究開

発」プロジェクトで得られた手順書に基づいて酸化チタンを安定に分散させる

ための分散剤の候補として、リン酸水素二ナトリウム（Na2HPO4・12H2O、

Disodium Phosphate（DSP））を候補とした。なお、本プロジェクトにおける

DSP 濃度は全て、結晶水を含んだ固体 DSP 重量を基にした計算としている。 
分散剤無し（純水）、DSP 1 mg/mL 溶液、DSP 10 mg/mL の各溶液を準備し

て、そこへ試験用の二酸化チタンナノ粒子を 1 mg/mL から 10 mg/mL の範囲の

濃度となるように、スクリューガラス管瓶（13.5 mL 容量）中に液量がおよそ

10 mL となるように懸濁させた。さらに、懸濁液の入ったスクリューガラス管

瓶を超音波洗浄機にて 3 時間分散処理を行い、ナノ粒子を分散させた。この間

30 分ごとに、一部、瓶の底に沈降した粒子を瓶ごと手で振とうし、分散液の均

一性を保つことで超音波分散の効果を高めた。3 時間直後より、分散液の入った

瓶を静置して、粒子の沈降状況の経過観察を行った。図 5.1-1 に DSP 溶液中に

二酸化チタンナノ粒子を懸濁させた分散液の、超音波処理直後および 6 時間経

過後の経過観察写真を示す。 
同様な観察を数時間おきに 72 時間後まで実施し、DSP 1 mg/mL の溶液を用い

た懸濁液の分散安定性の方が優れていることが分かった。この結果は、NEDO 「ナ



ノ粒子特性評価手法の研究開発」プロジェクトで得られた TiO2 分散溶液の手順

書で使用されていた DSP 2 mg/mL の溶液の結果とも近かった。また、共同研究

機関である日本バイオアッセイ研究センターにおいて予備試験を行い、DSP 溶液

の動物に対する影響が低いことも合わせて確認し、最終的に DSP 2 mg/mL 溶液

を二酸化チタン試料における標準溶媒とした。 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 分散液中での粒径分布 

 二酸化チタン粒子濃度 10 mg/mL で DSP 1 mg/mL の分散液について、超音波分

散処理を 3 時間行い調整した。またこの分散液を、2,000 xg、3 分間遠心操作し

て上澄みを得た。これらの遠心分離操作前後の分散液を DLS 法粒子径分析装置

を用いて分散液中の、粒径分布について評価を行い、図 5.2-1 にその結果を示

した。それぞれ、散乱強度分布、個数分布、体積分布の三種類の解析結果を示し

た。 

図 5.1-1  DSP 溶液中に二酸化チタンナノ粒子を懸濁させた分散液の 
超音波処理後の経過観察写真 



 

 

 

 

 遠心分離操作を行わない場合、個数としては多くはないものの 3 μm 以上の

巨大な凝集粒子が含まれていることが分かる。一方、2,000 xg で 3 分間遠心分

離操作を行った場合は 1 μm 以上の巨大な凝集粒子が除去されていることが分

かる。 

 本プロジェクトの動物試験で使用する二酸化チタンナノ粒子分散溶液は、吸

入暴露試験と気管内注入試験を比較するという点から、空気動力学径がラット

肺の沈着のピークとなる 2 または 3 μm 以下となっていることが望ましいと考

えられるが、遠心分離処理を行った後(B)の分散溶液には、実際に、この範囲の

凝集粒子だけが含まれている。また、遠心分離処理を行っていない分散液は、分

散剤である DSP が存在していても、巨大な凝集粒子は容易に沈降してしまうた

めに安定性が非常に悪い。一方、遠心分離処理を行った分散溶液は 1 か月程度

にわたって安定であり、多少凝集粒子が沈降した場合も、10 分程度の超音波処

理を行うことによって、ほぼ遠心分離操作後の分散状態に戻ることが分かった。 

図 5.2-1  DSP 1 mg/mL 溶液中に二酸化チタンナノ粒子を 10 mg/mL 懸濁させた

分散液の遠心分離操作（2000 xg、3 分間）前(A)と後(B)の粒径分布 

(A) (B) 



