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ナノ材料リスク評価書の刊行に当たって
新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 研究プロジェクト (P06041) 「ナノ粒子特性評
価手法の研究開発」は，わが国のナノ材料リスク評価研究を引っ張るような感じで 2006 年 6 月に
スタートし，2011 年 2 月末に終了しました．その結果として，3 種のナノ材料群のリスク評価書，
「ナノ材料リスク評価書－二酸化チタン－」「ナノ材料リスク評価書－フラーレン－」「ナノ材
料リスク評価書－カーボンナノチューブ」と「ナノ材料のリスク評価－考え方と結果の概略」を
策定致しましたので公表します．評価書本文とは別に，Executive Summary (和文，英文) も作成
致しましたのでご活用ください．
この研究プロジェクトの特徴を一言で言えば，“ナノスケールで何が起きるか”の疑問に答える
べく，ナノスケールサイズの粒子を調製し，計測し，試験することに拘わったこと，トピックス
のような有害性情報を集めるのではなく，新しい情報を見つけ，それらをつないで全体像を見つ
ける努力をしたことです．そのために，試験や結果の解析方法についても様々な工夫をいたしま
した．そして，3 物質群の作業環境における許容暴露濃度を算出，提案いたしました．また，作
業環境における計測，ナノ材料の飛散特性の計測を行い，リスク管理の方法についての方向性を
提案しました．
長期暴露の影響についても相当丁寧な目配りをした積もりではありますが，さらなる情報を得
て改訂する余地を残した方がいいと考え，作業環境における許容暴露濃度はおおよそ 10 年の間に
見直すことを前提にした時限の値として提案しました．世界的に見れば多くの研究機関から陸続
と試験結果が発表されている現状を考慮したものでもあります．
これは新規物質のリスク評価の一つであることは間違いありませんが，新規“物質”の範疇だけ
に収まるものではありません．従来とは全く異なる特性が技術も有害性も支配している，そうい
う新規”技術”のリスク評価です．従前のリスク評価の方法を使いつつ，対象物質を変えればいい
というものではありません．ここに，今回の研究の難しさ，新しさがありました．こういう課題
に対しては，試しつつ進み，進みつつ試すという“順応的管理”の考え方が必要です．この考え方
を取り入れて，リスク評価と管理の問題に取り組みました．作業環境の許容暴露濃度を時限とし
たのも，そのひとつの帰結です．評価書の内容については，外部専門家にレビューをして頂き，
ご意見も評価書の中に収録いたしました．
この評価書が作業場や一般環境でのナノ材料のリスク評価に生かされ，また，ここで開発した
評価や管理の枠組が新規技術を世に出していく際のモデルとして使われていくことを願ってやみ
ません．尚，この研究を終始応援して下さった NEDO，経産省，産総研に心からお礼申しあげま
す．

2011 年夏
プロジェクトリーダー

中西準子
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計算流体力学

CIB

Current Intelligence Bulletin

最新情報広報 (NIOSH)

CINC

Cytokine-Induced

Neutrophil 好中球走化性因子

Chemoattractant
CIIT

Chemical Industry Institute of Toxicology

化学産業毒性学研究所 (米国)
現在は The Hamner Institutes for Health
Sciences

CMC

Carboxymethylcellulose

カルボキシメチルセルロース

CNF

Carbon Nanofiber

カーボンナノファイバー

CNH

Carbon Nanohorn

カーボンナノホーン

CNT

Carbon Nanotube

カーボンナノチューブ

CPC

Condensation Particle Counter

凝縮粒子計数器

CSCNT

Cup Stacked Carbon Nanotube

カップ積層型 CNT

CVD

Chemical Vapor Deposition

化学気相成長法

DCA

Deoxycholic Acid

デオキシコール酸

DDS

Drug Delivery System

ドラッグデリバリーシステム

Defra

Department for Environment, Food and 環境食糧農村地域省 (英国)
Rural Affairs (UK)

DF

Deposition Fraction

(肺への) 沈着率

DIPS

Direct Injection Pyrolytic Synthesis

直噴熱分解合成

DMA

Differential Mobility Analyzer

微分型移動度分析器

DNEL

Derived No Effect Level

導出無影響量

DMSO

Dimethyl Sulfoxide

ジメチルスルホキシド

DWCNT

Double-Wall Carbon Nanotube

2 層カーボンナノチューブ
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ECETOC

European Centre for Ecotoxicology and 欧州環境毒性情報センター
Toxicology of Chemicals

ECHA

European Chemical Agency

欧州化学物質庁

ELPI

Electrical Low Pressure Impactor

電子式低圧インパクター

EPA

Environmental Protection Agency

米国環境保護庁

ES

Embryonic Stem (cell)

胚幹 (細胞)

FMPS

Fast Mobility Particle Sizer

リアルタイム粒子解析装置

GM-CSF

Granulocyte

Macrophage 顆粒球単球コロニー刺激因子

Ccolony-stimulating Factor
GSH

Glutathione

グルタチオン

HEPA

High Efficiency Particulate Air filter

高性能エアフィルター

HiPco

High Pressure Carbon Monoxide

高圧一酸化炭素法

hgprt

Hypoxanthine-Guanine

Phosphoribosyl ヒポキサンチン・グアニン・ホスホリ

Transferase

ボシル転換酵素

HO

Heme Oxygenase

ヘムオキシゲナーゼ

IFN

Interferon

インターフェロン

ISO

International

Organization

for 国際標準化機構

Rechargeable

Battery 一般社団法人 JBRC

Standardization
JBRC

Japan

Portable

Recycling Center
LDH

Lactate Dehydrogenase

乳酸脱水素酵素

LOAEL

Lowest Observed Adverse Effect Level

最小毒性量

LOEC

Lowest Observed Effect Concentration

最小影響濃度

LOEL

Lowest Observed Effect Level

最小影響量

MAK

Maximale Arbeitsplatz Konzentration

最大許容労働環境濃度 (ドイツ)

MCF-7

Michigan Cancer Foundation – 7

ヒト上皮株化細胞 (乳ガン由来)

MCP

Monocyte Chemotactic Protein

単球走化性タンパク質

MMAD

Mass Median Aerodynamic Diameter

空気力学的重量中位径
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MPPD

Multiple Path Particle Dosimetry

複数経路粒子沈着モデル

mtDNA

mitochondrial DNA

ミトコンドリア DNA

MWCNT

Multi-Wall Carbon Nanotube

多層カーボンナノチューブ

NHDF

Normal Human Dermal Fibroblasts

正常ヒト皮膚線維芽細胞

NIOSH

National Institute
Safety and Health

for

米国 国立労働安全衛生研究所

NIST

National

of

Institute

Occupational
Standards

and 米国標準技術研究所

Technology
NMSP

Nanoscale

Materials

Stewardship ナノスケール材料スチュワードシッ

Program

ププログラム (米国 EPA)

NOAEL

No Observed Adverse Effect Level

無毒性量

NOEC

No Observed Effect Concentration

無影響濃度

OECD

Organization for Economic Cooperation
and Development

経済協力開発機構

OPC

Optical Particle Counter

光散乱式粒子計数器

OSHA

Occupational Safety
Administration

PBS

Phosphate-Buffered Saline

リン酸緩衝生理食塩水

PHAs

Polycondensed Aromatic Hydorocarbons

多環縮合芳香族炭化水素

PM10

Particulate Matter of 10 Microns in 粒径 10μm 以下の粒子状物質

and

Health

米国 労働安全衛生局

diameter or smaller
PMN

Pre Manufacturing Notice

製造前届出 (米国 EPA)

PMN

Poly MorphoNuclear leucocyte

多形核白血球

PSLT

Poorly Soluble, Low Toxicity

難溶解性低毒性

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation 化学物質の登録，評価，認可，制限に
and Restriction of Chemicals

関する規則 (EC)

REL

Recommended Exposure Limit

推奨暴露限界値 (NIOSH)

RoHS

Restriction

of

Hazardous

Substances

the

Use

of

Certain 電気電子機器への特定有害物質の使

(Waste

from 用制限指令 (EC)

Electric and Electronic Equipment)
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ROS

Reactive Oxygen Species

活性酸素種

SEM

Scanning Electron Microscope

走査型電子顕微鏡

SMPS

Scanning Mobility Particle Sizer

走査型移動度粒径測定器

SNUR

Significant New Use Rule

重要新規用途規則 (TSCA)

SOD

Superoxide Dismutase

スーパーオキシドジスムターゼ過酸
化物代謝酵素

SPM

Scanning Probe Microscope

STEM

Scanning

Transmission

走査型プローブ顕微鏡
Electron 走査型透過電子顕微鏡

Microscope
SWCNT

Single-Wall Carbon Nanotube

単層カーボンナノチューブ

SWCNH

Single-Wall Carbon Nanohorn

単層カーボンナノホーン

TC

Total Carbon

全炭素

TD

Toxico-dynamics

トキシコダイナミックス

TEM

Transmission Electron Microscope

透過型電子顕微鏡

TGF

Transforming Growth Factor

トランスフォーミング増殖因子
サイトカインの１種

TK

Toxicokinetics

トキシコキネティックス

TLV

Threshold Limit Value

許容暴露限度 (ACGIH)

TNF

Tumor Necrosis Factor

腫瘍壊死因子

TOC

Total Organic Carbon

全有機炭素

TSCA

Toxic Substances Control Act

有害物質規制法 (米国 EPA)

TWA

Time Weighted Average

時間加重平均

UF

Uncertainty Factor

不確実性係数

VGCF

Vapor-Growth Carbon Fiber

気相成長炭素繊維
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第I章

序論

1. 本評価書の目的と範囲
カーボンナノチューブ (carbon nanotubes: CNT) は，炭素のみから成り，ナノスケールの微細構
造を有し，それがために多くの優れた物理的・化学的な物性を持つことから，ナノ材料の代表選
手と目されており，様々な分野および用途への応用が期待され，現在，世界中で精力的な研究開
発が行われている．その一方で，ナノサイズの材料については，既存の知見からは予測できない
有害性を持つのではないかとの懸念の声も強い．特に CNT の形状が繊維状であることから，アス
ベストと同様の高い，不可逆なリスクがあるのではないかという意見も多く，CNT の安全問題に
関する一般の懸念も強い．NEDO プロジェクト (P06041) でも，最も多くの時間と人手をかけて
CNT の有害性試験，リスク評価に取り組んだ．本評価書は，その成果のまとめである．
本評価書では，既刊の論文や本研究プロジェクトで実施した実験結果を基に，CNT を対象とし
た有害性情報を整理し，CNT によるヒトへの有害影響のプロファイルを記述する．そして，最も
問題となる吸入暴露経路による吸入系のリスクの大きさと特徴を把握し，ヒトの作業環境におけ
る許容暴露濃度を算出し，それを基に作業環境のリスクを定量的に評価する．さらに，リスク管
理に関する提言や CNT を含む新規材料に対するリスク評価手法について提案する．
本章では，本評価の目的と範囲 (1 節) について整理し，また本評価書の各章の構成 (2 節) に
ついて説明する．

1.1 本評価書の目的
本評価の目的は，大きく分けて 2 つ存在する．
その一つは，現状において利用可能な情報を全て利用することで，CNT のヒト健康に対する
リスクを評価し，リスク管理に関する提言を行うことである．本評価では，利用可能な有害性情
報を基に有害性評価を行い，作業環境・労働環境における許容暴露濃度を算出し，作業環境・労
働環境における管理の目安を提案する．
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もう一つの目的は，CNT などの新規材料についてリスク評価を行うための手法を提案するこ
とである．新規材料については，有害性情報や暴露情報が存在しないため，リスク評価を行うこ
とが困難である．また，CNT のように，多くのバリエーションが存在し，材料ごとに有害性や
用途も大きく異なる場合がある．そこで，どのような情報を取得し，どのような評価手法を用い
れば，少ないデータからより正確なリスク評価を行うことができるのか，そのケーススタディー
として，本評価は位置付けられる．本評価書では判断の根拠や数値の取り扱いなど，リスク評価
の全ての過程を詳細に記載しているため，本評価書を読めば，CNT の製造者や使用者が同様の
手法により，自社の CNT あるいは他の新規材料について独自の評価を行うことが可能である．
本評価は，CNT の製造者・使用者による自主的なリスク管理を支援するためのものでもある．

1.2 対象物質
本評価の対象物質は CNT である．CNT の定義や種類などの基本的情報については第 II 章にま
とめたので，本章では説明を省略する．CNT には，多くのバリエーションが存在するが，本評
価においては，これらのうち単層カーボンナノチューブ (single-wall carbon nanotube: SWCNT)
と多層カーボンナノチューブ (multi-wall carbon nanotube: MWCNT) を評価の対象とする．その
他の CNT のバリエーションについては，各章において利用可能な情報を参考程度に記載するが，
直接的な評価の対象とはしない．

1.3 対象集団
本評価においては，ヒト健康に対するリスクのみを対象とし，生態系に対するリスク (環境影
響) については，評価の対象としない．ヒト健康のうち，作業環境における作業者に対するリス
クを主たる評価対象とする．作業者に対するリスクを評価する場合に，作業者は吸入，経皮，お
よび経口経路によって CNT を暴露することが考えられるが，ここでは，吸入暴露による有害性の
みを評価する．その理由は，SWCNT あるいは MWCNT の使用段階における暴露を想定した場合，
製造現場の作業者に対しては CNT の粉じんの吸入による暴露が主であり，第一に評価するべき暴
露経路であると判断できるからである．かなり従たる位置づけであるが，CNT を含む製品のライ
フサイクルにおける排出量と暴露量，さらには，一般環境での許容暴露濃度についても検討する．

2. 本評価書の構成
本評価書における，各章の内容について以下に概要を記述する．
第 II 章「基本的情報」では，第 1 節において，本評価の対象物質である CNT について，基本
的情報を整理する．具体的には，CNT の構造と種類，性質と応用が期待される分野における具
体的な用途，製造方法，および国内・海外における生産量と使用量について概要を記述する．
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第 2 節では，米国，イギリス，フランス，ドイツ，欧州，そして日本における CNT の規制と管
理の動向についてレビューする．特に CNT に関しては 2008 年以降，主要先進国の規制担当省庁
で様々な動きが見られた．これらの動向について，国別・機関別にその概要を整理する．
第 III 章「暴露評価」では，第 1 節で，CNT の排出・暴露に関する現場調査および模擬排出試
験について，国内外の研究をレビューし，工程ごとの排出・暴露可能性や，排出 CNT の気中濃
度やサイズ，形状，凝集状態などの情報を整理する．そして，CNT を粉体として直接取り扱う
作業における作業者の CNT への粒径別吸入暴露量を評価する．
第 2 節では，CNT 応用製品の使用から廃棄に至るまでのライフサイクルの各段階について，
CNT が実際に製品に応用された場合の暴露可能性についての評価を行う．CNT は多方面での応
用が期待されているが，実用化されている，あるいは実用化の目処がたっているものは限られて
いることから，実用可能性が高いと想像されるケースを想定して，電気二重層キャパシタ，リチ
ウムイオン電池，自動車用材料の 3 種類の製品に CNT が利用された場合の暴露評価を行う．
第 IV 章「有害性評価」では，炎症と腫瘍に焦点を絞って有害性情報を整理する．既刊の研究
報告および NEDO プロジェクト (P06041) による試験結果をレビューしてまとめる．第 1 節では
吸入系の有害性情報を，第 2 節では遺伝毒性と発がん性に関する情報をまとめる．遺伝毒性に関
しては，NEDO プロジェクト (P06041) で in vivo での遺伝毒性試験を含む広範な試験を実施して
おり，その結果も含める．第 3 節では，MWCNT の肺保持量の経時変化から沈着・クリアランス
の速度論的解析の結果を報告する．第 4 節では，前 1 節と一部重複する部分もあるが，NEDO プ
ロジェクト (P06041) で行った有害性試験の全体的な計画，考え方について記述する．第 5 節に
は，NEDO プロジェクトと産総研独自の結果も含めて実施された CNT の有害性試験結果の一覧
を示す．
第 V 章「作業環境における許容暴露濃度 (PL) の算出」では，この評価の中で最も難しい課題，
動物試験の結果から如何にヒトへの影響を外挿するかについての検討の経過と結果について記述
し，最後に作業環境における許容暴露濃度レベルを提案する．ここに述べた方法と，Pauluhn や
その他の研究者が行った解析手法との比較も行う．また，有害性影響の大きさと，ナノ材料のサ
イズや形態との関係についても考察する．
第 VI 章「リスク評価・管理」では，第 III 章で推定されたた CNT を取り扱う作業者に対する
CNT の推定暴露量と，第 V 章で推定された SWCNT および MWCNT の許容暴露濃度と比較し，
作業環境における作業者のリスクを定量的に評価する．また，その評価結果について考察すると
ともに，リスク管理対策に関する提言を行う．
第 VII 章では，本評価書の主要な結果についてまとめ，本評価の結論を記述する．
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第 II 章

基本的情報

本章では，本評価の対象物質である，カーボンナノチューブ (carbon nanotube: CNT) について
の基本的情報を整理する．具体的には，構造，性質，用途，製造方法および市場規模 (1 節) に関
する概要と国内外における規制と管理の動向 (2 節) について記述する．

1. 構造，性質，用途，製造方法および市場規模
本節では，構造と種類 (1.1 節)，性質，応用が期待される分野，および具体的な用途 (1.2 節)，
製造方法 (1.3 節)，国内・海外における生産量と使用量 (1.4 節) について，概要を記述する．

1.1 構造と種類
CNT とは，「グラファイト六角網平面 (グラフェンシート) を筒状に丸めて形成される欠陥の
ない“単層”あるいはそれらが入れ子状に積層した 2 層，3 層，さらに多層の一次元繊維状物質」
として定義される (遠藤&竹内 2007) ．チューブ径がおよそ 100 nm 以下のものが CNT として分
類され，これよりも太い直径を持つものは一般に炭素繊維あるいはカーボンファイバー (carbon
fiber: CF) に分類される．一方，最小のチューブ径が 0.41 nm の CNT も見出されている．単層構
造を持つチューブは「単層カーボンナノチューブ (single-wall carbon nanotube: SWCNT)」，多層
構造を持つチューブは「多層カーボンナノチューブ (multi-wall carbon nanotube: MWCNT) 」と呼
ばれる．また，MWCNT の中でも 2 層構造のチューブは「2 層カーボンナノチューブ(double-wall
carbon nanotube: DWCNT)」 と呼ばれ，MWCNT とは区別されることが多い．
また，SWCNT，DWCNT，および MWCNT 以外にも様々な CNT のバリエーションが存在する．
グラフェンシートを円錐形に丸めたものが，部分的に融合して球状の集合体を形成している「カ
ーボンナノホーン (carbon nanohorn: CNH)」，チューブの表面や内面に炭素六員環エッジ面が露
出した切頭円錐形炭素網層積層構造を有する「カップ積層型 CNT (cup stacked carbon nanotube:
CSCNT，ヘリンボーン型 CNT とも呼ばれる) 」，さらには CNT 内部にフラーレン一次元結晶を
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内包した構造を持つ，通称「ピーポッド (peapod)」と呼ばれる CNT のバリエーションが現在ま
でに知られている．

1.2 性質と用途
CNT はその直径がおよそ 100 nm 以下と非常に細く，また構造完全性が極めて高いものが多い．
また，炭素原子のみで形成されているにもかかわらず，個々のチューブのカイラリティの違いに
よって金属的あるいは半導体的な特性を示し，さらに優れた機械的性質も有している．このよう
な優れた物理的・化学的な物性を利用した様々な分野への応用が検討されている．
経済産業省の，「ナノマテリアル情報収集・発信プログラム」へ，各企業から提供された報告
に記載された，それぞれの製品の主な用途を表 II.1-1 に，また，将来用途として検討されている
分野を表 II.1-2 に示す．現在は，プラスチック・ゴム・塗料等への添加用途と，電池材料用途の
２分野が中心であるが，将来的には様々な分野および用途への応用が期待されている．以下では，
CNT の応用が期待されている分野とその用途について簡単に記述する．

表 II.1-1 CNT の主な用途
MWCNT

報告企業
昭和電工

用途分類
電池 (一次電池，二次電池)

保土谷化学

プラスチック プラスチック添
加剤，プラスチック加工助剤
合成ゴム，ゴム用添加剤，ゴム用
加工助剤
塗料，コーティング剤
プラスチック，プラスチック添加
剤，プラスチック加工助剤
塗料，コーティング剤
電池 (一次電池，二次電池)

CSCNT

GSI クレオス

SWCNT

日本ゼオン

詳細分類
電解質材料，電解液材料，導電剤，
絶縁材料，セパレーター
難燃剤，耐電防止剤
難燃剤，耐電防止剤
塗料用樹脂，コーティング用樹脂

電極材料 (集電体，バインダー
等)，減極剤
経済産業省 (2010) 「ナノマテリアル情報収集・発信プログラム」
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/nano.html
表 II.1-2 CNT の将来用途
用途
半導体トレイ (帯電防止シート)，
導電ペースト
研究開発中

将来用途
MWCNT
ITS (ママ) 利用，蓄電デバイス，燃料電池，
衣類，カテーテル
SWCNT
トランジスタ，LSI 配線
燃料電池，水素吸蔵，太陽電池，キャパシタ，
透明導電膜，導電ペースト，
機械的強度向上を目的とした用途
ナノテクノロジービジネス推進協議会(NBCI) (2008) 「ナノマテリアル製造事業者等における安
全対策のあり方研究会」第１回 配布資料 2008/11/27
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/nano.html
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1.2.1 エネルギー分野への応用
(1) 燃料電池
燃料電池は，燃料を供給することで電気エネルギーを生成する発電装置の一種であり，燃料の
化学反応によって放出される化学エネルギーを，電気エネルギーとして取り出すものである．
現在，燃料として使用される水素の吸蔵材料 (丸山 2002；加納&金子 2007) および電極での
反応を担う触媒の担持材料 (朴ら 2007) として CNT の利用が検討されており，応用研究が行わ
れている．ただし，水素吸蔵に関してはそのメカニズムに未知の部分が多く，未だ明確な結論が
得られていない (丸山 2002；加納&金子 2007) ．また，触媒担体材料として，CNT は独特な形
状および物性を有するため，有用な新規材料となる可能性を持っている (朴ら 2007) ．
(2) リチウムイオン電池
リチウムイオン電池とは，正極材料と負極材料との間のリチウムイオンの移動を利用した電池
であり，充電と放電が繰り返し行える蓄電池 (二次電池) である．正極に遷移金属酸化物等を，
負極に黒鉛系炭素材料や合金を用い，リチウムイオンが電解質を介して，充電時に正極から負極
へ，放電時に負極から正極に移動する (産業技術総合研究所 2008) ．現在，リチウムイオン電
池 電 極 ( 負 極 ) の 添 加 剤 ( 導 電 助 剤 ) と し て ， CNT に 位 置 付 け ら れ る 気 相 成 長 炭 素 繊 維
(vapor-growth carbon fiber: VGCF) が利用されている (西村 2007) ．CNT (VGCF) をリチウムイ
オン電池の電極部に少量添加すると，充電・放電の繰り返しによる電気保持容量の低下を抑制し，
電池が長持ちする．さらに，電極の導電性が向上し電池電流量が増加するため，大電流放電を必
要とする電気製品にも使用可能となる．また，導電助剤としての利用だけでなく，負極自体を
MWCNT あるいは SWCNT で作成する試みが行われている (東原&小宮山 2006) ．
リチウムイオン電池の詳細については第 III 章 2.2 節に記述する．
(3) 電気二重層キャパシタ
電気二重層キャパシタ (electric double layer capacitor: EDLC) とは，電極・電解液界面の電気二
重層を利用した蓄電デバイスである．電解液に浸漬した 2 枚の電極間に電圧を印加すると電解質
イオンが電極表面に吸着し，EDLC が充電される．一方，放電時には，吸着していたカチオン並
びにアニオンがそれぞれの電極から脱着する (白石 2007) ．
EDLC はコンデンサーの一種であるため，貯蔵されるエネルギーの大きさは，電極の二重層容
量と印加電圧に依存する．そのうち電極の二重層容量の大きさは，電極の表面積に比例するため，
表面積の大きな電極材を用いれば高容量が得られる．そのため，現在，市販の EDLC 用の電極材
には活性炭が用いられているが，近年，SWCNT を代表とするナノカーボン素材が EDLC 電極用
として注目されている (白石 2007) ．SWCNT は活性炭と比べて BET 比表面積に大きな差はない
が，実際の有効表面積は活性炭よりも高いと考えられている．電気二重層キャパシタの詳細につ
いては第 III 章 2.1 節に記述する．
1.2.2 複合材料分野への応用
複合材料とは，2 種類以上の素材を組み合わせて作られた材料のことである．CNT はアスペク
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ト比が大きく，軽量かつ高強度で電気的・熱特性的にも優れることから，樹脂や金属と組み合わ
せて複合材料にすることによって新たな高機能性材料を作ることができるのではないかと注目さ
れている (大竹ら 2002；榎本&大竹 2006) ．以下では，このような複合材料のうち，注目度の高
い導電性樹脂と強化プラスチックの 2 種類について概要を記述する．
(1) 導電性樹脂
CNT を複合材料に使うメリットとしては，これまでの導電性付与剤として使われているカー
ボンブラックやカーボンファイバーと比較して微細で，CNT が樹脂の中で絡み合い，ナノサイ
ズの導電ネットワークを形成し脱落が少ないことが挙げられる．このため，カーボンブラックや
カーボンファイバーと比較して，少量の添加量で十分な導電性が期待できる．CNT の添加量は
十分に樹脂に分散させた場合，カーボンブラックの 1/4–1/5，カーボンファイバーの 1/3–1/4 の量
で同レベルの導電性が付与できる (矢野経済研究所 2004) ．
CNT を添加することで得られる導電性樹脂は，帯電防止材料や電磁波遮断材としての利用が
考えられ，研究が行われている (大竹ら 2002；矢野経済研究所 2004) ．
(2) 強化プラスチック
CNT は非常に高い弾性率および強度を有していることが知られている．そのため，CNT を強
化材として種々のポリマーや金属に分散させ，複合材料とすることで機械的特性を向上させよう
とする試みがなされている．例えば，様々なマトリックス樹脂やゴム，金属を対象とした
MWCNT をフィラーとした複合材料の応用研究が進んでおり，スポーツ用品等で一部実用化が開
始されている (遠藤&竹内 2007) ．
1.2.3 エレクトロニクス分野への応用
(1) 電界効果型トランジスタ
電界効果型トランジスタ (field effect transistor: FET) は現在，集積回路に最も一般的に使用さ
れているタイプのトランジスタである．その原理は，ゲート電極に電圧をかけ，チャネル (被制
御電流が流れる部分) の電界により電子または正孔の流れに関門(ゲート) を設けることで，ソー
ス・ドレイン端子間の電流を制御している．
カーボンナノチューブをチャネルに用いた電界効果型トランジスタは，従来のシリコンの電界
効果型トランジスタに比べて，10–100 倍高い増幅率を持つとされるため，次世代のトランジス
タとして世界中で活発に研究開発が行われている (松本 2006) ．
(2) LSI (large scale integration) 配線
コンピュータの小型化および高性能化に伴い，コンピュータ内部にある大規模集積回路 (large
scale integration: LSI) の微細化が進んでいる．LSI の配線材料としては，現在は銅が一般的に使
われているが，微細化が進むと，配線に流れる電流密度が銅の許容範囲を上回り断線する可能性
があるため，銅の 1000 倍の電流に耐えられる MWCNT の利用が考えられている．また，
MWCNT は銅の 10 倍の熱伝導率を持つため，半導体のチップの部分に発生した熱をより効率的
に基板に逃がすことができる (富士通 2009) ．
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1.2.4 電子放出分野への応用
(1) 電界放出型ディスプレイ
電界放出ディスプレイ (field emission display: FED) とは，電界放出型の電子源から放出された
電子を蛍光体に衝突させて発光させることにより画像表示させる自発光型のフラットパネルディ
スプレイで，消費電力，高画質，高輝度，高速応答，高視野角などの優れた特徴を持つ．
電界電子放出とは，金属や半導体の表面に強い電界をかけることにより，電子を個体内に閉じ
込めている表面ポテンシャル障壁が薄くなり，トンネル効果により常温でも固体中に電子が放出
される現象である．電子放出を観察するためには，109 V/m オーダーの電界を固体表面に加える
必要があり，このような高電界を実現するために電界放出型電子源には先端が鋭く尖った形状の
陰極が用いられる．CNT は非常に大きなアスペクト比と鋭い先端を持ち，化学的に安定で機械
的にも強靭，電気伝導性が良好，高温での安定性に優れているなど電界電子放出材料として有利
な物理化学的性質を備えている (斎藤ら 2007) ．
(2) X 線管
X 線検査装置は，医療診断，構造物の非破壊検査，工業製品の検査，空港等の手荷物・貨物検
査など様々な分野で利用されている (産業技術総合研究所 2009) ．現在，これらに用いられて
いる X 線源は，ヒーターやフィラメントを使って加速された熱放出 (thermionic emission: TE) 電
子をターゲットの金属に照射することによって X 線を出す方式となっているが，TE-X 線源はそ
の原理上，小型化に対応することができない．熱電子に代えて，電界電子をターゲットに衝突さ
せるのが，電界放出 (field emission: FE) 型 X 線管であり，FE-X 線管の最大の利点は小型化が容
易なことにある．FE は表面現象であり，その特性はエミッタ表面の化学状態 (吸着の有無) に決
定的に左右されるため，化学的に安定なエミッタ材料の開発が，非超高真空で使用される汎用
FE-X 線源を実現する上での課題となっているが，CNT は化学的に不活性であるため，FE-X 線管
の電子源としての利用が期待されている (奥山 2007) ．
1.2.5 化学分野への応用
(1) 吸着剤
CNT は，環境中に存在する汚染物質に対する優れた吸着剤としても検討されている．Long &
Yang (2001) は，MWCNT とダイオキシンとの吸着作用を報告している．CNT はダイオキシン類
に対する優れた吸着剤であり，排出時における吸着除去や汚染土壌などの修復に対して有効であ
ると考えられている (照井&田中 2004) ．
(2) センサー
CNT の表面に物質が化学吸着すると，CNT の電導特性が大きく変化する．この現象を利用し，
CNT を利用したガスセンサー，バイオセンサー，およびケミカルセンサーの開発が現在行われ
ている．これらのセンサーの構造としては，CNT の両端に電極を付け，CNT の電流－電圧特性
を計測することで，その導電特性の変化を検出するものや，CNT 自体を電極として用いたもの
などが存在する (松本 2007) ．
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1.2.6 ナノテクノロジー分野への応用
(1) 走査型プローブ電子顕微鏡
ナノサイズの試料の観察には，電子顕微鏡が広く用いられているが，電子顕微鏡は水平分解能
に優れているが垂直分解能が低いこと，試料を真空中に置かなければならないうえに，強い電子
ビームにさらさなければならず，試料を破壊する可能性がある (Canon 2009)．
このような問題を解決するために考え出されたのが走査型プローブ顕微鏡 (scanning probe
microscope: SPM) である．SPM は，試料の表面を微小な針 (探針) で走査することによって，試
料の形状を調べる顕微鏡であり，この SPM 探針として CNT が利用されている．SPM 探針に CNT
を用いるメリットとしては，先端径が小さい (最小直径～1 nm) ために横方向の分解能が高く取
れること，アスペクト比が大きく直線性が良いことから，深い凹凸であっても正確な像が再現可
能であることが挙げられる．また，CNT は弾力性が高く破損することもなく，試料を傷づける
こともない．さらに先端の閉じた CNT は化学的に安定であり，摩耗も少ないことから，寿命の
面でも従来の材料 (シリコンなど) と比べて優れているとされている (矢野経済研究所 2004) ．
(2) ナノマニピュレーション
「ナノマニピュレーション」とは，ナノスケールで物質を操作する技術のことであり．ナノマ
ニピュレーションの実現のために CNT の利用が検討されている．その一例を挙げると，Akita et
al. (2001) によって開発された，「ナノチューブピンセット」がある．ナノチューブピンセットと
は，2 本の CNT を平行に配置してピンセットのような形状を取らせたものであり，印加電圧の制
御によって CNT 間の静電引力を変化させ，ピンセットの開閉を行うものである．原子間力顕微
鏡 (atomic force microscope: AFM) の探針先端に装着されたナノチューブピンセットによって，
ナノスケールでの物質移動に成功した例が報告されている (秋田&中山 2007) ．
1.2.7 医療分野への応用
(1) ドラッグデリバリーシステム (DDS)
ドラッグデリバリーシステム (drug delivery system: DDS) とは，必要な時に，必要な場所 (患
部) に，必要な量の薬物を送達する投薬技術である．薬物をピンポイントで投薬することが可能
であるため，利用効果を高めるだけでなく，薬剤の投与量を最低限に抑え，副作用の軽減も期待
できる．
この DDS 分野における新しい薬物キャリアとして，CNT や CNH などのカーボンナノ材料が注
目されている．例を挙げると，CNH 中に抗がん剤を内包させることにより，抗がん剤を腫瘍部
のみで効果的に作用させる方法が研究されている (芝 2007；飯島ら 2007) ．芝 (2007) によれ
ば，100 nm 程度の大きさの粒子は腫瘍部に蓄積しやすいため，抗がん剤を粒径 100 nm 程度の
CNH に内包させることで，腫瘍部に蓄積しやすい状態を保つことができる．また，CNH に内包
されている抗がん剤はゆっくりと放出されるため，長い期間にわたって薬効が維持されることが
期待されている．
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(2) カテーテル
CNT とナイロンとの複合材料から作成したマイクロカテーテルが近年，医療分野において注
目されている (遠藤&竹内 2007) ．MWCNT をカテーテルに混ぜると，その強度が向上すること
によってハンドリングしやすくなるだけでなく，血液との相互作用が低下することにより，血栓
の形成や血液凝固を抑える効果があると報告されている (小山ら 2007) ．
(3) 骨再生
骨折した際の固定器具や人工関節など，骨と密着する素材には，現在，チタンやセラミックな
どが用いられているが，これらの素材は長期間使用すると壊れやすいなどの問題点がある．一方，
CNT は強度が高く，混ぜられた物質の強度も増す性質があることから，これらの用途への CNT
の利用が考えられている．2008 年に，「CNT は骨との親和性に優れており，骨の再生を早める」
という実験結果が信州大学医学部整形外科の研究チームによって報告された (Usui et al. 2008)
ことから，骨の再生医療分野への応用の期待が高まっている (信濃毎日新聞 2009)．