5.3. 動物試験に供する分散溶液の調製法 

前節に解説した遠心分離操作によって 3 μm 以上の巨大な凝集粒子が含を含

まない安定性の高い分散液を調製できることは分かった。また、動物試験に供す

るためには、分散液の安定性のみならず、エンドトキシンが入っていない、必要

な粒子濃度の分散液を調製することが重要となる。そこで、実際に、動物実験に

供する二酸化チタンナノ粒子の分散溶液の調製は、以下の手順で行った。 

 

①DSP 溶液の調製 

・第Ⅳ章で解説したエンドトキシンフリーの超純水を用いて、メスフラスコに

2 mg/mL の DSP 溶液を調製。 

・DSP には、例えば和光純薬工業株式会社リン酸二ナトリウム食品添加物 

198-05955 を使用。 

・DSP 溶液を調製する容器は必ずしも滅菌処理を行う必要は無いが、容器内側

の付着物は事前に水洗いで取り除いておく。上記のメスフラスコも同様。 

・DSP 溶液をフィルターで濾過滅菌する。使用するフィルターユニットの例と

しては NALGENE ボトルトップフィルター（ポアサイズ ;0.45 μm、適合ボ

トル口径 ;45 mm、フィルター容器 ;500 ml）などを使用。 

・フィルター滅菌後の DSP 溶液をオートクレーブで滅菌処理。 

②超音波分散・遠心分離処理 

 4.2.(2)で解説した標準的な手順で、分散液の分散処理と粗大粒子除去のた

めの遠心分離を行う。 

③濃度確認 

 4.2.(3)で解説した手順で、試料濃度の実測値を測定するが、DSP 固形成分と

しての重量を差し引く。 

 
5.4. 分散溶液の安定性 

 複数回数の気管内投与試験などいくつかの動物試験では、異なる希釈濃度の

酸化チタンナノ粒子分散溶液を一定の期間、間隔を空けて投与する場合があ

る。そのため、投与に使用する分散液の長期安定性が非常に重要となってく

る。そこで、高濃度の酸化チタンナノ粒子の分散液を前節に述べた手順で調製

した後、DSP 溶液にて希釈して、TiO2粒子濃度の異なる 5種類の分散液を用意

した。分散液中の凝集粒子の平均粒径を DLS 法粒子径分析装置によって計測

し、その経時変化を調べた。計測の際には、分散液をよく振とうさせた後、超

音波洗浄器にて 10 分間分散させた後、計測を行っている。また、分散液は、

常温にて静置保管した。 

 得られた結果を図 5.4-1 に示す。最も薄い濃度の分散液以外は、2か月近く



にわたって、粒径が増加することはなく、若干の増減があるものの非常に安定

していることが分かる。一方、最も薄い濃度の分散液（0.38 mg/mL）の場合、

徐々に粒径が増加する傾向にあり、およそ 2か月後には、初期の粒径からおよ

そ 15%増大した。 

 

  
 
 
 以上のことから、第Ⅳ章で解説した標準的な試料調整手順を基に、DSP 分散

剤を用いることで、動物試験に求められる長期安定で多様な濃度の TiO2 分散

液が調製できることが分かった。なお、紡錘状や針状などの異方性が強い形状

や、一次粒子径が数百 nm 以上になる二酸化チタンについては、分散が難し

く、通常の水槽式超音波洗浄機では不十分で、超音波ホモジナイザーを使うな

ど、試料毎に多少の手順の変更は有る。 
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図 5.4-1 二酸化チタンナノ粒子分散液の平均粒径（z-average）の経時変化 