1.3 製造方法
CNT の代表的な製造方法としては，①アーク放電法，②レーザーアブレーション (レーザー蒸
発) 法，③化学的気相成長 (chemical vapor deposition: CVD) 法の 3 つが知られている．以下では，
それぞれの製造法について説明する．
1.3.1 アーク放電法
グラファイト電極を用いたアーク放電法はフラーレンの大量合成法として知られていたが，
1991 年に NEC の飯島澄男はアーク放電で生成する炭素煤中ではなく，陰極堆積物を透過型電子
顕微鏡 (transmission electron microscope: TEM) で調べた結果，MWCNT の存在を明らかにした
(Iijima 1991)．500 Torr 程度の圧力のアルゴンガスや水素ガス雰囲気下で 2 つの炭素電極間でグラ
ファイトのアーク放電を行うと，陰極堆積物の中に MWCNT が生成する．一方，炭素電極の中に
触媒として，Ni/Co，Pd/Rd などの金属を混ぜたコンポジットロッドを用いると SWCNT を得るこ
とができる (Iijima & Ichihashi 1993)．
アーク放電法では，フラーレンやその他の炭素物質も同時に生成されるが，これらは CNT に比
べて不安定なため，酸素や過酸化水素でかなりのレベルまで除去することができる．その他の分
離技術と併用することにより，ナノチューブの純度を高めることができる．しかし，一般にアー
ク放電によって生成した試料には欠陥が多く，収率も次に述べるレーザー蒸発法に比べ低い傾向
にある (篠原 2007) ．
1.3.2 レーザーアブレーション (またはレーザー蒸発) 法
レーザーアブレーション (laser ablation) 法は，レーザー蒸発 (laser vaporization) 法とも呼ばれ，
従来はフラーレンの生成法として知られていた手法であるが，CNT の高収率合成法としても有用
であることが分かった (Saito et al. 1993)．金属触媒を混ぜたグラファイトの表面に Nd：YAG レー
ザーの強いパルス光を当てると，炭素と金属触媒が瞬時に蒸発する．この混合蒸気をアルゴンガ
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スで電気炉に送り出し 1,200 °C 程度まで上げると収率が高くなり，直径が 1.4～1.6 nm 程度の
SWCNT ができる (篠原 2007) ．SWCNT の直径分布は，金属触媒の種類によってある程度まで
制御できる．
レーザーアブレーション法では，レーザー光強度，希ガス圧力，電気炉温度などのいくつかの
実験パラメータの制御が容易であり，アーク放電法と比較して純度の高い CNT を得ることができ
る．この方法により，CNT の構造と生成機構に関する詳しい研究が可能となったが，その収量が
多くないことが大きな難点として知られている (篠原 2007) ．
1.3.3 化学的気相成長 (CVD) 法
CVD 法は，炭素を含むガス (アセチレンやメタンなど) と金属触媒を高温状態で化学反応させ，
CNT を合成する方法であり，古くから気相成長炭素繊維 (vapor-growth carbon fiber: VGCF) を生
成する手法として研究開発が進められてきた手法である (林ら 2007) ．1976 年に遠藤守信らは，
CVD 法で調製した VGCF を透過型電子顕微鏡 (transmission electron microscope: TEM) で観察し，
CNT が混在していることを報告した (Oberlin et al. 1976) ．
アーク放電法とレーザー蒸発法は，どちらも比較的高純度な CNT が容易に得られるが，スケー
ルアップに難がある．それに対して，CVD 法は高純度量産性や構造制御性の観点から最も有効な
生成法である (林ら 2007) ．
CVD 法には大きく分けて 2 種類あり，超微粒子金属触媒を気相中で流動させ成長させる気相流
動法と，基板から成長させる基板法がある (湯村ら 2007) ．以下では，気相流動法の代表として
高圧一酸化炭素 (high pressure carbon monoxide: HiPco) 法と直噴熱分解合成 (direct injection
pyrolytic synthesis: DIPS) 法，基板法の代表としてスーパーグロース (super growth: SG) 法の 3 つ
の合成方法を紹介する．
(1) 高圧一酸化炭素 (HiPco) 法
1999 年に米国ライス大学の Richard E. Smalley らの研究グループによって提案された HiPco 法
(Nikolaev et al. 1999) は，高圧の一酸化炭素を炭素原料に用いる方法であり，CVD 法に基づく
SWCNT の大量合成で世界的に広く知られている方法である．鉄カルボニルの分解・凝集してで
きた微粒子を触媒として用い，一酸化炭素の不均化反応を利用して SWCNT を合成しており，気
相流動法の一種といえる．近年では，精製された HiPco 法の SWCNT が市販されており，多数の
研究者が利用している (吾郷ら 2004) ．
(2) 直噴熱分解合成 (DIPS) 法
DIPS 法は，HiPco 法と同様に基板を用いない，触媒から SWCNT を成長させる気相流動法の一
つである．気相流動法は連続的に，しかも基板や担体なしで合成することが可能でありスケール
アップも容易であるため，大量合成に適した合成方法であると考えられていたが，従来の技術で
は生成物中の不純物が極めて多いなど，品質面で工業材料としての要件を満たしていなかった
(湯村ら 2007) ．近年，斎藤らによって提案された，改良した DIPS 法は，これまでの気相流動法
に比べ高純度・高品質の SWCNT の合成が可能となった (Saito et al. 2006)．
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(3) スーパーグロース (SG) 法
基板法は生成する SWCNT の純度が高いというメリットがある反面，基板を用いることが必須
であるためにスケールアップとコストの面で大量合成には適していないと考えられていた (湯村
ら，2007) ．しかし，2004 年に産業技術総合研究所の畠賢治らは，基板上に SWCNT を生成させ
る反応中に，微量の水分を添加することにより，触媒活性と触媒寿命を飛躍的に向上させる画期
的な SWCNT 合成法を開発した (Hata et al. 2004; Futaba et al. 2005, 2006)．この方法を用いると，
触媒活性と寿命の飛躍的な向上から，基板上に垂直配向した SWCNT を，10 分で数 mm まで作成
することが可能であり，極少量の触媒から大量の SWCNT が合成できる．また，触媒基盤と CNT
構造体が，カッターなどで稲穂を刈り取るように簡単に分離できることにより，カーボン純度
99.98%以上の SWCNT を精製プロセスなしで容易に製造することができる (畠 2007) ．この SG
法で得られた SWCNT は，様々な産業応用の可能性を持っているが，中でも，従来法にない大き
な比表面積 (>1000 m2/g) は，キャパシタ電極材料として理想的であると考えられている (湯村ら
2007) ．

1.4 生産量と使用量
1.4.1 主な製造業者とその代表的な CNT
CNT を製造している主な業者と，製造されている CNT の種類について，各製造者の Web サイ
トや，カタログ等を通じて収集した情報を表 II.2 に整理した (2009 年 8 月調査) ．また，経済産
業省の「ナノマテリアル情報収集・発信プログラム」へ各企業から提供された報告からの情報 (経
済産業省 2010) を追加したが、本評価書の公開時点においては，新たな製造者が加わったり，あ
るいは製造が中止されたり，製造者の名称や CNT の種類が変わっている可能性がある．
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1
国

製造者あるいは販売者
昭和電工
GSI クレオス
日機装

日本

本荘ケミカル

保土谷化学工業

MWCNT

CVD

40-90

日本ゼオン

SWCNT

CVD

1-5 nm

SWCNT
MWCNT
SWCNT
MWCNT
SWCNT
DWCNT
MWCNT
MWCNT
SWCNT
DWCNT

アーク放電
CVD
アーク放電
?

1.4
10-40
2–10
10
1.2–1.5
~4
<10–100
10–12
1.2–1.4
3–5
6–20
30–140
2–10
10–150

名城ナノカーボン
Carbon Solutions
Catalytic Materials
Helix Material Solutions

アメリカ

表 II.2 CNT を製造・販売している主な業者とその代表的な CNT (1/2)
サイズ
比表面積
種類
製造方法
[m2/g]
直径 [nm] 長さ [μm]
MWCNT
CVD
15, 80, 150
3–10
13–?
80–100
5
50
CSCNT
浮遊 CVD
80–100
1
70
SWCNT
CVD
?
?
?
MWCNT
CVD
?
?
?
SWCNT
1.2
2–20
?
アーク放電
DWCNT
?
2–5
2–20
?
MWCNT
?
3–30
1–10
?

Hyperion Catalysis International

M.E.R. Corporation

MWCNT
Nanocs

SWCNT
MWCNT

CVD
CVD
アーク放電
アーク放電
アーク放電
CVD
?
?

2
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10
数 μm
-1,000μm
?1-5
10
0.5–1.5
?
0.5–40
0.5–40
0.5–40
10–15
10–50
5–15
1–5
7–30
0.05–1
1–100

出典
昭和電工 (2009a, b)，経済産業省 (2010)
GSI クレオス (2009) ，経済産業省 (2010)

本荘ケミカル (2005) ，経済産業省 (2010)

25–30

ナノカーボンテクノロジーズ (2009) ，経
済産業省 (2010)

1,000 程度

(試験研究用途)，経済産業省 (2010)

?
?
?
?
300–600
300–600
40–300
?
?
?
?
?
?
?

名城ナノカーボン (2009)
Carbon Solutions (2009a, b)
Catalytic Materials (2009)
Helix materials Solutions (2009)
Hyperion Catalysis International (2009)

M.E.R. Corporation (2009)

Nanocs (2009)
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1
国

アメリカ

ドイツ
フランス
ベルギー

ギリシャ
キプロス
ロシア
韓国

中国

表 II.2 CNT を製造・販売している主な業者とその代表的な CNT (2/2)
サイズ
比表面積
製造者あるいは販売者
種類
製造方法
[m2/g]
直径 [nm] 長さ [μm]
CVD
~1.5
1–5
?
SWCNT
1–1.5
>10
?
アーク放電
NanoLab
DWCNT
CVD
4
1–20
?
MWCNT
CVD
~30
1–20
?
SWCNT
<2
1–15
?
SES Research
DWCNT
CVD
<5
5–15
?
MWCNT
<10–100
1–15
?
SouthWest Nano Technologies
SWCNT
CVD
~1
0.3–2.3
?
Unidym
SWCNT
HiPco
?
?
?
Bayer MaterialScience
MWCNT
CVD
~13
>1
?
Arkema
MWCNT
CVD
10–15
0.1–10
?
SWCNT
2
1–10
>1000
Nanocyl
CVD
DWCNT
3.5
1–10
>500
MWCNT
9.5
<1.5
250–300
SWCNT
0.8–1.4
>5
200–900
Nanothinx
CVD
MWCNT
15–40
>10
200–300
Rosetter Holdings
MWCNT
?
~6.5–20
~0.2–0.5
6.5–10
SWCNT
1.2–1.4
0.2–0.5
?
NanoCarbLab
アーク放電
DWCNT
?
?
?
SWCNT
?
1–1.3
1–5
?
Acti2O
MWCNT
?
15–30
10–50
?
SWCNT
?
<2
5–15
500–700
DWCNT
?
<5
5–15
500–700
Shenzhen Nano-Technologies Port
MWCNT
?
10–100
1–15
55–190
Sun Nanotech
MWCNT
CVD
10–30
?
?

2
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NanoLab (2009)

SES Research (2009)
SouthWest Nano Technologies (2009)
Unidym (2009)
Bayer MaterialScience (2009)
Arkema (2009)
Nanocyl (2009)

Nanothinx (2009)
Rosetter Holdings (2009)
NanoCarbLab (2009)
Actipass (2009)

Shenzhen Nano-Technologies Port (2009)
Sun Nanotech (2009)
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1.4.2 市場規模，生産量，使用量
本節では，世界全体および国内での，CNT の市場規模 (販売金額あるいは販売量ベース) ，生
産量，および使用量に関して利用可能な情報を整理して記述する．
(1) 世界市場規模
世界の CNT 市場規模に関しては，富士キメラ総研 (2007) が 2008 年から 2016 年の販売数量お
よび販売金額を予測している．それによれば，生産量は 2008 年の 10t から，2011 年には 50t へ，
さらに，2016 年には 1,000t へ，大きく増加すると推定されている．世界全体における CNT の生
産量および使用量に関しては，現時点では利用可能な統計情報は存在しない．
(2) 国内市場規模
国内の CNT 市場規模に関しては，シーエムシー出版 (2008) および経済産業省 (2006) に推定
値がまとめられている．経済産業省 (2006)の推定値を表 II. 3 に示す．シーエムシー出版 (2008) に
おいては，2003 年から 2007 年までの国内市場規模を 1 年毎に予測しており，経済産業省 (2006) に
おいては，2005 年までの調査による実測値と，2010 年から 2030 年までの 10 年毎の予測値を報告
している．両者の報告が重なる 2005 年の値を比べると，シーエムシー出版 (2008) の予測値 100
億円に対し，経済産業省 (2006) の報告値は 110 億円と概ね一致している．

表 II.3 CNT の国内市場規模予測
年

2000

2005

市場規模 [百万円]

1,550

11,000

2010

2020

2030

(予測)

(予測)

(予測)

20,000

41,000

60,000

出典：経済産業省 (2006)

CNT の国内生産量については，まとまった統計は存在しないが，国内使用量に関しては，東レ
経営研究所 (2008) がまとめた報告書がある．それによると，2006 年度の CNT の国内使用量は，
SWCNT (直径：0.8 – 1.4 nm，長さ：100 nm – 1 μm) については約 100 kg，MWCNT (直径：40–90 nm，
長さ：数十 μm) については約 60 t と報告されている．ちなみに，同報告書によると，カーボンナ
ノファイバー (直径：150 nm，長さ：10 – 20 μm) については 60–70 t と報告されている．

1.5 まとめ
本節では，CNT の構造と種類，性質と用途，製造方法，および国内・海外における市場規模に
ついて概要を記述した．CNT は多くの優れた特性を持つことから，様々な分野・用途への応用が
期待されており，その用途開発や応用研究が国内外で精力的に行われている．しかし，それらの
研究開発はまだ発展途上にあり，現在の我が国においては，実際に CNT が使用されている消費者
製品は一部のスポーツ製品などに限定されている．また，CNT の市場規模についてまとまった統
計は存在しないため，現状では，国内・海外市場ともにその金額や量についての定量的な議論は
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困難である．
したがって，現状における CNT のヒト健康に対するリスクを評価する場合は，一般環境ではな
く，研究開発現場や製造現場 (作業環境および労働環境) を対象とした評価を行うことが現実的で
あり，また，重要性も高いと考えられる．

2. 国内外における規制と管理の動向
2008 年以降，CNT に関して，主要先進国の規制担当省庁や国際機関において様々な動きがある．
本節では，国際機関や欧米の行政機関，そして日本における規制や管理の動向を取り上げた．こ
れらの多くは，Takagi et al. (2008) と Poland et al. (2008)の出版を受けてマスメディアにも CNT の
安全性に関する問題が取り上げられた影響といえる．本節の対象とする範囲はおおむね 2010 年末
までのものである．第 2.1 節では現在，世界各国の行政機関で採用されているリスク管理アプロ
ーチを整理した．第 2.2 節では国際機関，特に経済協力開発機構 (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD) における取り組みを，第 2.3 節では日本における取り組みを
簡単にまとめた．

2.1 リスク管理アプローチ
行政機関によるリスク管理アプローチには，1)自主的な情報提供と公開，2)強制的な届出制度，
3)基準値の設定，4)ラベリング，5)使用の禁止や制限，などが考えられる．2010 年末段階で，1) は
米国環境保護庁 (Environmental Protection Agency: EPA) ，日本の経済産業省，英国環境食糧農村地
域省 (Department for Environment, Food and Rural Affairs: Defra) などがすでに採用している．2)は
U.S.EPA，米国カリフォルニア州，フランス，オーストラリアなどで採用されている．3)は，2010
年 12 月に米国労働安全衛生研究所 (National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH) が
CNT とカーボンナノファイバー (CNF) を対象とした推奨暴露限度 (REL) の値を提案した例が
ある．4)や 5)は，欧州において RoHS 指令改正案において提案されたが，最終案からは削除され
た．
2.1.1 自主的な情報提供と公開
米国 EPA は工業ナノ材料に関する情報を収集することを目的として，2008 年 1 月，自主的な
情報提供プログラムである「ナノスケール材料スチュワードシッププログラム (Nanoscale
Materials Stewardship Program: NMSP)」を開始した．これは基礎的プログラム (Basic Program) と
詳細プログラム (In-Depth Program) からなる．前者は事業者の手持ちの情報を提出するだけでよ
いが，後者は EPA と相談しながら，動物試験を行うなど，追加的な費用をかけて新たなデータを
生み出すプログラムである．基礎的プログラムの期間は半年であり，2008 年 7 月 28 日に締め切
られた．29 の組織から，CNT も含めて，123 種類のナノスケール材料の報告があった．報告内容
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を EPA のウェブサイトで公開するかどうかは任意である．開始から 1 年後にあたる 2009 年 1 月
には中間報告が発表され，その中で，
「現在の中間的な結果に基づくと，NMSP は成功したと考え
られるだろう」と一定の評価をしたものの，NMSP によって埋めたいと考えた数多くのデータギ
ャップはまだ存在していることも指摘された．今後，強制的な届出制度に向かう可能性があるが，
CNT については次節で紹介するように，すでに，有害物質規制法 (Toxic Substances Control Act:
TSCA)のもとでの届出が義務付けられている．
英国 Defra の仕事は，Royal Society and Royal Academy of Engineering (2004) の勧告に基づいて進
められている．工業ナノ材料のリスクに関しては，19 の研究目的と 5 つのタスクフォースが立ち
上げられ，タスクフォース 3 において，CNT の有害性評価が進められている．英国では米国より
も早く，工業ナノ材料に対する自主的報告制度 (Voluntary Reporting Scheme for Manufactured
Nanomaterials) が始まった．パイロット期間は，2006 年 9 月から 2008 年 9 月までの 2 年間であり，
合計 13 の提出があった．提出された情報は公開されていないため，その中に CNT が含まれてい
るかどうかは不明であるが，英国内で CNT を生産している企業は 1 社しかない．
日本においても経済産業省が，2009 年 3 月末の「ナノマテリアル製造事業者等における安全対
策のあり方研究会」報告書に基づき，同年 7 月，6 種類の工業ナノ材料 (CNT，フラーレン，カー
ボンブラック，二酸化チタン，酸化亜鉛，シリカ) の製造事業者に対して，関係団体を通じて，
自主的に実施した工業ナノ材料のリスク管理策に関する情報提供を依頼した．その結果，のべ 31
社 (CNT については 5 社) からの情報提供があり，それらは経産省ウェブサイトで公開された
（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/nano.html）．有害性試験の結果，触媒金属
等の不純物情報，用途情報などが含まれている．
2.1.2 強制的な届出制度
米国 EPA は 2008 年 10 月 31 日に発表した官報通知の中で，CNT は，グラファイトをはじめと
する炭素の既存の同素体とは異なる化学物質であり，TSCA の Sec.5 における新規化学物質に該当
し，TSCA インベントリに掲載されていない CNT を製造・輸入する者は製造前届出 (PMN) を提
出しなければならないことを明言した．工業ナノ材料が「新規化学物質」であるか「既存化学物
質」であるかという問いに対しては，米国 EPA はすでに「ナノスケール材料の TSCA インベント
リステータス－一般的アプローチ」という文書を作成し，これまで通りの判断基準 (分子的同一
性を基準とし，サイズなどの物理的特性は考慮しない) をケースバイケースで適用していくこと
を宣言している．具体的には，炭素の同素体である，MWCNT，SWCNT，フラーレンなどはそれ
ぞれが新規化学物質であるが，ナノサイズの二酸化チタンや銀などは既存化学物質扱いとなる．
また，米国 EPA は後述する SNUR (重要新規用途規則) において「異なる製造業者や異なるプロセ
スによって製造された CNT は異なる化学物質であると考えられる」と明記した．すなわち，A 社
の CNT と B 社の CNT は別物質と見なすということである．
新規化学物質を生産・輸入する場合は，その 90 日前までに PMN を EPA に提出する必要があ
る．そのため，CNT を生産・輸入する事業者ごとに PMN を提出し，その結果として同意指令を
II-14

II. 基本的情報

受け取ることになる．同意指令は PMN レビューの結果の 1 つの形で，EPA が「ある特定の条件
と合意された予防措置のもとでは，不合理なリスク (unreasonable risk) を課さない」と判断した
場合に発せられるものである．同意指令において，EPA に提出が求められている内容はすべて同
じとは限らないが，有害性評価に関する内容は次のような項目である．これらに加えてリスク管
理上の一般的な要求も書かれている．
・当該物質のサンプルを１グラムと MSDS (化学物質等安全データシート) の写し (サンプルは
ToxCast プロジェクトで利用)
・当該物質の物理化学的特性データ
・暴露後 3 か月の観察期間を伴う，ラットを用いた 90 日間吸入試験 (気管支肺胞洗浄液 (BALF) 分
析も含む) の結果
EPA は 2010 年 9 月 17 日付の官報において，2 種類の CNT の SNUR の最終ルールを公布した．
対象は，PMN P-08-177 (多層 CNT) と PMN P-08-328 (単層 CNT) と書かれているが，これは英国
の Thomas Swan 社が EPA に届け出た SWCNT と MWCNT (商標名 “Elicvarb”) である．2011 年初
頭段階の EPA による有害物質規制法 (TSCA) に基づく CNT の規制は，現在，2 種類の特定の CNT，
すなわち上記の PMN P-08-177 (Thomas Swan 社の多層 CNT)と PMN P-08-328 (Thomas Swan 社の単
層 CNT) に対してのみ SNUR という形で公布されている．ただ，米国内でまとまった量の CNT
を販売しようとすれば，新規化学物質として届け出て，同意指令を受け取り，最終的に SNUR が
発行されることになるので，事実上，すべての CNT に対して同様な規制がかけられたことになっ
ている．
この先，米国 EPA は TSCA の sec. 4(a)の試験ルール (化学物質の製造業者と加工業者に，当該
化学物質の健康や環境への影響に関する新しい試験データを取得するように要求する条項) を用
いることが予想されている．このルールの発動条件の 1 つは，当該物質がそのライフサイクルを
通して「不合理なリスク」を与えることが推論できる根拠の提示である．また，TSCA の sec. 8(a)
を使って，これまで実施されてきた自発的な情報提供プログラム (NMSP) を強制的なデータ収集
ルールとすることも予想されている．
米国では地方の動きも活発である．カリフォルニア州の有害物質管理省 (Department of Toxic
Substances Control: DTSC) が，健康安全法典 (Health and Safety Code) の 699 章 57018～57020 節に
基づき，2009 年 1 月，州内で CNT の生産・輸入を行う者に対して正式に情報提供の要請を行っ
た．正式なレターは 26 の企業や研究機関に送付された．州政府は事前に，2 度のセミナーと 1 回
のワークショップを開催することなどを通して，州内の CNT の生産・輸入事業者をほぼすべて把
握していたようである．DTSC が提出を要請した情報は以下のとおりである．
* 貴社のバリュー・チェーン (Value Chain) はどのようなものですか？例えば，貴社の CNT は他
社のどのような製品に使用されていますか？どれくらいの量？主要な顧客は誰ですか？
* 労働現場や環境中の貴社の化学物質の存在をモニター (検出して測定) するために用いている
サンプリング，検出，測定方法はどのようなものですか？必要とされるすべてのサンプリング，
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検出，測定，および検証方法について余すところなく説明してください．完全な QA/QC (品質保
証/品質管理) プロトコルを提供してください．
* 製造，流通，使用，最終処分から生ずる環境中での貴社の化学物質の現在のまた予想される存
在量について分かっていることは何ですか？
* 労働安全，公衆衛生，環境の観点から，貴社の化学物質の安全性について分かっていることは
何ですか？
* 研究，開発，製造環境において，労働者を保護するために貴社が用いている方法はどのような
ものですか？
* 環境中に放出された場合，カリフォルニア州の健康安全法典の条項のもとで有害廃棄物に該当
しますか？廃棄された off-spec 材料は有害廃棄物ですか？ いったん廃棄されると，貴社が生産す
る CNT は有害廃棄物ですか？ CNT に対する貴社の廃棄物の取り扱い手法はどのようなものです
か？
欧州では，2012 年に改正が予定されている化学物質の登録，評価，認可，制限に関する規則
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: REACH) が CNT をはじめとする
工業ナノ材料をどのように扱うかが焦点となる．2008 年 6 月，欧州委員会では，これまで免除規
定である Annex 4 (物質固有の特性のためリスクは最小限であることが十分な情報により示されて
いるもの) に含まれていた「炭素」と「グラファイト」を免除規定から外す，すなわち REACH
のもとでの試験を必要とする物質とすることを決めた．これによって，炭素の同素体である CNT
やフラーレンが通常の化学物質と同じ扱いになったことになる．ただし，閾値はまだ 1 トンのま
まであり，すぐにナノスケールの炭素やグラファイトが特別に規制対象となったわけではないし，
既存物質のナノスケールのものは，新規物質とはなっていない．2012 年の REACH 改訂の際にナ
ノ材料をどのように取り込むことができるかについて検討が進められている．
2.1.3 基準値の設定
2007 年に英国規格協会 (British Standards Institution) は，ナノ材料を，繊維状，CMAR (発がん
性，変異原性，アレルギー性，生殖毒性) ，不溶性，溶解性の 4 種類に分けて，それぞれ (情報が
何もない場合の) デフォルトの労働暴露限度を設定した (BSI 2007) ．CNT は「繊維状」に該当し，
米国労働安全衛生庁 (Occupational Safety and Health Administration: OSHA) がアスベストについて
定めた PEL (許容暴露限度) である 0.01fibres/L が当てはまる．
米国 NIOSH は，ナノテクノロジー研究センター (Nanotechnology Research Center: NTRC) にお
いて，CNT についての有害性評価や暴露評価の研究が精力的に実施されている．2008 年 4 月，
NIOSH は官報 (Federal Register)に「SWCNT および MWCNT を含む CNTs に関する情報提供のお
願い」を発表し，事業者に次のような情報の提供をお願いした．
1. CNT に関する in vitro および in vivo 試験に関する報告書や知見
2. CNT へ暴露された労働者において観察された健康影響についての情報
3. CNT が使用されている職場や製品に関する情報
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4. 暴露がありうる仕事内容やシナリオの記述
5. 労働現場の暴露データ
6. 暴露可能性がある職場で使用されている対策に関する情報 (工学的対策，作業管理，個人用保
護具など)
ここで集まったデータや，研究所内での実験データに基づき，NIOSH は 2010 年 12 月に，最新
情報広報 (CIB63) 「カーボンナノチューブとカーボンナノファイバーの職業暴露 (草稿) 」を発
表し，パブリックコンサルテーションにかけられた．文献レビューをもとに，2 種類の MWCNT
(Bayer 社の Baytube と Nanocyl 社の NC7000) の亜慢性吸入試験データ (Ma-Hock et al. 2009 と
Pauluhn 2010) にベンチマーク用量法を当てはめ，ヒトの生涯労働時間の気中濃度で表したベンチ
マーク濃度 (10％過剰リスクを生じる用量) の 95％信頼下限値 (BMCL) として，0.19～1.9μg/m3
が導出された．これらの数字が NIOSH の開発した「NIOSH メソッド 5040」という CNT 気中濃度
の計測手法の定量限界 (LOQ) の上限値である 7μg/m3 を下回ったために，暫定的に 7μg/m3 を REL
とした．対象は，MWCNT だけでなく，SWCNT とカーボンナノファイバー (CNF) も含まれる．
ただし，米国における事業所の作業環境基準値としては，実質的に使われているのは米国産業衛
生専門家会議 (American Conference of Industrial Hygienists: ACGIH) が勧告する許容限界値
(TLVs) である．公的機関から出ている数字には，OSHA が作る法的拘束力がある PEL (許容暴露
限度) がある．米国 NIOSH が作成する REL には法的拘束力がないうえに，事業者は ACGIH の
TLVs を用いて管理しているために本来はあまり影響力がない．しかし，CNT については，世界
で初めて公的機関が提案した具体的な作業環境基準値であるという意味において，その導出方法
やロジックなどが広く影響力を持ちうる可能性がある．（NIOSH の上記 CIB63 については、本評
価書第Ⅴ章第 3.4 節で詳細に検討されている）
2.1.4 ラベリング
工業ナノ材料の使用に対してラベリングを要求する動きが欧州で強い．すでに化粧品について
は指令が議会を通っており，成分表示において成分名のあとにカッコ付きでナノと記述すること
が求められている．この他に，ナノ材料を利用した食品にラベリングを求めていた新規食品規制
はクローン食品に対する扱いが議会と理事会の間で合意に至らずに廃案になった．また「電気電
子機器における特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令 (RoHS 指令) 」改正案
は，欧州議会の環境公衆衛生食品安全委員会 (ENVI) で 2010 年 6 月に可決された改正案には，
「消
費者暴露につながりうるナノ材料を含む電子電気機器にラベルすべき」という条項があったが，
2010 年 11 月 24 日に欧州議会本会議で可決された最終案からは削除された．
また，国際標準化機構 (ISO) でも，もともと欧州標準化委員会 (CEN) で作成されてきた「工
業ナノ物体および工業ナノ物体含有製品のラベリングに関する手引き」という規格案が，技術協
力協定 (ウィーン協定) に基づき，ISO においても並行投票が行われた．ラベリングの対象は CNT
に限らずナノ材料一般であった．しかし，2011 年，最終投票において，ISO においても CEN にお
いても否決された．
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2.1.5 使用の禁止や制限
先に挙げた RoHS 指令改正案の，欧州議会，環境公衆衛生食品安全委員会 (ENVI) で可決され
た改正案には，制限あるいは禁止物質を定めた附属書 IV に，当初からの 6 物質に加えて，「銀ナ
ノ粒子 」および「長い多層 CNT」が加えられた．ともに，許容濃度は「検出限界値」とされ，
事実上の使用禁止を提案するものであった．「長い多層 CNT」の「長い」の定義は明示されてい
ないが，2008 年に出た Poland et al. (2008)を根拠にした，いわゆる「繊維仮説」に基づいているこ
とは明らかである．マウスの腹腔内に長さの異なる CNT やアスベスト繊維などを投与し，1 日後
と 7 日後に解剖した結果，長い繊維にのみ炎症反応 (多核白血球，タンパクの浸出) が見られた．
この場合の「長い」はおよそ 15μm とされ，この理由としてマクロファージの貪食能を超えるか
らであるという仮説が提唱されている．しかし，先に述べたように，2010 年 11 月 24 日に欧州議
会本会議で可決された最終案からは削除された．