Ⅵ． 酸化ニッケルナノ粒子 

 第Ⅴ章で説明を行った二酸化チタンとは対照的に、投与によって長期間の持

続的な影響が予想される材料として、酸化ニッケル（NiO）を検討した。ただ

し、酸化ニッケルナノ粒子の市販品試薬は多く無く、工業用材料も含めて、カ

タログ値 18 nm の微細ナノ粒子、300 nm の比較的大きなナノ粒子、20 nm 径

x20 μm 長のナノワイヤーの３種の試料を調製した。 
 
6.1. 18 nm 微細 NiO ナノ粒子 
 ほぼ、第Ⅳ章で説明した標準的な試料調整手順で調製を行った。 

 得られた試料分散液の、DLS 法粒子径分析装置による典型的な測定データを

図 6.1-1 に示す。粒径 1 μm 以上の粗大粒子はみられず、1週間程度放置して

も凝集は生じない。 

 

 

 

6.2 300 nm 粒子径 NiO ナノ粒子 

 この試料は工業利用目的であるために、利用時に粒子の凝集を防ぐ目的でポ

リアクリル酸系高分子の分散剤が添加されていた。この分散剤は水溶性ポリマ

ーであることから、本プロジェクトにおける動物試験への余計な影響を除くた

めに、純水洗浄を行った。 

 具体的な手順としては、 

 (1)  約 6 mg/mL 濃度の試料液を１時間の超音波分散処理し、10,000 ×g で

10 分間の遠心分離により固液分離を行う。 

 (2)  回収した粉体固形成分に再び同濃度になるように超純水を加え、10～

20 分間の超音波分散処理によって回収粉体が十分に再分散したことを確かめ

図 6.1-1 5 mg/mL 濃度の 18 nm 微細 NiO ナノ粒子の粒径分布 
散乱強度基準（左）と個数基準（右）データ 

  



る。 

 (3) 上記(1)(2)の操作を３回繰り返す。 

 分散剤の洗浄効果は、SEM 観察等によって有機物成分が見られないことで確

認した。 

 原料粉体においても長期分散安定性は良く無いが、分散剤が除去された洗浄

後の分散液の長期安定性は悪い。数十分程度で液内に濃度勾配が発生するの

で、投与直前に超音波分散を行って速やかに投与することが望ましい。 

 しかしながら、調製後速やかに DLS 法粒子径分析装置で測定した粒径分布図

6.2-1 では粗大粒子は見られず、調製直後の分散液では粗大凝集粒子が発生し

ていないことが確かめられた。 

 

 

6.3 NiO ナノワイヤー 
 一般的に、ワイヤー状の粒子は凝集性が高く安定分散は困難で、本試料も例

外では無い。また、本試料には、製造過程で使われた触媒等からの由来と思わ

れる、S や Na の不純物元素の存在が EDX の測定で判明した。 
 従って、前節 6.2 で行った洗浄作業と同様の手順では有るが、最初に 10～20
分間のホモジナイザーによる強力な分散処理を行った上で、洗浄作業を６回繰

り返した。その結果、ワイヤー長はカタログ値の約 1/10 に粉砕されてしまっ

たが、使用可能な程度に分散安定性が改善し、S の不純物濃度を許容目安の 5 
wt%以下に、Na は 1/10 にまで低減させることができた。 
  

図 6.2-1 洗浄後の 300 nm 粒子径 NiO ナノ粒子 

0.74 mg/mL 分散液の粒径分布 

散乱強度基準（左）と個数基準（右）データ 



Ⅶ． 二酸化シリコン（シリカ）ナノ粒子 

 二酸化ケイ素（SiO2、シリカ）は、結晶性によって有害性が異なることが知

られており、ナノ材料の有害性を比較する上で、サイズや形状に加えて結晶性

の同等性を検討することができる。 

非晶質シリカナノ粒子は多様なサイズや表面修飾された市販品が入手可能だ

が、結晶質シリカナノ粒子については市販品が限られていたため、サイズの小

さなものについては試料作製を行った。 

 