2.2 国際機関での取り組み
2006 年，OECD は，環境健康安全 (EHS) プログラムのうち工業ナノ材料の安全性プログラム
を実施する組織として工業ナノ材料作業部会 (Working Party on Manufactured Nanomaterials:
WPMN) を設置した．WPMN の本会合は年に 3 回開催されている．現在，8 つのプロジェクト運
営グループ (SG) が活動している (SG1 と SG2 は合同で実施) ．SG3 による安全性試験スポンサ
ーシッププログラムがこれまで最も活発に実施されてきたプログラムであり，代表的工業ナノ材
料 13 (開始時の 14 から 1 増 2 減) について参加国がデータを持ち寄り，主スポンサー国が文書に
取りまとめることになっている．日本は，フラーレン，SWCNT 及び MWCNT の 3 材料について，
米国と共同でリード・スポンサーになっている (表 II.4) ．

表 II.4 OECD スポンサーシッププログラムにおける CNT
主スポンサー
日本*
米国*

共同スポンサー

日本*
米国*

韓国
BIAC

単層 CNT

多層 CNT

コントリビューター
カナダ
フランス
ドイツ
欧州委員会
中国
BIAC
カナダ
フランス
ドイツ
欧州委員会
中国
BIAC

BIAC：経済産業諮問委員会
*：代替試験方法も実施

2011 年 1 月からは次期 (フェーズⅡ) スポンサーシッププログラムのあり方についての本格的
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な議論が始まった．2011 年 11 月の第 9 回 WPMN 会合では，今期 (フェーズⅠ) スポンサーシッ
ププログラムの総括をすることになっている．

2.3 日本での動き
日本における省庁レベルの動きは，国立立医薬品食品衛生研究所による研究発表 (Takagi et al.
2008) がきっかけとなった．厚生労働省は，2008 年 2 月 7 日，
「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」と題する通達を発表し，事業者や
都道府県の担当者に連絡した (厚生労働省労働基準局長 2008) ．東京都は，Takagi et al. (2008)に
加えて，東京都健康安全研究センターでの同様な実験結果を受けて，2008 年 2 月 22 日，
「カーボ
ンナノチューブ等に関する安全対策について」とする国へ対策要求を発表した (東京都福祉保健
局長 2008) ．その後，6 月に，参議院には，CNT への安全対策や予防策に関する質問主意書が提
出された．4 月以降，厚生労働省，経済産業省，環境省において，工業ナノ材料に関する検討会
がそれぞれ開催され，2009 年 3 月までに報告書が公表された．このあとには，2.1 節で取り上げ
た経済産業省による 6 材料の情報収集が行われた．
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第 III 章

暴露評価

CNT に関わるリスクを評価するには，その有害性の定量的な評価とともに，暴露が起こりうる
過程・状況の把握と，その暴露量の定量的な見積りが必要である．
CNT への暴露を考えた場合，CNT を粉体として直接取り扱う作業における暴露 (たとえば，
CNT の製造・使用現場などの作業環境) と，CNT が含まれた応用製品 (たとえば，リチウムイオ
ン電池やプラスチック樹脂) の製造から廃棄までのライフサイクルにおける暴露に大別される．
本章では，1 節で前者について，2 節で後者について評価する．
ヒトへの暴露経路は，呼吸に伴う吸入暴露，皮膚接触による経皮暴露，摂食による経口暴露の
3 つの大きく分けられるが，ここでは，CNT の作業環境等において主要な暴露経路と考えられる
吸入暴露を対象とする．

1. CNT を粉体として直接取り扱う作業における CNT 暴露
単一の分子として存在する一般のガス状化学物質の場合は，その暴露量を重量という一つの指
標で表すことができたが，CNT は，繊維径，繊維長さ，構造，形状，凝集状態 (凝集サイズ)，表
面状態などが様々であり，単一の指標でその多様な性質の違いを表すことができない．また，こ
れらの各要素と有害性との関係が明らかでなく，暴露量を表すのにどのような指標が適切なのか
定まっていない．
現状の気中粒子の計測は，有害性との関連で適切な指標かどうかということより，技術的な適
用性から，リアルタイムエアロゾル計測器によるナノサイズからミクロンサイズまでの粒径別粒
子個数濃度の測定や，フィルターやインパクターなどで粒子を捕集して，粒子重量測定，化学分
析，電子顕微鏡観察などが主に行われている．付録 A に作業現場における CNT 等ナノ材料の気
中計測について，一般的な手法をまとめた．リアルタイムエアロゾル計測器で得られる粒子径は，
球形近似の粒子径である．付録 A には，主なリアルタイムエアロゾル計測器についての概要とリ
アルタイムエアロゾル計測器で得られる様々な球形近似の粒子径 (空気力学径，電気移動度径，
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光散乱径) についての，簡単な説明も示した．リアルタイムエアロゾル計測器で得られる粒子径
は，凝集粒子の場合は，一次粒子径ではなく，二次粒子径 (凝集粒子径) である．
CNT の排出・暴露に関する研究としては，実際の CNT 製造・使用現場での環境濃度や個人暴
露濃度を測定した研究 (現場調査) と，実験室で模擬的に CNT を排出させた研究 (模擬排出試験)
がある．1.1 節および 1.2 節で，それぞれ現場調査および模擬排出試験に関する国内外の研究をレ
ビューし，工程ごとの排出・暴露可能性や，排出 CNT の気中濃度，サイズ，形状，凝集状態など
の情報を整理する．そして，1.3 節では，CNT を取り扱う作業者の CNT への吸入暴露濃度を整理
する．
ここでは，単層カーボンナノチューブ (single-wall carbon nanotube: SWCNT)，多層カーボンナ
ノチューブ (multi-wall carbon nanotube MWCNT)だけでなく，カーボンナノファイバー (carbon
nanofiber: CNF) に関する情報も取り扱う．

1.1 現場調査
現場調査に関する既存研究を 1.1.1 節に，NEDO プロジェクト (P06041) の研究を 1.1.2 節にま
とめ，考察およびまとめを 1.1.3 節に示す．

1.1.1 既存研究
CNT を対象とした現場調査の既存研究を，以下にまとめる．

(1) Maynard et al. (2004)：SWCNT の回収プロセス
Maynard et al. (2004) は，レーザーアブレーション法または HiPco 法により製造した SWCNT 材
料を取り扱う以下の米国の 4 施設でエアロゾルの計測を行っている．
・アメリカ国立航空宇宙局 (National Aeronautics and Space Administration: NASA) のジョンソン
宇宙センター (Johnson Space Center: JSC) のレーザーアブレーション施設：SWCNT 材料の
回収および清掃時にサンプリングが行われた．高性能エアフィルター (high efficiency
particulate air filter: HEPA) を備えた掃除機が使われたが，フィルターが正常にセットされて
いなかったため，ダストの再浮遊が起こった．
・ライス大学における HiPco プロセスの回収シミュレーション：SWCNT 材料の回収のシミュ
レーションとして，ナノチューブを集めるのに使う二つのバケツの間で，事前に生成してお
いた SWCNT 材料を移し替える作業が行われた．充填，注ぎ込み，掃除の間，サンプリング
が行われた．掃除は低効率フィルターを備えた掃除機で行われた．
・Carbon National, Inc. (CNI) におけるレーザーアブレーションプロセスの回収シミュレーショ
ン：場所が狭いことから，レーザープロセスのコレクションチャンバーは製造システムから
はずされ，清浄空気を導入した囲いの中に移された．チャンバーを開け，SWCNT 材料を回
収し，掃除をする間，サンプリングが行われた．掃除は，掃除機を外に置き，ホースのみが
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中に入れられた．
・CNI における HiPco プロセスの回収シミュレーション：コレクションチャンバーは製造シス
テムからはずされ，清浄空気を導入した囲いの中に移された．チャンバーを開け，SWCNT
材料を回収し，掃除し，囲いを取り除く間，サンプリングが行われた．掃除は，掃除機を外
に置き，ホースのみが中に入れられた．
SWCNT はいずれも未精製のものであり，ナノサイズの触媒金属粒子や CNT 以外のカーボンを
含んだものであった．
エアロゾルの個数濃度が，凝縮粒子計数器 (condensation particle counter: CPC，球相当径約 10 nm
～1 μm の総個数) と，光散乱式粒子計数器 (optical particle counter: OPC，光散乱径 300 nm より大
きな粒子の粒径別個数) により計測された．粒子密度を 1 g/cm3 として，OPC の個数濃度の結果
から，エアロゾルの重量濃度が推定された．環境中のバックグラウンドエアロゾルの影響を低減
するために，作業場の周囲をシートで被い，HEPA フィルターを通した清浄空気が導入された．
SWCNT 材料のハンドリング時において，エアロゾルの個数濃度および重量濃度の明確な増加
は見られなかった．濃度の増加は，作業者がハンドリング前に囲いの中に入るときおよび掃除機
を使ったときに見られた．掃除機使用中の粒子濃度の上昇 (ピーク濃度は 104～105 個/cm3) は，
掃除機本体を囲いの中に置いた場合に見られ，掃除機の排ガスと関連していると考えられたが，
排出粒子が SWCNT のエアロゾル化なのか，掃除機のモーターブラシに由来する粒子なのかは分
からなかった．
フィルターによる総粉じんの捕集 (作業環境サンプリングと個人暴露サンプリング) も行われ
た．捕集粒子中の金属が，誘導結合プラズマ原子発光分光 (inductively coupled plasma atomic
emission spectrometry: ICP-AES) で分析された．測定された金属の量と，SWCNT 材料中の触媒金
属の含有量から，SWCNT の気中濃度は 0.7～53 μg/m3 と推定された (表 III.1)．
捕集粒子の形態が，走査型電子顕微鏡 (scanning electron microscope: SEM) によって観察された．
HiPco 製の SWCNT 材料のハンドリング時の排出粒子では，100 μm～1 mm の大きさの比較的オー
プンなナノロープ構造の粒子が見られた．そして，多くのミクロンサイズの粒子はコンパクトな
構造を持っており，SWCNT ではなかった．対称的に，レーザーアブレージョン製の SWCNT 材
料のハンドリング時の捕集粒子では，ミクロンサイズのナノロープ構造の SWCNT 粒子が見られ
た．そして，ミリメートルサイズのナノチューブの塊は見られなかった．バルク材料の SEM 観
察では，ナノロープとその他の形態のカーボンからなるこれらのコンパクトな粒子は，両方の製
造プロセスの未精製材料で共に一般的に見られるものであった．
SEM で観察されたような HiPco 製の非常に大きな SWCNT の塊は，肺の中まで吸入されるサイ
ズではなく，また，表 III.1 の触媒金属の量から推定した HiPco 製 SWCNT の気中濃度 36 および
53 μg/m3 は，肺まで到達しない大きさの粒子を含んだものである．
作業者が通常使っているゴム手袋の上に綿手袋をかぶせることにより，作業中の潜在的な皮膚
への SWCNT 負荷も調査された．付着した触媒金属の量を指標に推定した作業時のグローブへの
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SWCNT の付着量は，片手につき 0.2～6 mg であった．この結果は，手袋をしなかった場合，経
皮暴露が生じるうることを示した．
Maynard et al. (2004) は，対象 SWCNT 材料を遠沈管にいれ，汎用の試験管撹拌器で撹拌すると
いう模擬排出試験も行っている (1.2.1 節参照)．

表 III.1 作業者の総粉じん暴露サンプルからの推定 CNT 気中濃度
サンプルボリュ
Fe 質量
Ni 質量
推定 CNT 濃度 a
3
[µg]
[µg]
[µg/m3]
ーム[m ]
1.89
[0.03]
0
フィールドブランク平均
－
(−0.49)
[0.029]
0.139
[0.70]
NASA JSC (レーザーアブレーション)
0.86
(−0.01)
0.079
36.29
ライス大学 (HiPco)
(−0.34)
0.284
0.096
9.86
CNI (レーザーアブレーション)
CNI (HiPco)
1.91
0.178
0.132
52.73
a：鉄とニッケルの値はブランクを差し引いた後の値である．CNT の濃度は，CNT 中に含まれる触媒金属 (ニッ
ケルと鉄の合計) の質量割合が 30%であると仮定して推定されている．定量限界未満の値は角括弧で示されて
いる．鉄の検出限界 0.0643 µg，定量限界値 0.212 µg．ニッケルの検出限界:0.0182 µg，定量限界: 0.0601µg．
出典：Maynard et al. (2004).
施設

(2) Han et al. (2008)：MWCNT の製造・取り扱い実験室
Han et al. (2008) は，熱 CVD 法による MWCNT の製造・取り扱いを行う韓国の研究実験室にお
いて，管理対策 (換気の改善や囲い込みなど) の前後の MWCNT 排出状況を調査している．
フィルターによる粒子捕集 (作業環境サンプリングと個人暴露サンプリング) により，総粉じ
ん濃度が測定された．また，走査型透過電子顕微鏡 (scanning transmission electron microscope:
STEM) により，フィルターに集められた MWCNT の個数が数えられた．様々な工程の中で，顕
著な MWCNT 排出が見られたのは，MWCNT を金属と混合する実験室 (実験室 C) であり，管理
対策前の総粉じん濃度は 210～430 µg/m3，MWCNT の個数濃度は 172.9～193.6 MWCNTs/cm3 であ
った (表 III.2)．ただし，管理対策後は，これらの濃度は大幅に減少した．
STEM 観察において，様々な形の MWCNT (一本単独の MWCNT，複数のチューブが集まった
MWCNT，MWCNT の凝集塊) が見られた．チューブの径は約 50 nm (個人暴露サンプル 52.3±18.5
nm，作業環境サンプル 56.0±23.5 nm)，チューブの長さは約 1.5 µm (個人暴露サンプル 1472.8±
980.5 nm，作業環境サンプル 1760.2±1198.5 nm) であった．
管理対策前の実験室 C では，エアロゾル計測器によるリアルタイムモニタリングも行われた．
MWCNT と金属の混合機を開けた際に，比較的大きな粒子を対象としたエアロダイナミックパー
ティクルサイザー (aerodynamic particle sizer: APS) による気中粒子個数濃度 (空気力学径約 500
nm～20 µm) は上昇が見られ，バックグラウンド室内空気に対して，特に，空気力学径 2～3 µm
の粒子の個数濃度が高くなっていた．また，このとき，エサロメーター (aethalometer) によるブ
ラックカーボン濃度も，200 µg/m3 まで上昇した．一方，比較的小さな粒子を対象とした走査型移
動度粒径測定器 (scanning mobility particle sizer: SMPS) による気中粒子個数濃度 (電気移動度径
14～630 nm) は，オイル真空ポンプを使用時にオイルミスト由来と見られる濃度の上昇が見られ
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たが，混合機を開けた際には，濃度の上昇が見られなかった (実験室のバックグラウンド濃度は
約 10,000 個/cm3)．
表 III.2 CNT 研究実験室の総粉じん濃度と CNT 数
サンプル
個人暴露

熱 CVD

ND

A

作業環境

熱 CVD

ND

NM

管理対策前

管理対策後

CNT 数[Tubes/cm3]
管理対策前

管理対策後

ND

ND

0.08

38.8

ND

ND

ND

0.018

Al/CNT ボールミル

ND

作業環境

秤量

113.3

ND

ND

1.997

作業環境

秤量/噴霧

36.6

NM

ND

NM

個人暴露

CNT 溶液の噴霧

30.9

混合

作業環境

混合

作業環境

混合

ND
193.6
(混合機を
開ける)
172.9
(混合機を
開ける)
NM

0.008

個人暴露

193
331.7
(混合機を
開ける)
434.5
(混合機を
開ける)
209

個人暴露
B

工程

総粉じん濃度[µg/m3]

実験室

C

ND
(囲いの中)
ND
(囲いの中)
ND

0.018
(囲いの中)
0.05
(囲いの中)
ND

ND：非検出，NM：未測定
出典：Han et al. (2008)

(3) Lee et al. (2010)：MWCNT の製造・取り扱い作業環境
Lee et al. (2010) は，MWCNT (径や詳細は不明) の製造やハンドリングを行う 7 つの作業現場 (3
つの工場，2 つの研究施設，2 つの実験室) において，暴露評価をしている．
エアロゾル計測器 (SMPS，OPC) により，ナノ粒子やファイン粒子 (サブミクロンサイズの粒
子) の排出が，MWCNT 合成後の CVD のカバーの開放時，触媒のプレパレーション，CNT 溶液
の吹き付け，CNT のプレパレーション，超音波による分散，ウェーハーの過熱，水浴のカバーの
開放時に検出された．ただし，これらの排出粒子が CNT なのか，それ以外の粒子なのかは，著者
らは必ずしも特定していない．CNT の排出を確認しているのは，CVD 合成，秤量，袋詰め，分
散を行っていた一施設 (Workplace C, 自然換気) のみであった．Han et al. (2008) と同様の方法に
より，その施設の部屋で捕集したフィルターサンプルから MWCNT を数えて求めた気中 MWCNT
の個数濃度は 0.00312 tubes/cm3 であった．また，その施設で，フィルターによる粒子捕集により
計測された総粉じん濃度は，個人暴露サンプリングで 42～290 μg/m3，作業環境サンプリングで
31～120 μg/m3 であった．CVD を開けた際に，インパクターで捕集した粒子の透過型電子顕微鏡
(transmission electron microscope: TEM) による観察では，単独の MWCNT 繊維は見られず，凝集
した MWCNT の排出が見られた．また，鉄やアルミニウムなどの触媒金属の排出も確認された．

(4) Methner et al. (2007)：CNF を使用した高性能ポリマー複合材料製造実験室
Methner et al. (2007) は，CNF を使用した高性能ポリマー複合材料を製造する米国の大学研究実
験室において，作業中の気中への CNF 放出と，作業者の CNF への暴露可能性を評価するための
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調査を行っている．
まず，実験室の実地調査により，暴露候補源として，以下の工程が選出された．
・成型された CNF 含有複合材料の裁断 (chopping)
・フード外のプラスチック容器からフード内の秤量用小ビーカーへの約 1 ポンド (=約 450 グラ
ム) の CNF の移し入れ
・局所排気のない，フードの外に置かれた 5 ガロン (=約 20 リットル) の混合容器への CNF の
移し入れとアセトンとの機械的混合
・湿式切断機を使用した複合材料の切断
・開放ベンチトップ上での，オーブンで乾燥したエポキシコート CNF の篩い分け (大きな塊の
除去)
これらの工程について，詳細な調査が行われた．CNF の存在のマーカーとして，気中に浮遊す
る吸引性粉じん (定義は図 III.1 参照) や，床や台などの表面に付着する粒子をフィルターに収集
し，全炭素 (total carbon: TC) 量を測定したところ，実験室内の気中 TC 濃度は，周辺オフィスの
2～64 倍 (表 III.3)，実験室表面 7 ヵ所の TC 負荷量は，一般領域の床表面の 3～30 倍であった (表
III.4)．さらに，実験作業員の机の近くで採取した床表面サンプルの TC 負荷量は，より離れたオ
フィス領域のサンプルの 11 倍であり (表 III.4)，実験室から隣接オフィスへの CNF の移動 (おそ
らく履物による) があると考えられた．

1.0
吸引性粉じん
(inhalable)

通過率

0.8
0.6
0.4
0.2

吸入性粉じん
(respirable)

咽頭通過性
(thoracic)

0.0
1

10

100

空気力学径[µm]

図 III.1 吸引性粉じん，咽頭通過性粉じん，吸入性粉じんの定義
ISO (1995)：ISO 7708 Air quality - Particle size fraction definitions for health-related sampling
吸引性粉じん (inhalable)：気中から鼻孔または口を通って吸入される粒子．
咽頭通過性粉じん (thoracic)：気中から鼻孔または口を通り咽頭を越えて肺に向かう粒子．10 µm 粒子で 50%．
吸入性粉じん (respirable)：肺胞まで届く粒子．4 µm 粒子で 50％．
解説：吸引性粉じん濃度，咽頭通過性粉じん濃度，吸入性粉じん濃度とは，上図のような透過率 (捕集効率) に
なるように設定されたサンプラーで粒子捕集した場合の重量濃度である．例えば，吸入性粉じん濃度は，インパ
クターやサイクロンなどにより肺に入らないような粗大粒子を取り除いて，4 µm 粒子で 50%が捕集されるように
設定されたサンプラーによる重量濃度である．なお，開放 (オープンフェイス) 型のフィルターホルダーで捕集
した粒子の濃度が総粉じん濃度とされるが，実際には 10 µm を超えるような大きな粒子がどの程度捕集されるか
は，フィルター前面の向きや吸引速度に依存する．吸引性粉じん濃度は，上図のようにある程度の大きな粒子ま
で捕集できるような吸引速度で設計されているので，一般に，吸引性粉じん濃度>総粉じん濃度である．

様々なエアロゾル計測器により，各工程中のリアルタイムモニタリングも行われた．CPC によ
III-6

III. 暴露評価

り，計 11 種の工程の間，気中粒子個数濃度 (球相当径約 10～1000 nm の総個数) の測定が行われ
たが，屋内の粒子濃度はいずれも屋外のバックグラウンド濃度を超えていなかった．しかし，非
換気域で行なわれる CNF の秤量および混合工程 (共に CNF の移し入れが伴う)，そして，複合材
料の湿式切断時の気中粒子濃度は，実験室のバックグラウンド濃度 (約 10,000～15,000 個/cm3)
より若干上昇していた．拡散チャージャーによるエアロゾルの表面積濃度は，11 種の工程中にバ
ックグラウンド値を上回る顕著な上昇は見られなかった．光散乱式粉塵計による重量濃度
(PM10) は，複合材料の湿式切断時は，実験室内の直前のバックグラウンド値 (約 50 µg/m3) の約
3 倍であり (ピーク濃度は約 160 µg/m3)，CNF の秤量および混合時は，若干増加した程度であっ
た (ピーク濃度は約 40 µg/m3，直前のバックグラウンド濃度は約 10 µg/m3)．電子式低圧インパク
ター (electrical low pressure impactor: ELPI) による個数濃度の粒径分布では，空気力学径が 30～
200 nm の粒子が最も多かったが，これは屋外大気の侵入によるものと考えられた．複合材料の湿
式切断時には，空気力学径が約 400 nm 以上の粒子数が増加しており，CNF の秤量および混合時
には，空気力学径が約 500 nm 以上の粒子数が増加していた．
静電捕集器により捕集された気中粒子の TEM 観察によれば，繊維の多くは単独の繊維ではな
く，緩く結束した 100 nm を超える凝集体であった．この結果は，リアルタイム計測器のデータ
とほぼ一致していた．
なお，この調査は，様々な工程中における CNF 放出の程度を明らかにするようデザインされた
ため，この結果を作業者への暴露に直接関連付けることは適切ではないとされている．サンプリ
ングは，CNF 放出源から数フィート以内であった．
この報告内では，使用している CNF 原料についての製造法やサイズなどの詳細な情報の記述は
ないが，捕集気中粒子の TEM 写真を見れば，CNF の繊維径はおよそ 80～150 nm であった．
表III.3 吸引性粉じんサンプルの全炭素 (TC) 濃度
気中TC濃度
[μg/m3]
1
64
CNF材料の秤量
2
93
CNFと溶媒の混合
3
55
一般領域 (フード付近の棚の上)
4
221
作業台：半乾燥製品の取り扱い
5
1,094
湿式切断：CNF複合材料の切断
6
33
リアルタイム計測器を乗せたカート：様々な場所
7
30
リアルタイム計測器を乗せたカート：様々な場所
8
15
オフィスバックグラウンド (一般エリアのプリンター近く)
9
19
オフィスバックグラウンド (一般エリアのピアノの上)
a：オフィスバックグラウンドTC濃度はサンプル8と9より，17 μg/m3とした．
出典：Methner et al. (2007)
No.

測定場所および作業
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3
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表III.4 表面サンプルの全炭素 (TC) 濃度
No.

155
77
100
100
300
36
36
155
36

0.57
3.68
1.40
1.64
0.39
1.44
0.65
0.76
17.5

オフィスバ
ックグラウ
ンドとの比a
－
6.5
2.6
2.9
0.7 b
2.6
1.1
1.3
30.7

36

7.25

12.7

155

6.26

11.0

サンプル採取 表面のTC負
表面積 [cm2] 荷量[μg/cm2]

サンプル採取場所

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

実験室の外にあるオフィス一般エリアの床
ミル装置付近
フード付近にある金属製ラックの最下段
フード付近にある金属製ラックの上から2段目
秤付近にある作業台 (別の実験室)
CNF材料の秤量後の秤付近にある実験フードの内側表面
ヒュームフードの内側表面の中央部
混合合成エリアを出たところの床 (粘着マットの向こう)
実験室の出入り口に最も近いシンクの右側
湿式切断機付近のブレーカーボックスの左側
(ボックス上部は目視で汚染が確認された)
11
実験室作業員の机付近のオフィス床
(濃色の領域が目視できた)
a：オフィス一般領域の床 (サンプル1) との比較．
b：作業台は調査前に職員によって清浄されていた．
出典：Methner et al. (2007)

(5) Johnson et al. (2010)：MWCNT および水酸化 MWCNT の秤量・移し変え時および溶液の超音波
撹拌時のエアロゾル排出
Johnson et al. (2010) は，MWCNT とその水酸化体，およびその他の炭素系ナノ材料 (フラーレ
ン C60，カーボンブラック) について，実験室でそれら (4～200 mg) を秤量し，水の入った撹拌
中のビーカーに移す際と，それらを含む水溶液を超音波撹拌した際の，エアロゾル排出について
調査している．使用された MWCNT は，Cheap Tubes, Inc より購入されたものであり，繊維の外
径が 10～20 nm，長さが 10～30 µm で，純度 95％であった．CPC (球相当径約 10 nm～1 μm の総
個数) と OPC (光散乱径が 0.3～>10 µm の粒子の粒径別個数) により，エアロゾル個数濃度が計測
された．また，フィルターで捕集したエアロゾル粒子の TEM 観察が行われた．計測は排出が生
じるポイントに可能な限り近いポイントで行われた (作業者が直接暴露する濃度ではない)．秤量
およびビーカーに移す作業は，空気を止めた状態のドラフトチャンバー内で行われた．超音波撹
拌は，天然有機物 (Natural Organic Matter: NOM) を 100 mg/L 含む水溶液に 100 mg/L のナノ材料
(MWCNT やその水酸化体など) を加えた試料について，換気のない囲いの中でプローブ超音波処
理装置により 20 分行われた．
MWCNT とその水酸化体に関する CPC と OPC による計測結果を表 III.5 に示す．全作業で作業
時の個数濃度は，バックグラウンドより高かった (ただし，この濃度上昇が，ナノ材料の排出に
よるものなのか，その他の粒子 (液滴飛沫など) によるものなのかは明確でない)．作業時に捕集
したエアロゾル粒子の TEM 観察により，MWCNT 水溶液の超音波撹拌時には 500 nm 程度に凝集
した MWCNT が，水酸化 MWCNT の秤量・移し変え時およびその水溶液の超音波撹拌時には，1
µm より大きな凝集した MWCNT が見られた．凝集していない MWCNT の排出については，粒子
捕集方法の影響もあるかもしれないが，TEM 観察では認められなかった．
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表III.5 MWCNTおよび水酸化MWCNTの秤量・移し変え時および溶液の超音波撹拌時のエアロゾル排出
作業

計測器：粒径範囲
[µm]

作業時の個数濃度
[個/cm3]

CPC: 0.01–1
2,300
OPC: 0.3–0.5
137 c
OPC: 0.5–1
35
OPC: 1–3
4.5
MWCNTの秤量・移し変え
OPC: 3–5
0.11
OPC: 5–10
0.001
OPC: >10
0
CPC: 0.01–1
3,500
OPC: 0.3–0.5
56
MWCNT水溶液
OPC: 0.5–1
25
OPC: 1–3
2.4
(天然有機物100 mg/L含有)
OPC: 3–5
0.14
の超音波撹拌
OPC: 5–10
0
OPC: >10
0
CPC: 0.01–1
1,400
OPC: 0.3–0.5
13
OPC: 0.5–1
4.1
1.9
水酸化MWCNTの秤量・移し変え OPC: 1–3
OPC: 3–5
0.34
OPC: 5–10
0.009
OPC: >10
0
CPC: 0.01–1
1,450
OPC: 0.3–0.5
158 c
水酸化MWCNT水溶液
OPC: 0.5–1
66
OPC: 1–3
6.4
(天然有機物100 mg/L含有)
OPC: 3–5
0.052
の超音波撹拌
OPC: 5–10
0
OPC: >10
0
a：バックグラウンドの個数濃度は，作業前2回，作業後2回の平均値．
b：作業時とバックグラウンドの濃度差．マイナスになる場合は0とした．
c：OPCの定量上限値 (計数損失5%濃度：70個/cm3) を超えた値．
出典：Johnson et al. (2010)

バックグラウンド
の個数濃度a
[個/cm3]
724
14
0.99
0.18
0.056
0.005
0
724
14
0.99
0.18
0.056
0.005
0
724
14
0.99
0.18
0.056
0.005
0
724
14
0.99
0.18
0.056
0.005
0

増加分b
[個/cm3]
1,576
123 c
34
4.3
0.050
0
0
2,776
43
24
2.2
0.086
0
0
676
0
3.1
1.7
0.28
0.004
0
726
145 c
65
6.2
0
0
0

(6) Methner et al. (2010)：米国 NIOSH による現場調査
米国国立労働安全衛生研究所 (National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH) の現
場調査チームは，12 のナノ材料製造・使用現場における現場調査の結果を報告している．そのう
ち 4 つが MWCNT，CNF に関する報告であり，そのうち 2 つは別の論文として詳細な結果が別途
報告されている (上記の (4) および (5) )．ここでは残りの 2 つの CNF の製造施設および MWCNT
の合成実験室に関する結果を示す．CPC (球相当径約 10 nm～1 μm の総個数) と OPC (光散乱径が
0.3～>10 µm の粒子の粒径別個数) により，エアロゾル個数濃度が計測された．CNF の製造施設
においては，フィルターで捕集したエアロゾル粒子の TC 濃度計測および TEM 観察も行われた．
計測は，疑われる排出源に可能な限り近い位置で行われた (よって，作業者が直接暴露する濃度
ではない)．
CPC と OPC による計測結果を表 III.6 に示す．CPC の最高濃度は，MWCNT の合成実験室にお
いて，換気無しで，物質を回収 (harvesting) する際に見られた 42,400 個/cm3 であった．一方，総
粉じん TC 濃度の最高値は，CNF の製造施設において，オーブンで乾燥させたトレイ上の CNF
を空のドラムに手作業で投入する作業時の 1,839 µg/m3 であった．CNF の製造施設においては，
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作業時に捕集したエアロゾル粒子の TEM 観察により，単繊維の CNF が見られた．
表III.6 米国NIOSHによるMWCNT・CNF現場調査結果
施設の
種類.

製造
施設

ナノ材料

CNF 70–200
nm径，
50–100 µm
長
10–20 kg/シ
フト

プロセス

化学気相反応
炉 (chemical
vapor phase
reactor)，化学
処理，乾燥，
袋詰め

MWCNT 20 パルスレーザ
nm径，0.5
ー堆積法
µm長
実験室
(pulsed laser
1–2 mg/バッ deposition),
CVD法
チ

暴露管理

作業

バックグラウ
ンド
屋上排気， 化学処理
HEPA付き 乾燥・移し変
え
集塵機
(shop
すくい取り
vaccum)
(Manual
scooping) (袋
詰め)
バックグラウ
ンド
屋 外 へ の チャンバーの
排 気 が あ 開放，CNT回
る 囲 い 込 収：排気あり
み
チャンバーの
開放，CNT回
収：排気なし

CPC個数
濃度
0.01–1 µm
[個/cm3]

OPC個数
濃度
0.3–0.5
µm
[個/cm3]

N/A

12.6

1.0

12–15

Yes

N/A

53.6–135

5.4–145

31–248

Yes

N/A

84.2–109

11.5–98.4

1,839

Yes

N/A

73.2–127

52.9–140

1,729

Yes

6,600

250

15

N/A

N/A

300

0

0

N/A

N/A

42,400

350

400

N/A

N/A

TEM
OPC個数
総粉じん によるナ
濃度
TC濃度
ノ材料の
0.5–1 µm
[µg/m3]
3
存在確認
[個/cm ]

N/A：データなし．
測定値は，バックグラウンドを差し引いた値．マイナスになる場合は0とした．
太字は，OPCの定量上限値 (計数損失5%濃度：70個/cm3) を超えた値．
出典：Methner et al. (2010)

(7) Bello et al. (2008)：垂直配向した CNT 配向構造体 (CNT フォレスト) の CVD 合成およびその
後のハンドリング
Bello et al. (2008) は，大学研究室における垂直配向した CNT 配向構造体 (CNT フォレスト) の
CVD 合成およびその後の炉からの CNT 回収，基板からの CNT の剥離作業時のエアロゾル排出に
ついて調査している．合成炉内で，触媒を付着した基板上に CNT は約 3 mg/cm2 の密度で，1.5 mm
程度の高さまで成長し，1 本の CNT 繊維の外径は約 8 nm であった．炉の排ガスは，パラフィン
オイルを含む水槽でバブリングさせた後，建物の換気システムへと送られた．合成後の炉は，ヘ
リウムでパージし，温度が下げられた後，開けられた．炉からの回収された基板上の CNT は，局
所排気装置のない実験室の机の上で，かみそりを使って基板から剥離され，エポキシコート剤に
入れられた．一連の作業の間，リアルタイム粒子解析装置 (fast mobility particle sizer: FMPS，電気
移動度径が 5.6～560 nm の粒子の粒径別個数) および CPC (球相当径約 10 nm～1 μm の総個数) に
よるエアロゾルの個数濃度の計測が行われたが，個数濃度の上昇は見られなかった (バックグラ
ウンドの粒子濃度は，4,000～7,000 個/cm3 であった)．また，捕集したエアロゾル粒子の SEM/TEM
観察およびエネルギー分散型 X 線分析による元素分析が行われたが，CNT の排出は認められなか
った．
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(8) Tsai et al. (2009)：SWCNT および MWCNT の CVD 合成炉の排気ガス
Tsai et al. (2009) は，実験室における SWCNT および MWCNT の CVD 合成炉について，その排
気ガス中に含まれる粒子を調査している．合成炉からの排気ガスは，通常の運転では，SWCNT
の合成時には水槽を通して，MWCNT の合成時にはセルロースアセテート製のフィルターを通す
が，この調査では，炉からの実際の粒子排出を見るために，それらの排ガス処理がない状態で行
われた．FMPS (電気移動度径が 5.6～560 nm の粒子の粒径別個数) と APS (空気力学径 500 nm～
20 µm) によるエアロゾルの粒径別個数濃度計測と，捕集粒子の SEM/TEM 観察およびエネルギー
分散型 X 線分析による元素分析が行われた．
SWCNT の合成は，炉内に置いた，触媒を付着させた基板上での生成であった．調査の結果，
SWCNT の合成炉の排気ガスからは，50 nm をピークとした粒子の排出が FMPS により検出され
たが，触媒ありの場合となしの場合で結果は変わらず，また，SEM 観察と元素分析から，排出し
た粒子は CVD 合成プロセスによる副生成炭素粒子と考えられた．この合成法では，触媒は基板
上に付着させてあり，SWCNT はその一端が基板上に付着した状態で生成するため，SWCNT の排
出は起きにくいと考えられた．
一方，MWCNT の合成は，触媒粒子と炭素源を含んだ溶媒を炉内で連続的に気中噴霧すること
により行われ，その液滴が反応炉内に置いた基板や反応炉の内壁面上に付着して，そこから CNT
が生成するというものであった．調査の結果，MWCNT の合成炉の排気ガスからは，およそ 300 nm
より小さな粒子 (最頻値は数十 nm～約 100 nm) の排出が FMPS により検出されたが，TEM 観察
と元素分析から，これらの粒子は副生成炭素粒子や触媒の鉄粒子であることが確認された．触媒
粒子と炭素源の注入温度を高温にした条件においては，炭素粒子や触媒粒子が付着した CNT 単繊
維 (繊維径は数ナノメートル，繊維長さは数ナノメートルから数マイクロメートル) も観察され
た．注入温度が低い時には，触媒粒子を含んだ液滴は，気中で完全に気化せず，反応炉内に置い
た基板や反応炉の内壁面上に付着することにより，そこからの CNT の生成が起こるが，注入温度
が高い時には，触媒粒子を含んだ液滴がすばやく気化し，気中において小さなクラスターから細
いナノチューブの生成が起こると考えられた．このように，触媒粒子を気中に噴霧した合成の場
合，排ガスから触媒粒子が排出され，また，条件によっては，気中で生成した CNT の排出が起こ
りうることが示された．

(9) 鷹屋ら (2010)：MWCNT 製造工場における袋詰め作業
鷹屋ら (2010) は，CVD 法による MWCNT 製造工場において，袋詰め作業時のエアロゾル排出
について調査している．事業所では，2 つの異なる建屋内で，2 種類の方式で袋詰め作業が行われ
ていた．ひとつは手作業による袋詰めで，大袋に取り出した製品を作業者がひしゃくを用いて，
小袋に小分けし，袋の密閉が行われた．もう一ヶ所では，製造装置から直接無人で袋詰めをする
自動製袋機による袋詰めであった．袋詰め作業場所近傍において，エアロゾル計測器 (SMPS，
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OPC) による気中粒子個数濃度の計測と，重量濃度，炭素成分 (元素状炭素：EC) 分析，電子顕
微鏡観察用の試料採取が行われた．また，個人サンプラーを用いて，呼吸域の気中粒子を捕集し，
吸入性粉じん濃度が計測された．
手作業の袋詰め時において，大袋への袋詰め工程で，100 nm～1 µm の粒子の個数濃度の上昇が，
観察された．100 nm 以下の粒子や，小分け作業時，自動工程の袋詰めでは，作業と関連する粒子
濃度変化は観察されなかった．
手作業の袋詰めの際の作業者の個人暴露濃度 (表 III.7) は，総粉じん濃度が 2,390 µg/m3 (EC 濃
度 63µg/m3)，吸入性粉じんが 390 µg/m3 であった．一方，自動化された袋詰めの場合，作業者の
個人暴露濃度は，総粉じん濃度が 290 µg/m3 (EC 濃度 9 µg/m3)，吸入性粉じんが 80 µg/m3 (バック
グラウンド粒子含む) と大幅に減少していた．
表III.7 MWCNT製造施設の袋詰め作業：総粉じん濃度および吸入性粉じん濃度
総粉じん
[µg/m3]

環境濃度
作業者の暴露濃度

外気
袋詰め：手作業
袋詰め：自動工程
袋詰め：手作業
袋詰め：自動工程

170
240
240
2,390
290

吸入性粉じん
[µg/m3]
–
–
–
390
80

総粉じん
元素状炭素
(EC) 濃度
[µg/m3]
1
68
27
63
9

出典：鷹屋ら (2010)

1.1.2 NEDO プロジェクト (P06041) の研究
産総研のスーパーグロース (SG) 法による SWCNT 製造実験室において，CNT の排出調査を行
った (詳細は Ogura et al. 2011 参照)．
CNT は，炉内において，触媒を付着させた基板上に生成し，典型的なケースでは，約 3 nm 径
のチューブが，約 5.2 ×1011 tubes/cm2 の密度で，約 2.5 mm の高さまで成長し，垂直配向した CNT
配向構造体 (CNT フォレスト) として得られる (Hata et al. 2004; Futaba et al. 2006)．基板上に生成
した CNT は，基板から簡易に剥離することができ，基板上の触媒粒子と分離できることから，本
方法で生成される CNT は，金属触媒などの不純物が非常に少ないという特徴を持つ (炭素純度
99.98％以上)．BET 表面積は，1,000 m2/g 以上である．
CNT の合成，CNT の基板からの剥離回収 (①サイクロン掃除機を CNT 回収装置として使用し，
剥ぎ取りながら吸引・回収，または，②手でへらを使って剥離後，容器に回収)，CNT の容器間
の移し替え，比表面積 (BET) 測定などの間の CNT 排出状況を調査した． CNT の取扱量は数 g
～数十 g のレベルであった．エアロゾルの個数濃度を，CPC (球相当径約 10 nm～>1 µm の総個数)
や OPC (光散乱径 0.3～0.5, 0.5～1, 1～3, 3～5, 5～10, >10 µm の 6 区分の個数) で計測した．また，
フィルターでエアロゾル粒子を捕集し，SEM 観察を行った．本調査は，CNT のハンドリングの
際にどのような粒子が発生しうるか (濃度，サイズ，形状，凝集状態など) という情報を得るた
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めに，作業者への直接の暴露には関係がないグローブボックス内部やドラフトの中など，予想さ
れる粒子排出部のごく近傍を中心に計測を行った．
エアロゾルの個数濃度の上昇が見られた工程について，作業時，作業前，その増加分の結果を
表 III.8 に示す．相対的に高い濃度が見られた工程は，基板上に生成した CNT をグローブボック
ス内でへらで剥離して容器に集める作業と，CNT の剥離回収装置として使用していたサイクロン
掃除機の排気フィルターをドラフトチャンバー内でエアー吹き付けで掃除する作業であった．そ
の他，CNT の入った容器を軽く撹拌後にふたを開けた瞬間や，CNT の容器間の移し替え時にも粒
子個数濃度の上昇が見られた．特殊なものとしては，剥離回収装置として利用していたサイクロ
ン掃除機の排気ガス中の粒子個数濃度が，剥離回収作業に伴い上昇した．エアー吹き付けで掃除
する作業および容器間の移し替え時の OPC による粒径分布を図 III.2，図 III.3 にそれぞれ示す．
サイクロン掃除機内部にはサイクロンに加えて，プレフィルターと HEPA フィルターがあり，
そこで粒子は捕集されるはずであるが，粒子の排出が見られた．その原因として，フィルターの
周囲のパッキングからの漏れが疑われた．
これらの濃度上昇はグローブボックス内やドラフトチャンバーの中で見られたものであり，ま
た，作業者は保護マスクを身につけているため，これらの濃度は実際に作業者が暴露しているも
のではない．また，濃度上昇は瞬間的なものであり，表 III.8 に示した濃度は作業時間の平均的な
ものではない．よって，これらの値を作業者の平均的な暴露量とみなすことは適切でない．ただ
し，適切に囲い込みや局所排気装置，保護具などが使われなかった場合には，瞬間的にこのよう
な濃度の暴露が起こりうるといえる．
上記の濃度上昇が見られた各工程の際に，グローブボックス内やドラフトチャンバーの中で捕
集したエアロゾル粒子を SEM で観察したところ，繊維が複雑に絡み合った束状あるいは塊状の
CNT 粒子が観察された．これらは CNT フォレストの破片と考えられる．一例として，基板上に
生成した CNT をグローブボックス内でへらで剥離して容器に集める作業中にグローブボックス
内で捕集したエアロゾル粒子の SEM 写真を図 III.4 に示す．小さなものでは 100 nm 程度のものか
ら，大きなものでは数百 µm 程度のものまで観察された．ただし，100 nm より小さな CNT につ
いては，粒子の捕集効率の問題と，SEM の分解能の限界もあり，SEM での確認は難しかった．
CNT の合成時および反応炉からの基板の取り出し時，BET 測定の前処理や測定時においては，
CNT の排出かその他の粒子か分からない気中粒子個数濃度の若干の上昇が一部認められたが，フ
ィルターに捕集したエアロゾル粒子の SEM 観察において，CNT は認められなかった (CNT の検
出確率にポアソン分布を仮定したときの 95％上限値は<0.043 個/cm3)．
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表 III.8 産総研 SWCNT の製造実験室における作業時のエアロゾル排出 a
個数濃度
CPC
約 10～1,000 nm
[個/cm3]

工程

個数濃度
OPC b
光散乱径 300～1,000 nm
[個/cm3]

個数濃度
OPC b
光散乱径 1,000～10,000 nm
[個/cm3]

基板上に生成した CNT をへらで剥
500～1000 nmの値 c
5,700 (1,400)
130 (0.0098)
離して容器に集める作業
200 (0.22)
(グローブボックス内)
CNT を含むダストの付いた掃除機
2,600 (1,100)
300 (22)
69 (0.097)
のフィルターをエアーで掃除
(ドラフト内)
CNT の剥離回収装置として使用し
520 (160)
4.9 (0.79)
0 (0.014)
たサイクロン掃除機の排気ガス
(ドラフト内)
CNT の入った容器のふたを開けた
2,900 (2,800)
65 (59)
1.2 (0.16)
瞬間 (ドラフト内)
CNTの容器間の移し替え
900 (860)
10 (5.8)
1.8 (0.019)
(グローブボックス内)
a：括弧内の数値は対応する対照エリア (または作業前) の濃度．濃度ピーク時の数十秒から 1 分以内の瞬間的な
値．太字の数値は，対象ナノ材料の排出による濃度上昇と考えられるもの (他に可能性のある発生源がなく，
作業と濃度時間変化との対応が見られるなど)．これらの濃度は，可能な限り，発生源の近傍のものであり，
必ずしも各現場の実際の作業者の個人暴露濃度をあらわすものではなく，適切な暴露管理がなされなかった場
合の暴露濃度に近いものである．
b：OPC の 5%計数損失濃度は，141 個/cm3 であり，それを超える場合，粒子個数の過小評価，粒子径の過大評価
が起きている可能性がある．よって，OPC の値については，対照エリアより濃度が増加しているかどうかとい
う定性的な意味はあるが，その定量値 (濃度およびサイズ) はおよそのものである．
c：300～500 nm の値は，バックグラウンドが高かったため，濃度上昇が見られた 500～1000 nm の値を示した．

3

dN/dlogDp [個/cm ]

1000
100
10

エアー掃除
(ピーク時)
作業前

1
0.1
0.01
100

1000

10000

粒子径 (Dp) [nm]

図 III.2 SWCNT の製造実験室：SWCNT を含むダストの付いた掃除機のフィルターを
エアーで掃除した際 (濃度ピーク時) のドラフトチャンバー内エアロゾルの個数濃度の粒径分布
OPC による計測値．N は個数濃度，Dp は光散乱径．縦軸単位の dN/dlog Dp の意味については付録 B を参照．
OPCの定量上限値 (計数損失5%濃度：141個/cm3) を超えた値であり，粒子個数の過小評価，粒子径の過大評価が
起きている可能性がある．
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図 III.3 SWCNT の製造実験室：SWCNT の容器間の移し変え時 (濃度ピーク時) の
グローブボックス内エアロゾルの個数濃度の粒径分布
OPC による計測値．N は個数濃度，Dp は光散乱径．縦軸単位の dN/dlog Dp の意味については付録 B を参照．
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図 III.4 剥離作業中のグローブボックス内エアロゾル粒子の SEM 観察写真

1.1.3 考察およびまとめ
(1) 現場調査の課題や問題点
CNT は，多くが開発段階であり，CNT を対象とした現場調査の多くは，研究実験室レベルのも
のである．多量の CNT を取り扱う現場における情報は少ない．
現場調査における測定で問題となるのが，対象粒子とその他の粒子の識別である．一般に，エ
アロゾルのリアルタイム計測器は，対象とする粒子サイズであれば，気中に存在するすべての粒
子を同様にカウントする．特に球相当径約 100 nm 以下の粒子は，クリーンルームでない限り，
通常，屋外および室内のいずれにおいても数千～数万個/cm3 程度は存在するので，わずかな粒子
排出は，バックグラウンド粒子に埋もれてしまい，検出ができない．また，CNT 以外の粒子の排
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出源が近くにある場合に，間違った判断をしてしまう可能性がある．例えば，Maynard et al. (2004)
の報告において，掃除機の使用に伴い粒子濃度の上昇が見られているが，これは著者も指摘して
いるとおり，掃除機のモーターブラシからの粒子排出の可能性がある．Methner et al. (2007) の報
告において，複合材料の湿式切断時に気中粒子濃度の上昇が見られているが，これは，ポリマー
の排出や，摩擦に伴う揮発成分の排出の可能性がある．Han et al. (2008) の報告では，オイル真空
ポンプの使用時にオイルミスト由来と見られる濃度上昇が見られている．Lee et al. (2010) の報告
では，CVD 合成炉を開けた際に，CNT の排出と同時に鉄やアルミニウムなどの触媒金属の排出
が確認されている．Tsai et al. (2009) の報告では，CVD 合成炉からの副生成炭素粒子の排出に伴
う濃度上昇が見られている．NEDO プロジェクトの研究でも，合成時および反応からの基板取り
出し時などに，CNT の排出かその他の粒子か分からない気中粒子個数濃度の上昇が見られた．
CNT の排出の特定は，リアルタイム計測器だけではなく，捕集粒子の電子顕微鏡観察や化学分
析 (例えば，Maynard et al. (2004) が行っているような触媒金属の分析や Methner et al. (2007,
2010b) や鷹屋ら (2010) が行っているような炭素分析) などの情報を合わせて考える必要がある
といえる．ただし，捕集粒子の電子顕微鏡観察では，マイクロサイズに凝集した CNT は見つけや
すく，報告例も多いが，単体の CNT 繊維 (特に繊維径が細い場合) や，100 nm より小さな CNT
凝集体の確認は概して難しい (観察倍率を上げると視野がせまくなる，排出量自体が少ない，捕
集が難しい，他の粒子との識別が難しいなど)．
エアロゾルのリアルタイム計測器の測定誤差や不確実性については，後述する (1.2.3 節)．

(2) 排出が起こりやすい工程
Maynard et al. (2004) は，SWCNT の回収工程の CNT 排出を調査しており，回収工程で CNT の
排出があることは，フィルターサンプルや電顕観察から明らかであるが，触媒金属の量を指標に
して推定した気中 CNT 濃度は 0.7～53 μg/m3 であり，それほど高い濃度ではなかった．計測器に
よる粒子個数濃度の増加は，CNT のハンドリング時には見られず，掃除機を使用した際に見られ
た．この掃除機を使用した際の濃度増加は，ナノチューブのエアロゾル化なのか，モーターブラ
シからの粒子排出なのかは分からなかった．
Han et al. (2008) は，MWCNT の熱 CVD による製造から，秤量，噴霧，混合などの工程におけ
る CNT 排出を調査しており，特に顕著な CNT 排出が見られたのが，混合装置のふたを開けたと
きで，秤量工程においても，少量の CNT 排出が見られた．一方，合成工程では，排出はほとんど
見られなかった．
Lee et al. (2010) は，CVD 合成炉を開けた際の CNT 排出を報告している．
Methner et al. (2007) は，CNF 含有複合材料を作成する際の CNF 排出を調査しており，CNF の
移し入れが伴う CNF の秤量や混合工程と，複合材料の湿式切断時に，特に高い濃度が見られた．
ただし，複合材料の湿式切断時に排出する粒子が CNF であるかどうかは定かでない．
Johnson et al. (2010) は，MWCNT の秤量・移し変え時および MWCNT を含む水溶液を超音波撹
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拌する際に，MWCNT が排出されることを示した．
Methner et al. (2010) の報告では，CNF の移し変えが伴う乾燥工程，すくい取り (袋詰め) 時に
高い TC 濃度が見られた．
Bello et al. (2008)，Tsai et al. (2009) および NEDO プロジェクトの研究では，CNT の CVD 合成
時の CNT 排出を調査しているが，基板上に CNT を生成させる場合は，CNT の排出は認められな
かった．CNT は基板上に付着した状態で得られるため，排出は起きにくいと考えられた．一方，
触媒粒子を気中に噴霧する合成の場合は，排気ガスと共に触媒粒子や CNT の排出が起こりうるこ
とが示された．
鷹屋ら (2010) は，袋詰め時に 100 nm～1 µm の粒子の個数濃度の上昇と，重量濃度の上昇を報
告している．
NEDO プロジェクトの研究の SWCNT 製造実験室の調査では，基板上に生成した CNT の剥離
回収作業，CNT が捕集されたフィルターのエアー吹き付けによる清掃，CNT の入った容器の開封，
CNT の容器移し替え時に，濃度の上昇，CNT 排出 (電子顕微鏡観察により確認) が見られた．ま
た，掃除機排気ガスからの CNT 排出も確認された．

上記をまとめると，CNT の炉からの回収，基板上に生成した CNT の剥離回収，容器移し替え
や投入が伴う作業 (秤量，混合，乾燥，袋詰め)，メンテナンスなどの工程が，CNT が排出しやす
い工程であると考えられる．また，水溶液の状態であっても，超音波撹拌のように液滴の飛散が
起こるようなプロセスでは，CNT の排出が起こりうるといえる．その他としては，排ガスの処理
掃除機の排気ガスと一緒に CNT が排出される可能性がある．
が不完全の場合，合成炉の排気ガス，

(3) 作業場の気中粒子の重量濃度
Maynard et al. (2004) による SWCNT の回収および掃除の報告において，気中の総粉じんを捕集
して，触媒金属の量を指標にして推定した気中 CNT 濃度は 0.7～53 μg/m3 であった．
Han et al. (2008) の報告において，MWCNT 混合プロセスの際の総粉じん濃度とブラックカーボ
ン濃度はそれぞれ 210～430 μg/m3，200 μg/m3，MWCNT の秤量や噴霧の際の総粉じん濃度は 37
～190 μg/m3 であった．
Lee et al. (2010) の報告において，CVD 合成，秤量，袋詰め，分散を行っていた施設における
総粉じん濃度は，個人暴露サンプリングで 42～290 μg/m3，作業環境サンプリングで 31～120 μg/m3
であった．
Methner et al. (2007) の報告において，
吸引性粉じんの TC 濃度は，複合材料の湿式切断時が 1,100
µg/m3，CNF の秤量および混合時が 64～93 µg/m3 であった．また，光散乱式粉塵計による重量濃
度 (PM10) のピーク値は，複合材料の湿式切断時が約 160 µg/m3，CNF の秤量および混合時が約
40 µg/m3 (バックグラウンドは 10 µg/m3 程度) であった．
Methner et al. (2010) の報告において，CNF 製造施設における乾燥，袋詰めの際 (共に移し変え
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を伴う) の総粉じん TC 濃度は，1,700～1,800 µg/m3 であった．
鷹屋ら (2010) の報告において，MWCNT 製造施設における手作業の袋詰めの際の作業者の個
人暴露濃度は，総粉じん濃度が 2,390 µg/m3 (EC 濃度 63µg/m3)，吸入性粉じんが 390 µg/m3 であっ
た．一方，自動化された袋詰めの場合，作業者の個人暴露濃度は，総粉じん濃度が 290 µg/m3 (EC
濃度 9 µg/m3)，吸入性粉じんが 80 µg/m3 と大幅に減少していた．

上記に示した濃度の多くは，バックグラウンドの数倍以上の濃度であった．

(4) 排出 CNT の個数濃度とサイズ
Maynard et al. (2004) の報告では，SWCNT 材料の回収工程において，掃除機を使ったときにエ
アロゾルの個数濃度の増加が見られた (ピーク濃度は 104～105 個/cm3)．この粒子個数濃度の上昇
が，ナノチューブのエアロゾル化なのか，モーターブラシからの排出なのかは分からなかった．
Han et al. (2008) の報告では，混合装置のふたを開けたときに，空気力学径 2～3 µm の粒子の個
数濃度が高くなった．空気力学径 500 nm～20 µm の粒子の個数濃度は，ピーク時で約 300 個/cm3
であったが，この値には，直前のオイル真空ポンプからのオイルミストに由来する粒子の寄与が
含まれている．小さな粒子 (電気移動度径 14～630 nm) のバックグラウンドを超える濃度上昇は
見られなかった (実験室のバックグラウンド濃度は約 10,000 個/cm3)．電子顕微鏡観察によりフィ
ルターで集められた MWCNT の個数を数えた結果，混合工程における気中 CNT 個数濃度は，173
～194 MWCNTs/cm3 であった．
Lee et al. (2010) の報告において，CVD 合成，秤量，袋詰め，分散を行っていた施設で捕集し
たフィルターサンプルから MWCNT を数えて求めた気中 MWCNT の個数濃度は 0.00312 tubes/cm3
であった．
Methner et al. (2007) の報告において，気中粒子個数濃度 (球相当径約 10～1000 nm の総個数)
は，屋内ではいずれも屋外のバックグラウンド濃度を超えていなかった．非換気域で行なわれる
CNF の秤量および混合工程 (CNF の移し入れが伴う)，そして，複合材料の湿式切断時の気中粒
子個数濃度は，実験室のバックグラウンド濃度 (約 10,000～15,000 個/cm3) より若干上昇してい
た．ただし，これらについては，バックグラウンド濃度が同時刻に測定されたものではなく，ま
た，バックグラウンド濃度との差もわずかであり，CNF の排出を表しているかどうかは明確でな
い．粒径別の測定では，複合材料の湿式切断時には，空気力学径が約 400 nm 以上の粒子数が増
加しており，CNF の秤量および混合時には，空気力学径が約 500 nm 以上の粒子数が増加してい
た．
Johnson et al. (2010) の報告において，MWCNT の秤量・移し変え時および MWCNT を含む水溶
液を超音波撹拌する際に，上昇した粒子個数濃度は数千個/cm3 であった．
Methner et al. (2010) の報告において，MWCNT の合成実験室で，換気無しで，物質を回収
(harvesting) した際に上昇した粒子個数濃度は 42,400 個/cm3 であった (ただし，CNT かどうかの
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確認はされていない)．
NEDO プロジェクトの研究の SWCNT 製造実験室の調査において，OPC による光散乱径 300 nm
以上の粒子の個数濃度の上昇が見られた．CNT の基板からの剥離回収作業時や CNT が捕集され
たフィルターのエアー吹き付けによる掃除の際に上昇した粒子個数濃度 (1 分以内のピーク値)
は数千個/cm3 であり，CNT の入った容器の開封時や CNT の容器間の移し替え時の上昇粒子個数
濃度 (1 分以内のピーク値) は数個/cm3 であった．
球相当径が数百 nm 以上の粒子の排出は，多くで電顕写真との対応がついているが，球相当径
が 100 nm 以下の小さな粒子として CNT が排出しているかどうかはいずれにおいても明確でない．

(5) 排出 CNT の形態
Maynard et al. (2004) による排出 SWCNT の SEM 観察では，HiPco 製の SWCNT (約 1 nm 径) の
場合，100 μm～1 mm という非常に大きなサイズのオープンなナノロープ構造の CNT 凝集体が見
られており，一方，レーザーアブレージョン製の SWCNT 材料の場合，ミクロンサイズのナノロ
ープ構造の CNT 凝集体が見られた．
Han et al. (2008) による排出 MWCNT (約 50 nm 径) の STEM 観察では，一本単独の MWCNT か
ら，複数のチューブが集まった MWCNT，MWCNT の凝集塊が見られた．
Lee et al. (2010) の報告において，CVD を開けた際に捕集した粒子の TEM 観察では，単独の
MWCNT 繊維は見られず，凝集した MWCNT の排出が見られた．
Methner et al. (2007) による排出 CNF (約 100 nm 径) の TEM 観察では，多くは単独の繊維では
なく，緩く結束した 100 nm を超える大きさの凝集体が見られた．
Johnson et al. (2010) による排出 MWCNT (10–20 nm 径) の TEM 観察では，500 nm 以上に凝集
した MWCNT が見られた．
Methner et al. (2010) による CNF (70–200 nm 径) 製造施設におけるエアロゾルの TEM 観察では，
CNF の単繊維が見られた．
NEDO プロジェクトの研究の排出 SWCNT (約 3 nm 径) の SEM 観察では，繊維が複雑に絡み合
った束状あるいは塊状の CNT 粒子が観察され，小さなものでは百 nm 程度のものから，大きなも
のでは数百 µm 程度のものまで見られた．
このように，排出 CNT の多くは束状や凝集塊であった．SWCNT は一本単独の繊維での存在は
見られず，かなり大きな凝集塊として存在しており，一方，MWCNT や CNF で径がある程度太
い場合は，一本単独の繊維も見られている．

1.2 模擬排出試験
実験室で模擬的に CNT を排出させた研究について，既存研究を 1.2.1 節に，NEDO プロジェク
ト (P06041) の研究を 1.2.2 節にまとめ，考察およびまとめを 1.2.3 節に示す．
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1.2.1 既存研究
米国 NIOSH のグループ (Baron et al. 2003; Maynard et al. 2004&2007; Ku et al. 2006&2007) は，
CNT を遠沈管に入れ，清浄空気を流しながら，撹拌器で撹拌することによって，CNT を乾式でエ
アロゾル化し (図 III.5)，SMPS と APS による粒径別個数濃度の測定，微分型移動度分析器
(differential mobility analyzer: DMA) とエアロゾル粒子質量分析装置 (aerosol particle mass analyzer:
APM) の組み合わせによる粒径別の粒子質量 (およびみかけ密度) の測定，TEM による粒子の形
態の観察を行っている．

空気

測定
HEPA
フィルター

図 III.5 撹拌法 (Vortex shaker 法) の概要

Maynard et al. (2004) は，レーザーアブレーション法により製造した未精製 SWCNT 40 mg を少
量の銅製ビーズ (70 μm) と共に撹拌し，排出粒子を測定・観察した．ミリメートルオーダーの眼
に見えるナノチューブの固まりが空気中に浮遊した．電気移動度径が 500 nm より小さなエアロ
ゾルの個数濃度は，時間と共に減少した．撹拌 5 分時点の粒径分布は図 III.6 のようであった (濃
度の単位は Arbitrary であり，実際の濃度ではない)．同体積のヒューム状アルミナによる同様の
試験の結果と比較すると，SWCNT の粒子発生率は，ヒューム状アルミナより 2 桁程度低かった．
また，Maynard et al. (2004) は，HiPco 法により製造した未精製 SWCNT 15.5 mg をビーズなし
で撹拌し，排出粒子を測定・観察した．撹拌の強さを上げていくと，電気移動度径が約 100 nm
の粒子の排出量は減少し，電気移動度径がナノメートルサイズの粒子の排出量は増加した．最大
撹拌時の粒径分布は図 III.6 のようであった (濃度の単位は Arbitrary であり，実際の濃度ではない)．
最大撹拌時にははっきりとした 2 山の粒径分布が見られた．これらのエアロゾルが，ナノチュー
ブなのか，その他の形態のカーボンなのか，触媒粒子なのかは，はっきりしなかった．
Maynard et al. (2007) は，同じ工場で作られた 2 バッチの HiPco 法による未精製 SWCNT を撹拌
し，排出粒子の質量や形態を測定・観察した．電気移動度径が 150 nm の粒子は 2 つのバッチ間
で異なり，バッチ I では中の詰まった非管状カーボンであり，バッチ II ではナノメーター径のナ
ノロープ (CNT) と Fe 触媒粒子からなる粒子であった．電気移動度径が 31 nm の粒子は，バッチ
II ではほとんど検出されず，バッチ I では，その質量の大きさから，オープンな構造の CNT であ
ると考えられた (TEM 観察による確認はできず)．バッチ I における排出粒子の粒径分布は，以前
の報告 (Maynard et al. (2004)：図 III.6 の HiPco SWCNT) と同様であった．
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Ku et al. (2006) は，未精製 CNF (Pyrograf-III, Type PR-24, Grade LHT, Applied Sciences Inc.: 繊維
径 60–150 nm，繊維長 30–100 µm) を撹拌した際に排出される粒子を測定・観察した．粒径分布は
図 III.6 のようであり，最頻値は電気移動度径が約 250 nm で，60 nm 以下の粒子はほとんど見ら
れなかった．粒子サイズが大きくなるほど，みかけ密度 (計測器で得られた径を基に球形相当の
体積を仮定した場合の密度) は小さくなり，電気移動度径が 100 nm の粒子のみかけ密度は
1.08-1.25 g/cm3，200 nm の粒子のみかけ密度は 0.86 g/cm3，400 nm の粒子のみかけ密度は 0.61 g/cm3，
700 nm の粒子のみかけ密度は 0.37 g/cm3 であった．排出粒子の TEM 観察では，複数のファイバ
ーが凝集 (アグロメレート) した粒子が多く見られた．電気移動度径が 100 nm の粒子は，ほとん
どが一本のファイバーであった．一方，電気移動度径が 200 nm や 400 nm の粒子では，2 本や 3
本のファイバーの束が見られた．
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Pyrograf-III
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図 III.6 CNT の模擬排出時の個数濃度基準の粒径分布
注：レーザーアブレーション SWCNT と HiPco SWCNT の縦軸単位は，Arbitrary であり，実際の濃度ではない．
N は個数濃度，Dp は粒子サイズ．縦軸単位の dN/dlog Dp の意味については付録 B を参照．
出典：Maynard et al. (2004); Ku et al. (2006)

米国 NIOSH のグループ以外による CNT の模擬排出試験として，Bard ら (Mark et al. 2007; Bard
et al. 2008) の報告がある．Bard らは，回転ドラム法 (図 III.7) により，CNF (Pyrograph nanofiber，
繊維径 60-150 nm) のダスティネス (dustiness：粉体の取り扱い時の気中へ飛散性) を評価してい
る．ダスティネス試験は，ナノ材料ではない一般の粉体材料を対象に，主に労働衛生の分野で発
展してきたもので，ダスティネス試験により各粉体の飛散性は，
「high」
，
「moderate」，
「low」，
「very
low」の 4 区分に分類される (Hamelmann & Schmidt 2003; European Committee for Standardization
2006)．回転ドラムのドラム径は 300 mm，回転速度は 4 rpm，空気流量は 38 L/min であった．1
分間の回転試験による吸引性粉じん，咽頭通過性粉じん, 吸入性粉じん (定義は図 III.1 参照) の
それぞれのダスティネスインデックス (排出粒子重量/試験粒子重量) は 830，830，50 mg/kg であ
り，ダスティネスの判定は，吸引性粉じんが「high」
，咽頭通過性粉じんと吸入性粉じんが「moderate」
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であった (表 III.9)．SMPS による電気移動度径 200 nm 以下の排出粒子の個数濃度や表面積濃度
の測定値は，それぞれ 857 個/cm3，903 µm2/m3 であった (表 III.9)．CNF のダスティネスは，同様
の測定が行われたナノ酸化セリウムに比べて 1 桁程度低く，二酸化チタンとはほぼ同レベルであ
った．

回転
断面図
粒子計測

清浄空気

図 III.7 回転ドラム法の概要

表 III.9 CNF およびその他の物質のダスティネス試験結果
物質

試験粒子量

二酸化チタン (アナターゼ)
酸化セリウム
酸化アルミニウム (テスト 1)
酸化アルミニウム (テスト 2)
CNF

8 ml (約 5 g)
50 ml (約 2 g)
50 ml (約 2 g)
50 ml (約 4 g)

名目上の
一次粒子
径[nm]

35 ml

150
20-30
8-14
8-14
60-150

ダスティネスインデックス a
[mg/kg]
吸引性
咽頭通過
吸入性
粉じん
性粉じん
粉じん
610 (L)
60 (L)
20 (L)
5000 (H) 1300 (H)
240 (M)
11230 (H) 4940 (H)
60 (M)
18500 (H) 6430 (H)
4020 (H)
830 (M)
50 (M)

個数濃度
<200 nm
[個/cm3]
185
16935
857

表面積濃度
<200 nm
[µm2/m3]
1377
11622
903

a：ダスティネスインデックスは，排出粒子重量/試験粒子重量．H は「high」，M は「moderate」，L は，
「low」．
出典：Mark et al. (2007); Bard et al. (2008).