7.1. アモルファスシリカナノ粒子 

 アモルファスシリカ(a-silica）については、種々の粒子サイズ及び表面修

飾された粒子の市販品が入手可能である。本プロジェクトでは、動物試験用途

に利用可能なエンドトキシンフリー純水の分散液を、試験目的に応じて濃度希

釈して用いた。標準的な試料調製法における分散処理のみで試料調製が行える

ので、極めて簡便な作業で済む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-silica plain 70 nm 

 x 200 k 

a-silica  plain 10 nm 

 x 200 k 

a-silica COOH coated 70 nm 

 x 200 k 

a-silica Al(OH)3 coated 70 nm 

 x 200 k 

図 7.1-1 動物試験に用いた４種のアモルファスシリカの 
SEM 観察像 

 （10 nm の像で、球形に見えるものは凝集粒子） 



7.2. 結晶性シリカと微細化調製及び結晶度評価 

結晶性シリカ（石英）にはいくつもの結晶構造が知られているが、本プロジ

ェクトでは、その中でも最も世の中で良く利用されており、微粒子が入手しや

すいα-石英（水晶:quartz）を選択した。 

しかし、このα-石英についてもナノサイズの市販品粉末は見当たらず、有

害性評価の分野で標準的な試料とされている天然鉱物原料の粉末（カタログ平

均粒径：1,400 nm）と、合成結晶微粒子粉末（カタログ平均粒径：800 nm）の

２種類の結晶シリカについて、表 7.2-1 に示すようなナノ粒子試料を調製し

た。 

 

 

原料 

種類 
粒子処理 

電子顕微鏡

観察による

一次粒子径 

(nm) 

比表面積

測定によ

る粒子径 

(nm) 

DLS 測定で

の二次粒子

径（個数基

準、nm） 

DLS 測定で

の二次粒子

径（体積基

準、nm） 

結晶度 

(%) 

A 原料(800 nm） - 163 - - 82 

A 分級 218 120 222 1,083 78 

A 粉砕・分級 - 87 228 299 59 

A 粉砕・分級・

アルカリ溶解 

- 15 60 86 61 

B 原料 

(1,400 nm） 

264 371 - - 89 

B 分級 170 97 193 318 70 

 

 

この中で、「分級」とは、遠心分離によって一定粒子径以下のナノ粒子を選

別する処理を意味する。「粉砕」とは、遊星ボールミルを用いて、原料粉末と

ジルコニアボールの混合物にエタノールを加えたものを湿式粉砕し、原料粉を

篩いで分離・エタノール乾燥除去した後、純水溶媒に超音波ホモジナイザーで

分散させた処理を意味する。「アルカリ溶解」とは、粉砕処理による機械的ダ

メージを受けて結晶成分の一部がアモルファス化した試料を、80℃の 1N-水酸

化アルミニウム溶液に約 20 時間浸すことで、結晶質よりもアルカリ溶解され

やすいアモルファス成分を減少させた処理を意味する。なお、これらの処理を

行うことで、収率は極めて悪くなる。 

試料の結晶度評価は X線回折法を用いて行った。一般的な結晶度評価法とし

ては、2θ=20～30°付近に現れるブロードなアモルファス由来のピーク強度と

表 7.2-1 試験用に調製した 6 種の結晶性シリカ（α-石英） 



シャープな結晶性ピークの強度を比較計算することで算出されるが、本プロジ

ェクトで作製された試料は粒子径が非常に小さいために、アモルファスピーク

の強度見積もりが困難になっている。 

そこで、本プロジェクトでは、試料の結晶度評価は、内部標準法に基づく X

線回折データ解析により行った。この方法では、まず、結晶度が既知の 2種の

アメリカ国立標準技術研究所(NIST)の標準試料、α石英(SRM 1878a) およびα

アルミナ(SRM 676a)を用い、これらの定量混合粉について得られた回折ピーク

強度の標準データを得る。次に、結晶度が未知のα石英粉末とαアルミナ標準

試料(SRM 676a)の混合粉について、同じ測定条件で強度データを取得し、標準

データと比較することによって、結晶度の導出を行う。 

なお、本評価法においては、結晶性粉末が無配向であることが必要であるの

で、得られた回折ピーク強度分布と、対応する計算強度との比較を行い、配向

性がほとんど無いことを確認した。 

  



Ⅷ． 酸化セリウム・酸化亜鉛ナノ粒子 

 

 本プロジェクトにおいては、迅速なスクリーニング試験手法として気管内投

与法の開発・検討を行っているが、比較検討するために有害性評価の標準的な

手法として用いられている吸入暴露試験も行っている。 
 気中噴霧によって行う吸入暴露試験は、気管内投与試験に比べて試験動物の

ナノ粒子摂取効率が悪いこともあり、長期安定で大量且つ高濃度の分散液が必

要となる。最初に試験を行った有害性が低いと思われる二酸化チタンとの対比

と求められる分散液特性が得られる材料として、共に有害性が高いと想定され

るが、体内溶解速度が遅いと考えられる酸化セリウム（CeO2）と体内溶解速度

が速いと考えられる酸化亜鉛（ZnO）の試料調製を行った。 
 
8.1 酸化セリウムナノ粒子 
 酸化セリウム微粒子は光学部品の研磨剤などの

用途で、市販品ナノ粒子の種類が多く入手は容易

である。本プロジェクトでは、カタログ値 10 nm
（一次粒子径の実測値 8 nm）の試薬を用いた。

純水溶媒への分散性も良好で、ほぼⅣ章の標準的

な調製法で安定分散液が得られる。吸入暴露試験

用には、毎週約１リットルの大量の分散液調製が

必要であったため、作業の効率化を図り、標準的

な手順の中の、 
「30 分間超音波分散を行なった後、手で良く振

とうし、再度超音波分散を行う」 
の繰り返しの替わりに、図 8.1-1 に示すような撹

拌器を使って、１リットルの分散液を超音波分散

と撹拌を並行して行う手法を、必要に応じて採用

した。 
 分散液を 20,000 xg で 30 分間の遠心分離を行

い、上澄み液を採取することで、約 10 mg/mL 濃度の淡黄色の透明な安定分散

図 8.1-1 超音波洗浄機

と撹拌器の組み合わせ 



液が得られた。典型的な粒子径分布

測定結果を図 8.1-2 に示す。DLS 法

による測定は二次粒子径になるの

で、調製した分散液毎にある程度の

平均値のばらつきは有るが、総じて

粒子径分散の小さい結果が得られ

た。 
 また、遠心分離によって分離され

た沈殿成分も、再度、初期調製と同

等の仕込み濃度で撹拌と超音波分散

処理を行うことで、同濃度で同品質

の分散液が得られた。おそらく、沈

殿粒子は分散粒子と一次粒子径に差

は無く、分散処理時に上手く分散さ

れなかっただけと思われる。 
 なお、酸化セリウムはガラスとの

親和性が非常に高いので、試料調製

に用いたガラス器具への付着が強

く、洗浄が困難になる場合があるの

で注意を要する。 
 
8.2 酸化亜鉛ナノ粒子 
 酸化亜鉛も、ワイドギャップ半導

体としてのデバイス利用向けなどに

多様な市販品ナノ粒子が提供されて

おり、容易に入手可能である。本プ

ロジェクトでは、純水溶媒に 50 wt%
で分散されたスラリー状の、カタロ

グ値が 35 nm 以下粒子径とされてい

る市販品試薬を用いた。 
 本分散液試薬の場合、特に粗大粒

子を除去する処理も必要無く、必要

とする濃度に希釈するだけで、図 8.2-
1 に示されるような良好な粒子径分布

の試料液が得られた。 
 

図8.1-2 酸化セリウム分散液のDLS
法による粒子径分布測定結果。 

図 8.2-1 酸化亜鉛分散液の DLS 法

による粒子径分布測定結果。 