1.2.2 NEDO プロジェクト (P06041) の研究
米国 NIOSH のグループとほぼ同様な方法 (図 III.5) により，様々な CNT について，模擬排出
試験を行った．ただし，ビーズは入れなかった．外径 25 mm，長さ 20 cm の試験管 (IWAKI,
TST-SCR25-200) に，約 1 cm3 の CNT を入れ，その試験管内に HEPA フィルターを通した清浄空
気を 5 L/min で流しながら，撹拌器 (Cole-Parmer Instrument Co.，Vortex Genie 2 Shaker) で試験管
を撹拌し (80%の強度，約 2500 rpm)，排出してくる粒子を計測および捕集した．この方法は，簡
易で，汎用品で構成でき，少量の試料で連続的に粒子を発生できるという利点がある．現実のプ
ロセスの状況を直接的に反映しているとは言いがたいが，試験粉体が試験管内で渦を巻きながら
上昇して落下し，粒子同士の衝突および試験管内壁面への衝突が生じるので，この方法は，落下・
衝突が伴うプロセスのひとつの模擬プロセスと位置づけられる．また，空気を流しているので，
気流によるエアロゾル化も一部反映していると考えられる．
対象とした CNT について，物性値等を表 III.10 にまとめる．SMPS や APS，OPC，CPC により，
排出エアロゾル粒子の粒径別個数濃度を，吸入性粉じんサンプラーにより，重量濃度を計測した．
また，排出エアロゾル粒子をフィルター捕集または静電捕集して，SEM や TEM による形態観察
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を行った．
個数濃度基準の粒径分布 (撹拌開始 1 分～31 分の平均値) の結果を図 III.8 に示す．球相当径数
十～10,000 nm の広い範囲の粒子排出が見られた．大半の CNT で，最頻値の粒子径は 100～400 nm
(電気移動度径または光散乱径) であった．注意として，CNT 粉体に含まれる不純物 (触媒粒子や
アモルファスカーボンなど) の排出の可能性もあり，必ずしも検出された粒子個数のすべてが
CNT というわけではない．特に，100 nm より小さな粒子が CNT かどうかは，電子顕微鏡観察で
も確認ができていない．

表 III.10 NEDO プロジェクトによる模擬排出試験の対象 CNTa
記号

製造元，製造法，銘柄等

繊維径[nm]

繊維長
[µm]

比表面積
[m2/g]

かさ密度 c
[g/cm3]

SWCNT-1

HiPco，未精製

0.8–1.2

0.1–1

312 b

0.022

SWCNT-2

HiPco，精製

0.8–1.2

0.1–1

400–1000

0.19

0.8–1.6

～0.5

–

0.24

90+%

1.2–1.5

2–5

–

0.11

50–70%

3

–

1064 b

0.012

99.95% (TG) b

SWCNT-3
SWCNT-4
SWCNT-5d

CVD，99％ open-ended
(Aldrich 652512)
アーク放電 (Ni-Y 触媒)
(Aldrich 519308)
CVD

DWCNT-1

HiPco, 精製

1.5–3.0

MWCNT-1

CVD，精製
(Aldrich 636541)

MWCNT-2

CVD，精製
(Aldrich 636517)

MWCNT-3

CVD，精製
(Aldrich 636843)

MWCNT-4

CVD

MWCNT-5

CVD

MWCNT-6

CVD

3–20
(内径 1–3)
10–30
(内径 3–10),
10–>100b
40–70
(内径 5–40)
GM44,
GSD1.3b
GM70,
GSD1.3b
150，
100–>500b

46% (TG) b,
Fe 35%wt b
93.5% (TG) b,
Fe 4.8%wt b

>95% (TG),
DWCNT ratio
vs. total Carobn:
2/3
90+%，
97.9% (TG) b

0.2–2

–

0.18

0.1–10

149 b

0.075

1–10

–

0.16

90+%

0.5-2

98 b

0.29

95+%，
93.2% (TG) b

–

69 b

0.0072

–

–

37 b

0.010

99.79%b

10–20

13

0.069

–

a：特に説明がない値はカタログ値．
b：同ロットの計測値
c：かさ密度は，模擬排出試験の際の 0.5 cm3 計量スプーン 2 杯の重さから得たおよその値．
d：1.1.2 節の現場調査と同じもの．
GM：幾何平均，GSD：幾何標準偏差，TG：熱重量分析
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図 III.8 CNT の模擬排出時の個数濃度基準の粒径分布 (NEDO プロジェクト) (1/2)
1 試験 30 分間の撹拌×3 回の平均値．粒子径は，SMPS の結果については電気移動度径，OPC の結果について
は光散乱径，APS の結果については空気力学径である．N は個数濃度，Dp は粒子サイズ．縦軸単位の dN/dlog Dp
の意味については付録 B を参照．粒子発生部と計測器の間を配管でつないでいることより，10000 nm に近い大き
さの粒子は，配管での損失により過小となっている．
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図 III.8 CNT の模擬排出時の個数濃度基準の粒径分布 (NEDO プロジェクト) (2/2)
1 試験 30 分間の撹拌×3 回の平均値．粒子径は，SMPS の結果については電気移動度径，OPC の結果について
は光散乱径，APS の結果については空気力学径である．N は個数濃度，Dp は粒子サイズ．縦軸単位の dN/dlog Dp
の意味については付録 B を参照．粒子発生部と計測器の間を配管でつないでいることより，10000 nm に近い大き
さの粒子は，配管での損失により過小となっている．

次に，排出エアロゾル粒子の個数濃度および重量濃度の絶対値を見てみる．SMPS による 14～
100 nm の粒子の個数濃度の結果，CPC による 10 nm～>1 µm の粒子の個数濃度の結果，APS によ
る空気力学径 1～10 µm の粒子の個数濃度の結果，吸入性粉じん重量濃度の結果を表 III.11 にまと
める．SMPS，CPC および APS の個数濃度は，撹拌開始 1 分～31 分の平均値，吸入性粉じん重量
濃度は，撹拌開始後 31 分間の粒子捕集 (一部，31 分を超える粒子捕集を行ったものについては，
APS による体積濃度の時間変化から 31 分間相当の値に換算) による値である．
粒子個数濃度および重量濃度の絶対値は，CNT の種類により 2 桁程度異なっていた．重量濃度
は，かさ密度の低い CNT (例えば，SWCNT-5，MWCNT-4，MWCNT-5) は低く，かさ密度の高い
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CNT (例えば，MWCNT-3) は高い傾向があった．本模擬排出試験では，それぞれ約 1 cm3 の CNT
を使って試験をしており，かさ密度の低い CNT は，試験に用いた CNT の重量自体が少ない (表
III.11 の値は，CNT の体積当たりの排出濃度の比較であると言える)．
表 III.12 に，試験で使用した CNT の重量で基準化した場合の排出濃度 (CNT の重量当たりの排
出濃度の比較) を示す．CNT の種類による重量濃度の絶対値の違いは，1 桁程度のばらつきに縮
まった．ただし，現実のプロセスでは，CNT の取扱量 (例えば，ひとりの作業者が一度に取り扱
う量や，ある大きさの部屋で一度に取り扱う量，出荷用の一袋に入れられる量など) は，CNT の
重量より体積に依存すると考えられることから，CNT の種類による排出しやすさの違いとしては，
CNT の体積当たりの排出濃度の比較である表 III.11 の値の方が，現実のプロセスでの排出濃度の
大小をより反映していると考えられる．
表 III.11 NEDO プロジェクトによる模擬排出試験の結果：CNT の体積当たりの排出濃度の比較 a
記号
SWCNT-1
SWCNT-2
SWCNT-3
SWCNT-4
SWCNT-5
DWCNT-1
MWCNT-1
MWCNT-2
MWCNT-3
MWCNT-4
MWCNT-5
MWCNT-6

SMPS:
<100 nm
8.0 (2.0)
1.6 (1.2)
31
(1.4)
16
(1.2)
0.23 (1.1)
1.4 (1.2)
270
(1.2)
120
(1.1)
38
(1.4)
2.8 (1.2)
30
(1.9)
9.5 (1.2)

個数濃度 [個/cm3]
CPC:
APS:
10 nm–>1µm
1–10 µm
56 (2.0)
5.9 (1.5)
49 (1.4)
35
(1.3)
310 (1.4)
43
(1.4)
140 (1.2)
17
(1.1)
9.3 (1.2)
1.5 (1.1)
11 (1.4)
6.7 (1.1)
550 (1.1)
3.0 (1.2)
3,300 (1.1)
120
(1.1)
1,800 (1.5)
450
(1.4)
300 (1.2)
1.9 (1.3)
450 (2.2)
21
(1.2)
570 (1.1)
58
(1.3)

吸入性粉じん
重量濃度 [mg/m3]
0.39
0.77
0.63
0.23
0.070
0.30
–
1.2
6.2
0.077
0.21
0.70

(1.6)
(1.3)
(1.4)
(2.1)
(2.2)
(1.6)
(1.3)
(1.3)
(1.3)
(1.4)
(1.5)

a：1 試験約 30 分間の撹拌×3 回の幾何平均値，括弧内の数値は幾何標準偏差．

表 III.12 NEDO プロジェクトによる模擬排出試験の結果：CNT の重量当たりの排出濃度の比較 a
記号
SWCNT-1
SWCNT-2
SWCNT-3
SWCNT-4
SWCNT-5
DWCNT-1
MWCNT-1
MWCNT-2
MWCNT-3
MWCNT-4
MWCNT-5
MWCNT-6

基準化個数濃度 [(個/cm3)/g ]
SMPS:
CPC:
APS:
<100 nm
10 nm–>1µm
1–10 µm
610 (1.2)
4,200 (1.2)
440 (1.2)
8.2 (1.1)
250 (1.3)
180 (1.3)
130 (1.4)
1,300 (1.3)
180 (1.3)
150 (1.2)
1,300 (1.2)
160 (1.2)
21 (1.3)
820 (1.1)
130 (1.3)
8.1 (1.2)
61 (1.3)
38 (1.1)
3,500 (1.2)
7,300 (1.1)
39 (1.2)
750 (1.1)
20,000 (1.1)
730 (1.1)
130 (1.4)
6,300 (1.5)
1,600 (1.4)
350 (1.1)
37,000 (1.2)
230 (1.2)
3,000 (1.8)
44,000 (2.1)
2,100 (1.2)
130 (1.4)
7,700 (1.4)
770 (1.6)

基準化吸入性粉
じん重量濃度
[[(mg/m3)/g ]
29 (1.3)
3.9 (1.3)
2.6 (1.4)
2.0 (1.8)
6.2 (2.6)
1.7 (1.5)
–
7.3 (1.3)
21 (1.3)
9.6 (1.3)
21 (1.7)
9.4 (1.6)

a：1 試験約 30 分間の撹拌×3 回の幾何平均値，括弧内の数値は幾何標準偏差．
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捕集粒子の TEM 観察写真 (一部の CNT のみ) を図 III.9 に，SEM 観察写真を図 III.10 に示す
(SEM の写真にある黒い穴は，ニュークリポアメンブレンフィルターの約 80 nm の穴である)．多
くの CNT は，サブミクロンからミクロンサイズの粒子であった．SWCNT，DWCNT，細い MWCNT
は，複雑に絡み合った凝集体粒子として存在しており，綿状，マリモ状に見えるものが多かった．
図 III.9 の SWCNT-1 では，金属触媒 (Fe 粒子) の付着が見られている．SEM では，その解像度か
ら，数 nm の SWCNT の 1 本 1 本までは見えてなく，そのバンドルが繊維状に見えている．数十
nm の径以上の太い MWCNT (MWCNT-4～6) は棒状であり，一本または数本の束からなる粒子が
多く見られた．

MWCNT-4
SWCNT-1

0.4 µm

1 µm
1 µm
図 III.9 CNT の模擬排出粒子の TEM 写真 (NEDO プロジェクト)
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図 III.10 CNT の模擬排出粒子の SEM 写真 (NEDO プロジェクト) (1/6)
黒い穴は，ニュークリポアメンブレンフィルターの約 80 nm の穴である．
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図 III.10 CNT の模擬排出粒子の SEM 写真 (NEDO プロジェクト) (2/6)
黒い穴は，ニュークリポアメンブレンフィルターの約 80 nm の穴である．
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図 III.10 CNT の模擬排出粒子の SEM 写真 (NEDO プロジェクト) (3/6)
黒い穴は，ニュークリポアメンブレンフィルターの約 80 nm の穴である．
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図 III.10 CNT の模擬排出粒子の SEM 写真 (NEDO プロジェクト) (4/6)
黒い穴は，ニュークリポアメンブレンフィルターの約 80 nm の穴である．
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図 III.10 CNT の模擬排出粒子の SEM 写真 (NEDO プロジェクト) (5/6)
黒い穴は，ニュークリポアメンブレンフィルターの約 80 nm の穴である．
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図 III.10 CNT の模擬排出粒子の SEM 写真 (NEDO プロジェクト) (6/6)
黒い穴は，ニュークリポアメンブレンフィルターの約 80 nm の穴である．
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1.2.3 考察およびまとめ
(1) 模擬排出試験の位置づけ
粉体からエアロゾルを排出する機構は様々で複雑である．例えば，袋詰めや容器の移し替えの
ようなプロセスでは，粒子の落下に伴う気流や衝突によるエアロゾル化が考えられ，密封や開封，
エアー吹き付け，漏れなどのような場合には，気流によるエアロゾル化が考えられる．また，排
出エアロゾルの濃度やサイズは，粉体にかかるエネルギーの大きさや拡散や稀釈の程度に依存す
ると考えられる．よって，単独の模擬排出試験によって，作業現場の様々な排出プロセスを完全
に模擬することはできない．得られる結果は，あくまで模擬排出試験の方法に依存するものであ
り，現実の作業環境への直接的な外挿は妥当ではなく，その解釈には注意が必要である．
ダスティネス試験に用いられる回転ドラム法は，作業現場における落下が伴うような種々のプ
ロセス (袋詰め，秤量，混合，容器移し替えなど) のひとつの模擬プロセスと位置づけられてい
る．NEDO プロジェクトで用いたビーズなしの撹拌法も，試験粉体は試験管内で渦を巻きながら
上昇して落下し，粒子同士の衝突および試験管壁面への衝突が生じるので，落下・衝突が伴うプ
ロセスのひとつの模擬プロセスと位置づけられる．
同材料を対象に行った現場調査の結果と模擬排出試験の結果を比較してみる．NEDO プロジェ
クトの現場調査の産総研の SWCNT について，現場調査の粒径分布の結果と，撹拌法による模擬
排出試験の粒径分布の結果 (SWCNT-5) の比較を図 III.11 に示す．現場調査では粒子径 300 nm よ
り小さな粒子は，バックグラウンド粒子に埋もれてしまい濃度増加は見られなかったので，直接
比較できるのは，OPC の粒子径 300 nm 以上の値である．バックグラウンドの寄与を省くために，
現場調査の結果については，バックグラウンドの濃度を差し引いた値を示した．OPC の分布の形
はおよそ一致していた．

模擬排出：SMPS
模擬排出：OPC
フィルター掃除：OPC
剥離回収掃除：OPC
容器の移し替え：OPC
開封：OPC

3

dN/dlogDp [個/cm ]

1000
100
10
1
0.1
0.01
10

100

1000

10000

粒子径 (Dp) [nm]

図 III.11 SWCNT-5 の現場調査と模擬排出試験の結果の比較：
個数濃度基準の粒径分布 (NEDO プロジェクト)
現場調査の結果については，バックグラウンドの濃度を差し引いた値を示した．
粒子径は，SMPS の結果については電気移動度径，OPC の結果については光散乱径である．
N は個数濃度，Dp は光散乱径．縦軸単位の dN/dlog Dp の意味については付録 B を参照．
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(2) CNT と他物質との排出特性の比較
Maynard et al. (2004) の報告において，レーザーアブレーション法により製造した未精製
SWCNT の撹拌法による粒子発生率は，同体積のヒューム状アルミナによる同様の試験より，2
桁程度低かった．
Bard ら (Mark et al. 2007; Bard et al. 2008) の回転ドラム法によるダスティネス試験において，
CNF のダスティネス (排出粒子重量/試験粒子重量) は，同様の測定が行われたナノ酸化セリウム
に比べて 1 桁程度低く，二酸化チタンとはほぼ同レベルであった．
粒子発生率の比較は，試験粒子の体積当たりなのか重量当たりなのか，排出粒子の個数なのか
重量なのかなどで評価が異なってくるが，概して，CNT の粒子発生率は他のナノ材料に比べて，
特に高くはないようである．

(3) CNT 間の排出特性の比較
NEDO プロジェクトの研究において，CNT の種類によって，排出濃度 (試験粒子の体積当たり
の排出個数濃度) は，約 2 桁の差があった (表 III.11)．
粒径分布については，NEDO プロジェクトの研究において，大半の CNT で，最頻値の粒子径
は 100～400 nm (電気移動度径または光散乱径) であり，100 nm 以下の粒子の個数濃度は少なかっ
た (図 III.8)．米国 NIOSH のグループによる未精製 CNF (Pyrograf-III) の排出粒子の粒径分布も同
様であった (図 III.6)．一方，米国 NIOSH のグループによる未精製レーザーアブレーション SWCNT
や未精製 HiPco SWCNT の排出粒子の粒径分布は，それらとは大きく異なっていた (図 III.6)．レ
ーザーアブレーション SWCNT の撹拌は，ビーズを入れて撹拌していること，未精製の CNT から
の排出粒子は，CNT 以外のカーボンや触媒粒子からなる排出粒子があることなどが，粒径分布の
違いの原因のひとつとして考えられる．Maynard et al. (2007) の報告において，同じ工場で作られ
た 2 バッチの未精製 HiPco SWCNT は，バッチ間で排出粒子の粒径分布が異なっており，片方は
彼らの以前の報告 (Maynard et al. 2004) と同様 (図 III.6 の粒径分布)，片方は電気移動度径 30 nm
の粒子がほとんど検出されなかったとしている．彼らは，CNT 以外の粒子の排出を確認している．
NEDO プロジェクトの研究でも，未精製 HiPco SWCNT を対象に排出粒子の粒径分布を測定して
いるが (図 III.8 の SWCNT-1)，Maynard et al. (2004) による図 III.6 の結果とは異なり，100 nm 以
下の粒子の個数濃度は少なかった．

(4) 排出 CNT の形態
排出粒子の TEM/SEM 観察において，多くの CNT は，サブミクロンからミクロンサイズの粒子
であった．SWCNT，DWCNT，細い MWCNT は，複雑に絡み合った凝集体粒子として存在してお
り，綿状，マリモ状に見えるものが多かった．一方，数十 nm の径以上の太い MWCNT (MWCNT-4
～6) は棒状であり，一本または数本の束からなる粒子が多く見られた．
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(5) 測定誤差や不確実性など
エアロゾル計測器は，計測器によって粒子サイズの識別方法が異なり，SMPS で得られるのは
電気移動度径，APS で得られるのは空気力学径，OPC で得られるのは光散乱径である．空気力学
径は，粒子密度 1 g/cm3 を仮定しているので，実際の粒子密度が 1 g/cm3 より小さければ，粒子径
を過小に，実際の粒子密度が 1 g/cm3 より大きければ，粒子径を過大に評価することになる．光
散乱径は，校正に使われる物質 (通常はポリスチレンラテックス) の光散乱強度を基準にしてい
るので，光散乱強度が弱い物質の場合は粒子径を過小に，光散乱強度が強い物質の場合は粒子径
を過大に評価することになる．
また，これらの粒子径は，すべて球形近似の径であり，CNT のような非球形粒子の場合，その
直接的な大きさを表しているわけではない．
SMPS では球形粒子を基準とした粒径別の理論的な粒子荷電率を基に濃度を計算しており，
CNT のような非球形粒子の場合，理論的な粒子荷電率がどの程度成り立つのかがまだよく分かっ
ておらず，得られる濃度と粒子サイズは共にある程度の不確実性が伴ったものである．

1.3 暴露評価
本節では，CNT を取り扱う作業者の CNT 吸入暴露について，暴露の起こりやすい状況や工程，
サイズ分布，暴露濃度について整理する．第 VI 章では，ここでまとめた濃度を基にリスク評価
を行う．

1.3.1 暴露が起こりやすい状況や工程
(1) 取扱形態，暴露管理，作業規模による一般的な暴露ポテンシャル
取扱形態，暴露管理，作業規模による一般的な暴露ポテンシャルの違いを表 III.13 にまとめる．
取扱形態による暴露ポテンシャルの違いとしては，樹脂等に練りこまれるなど固定化された状
態では，磨耗や研磨により CNT や樹脂自体の粉末が飛散するような場合を除き，CNT の吸入暴
露は実質ゼロと判断して問題ないと考えられる．また，CNT が液中に存在する場合においては，
吸入暴露の可能性は液体自体の飛沫が飛散するような場合 (撹拌，超音波処理，泡立ちが伴う工
程，噴霧など) に限られてくると考えられる．一般的に吸入暴露の可能性が高いのは，CNT 粉体
を乾燥状態で取り扱う工程であるといえる．作業規模が大きい (一度の取扱量が多い) ほど，概
して暴露濃度は高くなると予想される．
作業現場では，通常，様々な暴露管理がなされる．暴露管理の基本的な考え方は，厚生労働省
による報告書 (厚生労働省 2008) にもあるように，原則として，密閉化・無人化・自動化，それ
が困難な場合には局所排気装置等の設置，補助手段として保護具の利用であるといえる．
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表 III.13 CNT の取扱形態，暴露管理，作業規模による暴露ポテンシャルのクラス分け
区
分
A

取扱形態
樹脂等に練りこまれるなど
固定化された状態 a
液中ナノ材料 b

暴露管理

作業規模 e

暴露ポテンシャル
(低 1～5 高)

-

-

1

B
2
C
1
密閉化・無人化・自動化 c
D1
2
小
局所排気装置 d
D2 乾燥ナノ材料粉体，固定化さ
3
大
E1 れた樹脂等の研磨，液中ナノ
3
小
個人保護具のみ d
材料の飛沫飛散
E2
4
大
F1
4
小
暴露管理なし d
F2
5
大
a：磨耗や研磨により CNT や樹脂自体の粉末が飛散するような場合は，区分 C～F と考える．
b：液体の飛沫が飛散するような場合 (撹拌，超音波処理，泡立ちが伴う工程，噴霧など) は，区分 C～F と考え
る．
c：試料の取り出し，メンテナンス，清掃など，閉鎖系を開放する際は，区分 D～F と考える．
d：区分 D～F について，作業者が CNT 粉体を直接取り扱う作業には次のようなものがある．
開封，秤量，小分け，製造・加工装置への投入，製造・加工装置からの回収，容器等への移し変え，梱包・袋
詰め，清掃・メンテナンス，廃棄物の処理等
e：作業規模のイメージとしては，研究現場が小，工業生産が大．

(2) CNT の暴露が起こりやすい工程
上述のように，一般に，吸入暴露の可能性が高いのは，粉体を乾燥状態で取り扱う工程である
と予想されるが，実際，CNT の製造・使用現場の計測報告 (1.1 節参照) において，排出・暴露が
起こりやすい工程は，CNT の炉からの回収，基板上に生成した CNT の剥離回収，容器移し替え
や投入が伴う作業 (秤量，混合，乾燥，袋詰めなど)，メンテナンスなどであった．ただし，水溶
液の状態であっても，超音波撹拌のように液滴の飛散が起こるようなプロセスでは，CNT の排出
が起こりうることが報告されている (Johnson et al. 2010)．また，排ガス処理が不完全な場合には，
合成炉の排気ガス，掃除機の排気ガスと一緒に CNT の排出が起こりうる可能性がある．
参考として，日本の様々なナノマテリアル製造・使用企業に対するアンケート「ナノマテリア
ルの労働衛生に関する調査」 (労働安全衛生総合研究所&産業技術総合研究所 2008) において，
「暴露の懸念あり」，「防じんマスク実施」と回答した割合が高かったプロセスは，原材料や製品
の秤量，樹脂との混練，装置への注入，製造・加工装置からの回収，容器などの移し替え，装置
や容器の清掃・メンテナンスであった (付録 C 参照)．これらの情報は，上記の現場の計測結果に
おいて見られた暴露が起こりやすい工程と概ね一致している．

1.3.2 粒径 (凝集サイズ) 別の体積濃度，重量濃度の分布
個数濃度基準の粒径分布については，様々な CNT について，模擬排出試験による結果を図 III.8
に示した．ここでは，重量濃度基準の粒径分布のおよその形を知るために，図 III.8 に示した個数
濃度基準の粒径分布の結果から，球形相当の粒子体積を仮定して，体積濃度基準の粒径分布を計
算した (図 III.12)．図中の SMPS の粒子径は電気移動度径，APS の粒子径はストークス径である．
APS の生の測定値は，空気力学径であるが，空気力学径は密度 1 g/cm3 相当の粒子径であるので，
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より実際の粒子の大きさに近いストークス径に換算した．その際，粒子 (二次粒子) の密度は，
かさ密度 (表 III.10) の 3 倍 (参考：Pauluhn 2010) と仮定した．これらの粒子径は，物理学的特性
に基づく近似的な径であることより，体積濃度の絶対値は真の粒子体積を表すものではないが，
粒径分布の形 (粒径別の割合) は参考になる．粒子 (二次粒子) の密度が粒径によって大きく変わ
らないとすれば，重量濃度基準の粒径分布は体積濃度基準の粒径分布とほぼ同じ形となる．
得られた図 III.12 の結果に基づき，粒径別の体積 (重量) 濃度の割合を表 III.14 にまとめる．図
III.12 で SMPS と APS のデータの間が空いてしまったものについては，その区間は，対数スケー
ルで直線内挿して計算した．一般に肺胞までたどり着くとされる空気力学径 4 µm 以下の粒子の
全量を 100％としたときの割合を表 III.14 に示した．多くの CNT において，総体積 (重量濃度と
すれば総重量) に対する寄与は，空気力学径 1 µm 以上の粒子が支配的であった．
さらにこれに肺胞沈着率を考慮したときの粒径別の割合を計算してみる．オランダ国立公衆衛
生 環 境 研 究 所 (RIVM) と 米 国 の 化 学 工 業 毒 性 研 究 所 (CIIT: Chemical Industry Institute of
Toxicology (現在は The Hamner Institutes for Health Sciences) ) により開発された Multiple Path
Particle Dosimetry 2 (MPPD2) モデル (ARA 2011) を使用して，ヒトの軽運動時を仮定して計算し
た，単位密度 (1 g/cm3) の球形粒子の肺胞への沈着率を図 III.13 に示す．算出に使用したパラメ
ータを表 III.15 に示す．肺胞等への沈着メカニズムは，およそ 0.2 µm より小さな粒子については
拡散による沈着が，およそ 0.5 µm より大きな粒子については重力沈降や慣性による沈着が主とな
り，その間の粒子径は，両方の寄与を受ける (Yamada et al. 2007)．SMPS の電気移動度径は，粒
子の拡散性に基づく径であり，APS の空気力学径は，粒子の重力沈降や慣性による挙動に基づく
径であり，それぞれの沈着メカニズムと対応する径である．繊維状粒子の場合，球形粒子と違っ
て，さえぎりと呼ばれる効果の影響が大きくなるため，沈着率は，図 III.13 の結果とは若干異な
ってくる可能性があるが，ここではその寄与は考慮できていない．
図 III.12 の体積濃度基準の粒径分布に図 III.13 の肺胞沈着率を考慮して求めた，粒径別の体積
(重量) 濃度の割合を表 III.16 に示す．ここで，APS の結果については，肺胞沈着率との対応は空
気力学径に基づいた．粒径による肺胞沈着率の違いを考慮しても，多くの CNT において，総体積
(重量濃度とすれば総重量) に対する寄与は，空気力学径 1 µm 以上の粒子が支配的であった．
表 III.16 と表 III.14 の結果の比から求めた各粒径区分についての代表的な肺胞沈着率を表 III.17
に示す．CNT による違いはほとんどなく，0.01<Dm<0.1 の範囲は 21～24%，0.1<Dm，Da<1 の範囲
は 7～8%，1<Da<4 の範囲は 9～10%であった (Dm は移動度径 [µm]，Da は空気力学径 [µm])．代
表的な肺胞沈着率の意味だが，例えば，粒径が 0.01～0.1 µm の範囲の肺胞沈着率は，図 III.13 よ
りおよそ 0.2～0.4 であるが，図 III.12 の体積濃度基準の粒径分布を考慮すると，0.01～0.1 µm の
範囲では，大きな粒子ほど割合が高いため，0.1 µm に近いあたりの肺胞沈着率 (約 0.2) が代表的
な肺胞沈着率となっている．
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図 III.12 CNT の模擬排出時の体積濃度基準の粒径分布 (NEDO プロジェクト) (1/2)
1 試験 30 分間の撹拌×3 回の平均値．粒子径は，SMPS の結果については電気移動度径，APS の結果について
はストークス径である．個数濃度基準の粒径分布の計測値 (図 III.8) を基に，球形近似の体積を計算した．V は
体積濃度，Dp は粒子サイズ．縦軸単位の dV/dlog Dp の意味については付録 B を参照．
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図 III.12 CNT の模擬排出時の体積濃度基準の粒径分布 (NEDO プロジェクト) (2/2)
1 試験 30 分間の撹拌×3 回の平均値．粒子径は，SMPS の結果については電気移動度径，APS の結果について
はストークス径である．個数濃度基準の粒径分布の計測値 (図 III.8) を基に，球形近似の体積を計算した．V は
体積濃度，Dp は粒子サイズ．縦軸単位の dV/dlog Dp の意味については付録 B を参照．
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表 III.14 模擬排出試験の結果から得られた粒径別の体積 (重量) 濃度の割合[%]

a

0.01 µm<Dm<0.1 µm 0.1 µm<Dm，Da<1 µm
1 µm<Da<4 µm
記号
SWCNT-1
0.00007
7.0
93
SWCNT-2
0.00008
1.0
99
SWCNT-3
0.00047
3.9
96
SWCNT-4
0.00088
1.8
98
SWCNT-5
0.000007
13
87
DWCNT-1
0.00011
0.61
99
MWCNT-1
0.019
4.0
96
MWCNT-2
0.0025
19
81
MWCNT-3
0.00036
3.1
97
MWCNT-4
0.00004
49
51
MWCNT-5
0.00007
21
79
MWCNT-6
0.00017
9.5
90
0.00030
5.3
95
SWCNT 平均
0.0038
18
82
MWCNT 平均
a：図 III.12 の結果を基に計算．空気力学径 4 µm 以下の粒子を 100％としたときの割合を示した．
Dm：移動度径 [µm]，Da：空気力学径 [µm]

0.5

肺胞沈着率[-]

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.01

0.1

1

10

粒径[µm]

図 III.13 気中粒子の粒径別のヒト肺胞沈着率
Multiple Path Particle Dosimetry (MPPD2) モデル (ARA 2011) により軽運動時を仮定して計算．
単位密度 (1 g/cm3) の球形粒子を仮定した値．算出に用いたパラメータは表 III.15 参照．

表 III.15 MPPD2 モデルによる気中粒子の肺胞沈着率の計算に使用したパラメータ a
モデル (Model)
機能的残気量 (FRC) [ml]
上気道用量 (URT) [ml]

Yeh / Schum Symmetric
3,300
50

呼吸頻度 (Breathing frequency) [min-1]

20

一回換気量 (Tidal volume) [ml]
吸気率 (Inspiratory fraction) [-]
休止率 (Pause fraction) [-]
呼吸シナリオ (Breathing scenarios)
吸入性補正 (Inhalability adjustment)
備考

1,250
0.5
0
Oronasal-Normal Augmenter
あり
軽運動時

a：呼吸頻度と一回換気量は軽作業時の値 (ICRP 1994)．その他のパラメータは MPPD2 モデル (ARA 2011) のデ
フォルト値．
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表 III.16 肺胞沈着率を考慮した粒径別の体積 (重量) 濃度の割合[%]

a

0.01 µm<Dm<0.1 µm 0.1 µm<Dm，Da<1 µm
1 µm<Da<4 µm
記号
SWCNT-1
0.00016
5.9
94
SWCNT-2
0.00019
0.73
99
SWCNT-3
0.0012
2.9
97
SWCNT-4
0.0020
1.4
99
SWCNT-5
0.000016
11
89
DWCNT-1
0.00026
0.45
99.6
MWCNT-1
0.049
3.4
97
MWCNT-2
0.0060
14
86
MWCNT-3
0.00081
2.3
98
MWCNT-4
0.000088
44
56
MWCNT-5
0.00017
18
82
MWCNT-6
0.00039
7.6
92
0.00071
4.3
96
SWCNT 平均
0.0094
15
85
MWCNT 平均
a：図 III.12 の体積濃度基準の粒径分布に図 III.13 の肺胞沈着率を考慮して求めた．空気力学径 4 µm 以下の粒子を
100％としたときの割合を示した．
Dm：移動度径 [µm]，Da：空気力学径 [µm]

表 III.17 各粒径区分の肺胞沈着率の代表値[%]
0.01 µm<Dm<0.1 µm
記号
0.1 µm<Dm，Da<1 µm
SWCNT-1
22
8.0
SWCNT-2
22
6.9
SWCNT-3
24
6.9
SWCNT-4
21
7.0
SWCNT-5
22
7.9
DWCNT-1
23
7.0
MWCNT-1
23
7.7
MWCNT-2
21
6.9
MWCNT-3
21
7.0
MWCNT-4
21
7.7
MWCNT-5
22
7.8
MWCNT-6
22
7.5
22
7.4
SWCNT 平均
22
7.4
MWCNT 平均
a：表 III.16 と表 III.14 の比からから計算．
Dm：移動度径 [µm]，Da：空気力学径 [µm]

a

1 µm<Da<4 µm
9.7
9.6
9.3
9.6
9.7
9.7
9.1
9.5
9.6
9.3
9.5
9.7
9.6
9.5

1.3.3 現場調査の結果における暴露濃度の整理
1.1 節に示した CNT の現場調査の結果について，表 III.18 にまとめる．CNT のリスクを評価す
る上で，どのような暴露量の指標が有害性と関連した適切な指標であるかは第 V 章で議論するが，
第 V 章において最終的に有害性評価の結果から導出する許容暴露濃度は重量濃度であるので，こ
こでは，重量濃度についてまとめた．総粉じんや吸引性粉じんの濃度 (意味は図 III.1 参照) が一
般に報告されている．これらの濃度は，必ずしも作業者の直接的な個人暴露濃度を測定したもの
ではなく，発生源近傍または，作業エリアにおいて計測されたものも含む．また，必ずしも 1 日
8 時間当たりの平均濃度ではない．第 VI 章では，これらの濃度を近似的に 1 日 8 時間当たりの平
均暴露濃度とみなして，リスク評価を行う．CNT は開発中のため，実験室レベルの報告が多い．
これらの暴露濃度は，表 III.13 の区分の F1～F2 におよそ相当するといえる．
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表 III.18 現場調査における発生源近傍の環境濃度や暴露濃度
総粉じん or 吸引性粉じん濃度
[µg/m3]
0.7–52.73
SWCNT (未精製)：レーザ
実験室
模擬回収，
Maynard et al.
(触媒金属を指標として推定した
ーアブレーション
or
(2004)
から工場
清掃
CNT 濃度)
HiPco
332
混合
(混合機を開ける)
MWCNT：CVD，
Han et al.
実験室
(2008)
約 50 nm 径，約 1.5 µm 長
113–193
秤量，CNT 溶液の噴霧
Lee et al. (2010)
31–286
MWCNT：CVD
製造工場 合成，秤量，袋詰め，分散
鷹屋ら (2010)
MWCNT：CVD
製造工場
袋詰め (手作業)
63 (EC 濃度)
CNF 複合材料湿式切断
1,094 (TC 濃度)
CNF：約 100 nm 径
Methner et al.
実験室
(2007)
500 mg/バッチ
秤量，混合
64–221 (TC 濃度)
化学処理
31–248 (TC 濃度)
CNF：化学気相法，70–200
Methner et al.
乾燥・移し変え
1,839 (TC 濃度)
nm径，50–100 µm長， 製造工場
(2010)
10–20 kg/シフト
すくい取り (袋詰め)
1,729 (TC 濃度)
EC：元素状炭素濃度，TC：全炭素濃度
出典

材料

作業規模

工程

1.3.4 模擬排出試験の結果から推定される暴露濃度
表 III.18 の現場調査の結果の半分は，実験室レベルの作業時の値である．また，対象とした CNT
の種類は限られている．そこで，1.2.2 節に示した模擬排出試験の結果から，様々な CNT が工場
規模で製造・使用されたときの暴露濃度を推定してみる．
NEDO プロジェクトでは，CNT 以外にも様々なナノ材料について模擬排出試験を行ってきた
(小倉&蒲生 2011)．そのうちいくつかは，同材料について，現場調査も行っている．CNT，カー
ボンブラック，二酸化チタンなど 10 種のナノ材料を対象に，模擬排出試験の結果 (各 3 回の幾何
平均値) と，同材料の現場プロセスにおける発生源近傍濃度 (作業時の平均濃度) を比較したと
ころ，個数濃度，重量濃度は共に，模擬排出試験の結果の方が概して高かった．1.2.3 節 (1) に示
した SWCNT についての現場調査の結果と模擬排出試験の結果の比較 (図 III.11) では，模擬排出
試験の結果より現場調査の結果の方が高いものがあるが，この SWCNT の現場調査の結果は，グ
ローブボックス内やドラフトチャンバーの中で計測した瞬間的な濃度上昇時の値であり，実際の
作業者の平均的な暴露濃度はこれよりかなり低く，模擬排出試験の結果よりも低くなると考えら
れる．
現場プロセスで比較的高い値が見られた工場規模の袋詰め工程の 4 材料についての結果 (小倉
&蒲生 2011) では，現場発生源近傍濃度と模擬排出試験の濃度の比は，個数濃度 (個/cm3) (OPC
による 0.3～10 µm の粒子の値) で 0.16～0.79，吸入性粉じん濃度 (µg/m3) で 0.03～0.56 であった．
これらの結果より，非常に大雑把な推定ではあるが，1.2.2 節の NEDO プロジェクトによる模
擬排出試験の濃度は，工業生産規模の袋詰め工程時のワーストケースに近いものと位置づけられ
る．もちろん，試験管を用いた簡易で小規模な模擬排出試験が，実際の現場プロセスをそのまま
反映しているわけではなく，現場の濃度を保証するものではないが，およその目安にはなると考
えられる．そこで，表 III.11 に示した模擬排出試験の結果の吸入性粉じん濃度を工業生産規模の
袋詰め工程時のワーストケース的な暴露濃度の推定値とみなし，第 VI 章では，これらの濃度に
ついてもリスク評価を行う．これらの濃度は，表 III.13 の区分の F2 におよそ相当するといえる．
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2. CNT 応用製品の製造から廃棄までの CNT 暴露評価
本節では，CNT 応用製品を例に，その使用から廃棄に至るまでのライフサイクルの各段階につ
いて，CNT が実際に製品応用された場合の暴露可能性についての評価を行う．
CNT は多方面での応用が期待されているところであるが，実用化されているもの，あるいは実
用化の目処がたっているものは限られている．そこで本節では，まず実際に暴露の可能性が高い
ことが想像できるケースとして「開放系あるいは直接接触する形態で用いられる」および「工業
製品として比較的数量が見込める」
のいずれかを優先して評価することを考えた．
しかしながら，
CNT を開放系や直接接触する形で利用することは，現時点で実用化されているか実用化に比較的
近い状況にあるとは考えられないため，工業製品として比較的数量が見込める用途として，次の
3 種類の製品での利用について，製造段階から廃棄段階までを評価することにした．
「電気二重層キャパシタ」
「リチウムイオン電池」
「自動車」
本節における評価は，大きく分けて 3 つの項目からなる．
一つは，上記の製品の概要や CNT の使われた方に関する記述である．これは，CNT 応用製品
の使用や廃棄における暴露可能性は，製品の構造や，製品における CNT の使われ方等に大きく依
存するため，それらを理解しておくことが，暴露可能性の検討において重要だからである．
二つ目は，上記の製品および使用される CNT のフローの量的な把握である．CNT 応用製品の
製造現場は別として，一般市民の暴露可能性を考える上では，使用や廃棄の各段階における製品
の数量は重要な要素である．本節での評価では，上記の 3 製品についての現状あるいは近い将来
予想される用途範囲や市場規模で用いられる状況を所与とし，それらの製品の性能向上のために
最大限 CNT が応用されるようになると仮定した場合の評価を行うこととした．実際には，CNT
の応用は実用化の途上にあるため，コストや CNT 応用製品の性能の面から，競合する技術との兼
ね合いにおいて，当該製品における CNT 導入のシェアは必ずしも 100%となるとは限らないこと，
逆に CNT の応用による製品性能向上のため製品の市場規模が拡大したり新規市場が開拓された
りする可能性があることに注意する必要がある．そういった市場予測については，本評価の対象
外とし，既往の予測を参考にするにとどめることにした．
三つ目は，上記の情報を踏まえた CNT 応用製品の製造，使用，廃棄における暴露可能性に関す
る記述である．

2.1 電気二重層キャパシタ
2.1.1 電気二重層キャパシタにおける CNT の利用
(1) 電気二重層キャパシタとは
日本では，電気容量を持つデバイス，いわゆる蓄電器のことを「コンデンサ」と呼んできたが，
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最近では二次電池に劣らない高出力な蓄電デバイスのことを「キャパシタ」と呼ぶようになった．
「キャパシタ」には従来の「コンデンサ」で用いるような明確な誘電体は存在せず，電解質を含
む電解液と電極の界面に電荷を物理的に貯蔵する新しいエネルギー貯蔵デバイスである．これを
「電気化学キャパシタ」とし，現在では「電気化学キャパシタ」は用語として定着している (株
式会社東レリサーチセンター 2006)．
電気化学キャパシタは，「電気二重層キャパシタ」「レドックスキャパシタ」に分けられ，電気
二重層キャパシタ (electric double layer capacitor: EDLC) はスーパーキャパシタあるいはウルトラ
キャパシタの呼称で呼ばれることも多い (社団法人 建設電気技術協会 2004)．また，充電・放電
の際に，電極界面での酸化還元現象を伴うものはレドックスキャパシタと呼ばれる (株式会社東
レリサーチセンター 2006)．
これらのうち，CNT の応用が期待されているのは，電気二重層キャパシタである．図 III.14 に
は，電気二重層キャパシタの基本構造の概念図を示した．電気二重層キャパシタは二つの電極と
電解液から構成される．電解液中のイオンが，電極表面に集まることで電荷を蓄積する．したが
って，原理的には，表面積の大きな電極剤を用いることで大きな容量を得ることができる．現在
電極として多く用いられる素材は活性炭である．
負荷

活性炭など

充電

放電

セパレータ

電気二重層

電解液

電気二重層

図 III.14 電気二重層キャパシタの構造の概念図

一般に，電気二重層キャパシタの蓄電媒体としての長所および短所としては，次のようなこと
が言われている (社団法人 電子情報技術産業協会 2002)．
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【長所】
1．小形でファラッド (F) 単位の静電容量が得られる．
2．特別に電流制限をした充電回路や放電時の制約が不要である．
3．充放電回数には制約がない．
4．急速な充放電にも対応が可能である．
5．二次電池に比べて，使用温度範囲が広い．
6．二次電池に比べて，寿命が長い．
【短所】
1．内部に電解液を使用しているため，寿命は有限である．
2．使用条件によっては，液漏れを起こす場合がある．
3．アルミ電解コンデンサと比較して内部抵抗が高いため交流回路には使用できない．
4．電気的特性の測定が一般のコンデンサと比べて複雑である．

特に二次電池と比較すると，①高速充放電が可能，②充放電の可逆性 (効率) が高い，③長寿
命，といった特徴があげられる (白石 2007)．
電気二重層キャパシタは，代表的な二次電池であるニッケルカドミウム電池や鉛シール電池と
比べると，重金属類を含まず，充放電回数において優れた特性をもつ．また，他のタイプのキャ
パシタに比べて，単位容積あたりの静電容量 (キャパシタンス) が高いという特徴を有している
(アルバックグループ 2006)．静電容量 C [F (ファラッド) ]は，蓄電電荷 Q [C (クーロン) ]を印加さ
れた電圧 V で割ったもので，単位電圧当たりにどれだけ多くの電荷貯蔵が可能なのかを意味する
(本田&石川 2006)．
電気二重層キャパシタの機能は，通常のコンデンサと二次電池の中間に位置づけられる (株式
会社東レリサーチセンター 2006)．二次電池は多くのエネルギーを蓄えることができる．つまり，
エネルギー密度が高い．しかし，エネルギーを取り出す速度が限られているためパワー密度は低
い．一方，電気二重層キャパシタは，蓄えられるエネルギーは少ないが，エネルギーを取り出す
速度は速い．つまり，パワー密度は高い．江頭＆森田 (2006) によれば，電気二重層キャパシタ
は，貯蔵エネルギーが二次電池よりも一桁程度低く，そのまま二次電池の代替として用いるのは
難しいとされている．
具体的に，電気二重層キャパシタの主たる用途と機能を種類 (静電容量) ごとに分類したもの
を表 III.19 に示す．携帯機器のメモリバックアップ用電源から，電力貯蔵倉庫まで，様々な規模
のものが幅広い用途が考えられている．電気二重層キャパシタは，その蓄電媒体としての特徴か
ら，単に電気を蓄えるというような二次電池と共通する用途のみならず，次のような目的での利
用が特徴的である (エルナー株式会社 2007a)．

1：入力 (電源) 電力を平準化する
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2：出力 (負荷) 電力を平準化する
3：捨てていた電力を回生する
4：緊急時に信頼性の高い電源とする
5：容量を選択することで必要な放電時間を設定する

表 III.19 電気二重層キャパシタの主な用途と機能
種類（静電容量）

用途

機能
メモリバックアップ用電源

携帯電話

電源
家電機器 (テレビ・オーディ
オ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・ メモリバックアップ用電源
など)
パソコン
小型・中型（10F 以下） 電子手帳

電圧低下時用電源

PDA
デジタルカメラ
バッテリー代替電源
ビデオカメラ
ソーラー標識・街路灯
電源
自発光式道路鋲
自動車

スターター用電源

複写機

代替電源

自動車

アクチュエータ駆動用電源

ハイブリット自動車・バス・
電源
トラック
燃料電池自動車

補助電源
瞬間大電流供給用電源

大型（10～1,000F 級） 電動自転車

主電源

電車

制動時回生エネルギーの蓄電

無停電電源装置 (UPS)

非常用電源

太陽光発電システム

ロードレベリング用電源

風力発電システム

蓄電

電力貯蔵倉庫

蓄電

株式会社東レリサーチセンター
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活性炭を用いた電気二重層キャパシタの場合，キャパシタのセルの重量構成比は，電極材 65%，
電解液 30%，その他 5%となっており，電極材 65%のうち，活性炭は 40%前後，アルミニウムが
20–25%，バインダーは僅少，という構成比となっている (株式会社富士経済 2009)．ただし，こ
れはキャパシタのセルに対する構成比であり，キャパシタ製品に対する重量比とは異なる．
電気二重層キャパシタの一般的なセルは，密閉ケースに覆われており，コイン (ボタン) 型，
円筒・角型の金属ケースやラミネートケースが用いられている．大容量・大出力を可能にするた
め，これらのセルを直列や並列に複数接続し，一つの集合体としたモジュールとして使用される
場合も多い． (独立行政法人 工業所有権情報・研修館 2005)．実際の使用は，さらに製品にパッ
ケージ (内蔵) される場合がほとんどである．

(2) 製造プロセス
電気二重層キャパシタには，代表的な形状として，コイン型，円筒型，角型などがあり，円筒
型は捲回，角型は積層によってセルを構成している (独立行政法人 工業所有権情報・研修館
2005)．そのうち，
「コインおよび積層形」，
「捲回形」の製造方法の例を図 III.15 に示す (エルナー
株式会社 2007b)．図に示したのは活性炭を電極材に用いたものであるが，CNT を電極材として
用いる場合もその概要は同様であると考えられる．
「コインおよび積層型」の電気二重層キャパシ
タの場合，電極材はまず，バインダーと混練されシート上に成形される．また，
「捲回形」の場合，
電極材はスラリー状にしたものをアルミ泊に塗布して乾燥される．電極の作成方法には，上記を
含め，①混練圧延法，②コーティング法，③加圧成形法，④焼結法，⑤炭素アエロゲル法などの，
いくつかの製法がある (株式会社東レリサーチセンター 2002, 2006)．いずれも，最終的には，電
極とセパレータとが層状の構造を形成し，それに電解液が含浸したものがケースで封止されたも
のが一つの単位として製品となる．
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「コインおよび積層形」

「捲回形」

シート電極・打抜き

活性炭とバインダーを混
練してシート状にし、所定
の直径に丸く打ち抜く

塗料製造

活性炭、溶剤、その他を
混合しスラリー状の塗料
を作成

接着

打ち抜いた電極を集電体
となるケース、キャップに
接着

塗工・裁断

活性炭塗料をアルミ箔に
塗布し乾燥、原反ロール
を作成し、裁断

有機電解液を注液

端子付け

陽極箔および陰極箔に
リード端子を接続

組立・封口

ガスケット、セパレータを
組立て、ケースをプレスし
て封口

巻き取り

陽極箔と陰極箔の間に電
解紙を挟んで巻き取り、素
子を作成

セル検査

コイン形セル単体の電気
特性の検査

含浸

素子に電解液を減圧等の
方法で含浸

積層

コイン形セルを複数枚、直
列に接続加工

組立・スリーブ掛け

含浸済みの素子に封口ゴ
ムを取り付け、ケースに入
れて封止、さらにスリーブ
を掛ける

電解液注液

検査

エージング

出荷

検査

規定の電圧を印加し、
エージング（デバッキン
グ）

特性検査および外観検査
で初期不良品を排除

出荷

図 III.15 電気二重層キャパシタの製造方法の例 (エルナー株式会社 2007b を基に作成)

(3) CNT の利用
通常，電気二重層キャパシタには，電極材料として高比表面積の活性炭 (1,000–2,500 m2/g) が
用いられているが，表面積の大部分は細孔径 2 nm を超えないミクロ孔に起因してイオン篩効果
が起こり，実際の有効表面積はかなり減少すると考えられる．一方で CNT は，比表面積が数百
m2/g と活性炭よりも小さいが，細孔径 2 nm から 50 nm までのメソ孔を中心に形成されているの
で，イオン篩が生じることなくイオンの吸着が可能であると考えられている (本田&石川 2006；
IUPAC 1985)．また，電解質イオンの吸脱着が非常にスムーズであると予想されることから，超高
速充放電が可能であることが期待できる (白石 2007)．CNT を利用した高性能キャパシタに期待
される分野として，プリンタ・コピー機用予熱電源，耐久性が要求されるフォークリフト・電車
III-49

III. 暴露評価

用電源等の実用化が見込まれている (独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 2008)．
直井 (2006) によれば，電極材料として活性炭を用いた場合の電極重量あたりの静電容量は最
大 100 F/g であるのに対し，カーボンナノチューブを用いた場合には，100〜200 F/g 程度が見込ま
れている．最大で 2 倍の容量が達成できるとすれば，活性炭を用いる場合の半分の量で，同等の
容量を得ることができる．現在，日本ケミコン (株) と (独) 産業技術総合研究所のカーボンナノ
チューブキャパシタ開発プロジェクトにおいて，CNT を電極として用いた，パワー密度，エネル
ギー密度，電圧，寿命特性といった観点からの高性能のキャパシタ開発が行われているところで
ある (独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 2008)．

2.1.2 電気二重層キャパシタおよび CNT のフロー
(1) 生産量･使用量の推定
電気二重層キャパシタについての直接的な統計情報は得られていない．経済産業省 (2008a) の
機械統計年報には，コンデンサは静止電気機械器具の「コンデンサ (電子機器用のものを除く) 」
と電子部品の「固定コンデンサ (小分類あり) 」に，電池は「乾電池 (小分類あり) 」や「蓄電池
(小分類あり) 」に分類されて，生産データ (数量と金額) が示されている．同じく，経済産業省
(2009) の工業統計調査ではコンデンサや電池は「コンデンサ (蓄電器) 」「鉛蓄電池」「アルカリ
蓄電池」「リチウムイオン電池」「筒形マンガン乾電池」「その他の一次電池」「固定コンデンサ」
「コンデンサ (固定コンデンサを除く) 」として品目別に分類され，出荷金額が示されている．
また，独立行政法人 工業所有権情報・研修館 (2005) によると，電気二重層コンデンサ (キャパ
シタ) そのものの市場は公表されている数値がないとの記述もあり，推定・予測にとどまってい
る．
ここでは，キャパシタに CNT を用いることのメリットが大きい大容量蓄電デバイス分野 (自動
車／輸送機器，電力貯蔵／負荷平準化，産業用機械／工作機械 )について，株式会社富士経済
(2009) の推計に基づいて計算を行うことにした．
表 III.20 は，大容量の電気二重層キャパシタについて，金額ベースの市場規模推定とエネルギ
ー (Wh) あたりの価格の推定 (いずれも株式会社富士経済 (2009) による推定) に基づいて，エネ
ルギー (Wh) あたりの市場規模を推定したものである．また，表 III.21 は，さらに，エネルギー
(Wh) あたりの市場規模を，平均的なキャパシタセルのエネルギー密度の値で除すことによりセ
ル重量の値に換算した．その結果，表にあるような用途におけるキャパシタの市場規模は，セル
重量ベースで，約 113 [t]と推定された．
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表 III.20 大容量電気二重層キャパシタの製品用途別の市場規模：容量ベースの推定
(2007 年実績に対する推定)
製品用途

形態

市場規模
（円）

Wh 当たりの価格
（円）

市場規模
（容量 Wh）

A

B

C=A/B

ハイブリット自動車（乗用車）

非常用電源

1,753,000,000

4,500

389,556

アイドリングストップ機構付自動車

電装品作動

18,000,000

6,000

3,000

鉄道車両

アシスト動力

住宅用発電・蓄電システム

蓄電

92,000,000

5,100

18,039

太陽光発電システム（産業・公共用） 蓄電

13,000,000

5,100

2,549

風力発電システム

蓄電

20,000,000

20,000

1,000

ハイブリット照明

主要電力

4,000,000

6,000

667

自発光式道路鋲

主要電力

56,000,000

10,000

5,600

229,000,000

6,500

35,231

5,500

100,000

無停電電源装置（UPS）

非常用電源

建設機械

アシスト動力

フォークリフト

アシスト動力

－

－

－

－

550,000,000

A と B は，株式会社富士経済 (2009) の推定値

表 III.21 大容量電気二重層キャパシタの製品用途別の市場規模：セル重量ベースの推定
(2007 年実績に対する推定)
製品用途

形態

市場規模
（容量 Wh）

平均エネルギー密度
（Wh/kg）

用途別セル重量
（kg）

C（再掲）

D

E=C/D

ハイブリット自動車（乗用車）

非常用電源

389,556

5.7

68,343

アイドリングストップ機構付自動車

電装品作動

3,000

5.7

526

鉄道車両

アシスト動力

住宅用発電・蓄電システム

2.3

－

蓄電

18,039

5.7

3,165

太陽光発電システム（産業・公共用） 蓄電

2,549

5.7

447

風力発電システム

蓄電

1,000

5.7

175

ハイブリット照明

主要電力

667

3.375

198

自発光式道路鋲

主要電力

5,600

3.375

1,659

無停電電源装置（UPS）

非常用電源

35,231

3.54

9,952

建設機械

アシスト動力

フォークリフト

アシスト動力

－
100,000

3.45
3.45

28,986

合計

113,451

D は，それぞれの用途にキャパシタを販売しているメーカーの代表的な製品の値 (株式会社富士経済
(2009) より) の平均値

キャパシタセルに占める活性炭の重量比が 40%であること，また，活性炭の代わりに CNT を
用いることによる性能向上を 2 倍と仮定すると，これらの用途に用いられる可能性のある CNT
の総量は次式のように 23 [t]と推定された．

113 [t] × 0.4 ÷ 2 ＝ 23 [t]
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(2) 廃棄量の推定
メーカーでは以下の二つの方法が指示されている場合が多く，詳細は，社団法人 電子情報技術
産業協会 (2002) の電子情報技術産業協会技術レポート EIAJ RCR-2370A「固定電気二重層コンデ
ンサの使用上の注意項目ガイドライン」の参照を促す記述がみられる．
①穴を開けるか，十分潰してから焼却
②産業処理廃棄物業者に委託し廃棄 (埋め立てなど)
ここで取り上げたキャパシタの用途の特殊性から，電気二重層キャパシタを内蔵した製品の多
くがまずはメーカー等に回収され，キャパシタ自体は，一部再利用されるなどした後，最終的に
は上記の①か② (金属回収や埋め立て) の処理を受けるものと考えられる．
既に述べたように，活性炭キャパシタの場合，電極材としてアルミを 20-25%含み，また，製品
によっては金属ケースで封止されているなど，
金属の構成比率が比較的高い．これらのことから，
キャパシタを内蔵する各種の装置が廃棄された後，キャパシタは取り外され，破砕等の前処理を
経て，産業廃棄物の金属回収のフローに乗る部分が比較的大きいと考えられる．
ただし，実際に廃棄物処理会社２社にヒアリングを行ったところ，電気二重層キャパシタは新
しい電源装置であるため，事業化の実績はなく，検討段階であるとの回答であった．事業化に際
しての問題として，廃棄物量が確保できない，回収される有償金属が少ない，形状が揃っていな
いため手作業となる，解体時の廃液処理の問題が挙げられていた．
将来的に一定数のキャパシタが流通し，その処理方法が確立するならば，(1) で推定された年
間 23 [t]の CNT は，基本的に全量が産業廃棄物の金属回収フローに乗ると想定される．

2.1.3 製造，使用，廃棄における暴露可能性
ここでは，電気二重層キャパシタに CNT が用いられる場合の，製造，使用，廃棄の各段階での
暴露可能性について述べる．

(1) 製造時
図 III.15 に示した電気二重層キャパシタの製造プロセスから，作業者が暴露の可能性があるの
は，CNT を溶剤やバインダーと混ぜ合わせ，シート状あるいはスラリー状にするプロセスである
と考えられる．その中でも，CNT が乾粉で取り扱われ，飛散の可能性があるプロセスとしては，
CNT を装置に投入する操作や，混練するプロセスを挙げることができる．
バインダーやシート状，スラリー状となった後には，飛散性は著しく低下し，さらに，ケース
への封入によって CNT への暴露の可能性は無視できると考えられる．
CNT が乾粉で扱われる可能性があるプロセスにおける暴露レベルについては具体的な情報が
ない．実際に用いられるプロセスや操作方法によっても異なると考えられるが，現時点では，1
節における CNT 粉体の暴露評価で見積もられたレベルに準じるものと見なすことが適当と考え
られる．
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(2) 使用時
電気二重層キャパシタは，小型や中型のものはセル，大型のものはモジュールまたはシステム
として出荷されるのが一般的である．また，実際の使用時には，表 III.19 に示したような用途に
おいて，様々な製品に内蔵された形となる．
CNT が製品の使用者に接する機会，すなわち製品使用中の暴露可能性は，事故等による破損と
いった特殊な状況を除けば，ほとんど考慮する必要がないと考えられる．それは，次のように，
幾重にも飛散や接触が起こりにくい条件が重なっているからである．
・CNT は，バインダーと混練された形で電極を形成している．
・電極は，セパレータや電解液とともにケースで封止されセルとなっている．
・用途によっては，モジュールやシステムとしてパッケージされている．
・キャパシタのセルやモジュールは，製品筐体に覆われている．

(3) 廃棄時
電気二重層キャパシタの処理プロセスは現時点では確立されていないが，金属回収プロセスに
至る前に，セルやモジュールに分解された後に，破砕等を経て，金属回収のため精錬プロセスに
回ることが考えられる．
電気二重層キャパシタの構造から，CNT はバインダーと混練された上に電解液に含浸されてお
り，破砕等のプロセスにおいても容易に飛散する可能性は低い．
精錬プロセスにおいては，炉の温度が CNT の燃焼温度を上回ることから，CNT が燃焼するこ
とが期待でき，そこからの飛散や暴露は無視できるものと考えられる．

2.2 リチウムイオン電池
2.2.1 リチウムイオン電池における CNT の利用
(1) リチウムイオン電池とは
1970 年中頃から負極に金属リチウムを使用したリチウム二次電池が開発され，実用化が進めら
れていたが，サイクル寿命に限界があるなどの欠点があった．この欠点を克服したものとして，
正極にリチウムコバルト酸，負極に黒鉛炭素質を用いたリチウムイオン二次電池が 1995 年頃から
開発，実用化されてきた．それ以降，リチウムイオン二次電池の市場は，急激に拡大し，近年の
年間生産金額は 3,000 億円前後の産業規模になっている．これには，携帯電話，ノートパソコン，
小型パーソナル機器の急激な需要拡大とともに，これらの電源として，高出力，高エネルギー密
度のリチウムイオン二次電池が開発されてきたことが背景にある (池田&松田 2003)．さらに近年，
ハイブリッド車や電気自動車，燃料電池車などの次世代電動自動車を対象としたリチウムイオン
電池の開発が進められている．
リチウムイオン電池は，エネルギー密度が高く，小形で軽量という特徴を活かして，家電機器(デ
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ジタルカメラ，ビデオカメラ，携帯電話，携帯型オーディオプレーヤー，ノート PC，PDA など)
や電動自転車，大型のものでは電気自動車やハイブリット自動車など，さまざまな用途に使われ
ている (有限責任中間法人 カメラ映像機器工業会 CIPA 2008)．そして，その多くは，各種製品
の中に電源としてパッケージ (内蔵) された形で流通している．
リチウムイオン二次電池は，正極材が主にコバルト系，マンガン系，ニッケル系の 3 種類があ
り，多くのものにコバルト酸リチウムが使用されているが，マンガン酸リチウムやニッケル酸リ
チウムを正極に使用したものも開発されている (芳尾ら 2003)．
その他の二次電池と比較して，リチウムイオン電池は次のような特徴を有しているといわれて
いる (NEC トーキン株式会社 2008a)．

・エネルギー密度が高い：従来のニカド (Ni-Cd) 電池やニッケル水素 (Ni-MH) 電池に比べて，
重量や体積で小形化・軽量化が可能．
・動作電圧が高い：ニカド電池やニッケル水素電池の数倍の高電圧が得られるので，機器の小形
化・軽量化が可能になる．
・メモリ効果がない：ニカド電池のように，浅い放電と充電を繰り返すと放電容量が減少すると
いうメモリ効果がないため，継ぎ足し充電が可能．
・高い安全性：特にマンガン系は過充電に強く，熱的安定性が高い．
・環境にやさしい：カドミウム・鉛・水銀等の環境規制物質を使用していない．

表 III.22 には，容量や電圧，エネルギー密度といった項目について，具体的な比較を示した．
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表 III.22 リチウムイオン電池とその他の二次電池との比較
公称
電池の種類

リチウムイオン a)

サイズ
18650
φ18.1mm×64.8mm
C サイズ (KR14)

ニカド a)

φ26mm×50mm
単 3 形 (KR6)
φ14.3mm×50.2mm
D サイズ (HR20)

ニッケル水素 a) b)

φ34mm×59.3mm
単 3 形 (HR6)
φ14.5mm×50.5mm

鉛蓄電池 c)

40B19L
187×127×202mm

重量

容量

体積エネルギー 重量エネルギー

電圧

密度 d)

密度 e)

47g

2.5Ah

3.7V

555Wh/L

197Wh/kg

85g

2Ah

1.2V

90Wh/L

28Wh/kg

23g

0.7Ah

1.2V

104Wh/L

37Wh/kg

175g

9.3Ah

1.2V

207Wh/L

64Wh/kg

30g

2.4Ah

1.2V

345Wh/L

96Wh/kg

8kg

28Ah

12V

70Wh/L

42Wh/kg

a) 三洋電機株式会社 (2009) より
b) パナソニック株式会社 (2009a) より
c) パナソニック株式会社 (2009b) より
d) 公称電圧，容量，体積により計算
e) 公称電圧，容量，重量により計算

リチウムイオン電池の構造を，図 III.16 に示す．セパレータで隔てられた正極と負極とが金属
ケースに封止された構造となっている．また，構成部品について表 III.23 に示した．リチウムイ
オン電池の重量構成比は，正極 32%，負極 16%，セパレータ 15%，電解液 10%，その他 27%とさ
れている (株式会社富士経済 2009)．
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角型

円筒型

図 III.16 リチウムイオン電池の構造 (パナソニック株式会社 ≪引用許可済み≫)

表 III.23 リチウムイオン電池の構成部品 (有限会社シーエムシー・リサーチ 2009；小久見 2008)
・コバルト酸リチウム (LiCoO2)
正極材

・マンガン酸リチウム (LiMn2O4)
・ニッケル酸リチウム (LiNiO2)
・複合材料

負極材
電解液
セパレータ
集電体

・グラファイト (黒鉛，人造黒鉛)
・コークス (ハードカーボン)
・リチウム塩を溶解させた有機溶媒
・ポリオレフィン多孔性フィルム
・アルミ (正極)
・銅 (負極)
・スチールケース

ケース

・アルミケース
・アルミラミネートフィルム

図 III.17 には，リチウムイオン電池の動作原理を示した．リチウムイオンを電荷の担い手とし
て，リチウムイオンが，充電時には負極に，放電時は正極に移動する．
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充電時

放電時
電流

負極

セパレータ

電流

負極

正極

負荷

セパレータ

正極

電解液

電解液
リチウムイオン

リチウムイオン

図 III.17 リチウムイオン電池の動作原理 (社団法人 日本電気技術者協会 2009 を基に作成)

(2) 製造プロセス
リチウムイオン電池 (角型) の製造フローを図 III.18 に示した．この例では，電極材料をかき混
ぜてスラリー状とし，それを集電剤に塗布して電極を作成する．電極は，セパレータを挟んで巻
き取られた状態で缶ケースに挿入され，電解液を注入した後に密封される．
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正極材料・負極材料の製造
調合

電極材料をかき混ぜスラリーを作成

塗布

スラリーを集電体の両面に塗布

圧縮

電極の厚さが規定値になるよう圧縮

裁断

既定の寸法に裁断

リチウムイオン電池の組立
巻き

正極と負極をセパレータを挟み込んで楕円状
に巻きジェリーロールを作成

ケース挿入 ジェリーロールを缶ケースに挿入しジェリー
ロールのタブを缶ケースと蓋に接続
溶接

缶ケースと蓋を溶接

注液

蓋の注液口から電解液を注入

封口

注液口を溶接で密封

検査

充電および放電を行い既定の検査

出荷
図 III.18 リチウムイオン電池 (角型) の製造フロー
(NEC トーキン株式会社 2008b を基に作成)

(3) CNT の利用
CNT のリチウムイオン電池への応用は 2 つの種類がある．負極の材料そのものに CNT を用い
るケースと，負極に対する添加剤として用いるケースである．
リチウムイオン電池の炭素負極として，CNT の電気化学的リチウム貯蔵特性は，まず多層カー
ボンナノチューブ (MWCNT)，そして単層カーボンナノチューブ (SWCNT) について研究された．
これ以外にも，単層カーボンナノホーン (SWCNH)，カップ積層型カーボンナノチューブ
(CS-CNT)，二層カーボンナノチューブ (DWCNT) など様々な CNT についても報告されているが，
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研究材料としてはこれからの課題といえる (東原&小宮山 2007)．ただし，気相成長炭素繊維
(VGCF) に関する記述であるが，
「六角網平面が同心円状に配向するいわゆるオニオン構造を呈す
るが，これは LIB 負極材料としては一長一短である．すなわち，黒鉛のベーサル面が繊維表面に
向いていることから電解液との反応が抑制される長所を有している．しかし，一方，リチウムイ
オン (Li+) は ABAB と規則正しく配列した六方晶系黒鉛層間にインタカレートされるため，同心
円状に配向した CNT では黒鉛層面間にズレが生じ正確な ABAB 構造となり得ず，負極活物質と
しては不利である．とくに繊維径の細い CNT では層面のズレが大きく容量的には不利と考えられ
る」とされる (西村 2007)．
一方，負極に対する添加剤としての CNT は既に実用化されている．代表的なものは，昭和電工
株式会社の VGCF®である．VGCF®は，リチウムイオン二次電池 (LIB) の電極用導電助剤として
用いられてきた．VGCF®を添加すると，充放電を繰り返し活物質が多少移動しても VGCF®が粒
子間の導電パスを維持するため，充放電に寄与しない活物質の発生を抑制することができ，電池
の容量低下を防ぐことができる (図 III.19)．また，
「VGCF®を活物質の粒子間に均一に分散させた
場合は，粒子間の導電性を付与しつつ隙間を閉塞させることがないため，電極の高密度化と電解
液の高浸透性を両立できることになる」といわれている (西村 2007)．ただし，LIB 用の CNT に
ついては分散性と導電性付与との関係で繊維径を細くすることは得策ではないとされ，活物質の
粒径や用いるバインダーに合わせた，繊維径や繊維長，並びに分散方法を最適化する必要がある．
その他，近年ではリチウムイオン電池の生産量の増加に伴い，負極だけではなく正極において
も，VGCF®を導電助剤として添加することが増えている (昭和電工株式会社 2009a)．

炭素活物質

VGCF 無添加

導電パス欠落

銅箔

VGCF

VGCF 添加

導電パス維持

初期状態

充放電 繰り返し後

図 III.19 CNT の負極への添加によるサイクル特性改善メカニズム (西村 2007 を基に作成)
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リチウムイオン電池の負極添加剤として用いる場合の添加割合としては，
「炭素繊維の含有量は，
負極中の 0.1 質量%〜20 質量%，好ましくは 0.1 質量%〜10 質量%である」 (特許庁 2007) とされ
る一方，
「現在ノート PC や携帯電話の負極剤に 2〜5 Wt%程度添加されており (以下略) 」 (株式
会社矢野経済研究所 2004) という記述も見られる．ここでは，中位値として 3%の添加割合を仮
定することとする．

2.2.2 リチウムイオン電池への利用に伴う CNT のフロー
(1) 国内生産量･使用量の推計
(a) リチウムイオン電池の総量に基づく推計
ここでは，小形のリチウムイオン電池に関する評価を行った．その理由は，リチウムイオン電
池に関する統計は，主に，家電，情報機器，通信機器等に用いられる小形のものを対象にしてお
り，また，そういった小形電池は，必ずしも厳格な回収や処理の仕組みを確立しにくいことから，
あくまで相対的にではあるが，それに用いられる CNT の放出や暴露の可能性が高いからである．
経済産業省の機械統計には蓄電池が「鉛蓄電池」と「アルカリ蓄電池」と「リチウムイオン蓄
電池」に分類され，生産データ (数量，容量，金額) が示されている．ここで対象とされている
のは小形二次電池である．2007 (平成 19) 年のリチウムイオン蓄電池の生産数量は 1,054,703 (千
個) ，生産容量は 1,582,611 (千 Ah)，生産金額は 315,092 (百万円) となっており，販売数量は
1,137,100 (千個)，販売容量は 1,654,641 (千 Ah)，販売金額は 333,421 (百万円) となっている．2003
年から 2007 年のデータを表 III.24 に記した．

表 III.24 リチウムイオン電池の生産・販売量 (経済産業省 2008a)
暦年

2003 年

2004 年

2005 年

2006 年

2007 年

762,788

779,778

876,784

1,002,483

1,054,703

産

容量（千 Ah）

982,176

1,083,545

1,247,800

1,443,218

1,582,611

金額（百万円）

297,818

275,649

277,151

294,650

315,092

数量（千個）

780,921

828,332

926,502

1,072,501

1,137,100

容量（千 Ah）

989,101

1,115,422

1,277,892

1,493,851

1,654,641

金額（百万円）

305,548

293,751

289,148

304,264

333,421

販 売

生

数量（千個）

一方，財務省貿易統計 (財務省 2009) によれば，2007 年のリチウムイオン二次電池の輸出数量
は約 10.3 億個である．ここで対象とされているのは，小形に限らず，リチウムイオン二次電池全
体である．輸入については，リチウムイオン二次電池の項目はなく，
「その他の蓄電池」という項
目に含まれることになり，その数量は 0.9 億個である (表 III.25)．
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表 III.25 リチウムイオン電池の輸出入量 (財務省 2009)
暦年

2003 年

2004 年

2005 年

2006 年

2007 年

数量（億個）

6.3

7.3

8.2

9.7

10.3

金額（億円）

2,198

2,132

2,121

2,356

2,613

数量（億個）

0.3

0.5

0.8

0.8

0.9

金額（億円）

140.1

215.4

348.1

344.0

447.9

輸出

輸入※
※輸入については「その他の蓄電池」の値

経済産業省の機械統計で集計されているのが小形二次電池であるのに対し，財務省貿易統計で
集計されているものは必ずしもそうではない問題がある．また，貿易統計では製品に組み込まれ
たリチウムイオン電池 (間接輸出入分) は集計されていないため，特に輸入される電化製品に組
み込まれたリチウムイオン電池の分だけ，国内流通量を過小評価している問題がある．間接輸出
入分を適切に評価するための統計情報が得られなかったため，ここでは，販売量から輸出分を差
し引いた数量，すなわち，1.1 億個 (＝11.4 億個−10.3 億個) を国内流通量の最小値とし，また，
輸出分を考慮しない，あるいは，輸出分は全て製品組み込みとして逆輸入されると仮定した数量，
11.4 億個を，国内流通量の最大値として考えることにした．その上で，以降の計算では，根拠は
曖昧ながら，上記の範囲の中位値として，間接輸出入分を考慮した国内流通量として，約 3 億個
を国内出荷量として考えることにする．
ちなみに，社団法人 電池工業会は，会員企業に対する調査に基づいて，独自に国内販売量を集
計している (表 III.26)．小形二次電池を対象とし，直接輸出分を含まない国内出荷数量であるが，
間接輸出入分は含まれていない．2007 年度の数量として，約 2.5 億個となっている．

表 III.26 リチウムイオン電池の国内販売量 (社団法人 電池工業会 2008a)
2003 年度
販売数量（千個）

229,917

2004 年度
202,286

2005 年度
196,836

2006 年度
221,636

2007 年度※
250,280

※社団法人電池工業会からのヒアリングによる

経済産業省および環境省の合同検討会において用いられた資料 (経済産業省･環境省 2001) に
おける推定内容を分析したところ，小形二次電池のうち，リチウムイオン電池の平均的な重量を
22 g/個として計算されていた．この値と，負極重量の割合が電池重量の 16%である (株式会社富
士経済，2009) こと，CNT の添加割合を 3%と仮定したことから，上記で推定した 2007 年に国内
に流通する (3 億個) に付随して流通する CNT の量は，次のように推定される．
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3×108 [個] ×

22 [g/個]

×

0.16

×

0.03

÷

106 [t/g]

＝

31.7 [t]

この値は，あくまでも，国内に流通するリチウムイオン電池の全てに CNT が用いられたと仮定
したケースであり，現実にはコスト面や競合する技術との兼ね合いによって，リチウムイオン電
池の全数に CNT が用いられるわけではないことに注意が必要である．

(b) 主要用途の積み上げによる推計
小形のリチウムイオン電池の主たる用途である，携帯電話，ノート PC (A4 型とモバイル型)，
デジタルカメラ (小型と一眼レフ型)，ビデオカメラ，デジタルオーディオプレーヤー，電動工具
については，各用途における負極重量 (負極材，負極バインダー，負極導電剤の合計) の推定値
をもとに，リチウムイオン電池に付随して流通する可能性のある CNT 量を推定した．この他にも
リチウムイオン電池は携帯型ゲーム機などにも多く使われているが，適当な統計が見当たらなか
ったので，ここでは省略されている．リチウムイオン電池が使われる製品中の CNT の使用量は次
式により推定される．CNT の添加割合については，前述と同様に 3%を仮定した．

当該用途の CNT 量 ＝ 製品の出荷台数 × 1 台あたりに使用される負極重量 × CNT の添加割合

製品の出荷台数については，公表されている統計から，該当製品の国内出荷台数を使用した．
1 台あたりに使用される負極重量については，携帯電話，ノート PC，小型デジタルカメラ，電動
工具は，有限会社シーエムシー・リサーチ (2009) で推定されている負極重量の値を用いた．た
だし，次の製品についてのみ条件を仮定して負極重量を導いた (有限会社シーエムシー・リサー
チ，2009)．電池の仕様について，一眼レフデジタルカメラは，同じく有限会社シーエムシー・リ
サーチ(2009) に示されている，複数のメーカーの平均値である 1,500 mAh×2 セルを仮定した．
ビデオカメラは，オプションとして高容量タイプのものも発売されているが，標準装備のバッテ
リーパックを想定し 1,100 mAh×2 セルを仮定した．デジタルオーディオプレーヤーは 850 mAh
×1 セルを仮定した．
そのほか，リチウムイオン電池が使われ始めている電動アシスト自転車と，今後使用が予測さ
れるハイブリット自動車の大型の製品についても，現在の製品の流通量でリチウムイオン電池が
使用されていると仮定して，CNT 量の推定を試みた．電動アシスト自転車には，リチウムイオン
電池が既に使われ始めており，その採用率も年々増加している．また，ハイブリット電気自動車
(hybrid-electric vehicle：HEV) には，モーターを駆動するバッテリーが搭載されており，販売台数
が近年急速に伸びている．現在発売されている HEV は，リチウムイオン電池ではなく，ニッケ
ル水素電池 (Ni-MH) が使用されているが，今後， HEV を含め，プラグインハイブリット自動車
(plug-in hybrid electric vehicle：PHEV) や，電気自動車 (electric vehicle：EV) にもリチウムイオン
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電池の搭載が期待されており，現在，HEV 用のリチウムイオン電池の増産や，新工場の設立など
の動きがみられる (三洋電機株式会社 2008; 本田技研工業株式会社 2009)．よって，今後リチウ
ムイオン電池の生産量が飛躍的に伸びる可能性がある．
上記のように推定した各製品中のリチウムイオン電池に付随して流通する可能性のある CNT
量を表 III.27 に示した．これらの合計値は約 22 [t]と推定された．

表 III.27 リチウムイオン電池の主要用途で用いられる可能性のある CNT 量の推定 (2007 年)
国内出荷

セル

容量

負極重量合計

CNT 量

台数（百万台）

数

（mAh）

（kg）j) k)

（t）l)

製品
49.64 c)

1

850

162,065

4.9

ノート PC A4 型用 a)

4.76 d)

6

1,500

178,823

5.4

ノート PC モバイル型用 a)

1.27 d)

4

1,500

31,901

1.0

デジタルカメラ（小型）用 b)

9.92 e)

1

1,100

49,373

1.5

デジタルカメラ（一眼レフ）用

1.07 e)

2

1,500

13,258

0.4

ビデオカメラ用

1.35 f)

2

1,100

13,395

0.4

デジタルオーディオプレーヤー用 b)

6.00 f)

1

850

19,600

0.6

電動工具（ドリル及びドライバ）用 b)

1.27 g)

4

3,000

73,384

2.2

電動アシスト自転車用 b)

0.28 h)

7

5,000

53,818

1.6

ハイブリット自動車用 a) b)

0.09

i)

36

10,000

139,129

4.2

合計

22.0

携帯電話用

a) 2007 年度データ (2007 年 4 月～2008 年 3 月のデータ)
b) 全製品にリチウムイオン電池が搭載されていると仮定
c) 社団法人 電子情報技術産業協会 (2009a) より
d) 社団法人 電子情報技術産業協会 (2009b) より
e) 一般社団法人 カメラ映像機器工業会 (2009) より
f) 社団法人 電子情報技術産業協会 (2009c) より
g) 経済産業省 (2008a) より
h) 財団法人 自転車産業振興協会 (2009) より
i) 一般社団法人 次世代自動車振興センター (2009) より
j) 有限会社シーエムシー・リサーチ (2009) より
k) 負極材，負極バインダー，負極導電剤の合計値
l) 負極重量合計に，3%の添加割合を仮定して算出

(2) 廃棄量の推定
(a) リチウムイオン電池の総量としての推定
リチウムイオン電池の総量として，一般的な電池類の回収率等から，資源回収フローに流れる
部分と，一般廃棄物処理フローへ流れる部分とを推計した．
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経済産業省および環境省の合同検討会において用いられた資料 (経済産業省･環境省 2001) で
は，ニカド電池において，国内出荷数量のうち 60%が退蔵分 (一般消費者や事業者の手元でスト
ックされ排出されない部分) と見なされ，残り (すなわち 40%) を排出予想量としている．また，
同資料において，リチウムイオン電池の平成 13 年時点での回収率として 20%が想定されている．
ここでは，これらの値を用いて，リチウムイオン電池の総量として，廃棄や回収に伴う CNT の量
を推定した．
リチウムイオン電池の国内流通に伴う CNT 量は，(1) で 31.7 [t]と推定された．電池の 60%が退
蔵され，40%が排出されるとすると，排出される電池にともなう CNT 量は 12.7 [t]と計算される．
回収率が 20%とすると，資源回収フローに乗る電池に伴う CNT 量は 2.5 [t]と推定される．一方，
残りの 10.2 [t]については，一般ゴミに混じって排出され，一般廃棄物処理フローに乗ると考えら
れる．

(b) リチウムイオン電池の回収の実態と，それに伴う CNT の回収量の推定
リチウムイオン電池は，使用禁止物質は含まれていないが，原料に含まれるコバルトが希少金
属で高コストであるので，その有効利用の観点から回収が行われている．
リチウムイオン電池を含む，小形充電式電池のリサイクル活動は，2001 年に施行された「資源
の有効な利用の促進に関する法律 (資源有効利用促進法と略称) 」に基づき，小形充電式電池の
回収・再資源化が電池メーカー，機器メーカー，および輸入事業者に義務づけられており，小形
充電式電池メーカーや同電池の使用機器メーカー，それらの輸入事業者等などが会員となり，同
年 4 月に開始された (社団法人 電池工業会 2008b) ．これは，資源効率や環境保全を視野に，3R
(リデュース：廃棄物発生抑制，リユース：再使用，リサイクル：再資源化) の推進を目的とした
もので，使用済の小形充電式電池は，一般消費者を対象に「充電式電池リサイクル協力店」に加
入の電気店またはスーパーなどのリサイクルボックスを通して回収が行われている (経済産業省
2008b)．
2004 年 4 月より，事業のさらなる充実をめざし有限責任中間法人 JBRC を設立し，同年 9 月に
廃棄物処理法・広域認定を申請し受理された．現在，約 270 社の企業が JBRC の会員となってお
り，JBRC に登録された全国のリサイクル協力店，協力自治体，リサイクル協力事業者等の回収
拠点から，小形充電式電池を無償で回収し，処理業者への引渡しまで行われる (社団法人電池工
業会 2008b; 有限責任中間法人 JBRC 2008a)．
尚，リサイクルの対象となる小形二次電池は，ニカド電池，ニッケル水素電池，リチウムイオ
ン電池，小形シール鉛蓄電池が対象で，リサイクルマークが表示されている．
リチウムイオン電池回収実績は，有限責任中間法人 JBRC (2008b；2008c) の年度報告書にリチ
ウムイオン電池回収実績が示されている．一方，使用済み携帯電話･PHS の本体･充電器･電池の
回収については，(社) 電気通信事業者協会が「モバイルリサイクルネットワーク」を組織し，業
界横断的に自主的な回収に取り組んでおり，環境省 (2009) がこれらのデータをとりまとめたも
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のを報告している．2002 年から 2007 年までのリチウムイオン電池回収実績と再資源化実績を表
III.28 に示す．表中には，次の計算式で算出された再資源率も併記した．

再資源化率＝再資源化量／処理量×100
ただし，再資源化量＝再資源化物質量×金属元素含有率

表 III.28 リチウムイオン電池回収実績と再資源化実績 (環境省 2009)※
2002

年度

2003

2004

2005

2006

2007

（平成 14） （平成 15） （平成 16） （平成 17） （平成 18） （平成 19）

回収量（t）

237

241

226

224

269

302

再資源化処理量（t）

212

221

216

208

247

278

再資源化量（t）

114

124

119

131

154

178

再資源化率（%）

53.8

56.1

55.1

63.0

62.2

64.1

※有限責任中間法人 JBRC と社団法人電気通信事業者協会・情報通信ネットワーク産業協会 (モバイ
ル・リサイクル・ネットワーク) の公表実績値の集計値

上記のような統計として把握されている回収量について，仮に全てのリチウムイオン電池に
CNT が利用されていると考えたとすると，(1) で用いた仮定，すなわち，電池重量に占める負極
の割合＝16%，負極への CNT 添加割合＝3%を用いて，回収される CNT 量を計算することができ
る．2007 年の値としては，次式のように 1.45 [t]と推定される．

302 [t]

×

0.16

×

0.03

＝

1.45 [t]

リチウムイオン電池の主たる用途の中でノートパソコンについては，資源有効利用促進法に基
づきメーカーによる回収･リサイクルが行われている．ノートパソコン (事業系と家庭系) の自主
回収実績と再資源化率実績は，経済産業省 (2008c) より，次の表 III.29 のように公表されている．
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表 III.29 ノートパソコン (事業系と家庭系) の自主回収と再資源化実績 (経済産業省 2008c)
2003

年度

2004

2005

2006

2007

（平成 15） （平成 16） （平成 17） （平成 18） （平成 19）

回収重量（ｔ）

－

－

575

792

615

自主回収実績※
202,324＊

340,142＊

179,972

238,760

187,467

277

312

422

570

415

88,800

96,936

130,034

173,692

127,108

再資源化量（ｔ）

135

171

224

312

223

再資源化率（%）

48.7

54.8

53.2

54.7

53.7

回収台数（台）
処理量（ｔ）
処理台数（台）
再資源化実績※※

※自主回収実績には製品リユースのための回収実績が含まれる
※※再資源化とは再生部品及び再資源として利用することをいう
＊事業系パソコンと家庭系パソコンの数値を合計

以下に，回収されたノート PC のリチウムイオン電池に含まれる CNT の量を試算する．ノート
PC のバッテリーに使用されるリチウムイオン電池は，円筒型 18650 サイズが標準となっている
(有限会社シーエムシー・リサーチ 2009) ．この，18650 サイズのリチウムイオン電池を，モバイ
ル型のノート PC には 4 セル，A4 型のノート PC には 6 セル使用されていると仮定し，さらに，
A4 型の国内出荷台数はモバイル型の約 4 倍とすると (社団法人 電子情報技術産業協会 2009b)，
ノート PC１台あたり平均 5.6 セル使用されていると仮定できる．18650 サイズのリチウムイオン
電池 1 セル当たりの重量を 45 g とすると (三洋電機株式会社 2009)，ノート PC1 台あたりに使用
されているリチウムイオン電池は 252 g と推定される．

ノートパソコン (事業系と家庭系) の再資源化実績の処理台数 127,108 台を用いて計算すると，

127,108 台

×

252 g

=

32,031 kg

リサイクルされるノート PC には，約 32t のリチウムイオン電池が含まれると推定される．負
極重量の割合が電池重量の 16%である (株式会社富士経済 2009) こと，CNT の添加割合を 3%と
仮定すれば，次のように計算できる．

32,031 kg

×

0.16

×

0.03

=154 kg

( 0.15 [t] )
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上記のように，0.15 [t] 程度の CNT がノート PC のリサイクルで回収されると推定される．ノ
ート PC のメーカーは，上記 JBRC の会員となっているメーカーが少なくないため，この数量は，
JBRC による電池回収に伴う数量にほぼ含まれているものと考えられる．

2.2.3 製造，使用，廃棄における暴露可能性
(1) 製造時
図 III.19 に示すリチウムイオン電池の製造フローにおいて，暴露の可能性があるのは，CNT を
その他の電極材料と混ぜ合わせてスラリー状にするプロセスであると考えられる．その中でも，
CNT が乾粉で扱われるとすれば，CNT を装置に投入する操作や，混ぜ合わせるプロセスでの飛
散の可能性および暴露の可能性がある．
スラリー状となった後には，飛散性は著しく低下し，さらに，ケースへの封入によって CNT
への暴露の可能性は無視できると考えられる．
CNT が乾粉で扱われる可能性があるプロセスにおける暴露レベルについては具体的な情報が
ない．実際に用いられるプロセスや操作方法によっても異なると考えられるが，現時点では，1
節における CNT 粉体の暴露評価で見積もられたレベルに準じるものと見なすことが適当と考え
られる．

(2) 使用時
一般的な製品はラミネートケースに覆われており，また，電池パックのものは，熱吸収チュー
ブやラベルでパックされた「ソフトパック」あるいは樹脂形成ケース等でパックされた「ハード
パック」となっている．さらに，リチウムイオン電池が実際に使用される状況は，電気製品等に
内蔵される場合がほとんどである．このため，リチウムイオン二次電池内部の電極材料の添加剤
として使われる CNT について，製品使用中の暴露可能性は，事故等による破損や爆発といった特
殊な状況を除けば，ほとんどないと考えられる．

(3) 廃棄時
一般廃棄物処理フローに流れる CNT については 10.2 [t]について，全てが，直接最終処分と直
接焼却を除いた廃棄物量 970 万トン (2006 年) に移行し，平均的に混合されたと仮定すると，ご
み中の CNT 濃度は約 1.05 ppm となる．
廃棄物処理場においては，シュレッダー等によるごみの粉砕や破砕の操作，ごみ同士の擦れに
よって，粉じんが発生する．仮に，一般廃棄物処理場において発生する粉じんの組成が，処理さ
れるごみ全体の組成を反映すると仮定して，CNT 暴露のレベルを概算してみる．廃棄物処理場に
おける作業環境での粉じん濃度の情報は多くは公表されていないが，アスベスト含有廃棄物の処
理技術調査の一環として行われた調査 (財団法人 日本環境衛生センター 2006) では，実際の一
般廃棄物処理施設における破砕処理施設内の 4 つの測定ポイントにおいて，2.0〜6.0 mg/m3 とい
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う粉じん濃度が観察された．ここで，粉じん濃度を 6.0 mg/m3 とし，これに，ごみ総量に対する
CNT 濃度で，CNT が含まれているとすると，CNT の気中濃度は 0.0064 μg/m3 と計算できる．た
だし，ここでの CNT は，電池中の電極材あるいは他のごみに由来する粒子との凝集体を形成して
いるものと考えられる．
その後の焼却プロセスにおいては，CNT は燃焼すると考えられるため，飛散の可能性は低いと
いえる．

2.3 自動車
2.3.1 自動車における CNT の利用
(1) 利用の可能性
自動車は，安全性能の向上や車両サイズの拡大，快適性の機能向上に伴って，年々重量増加の
傾向にある．その一方で，燃費向上の観点から，自動車の軽量化のニーズは高く，金属材料では，
高張力鋼板 (ハイテン) やアルミニウムなどが軽量化のために積極的に使用されてきている．非
金属の樹脂では，炭素繊維強化プラスチック (CFRP：Carbon Fiber Reinforced Plastics) も新たな材
料として使用されつつある (株式会社東レリサーチセンター 2010)．
自動車用途で CNT の応用が期待されているのは，軽量化を目的とした CNT 強化プラスチック
の構造体 (ボディーやシャーシ) への利用，静電塗装を可能にすることを目的とした CNT 分散プ
ラスチック (導電性プラスチック) のフロントフェンダーなどへの利用，軽量化やリサイクル性
の向上の観点から CNT を電線に用いたワイヤーハーネスへの利用などであり，CNT が有する強
度や導電性に由来している．
現時点では，自動車における CNT の利用は，フロントフェンダーに一部メーカーの特定車種に
利用された実績があることや，米国で給油口周辺樹脂部品に採用されたという情報がある程度で，
極めて限定的である (株式会社富士キメラ総研 2008)．ここでは，技術的課題が解決され，将来
的に CNT 複合材が自動車に使われるようになった場合を想定して，その使用量や暴露について推
測する．

(2) 強化プラスチックとしての使われ方
自動車における CNT を利用した複合材料 (強化プラスチック) としては，CFRP における炭素
繊維 (CF：Carbon Fiber) の代りに CNT を利用した CNT 強化プラスチック (2 相系) や，CFRP に
CNT を添加するという形 (3 相系) での利用がありうる．しかしながら，マトリクス樹脂への均
一分散，マトリックス樹脂との密着性，入手可能な CNT の長さ，CNT の表面処理など，未解決
の問題も多く，複合材料として十分な性能が得られていないのが実情である． (独立行政法人 新
エネルギー・産業技術総合開発機構 2006; 荒井&遠藤 2008)．
CNT を応用した複合材を自動車の構造体に用いた場合の CNT の使用量を検討するために，す
でに一部実用化されている CFRP での利用を参考にする．
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まず，これらの CFRP が自動車に用いられる量については，高橋 (2006) による試算を参考に
して，自動車のボディの約半分を CFRP 化した場合に CFRP の使用量は約 100 kg，車体の構造部
分のほぼ全てを CFRP 化した場合に CFRP の使用量は約 300 kg (ボディ 200 kg とシャーシ 100 kg)
と仮定した．ちなみに，高橋 (2006) は，CFRP を使用することにより，現在の材料に対し，ボデ
ィで 40%，内外装で 75%，シャーシで 51%に軽量化できるとしている．
一方，自動車の構造体に用いられる可能性のある CFRP 中の CF の量については以下のように
仮定した．独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (2009) の「自動車軽量化炭素繊
維強化複合材料の研究開発」事後評価報告書には，CFRP のリサイクル技術の開発についての記
述があり，CFRP 製自動車の LCA (LCA：Life Cycle Assessment) が行われている．そこでは，より
剛性が要求される自動車のボディに，繊維体積含有量が 30%，樹脂は熱可塑性樹脂で，比剛性ベ
ー ス で 対 鉄鋼 比 70%の 軽 量 化 ポ テン シ ャ ル を持 つ と さ れる CFRTP (CFRTP： Carbon Fiber
Reinforced Thermoplastics) が用いられるとし，また，より強度が要求されるシャーシには，繊維
体積含有量が 60%，樹脂は熱硬化性樹脂で，比強度ベースで対鉄鋼比 70%の軽量化ポテンシャル
を持つとされる CFRTS (CFRTS：Carbon Fiber Reinforced Thermosets) を用いられるとして，ライ
フサイクル環境負荷が計算されている．また，鈴木 (2005) は，自動車の外板部材 (ボディ) 用に
は，熱可塑性 CFRP (CFRTP) が最適であるとし，繊維体積含有率を 30%，マトリックス樹脂はポ
リプロピレン (PP)，成型法をプリフォームマッチドダイ法としている．CF と PP の密度 1.8 g/cm3
と 0.9 g/cm3 から，CF と PP の重量比は 0.46：0.54 となる．一方，構造部材 (シャーシ) 用には，
熱硬化性 CFRP (CFRTS) が高い軽量化ポテンシャルをもつとし，繊維体積含有率を 60%，マトリ
ックス樹脂はエポキシ (EP) で，成型法を RTM 法としている．EP の密度 1.2 g/cm3 から CF と EP
の重量比は 0.69：0.31 である．これらの情報により，自動車の外板部材 (ボディ) や構造部材 (シ
ャーシ) の CFRP で使用される炭素繊維 (CF) 含有量は，重量ベースで，ボディ用の CFRTP の約
46%，シャーシ用の CFRTS で約 69%であると見なすことができる．
これらのことから，自動車のボディの約半分を CFRP 化した場合の CF の使用量は約 46 kg，ま
た，車体の構造部分のほぼ全てを CRFP 化した場合の CF の使用量は約 160 kg (ボディで 92 kg，
シャーシで 69 kg) となる．
既に述べたように，自動車の構造体に CNT を用いる技術は未だ確立しておらず，具体的にどの
ような CNT 使用量が必要になるかについての情報は得られなかった．ここでは，将来，現在の
CFRP に対して明確なメリットを有する程度に CNT 強化プラスチックに関する技術が進み，恣意
的ながら CFRP における CF の 1/5 の含有量 (すなわち，ボディ用約 9%，シャーシ用 14%：重量
ベース) で CFRP と同等の性能が出せるようになるものと仮定する．
結果として，CNT を応用した複合材料を自動車のボディの約半分に応用したケース，および，
構造体のほぼ全てに応用したケースで，車一台あたり，それぞれ，約 9 kg と約 32 kg の CNT が用
いられると推測することができる．
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(3) 導電性プラスチックとしての使われ方
CNT を適切に分散した複合材料は導電性を有している．新谷&唐 (2008) は，CNT 構造材料の
実用化例として，自動車のフロントフェンダーに CNT を数%分散させたプラスチックを素材とし
て用いることに言及している．導電性により，プラスチックでありながら静電塗装が利用可能と
なるため揮発性有機化合物 (VOC) の削減につながるうえに，CNT 分散により，強度，弾性率が
向上したことで，へこみ傷ができにくくなる利点があるとされる．それ以外にも，CNT 分散の導
電化プラスチックは，静電気を嫌う自動車の燃料タンク等の燃料系材料としても，有望であると
している．
プラスチックに導電性を持たせるため，従来カーボンブラックや CF の添加も行われてきたが，
それらに比べて，CNT では添加量が少なくて済むメリットがある．具体的には，カーボンブラッ
クや CF が重量ベースで 10～20%添加する必要があったのに対して，その 1/4～1/10 程度，すなわ
ち 1～5%で，同等の導電性を付与することが出来るとされる (新谷&唐 2008; 古川テクノリサー
チ株式会社 2009; 昭和電工株式会社 2009b; 昭和電工株式会社 2009c; 高瀬 2005)．少ない添加
量で済むメリットとしては，樹脂の持つ物性の低下が抑制できる点も挙げることができる (高瀬
2005)．
自動車のフロントフェンダーに，導電性プラスチックとして用いられるケースにおいて，フロ
ントフェンダーの重量を 4 kg (左右 2 枚で 4 kg) とし，CNT 添加量を 2 %とすると，CNT の使用
量は 80 g と推測される．

(4) ワイヤーハーネスとしての使われ方
乗用車 1 台に約 30kg のワイヤーハーネスが使用されている．
ハイブリット自動車，電気自動車，
燃料電池自動車などの普及は，今後拡大していくと予測され，これらクリーンエネルギー自動車
は電気制御が増えることからワイヤーハーネスの使用量の増加や駆動モータ用の巻線の電線によ
り重量の増加が見込まれている (古川テクノリサーチ株式会社 2009)．
ワイヤーハーネスについても，軽量化のニーズはあり，アルミ導体ワイヤーハーネス，光ファ
イバ，超電導ケーブルを利用する方法や，次世代ワイヤーハーネスとして，カーボンナノチュー
ブ (CNT)ワイヤーハーネスが期待されている (古川テクノリサーチ株式会社 2009)．自動車に使
用されるワイヤーハーネスの質量の約 60%を電線が占めており (古河電気工業株式会社 2010)，
「CNT は銅の約 6 分の 1 の重量で，電線として実用化すれば従来に比べ重さは半分程度になる見
通しである」 (日本経済新聞 2010) とされる．
ワイヤーハーネスとして CNT を用いることのメリットは，軽量化に加え，自動車のリサイクル
性の向上にもある．自動車の鉄のリサイクルには，シュレッダールートと全部利用ルートとがあ
る (ART 自動車破砕残さリサイクル促進チーム 2008)．シュレッダールートでは，エアバッグ，
タイヤ，バッテリ等が外された後にシュレッダー処理され，金属等が回収される．しかし，ASR
(Automobile Shredder Reside) と呼ばれる自動車シュレッダーダストが約 20% (小林 2009) 発生し，
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不法投棄や処理費用の問題が生じていた．一方，全部利用ルートにおいては，同じくエアバッグ，
タイヤ，バッテリ等が外された後に，シュレッダー処理を経ずに製鋼メーカーに原料として引き
渡される．ただし，ここで，ワイヤーハーネス中の銅が製造された鉄の品位を下げることから，
精緻な解体によるワイヤーハーネスの取り外しが必要となる．CNT を用いたワイヤーハーネスで
あれば，精緻な解体をせずとも鉄リサイクルへの銅の混入を抑えることができる．
CNT をワイヤーハーネスとして用いるため樹脂との複合化や紡糸による長尺化の技術が検討
されているが，CNT 自体の長尺化や電気伝導度の向上，電線製造技術の開発，コストの問題の解
決が必要となり (古川テクノリサーチ株式会社 2009)，現状では実用には至っていない．
乗用車１台に使用されるワイヤーハーネスを 30 kg，そのうち電線部分が 60%，銅線に比べて
半分の重量となるとすると，CNT の量として 9 kg と推測される．

2.3.2 自動車および CNT のフロー
(1) 生産量･使用量の推定
社団法人 日本自動車販売協会連合会 (2010) では，輸入車を含めた新車の販売台数などの統計
を集計，発表している．過去 3 年で最も販売台数が大きいのは 2007 年であり，普通車，小型乗用
車，軽乗用車の合計で年間約 440 万台である (表 III.30)．

表 III.30 国内新車販売台数 (登録車＋軽自動車) (社団法人 日本自動車販売協会連合会 2010)
乗用車
暦年
普通車

小型乗用車

軽乗用車※

計

2007（平成 19）年

1,299,168

1,654,025

1,447,066

4,400,259

2008（平成 20）年

1,250,987

1,549,677

1,426,930

4,227,594

2009（平成 21）年

1,160,175

1,480,137

1,283,402

3,923,714

※社団法人 全国軽自動車協会連合会調べ (その他の台数を除く)

ここでは，ボディの約半分 (フロントフェンダーを含む) を CNT 複合材料化するとともに，ワ
イヤーハーネスを CNT 化されるケースを想定する．また，こういった CNT の応用が実用化され
たとしても，コスト面から一部車種にとどまると考えられるため，そのシェアとして，2010 年時
点でのハイブリッド車のシェア＝約 10%を援用する．

ボディの約半分を CNT を利用した複合材料化：
4,400,000 台

×

9 kg ×

0.1

＝

3,960 [t]

0.1

＝

3,960 [t]

ワイヤーハーネスを CNT 化：
4,400,000 台

×

9 kg ×
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このシナリオにおいては，合わせて年間 7,920 [t]の CNT が自動車に使用されると推測された．

(2) 廃棄量の推定
(1) において 2007 年の出荷台数をベースに推測された自動車での年間 CNT 使用量と同量の年
間廃棄量について考えることにする．
自動車の廃棄・リサイクルには，シュレッダールートと全部利用ルートとがある．廃棄自動車
は，エアバッグ，タイヤ，バッテリ等が取り外された後，全部利用においては，プレスされて電
炉や転炉に投入される．一方，シュレッダールートでは，シュレッダー処理され，ASR の焼却，
埋め立て (管理型)，リサイクル (マテリアル・サーマル) が行われる．焼却残渣やリサイクル残
渣は，最終的には埋め立て処理が行われる (小林 2009)．
国内の主要メーカー3 社における 2009 年度の再資源化等の実績 (表 III.31) から，全部利用ルー
トによる廃棄・リサイクルは全体の約 7%と考えられる．したがって，それぞれのルートを経る
CNT 量は，次のように計算される．

シュレッダールート：

ボディ：3,683 [t]，

ワイヤーハーネス：3,683 [t]

全部利用ルート：

ボディ：277 [t]，

ワイヤーハーネス：277 [t]

表 III.31 自動車主要メーカー3 社における 2009 年度の再資源化等の実績

引取使用済自動車台数 [台] (A)
委託全部利用引渡
解体自動車台数 [台] (B)
全部利用の割合

トヨタ a）

日産 b）

ホンダ c）

961,850

603,306

414,556

81,744

43,112

31,718

7.8%

6.7%

7.1%

B / (A+B)

a) トヨタ自動車株式会社 (2010) より
b) 日産自動車株式会社 (2010) より
c) 本田技研工業株式会社 (2010) より

2.3.3 製造，使用，廃棄における暴露可能性
ここでは，強化プラスチック，導電性プラスチック，ワイヤーハーネスとして自動車に CNT
が用いられる場合の製造，使用，廃棄の各段階での暴露可能性について述べる．
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(1) 製造時
CNT を利用した強化プラスチックと導電性プラスチックの製造のプロセスについては，技術が
開発途上であることもあり，具体的な情報が得られなかった．とはいえ，少なくとも樹脂に CNT
を分散させる操作が存在すると考えられる．その中で，CNT が乾粉で取り扱われて飛散する可能
性があるプロセスとしては，CNT を装置に投入する操作や混練するプロセスを挙げることができ
る．これについては，現時点では，1 節における CNT 粉体の暴露評価で見積もられたレベルに準
じるものと見なすことが適当と考えられる．
樹脂に分散された後には，CNT の粉体が飛散する可能性は著しく低下すると考えられる．しか
しながら，成形・加工して自動車部品とする際に，切断や研磨が伴うとすれば，CNT を含む樹脂
の粒子が飛散することが考えられる．Gupta (2006) は，1%の多層 CNT を含むエポキシ樹脂を研
磨することにより放出する粒子を観察し，ナノサイズの粒子が飛散しうること，必ずしも単独で
存在する CNT ではないものの，表面に CNT が飛び出しているような粒子が存在すること，排出
量は研磨の際の圧力に強く依存することを報告した．CNT を含む樹脂粒子が飛散する可能性があ
ることから，これらの粒子の定量的な排出割合についての情報がない現時点としては，作業者は
十分な防護を行うべきである．

(2) 使用時
CNT 強化プラスチックや導電性プラスチックにおいて，CNT はマトリクス樹脂中に固定化され
ており，摩耗等の可能性を考えても，
環境中への放出や暴露の可能性は極めて低いと考えられる．

(3) 廃棄時
ボディやワイヤーハーネスに用いられた CNT が受ける可能性のある処理には，プレス (ボディ)，
シュレッダー処理 (ボディ：シュレッダールートのみ) およびナゲット処理 (ワイヤーハーネ
ス：細かく破砕すること)，鉄 (ボディ) や銅 (ワイヤーハーネス) の精錬，焼却 (ASR)，埋め立
て (ASR) がある．
プレスは，ボディ全体を圧縮するのみなので，CNT の飛散に対する寄与は無視できる．
シュレッダー処理およびナゲット処理においては，その形態や状態にもよるが，CNT を含む樹
脂の粒子が飛散する可能性がある．シュレッダーにより粉砕された鉄くずは 70 mm 程度の大きさ
である (浅川 1997) が，ASR については，20-50 mm (押谷ら 2003) とする報告がある一方で，8
mm 以下のものが 42.3%含まれている (古山ら 2003) という報告がある．数 mm の粒径へ粉砕さ
れる可能性のあるプロセスにおいては，CNT を含む樹脂の微小粒子が発生する懸念は否定できな
いが，シュレッダー処理やナゲット処理の装置近傍における吸入暴露に寄与するような微粒子の
存在や排出の割合についての具体的な情報を得ることはできなかった．
鉄や銅の精錬および ASR の焼却においては，炉の温度が CNT の燃焼温度を上回ることから，
CNT が燃焼することが期待でき，そこからの飛散や暴露は無視できるものと考えられる．
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埋め立ては，基本的に管理型の埋め立て地においてなされるので，そこからの飛散や暴露は無
視できる．
現時点で暴露の懸念が否定できないシュレッダー処理やナゲット処理について，下のような前
提のもとに，その CNT への暴露の上限の見積もりを行った．
・CNT を用いたボディやワイヤーハーネスを有した車は全体の 10%である．
・エアバッグ，タイヤ，バッテリ等を除いた自動車の重量＝1,000 kg
・自動車での CNT 使用量＝18 kg (ボディに 9 kg とワイヤーハーネスに 9 kg)
・作業環境は，第 3 種粉塵としての吸入性粉塵の日本産業衛生学会の許容濃度勧告値に相当する．
すなわち，2 mg/m3 で管理されている．
一部の自動車の一部のパーツに使われた CNT が，その他の自動車やパーツと均一に混合され，
その比率が吸入性粉塵の構成にも反映するとすれば，吸入性粉塵での CNT への暴露濃度は 3.6
μg/m3 と計算される．

2 mg/m3

×

0.1

×

18 kg/1,000 kg

＝

0.0036 mg/m3

＝

3.6 μg/m3

ただし，この CNT 濃度は，CNT として孤立して浮遊しているというよりも，複合材のマトリク
ス樹脂と結合したり，他のパーツ由来の粒子との凝集体を形成したりしていると考えられる．

3. まとめ
本章では，CNT を粉体として直接取り扱う作業者の CNT 吸入暴露の評価として，現場調査お
よび模擬排出試験に関する国内外の研究および本プロジェクトの研究をまとめ，工程ごとの暴露
可能性や，CNT の暴露濃度，サイズ，形状，凝集状態などの情報を整理した．
CNT を粉体として直接取り扱う作業者について，暴露が起こりやすい工程は，粉体を乾燥状態
で扱う工程であり，CNT の炉からの回収，基板上に生成した CNT の剥離回収，容器移し替えや
投入が伴う作業 (秤量，混合，乾燥，袋詰めなど)，メンテナンスなどであった．ただし，水溶液
の状態であっても，超音波撹拌のように液滴の飛散が起こるようなプロセスでは，CNT の排出が
起こりうることが報告されている．また，排ガス処理が不完全な場合には，合成炉の排気ガス，
掃除機の排気ガスと一緒に CNT の排出が起こりうる可能性があると考えられた．
現場調査において，発生源近傍での総粉じん (または吸引性粉じん) 重量濃度は，0.7～1,800
µg/m3 であった．
模擬排出試験において，球相当径数十～10,000 nm の広い範囲の粒子排出が見られた．個数濃
度で見た場合，大半の CNT で，最頻値の粒子径は 100～400 nm (電気移動度径または光散乱径) で
あった．しかし，CNT 粉体に含まれる不純物 (触媒粒子やアモルファスカーボンなど) の排出の
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可能性もあり，必ずしも検出された粒子個数のすべてが CNT というわけではない．特に，100 nm
より小さな粒子が CNT かどうかは，電子顕微鏡観察でも確認ができなかった．重量で見た場合に
は，ミクロンサイズの寄与が高くなり，多くの CNT において，総体積 (重量濃度とすれば総重量)
に対する寄与は，空気力学径 1 µm 以上の凝集粒子が支配的であると考えられた．
同体積の CNT を用いた模擬排出試験による CNT の種類による排出濃度 (粒子個数濃度および
重量濃度) の違いは，およそ 2 桁程度であった．
現場調査および模擬排出試験において，排出 CNT の電子顕微鏡観察では，多くはサブミクロン
からミクロンサイズの粒子であった．SWCNT，DWCNT，細い MWCNT は，一本単独の繊維での
存在は見られず，複雑に絡み合った凝集体粒子として存在しており，綿状，マリモ状に見えるも
のが多かった．一方，数十 nm の径以上の太い MWCNT や CNF では，一本または数本の束から
なる粒子が見られた．
CNT 応用製品のうち，比較的数量が見込める用途として，「リチウムイオン電池」，「電気二重
層キャパシタ」，「自動車」の 3 種の製品を対象に，その使用から廃棄に至るまでのライフサイク
ルの各段階について，CNT が実際に製品応用された場合の暴露可能性を評価したが，暴露濃度は
概して低いと推定された．
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第 IV 章

有害性評価

第 1 節，第 2 節では，既存の研究報告および NEDO プロジェクト (P06041) の研究結果に基づ
いて，SWCNT および MWCNT の有害性情報について整理し，第 3 節では体内動態についてま
とめた．第 4 節では NEDO プロジェクト (P06041) における有害性試験の特徴，第 5 節には CNT
有害性試験結果 (産総研独自研究も一部含む) の一覧を示す．

1. 吸入系の有害性情報
本節では，学術論文を中心とした既存の研究報告および NEDO プロジェクト (P06041) におい
て実施した研究結果に基づいて，SWCNT および MWCNT の有害性に関する情報を整理する．
SWCNT および MWCNT の有害性に関する研究として，ヒトの疫学研究は現時点ではまだ存在し
ないため，本節では，実験動物を用いた試験 (in vivo 試験) あるいは培養細胞を用いた試験 (in
vitro 試験) に関するレビューが中心となる．
以下では，作業環境におけるヒトの吸入暴露による有害性を評価するために最も重要と考えら
れる吸入毒性について記載した．SWCNT あるいは MWCNT の吸入暴露による有害性 (吸入毒性)
を評価するための試験として，吸入暴露 (inhalation exposure) 試験，およびその代替法である気
管内投与 (intratracheal instillation) 試験や咽頭アスピレーション (pharyngeal aspiration) 試験が行
われている．そこで以下ではこれら 3 種類の試験報告について，試験方法別に整理して記載する．

1.1 吸入暴露試験
吸入暴露試験は，実験室の暴露チャンバー内の気中に噴霧した被験物質を，実験動物に吸気と
ともに吸入させる試験であり，ヒトが実際に作業環境内において吸入暴露する状態に最も近い暴
露方法であることから，吸入毒性を評価するための「ゴールド・スタンダード」と言える手法と
して位置付けられている (森本&田中 2008)．しかし，外気と遮断された暴露チャンバーや被験物
質の粒径や気中濃度を長期間一定に制御する装置などの大規模で高価な設備や高度な技術が必要
であるため，このような試験を実施可能な研究機関は限られている．また，気中に噴霧した被験
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物質の大部分は暴露されずに排気されるため試料のロスが多く，さらに暴露期間が長期になるほ
ど大量の被験物質を必要とすることから，一般に試料が高価であり，またその調製が困難である
ナノ材料に関して，吸入暴露試験の研究報告は非常に限定されている．
現時点における CNT の吸入暴露試験の研究報告は，SWCNT に関しては 1 件，MWCNT に関し
ては 4 件と数少ない．NEDO プロジェクトでは，2 種の SWCNT および 1 種の MWCNT に関して
吸入暴露試験を実施した．
以下では，NEDO プロジェクトにおいて実施した研究も含めて，SWCNT および MWCNT の吸
入暴露試験の研究報告について整理する．
1.1.1 SWCNT の吸入暴露試験 (表 IV. 1)
上述したように，現時点では，SWCNT の吸入暴露試験の研究報告は，1 件しか存在しない．
この研究は米国の国立労働安全衛生研究所 (National Institute for Occupational Safety and Health:
NIOSH) で実施されたものである (Shvedova et al. 2008)．Shvedova et al. (2008) は，CNI 社が HiPco
法で製造した SWCNT を，雌 C57BL/6 マウス (8–10 週齢，体重約 20 g) に対して 5.53 mg/m3 の気
中 CNT 濃度で 4 日間 (5 時間/日) 吸入暴露し，暴露終了後 28 日まで肺の病理組織学的検査と気
管支肺胞洗浄液 (bronchoalveolar Lavage Fluid: BALF) 中の炎症細胞数・炎症バイオマーカーの測
定を行っている．ただし気中において SWCNT は凝集状態として存在し，空気力学的重量中位径
(mass median aerodynamic diameter: MMAD) は約 4.2 μm であったと報告されている．また，この
CNT は不純物として 17.7 wt%もの多量の鉄を含んでいる．暴露の結果，暴露終了後 28 日の観察
時点まで炎症反応の持続が認められている．具体的には，肺における肉芽腫の形成，BALF 中の
好中球数や乳酸脱水素酵素 (lactate dehydrogenase: LDH)，タンパク (protein)，腫瘍壊死因子 (tumor
necrosis factor: TNF) -α，インターロイキン (interleukin: IL) -6，トランスフォーミング増殖因子
(transforming growth factor: TGF) -β，およびコラーゲン濃度の有意な増加が観察されている．ただ
しこの研究では，上述のように不純物 (鉄) の含有量が非常に多い SWCNT を用いているため，
観察された炎症反応が SWCNT に由来するものなのか，あるいは不純物の鉄が影響しているのか
を区別して解釈することが非常に困難である．
NEDO プロジェクトでは，CVD 法で製造した A 社製の SWCNT (A) を，雄 Wistar ラット (9 週
齢) に 0.03 および 0.13 mg/m3 の気中 CNT 濃度で 4 週間 (6 時間/日，5 日/週) 吸入暴露し，暴露終
了後 3 ヶ月まで観察を行った (試験番号: #NN-09)．その結果，いずれの濃度の暴露群においても，
暴露終了後 3 ヶ月まで肺に好中球の増加を指標とした炎症反応は認められなかった (詳細は，5.4
節) (Morimoto et al. submitted)．
さらに， SWCNT (N) についても，2010 年 9 月に 4 週間 (6 時間/日，5 日/週) の吸入暴露試験
を実施し，生体影響を観察した (試験番号: #NN-20)．
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表 IV.1 SWCNT の吸入暴露試験
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

主な不純物

比表面積
[m2/g]

試験条件

サイズ (直径×長さ)
原体

気中

動物種
(週齢)

試験結果

暴露濃度
暴露期間

観察時点 観察項目
[mg/m3]

[m2/m3]

[本/m3]

暴露終了後 肺病理
1, 7, 28 日 BALF

5.53

2.8 b

－

暴露終了後

0.03

0.03 b

0.13

0.13 b

解析中

解析中

解析中 解析中

解析中

解析中

解析中 解析中

雌
Shvedova et al.

CNI 社

(2008)

(HiPco)

Fe: 18%

508

0.8–1.2 nm
× 0.1–1 μm

4.2 μma

C57BL/6

4日

マウス

(5 h/day)

28 日まで炎
症持続

(8–10 週齢)

*NEDO プロ
#NN-09

A社
SWCNT (A)
(CVD)

*NEDO プロ
#NN-20

Fe: 0.015%
N: 0.01%

1064

3 nm× ?

0.2×1.7
μm

N社
SWCNT (N)
(CVD)

雄 Wistar
ラット
(9 週齢)

雄 Wistar
Fe: 1.4%

878

1.8 nm×?

解析中

ラット
(9 週齢)

4週

(6 時間/日， 3 日，1 週, 1,
BALF
3 ヶ月
5 日/週)

4週

暴露終了後

(6 時間/日， 3 日，1 週, 1,
5 日/週)

3 ヶ月

－：論文中に記載なし，a：MMAD，b：比表面積から計算した値
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肺病理
BALF

5.0 ± 0.7×
1010
6.6 ± 2.1
× 1010

影響なし

影響なし
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1.1.2 MWCNT の吸入暴露試験 (表 IV. 2)
MWCNT を用いた既存の吸入暴露試験については，数日程度の暴露期間の試験が 2 件 (Mitchell
et al. 2007; Li (JG) et al. 2007)，OECD 試験ガイドライン 413 に従った 3 ヶ月間の暴露期間とそれに
続く 3 ヶ月間の観察を行った試験が 2 件 (Ma-Hock et al. 2009; Pauluhn et al. 2010b) 報告されてい
る．また，NEDO プロジェクトにおいては， MWCNT (N) を用いて 1 ヶ月間の暴露と 3 ヶ月間の
観察を行った．以下では，それぞれの研究について概要を記述する．
(1) 数日間までの MWCNT 吸入暴露試験
Mitchell et al. (2007) は，Shenzhen Nanotech Port 社が CVD 法で製造した MWCNT を，雄性
C57BL/6 マウス (約 10 週齢，体重不明) に対して 0.3，1.0，および 5.3 mg/m3 の 3 段階の気中 CNT
濃度で 7 日あるいは 14 日間 (6 h/day) 吸入暴露し，肺の病理組織学的検査および BALF 中の炎症
細胞数および炎症バイオマーカーの測定を行っている．その結果，7 日間の吸入暴露試験では，
いずれの気中 CNT 濃度に暴露したマウスにおいてもほとんど影響が認められていない．一方，14
日間の吸入暴露試験では，いずれの気中 CNT 濃度に暴露したマウスも，肺組織の炎症や BALF
中の炎症細胞数・炎症バイオマーカーの有意な変化は認められなかったものの，T 細胞マイトジ
ェンの減少や脾臓中の IL-10 の増加など，免疫系に対する影響が認められた．ただし，この試験
においては，1 mg/m3 の気中 CNT 濃度に暴露したマウス群の方が，5 mg/m3 暴露群よりもバイオ
マーカーの変化が大きく，用量―反応関係が明確ではない．また，脾臓において影響が見られて
いるにもかかわらず，肺組織中においては IL-10 を含むいずれのインターロイキンの変動も認め
られていないなど，解釈が困難な部分も存在する．
Li (JG) et al. (2007) 1は，Mitchell et al. (2007) と同じ Shenzhen Nanotech Port 社製の MWCNT を
用いて，雌性 Kunming マウス (11 週齢，体重約 30 g) に対して 32.61 mg/m3 の気中 CNT 濃度で 5，
10，あるいは 15 日間 (論文中に暴露時間に関する記述なし) の吸入暴露試験を行い，いずれのマ
ウス群も暴露終了直後に肺の病理組織学的検査を行っている．著者らは，この試験における肺内
への CNT の沈着量を，5，10，および 15 日暴露群についてそれぞれ 0.07，0.14，および 0.21 mg/rat
と見積もっている．その結果，いずれの暴露期間のマウス群においても，病理学的検査によって
肺胞壁の肥厚が認められている．
また，Ma-Hock et al. (2009) は，後述する 90 日 (13 週) の吸入暴露試験の暴露濃度を決定する
ための予備試験として，Nanocyl 社製の MWCNT (NC7000) を雌雄 Wistar ラット (8–9 週齢，体重
不明) に対して 2, 8, あるいは 32 mg/m3 の気中 CNT 濃度で 5 日間 (6 h/day) 連続で吸入暴露し，
暴露終了後 3 および 24 日時点において BALF 中の炎症細胞数・炎症バイオマーカーの検査と肺
重量の測定を行っている．その結果，いずれの暴露濃度および観察時点においても好中球および
リンパ球数を中心とした BALF 中の炎症細胞数の増加が見られており，さらに 8 および 32 mg/m3
の CNT 暴露群においては，肺重量の増加も認められている．ただし，2 mg/m3 の CNT 暴露群の
24 日時点の観察においては，BALF 中炎症バイオマーカーを指標とした炎症反応の回復が認めら
れており，8 あるいは 32 mg/m3 の CNT 暴露群と比べて影響は軽微である．

1

同年に同姓の別の研究者 (Li Z) から発表されている論文も本評価書に引用しているため，そ
れぞれ Li (JG) et al. (2007) と Li (Z) et al. (2007) と表記する．
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(2) 3 ヶ月間の MWCNT 吸入暴露試験
Ma-Hock et al. (2009) は，OECD 試験ガイドライン (413) に従い，Nanocyl 社製の MWCNT
(NC7000) を雌雄 Wistar ラット (8–9 週齢，体重不明) に対して 0.1, 0.5, 2.5 mg/m3 の気中 CNT 濃
度で 13 週間 (6 h/day, 5 days/week) 吸入暴露を行い，暴露終了後に全身影響および肺の病理組織
学的検査を実施している．その結果，いずれの CNT 濃度に暴露した群においても全身影響は認め
られなかったものの，0.1 mg/m3 暴露群を除いた 2 群においては肺および肺リンパ節にける著明な
多巣性の肉芽腫性炎症，びまん性組織球性・好中球性炎症，肺胞内部のリポタンパク症が観察さ
れている．また，0.1 mg/m3 暴露群においても，肺および肺リンパ節において軽微な肉芽腫性炎症
が観察されたため，この試験において無影響濃度 (no observed effect concentration: NOEC) を設定
することはできず，0.1 mg/m3 は最小影響濃度 (lowest observed effect concentration: LOEC) である
と著者らは結論している．
Pauluhn et al. (2010b) は，Bayer 社の MWCNT (Baytube) を雌雄 Wistar ラット (8–9 週齢，体重
不明) に対して 0.1, 0.4, 1.5, および 6 mg/m3 の気中 CNT 濃度で 13 週間 (6 h/day, 5 days/week) 吸入
暴露を行い，暴露終了後最大で 9 ヶ月間の観察を行った．その結果，0.1 mg/m3 の CNT 気中濃度
に暴露した群においては，全ての検査項目について変化が認められず，0.4 mg/m3 以上の気中濃度
に暴露した群において，用量依存的な肺の炎症反応が観察された．ちなみに，最高濃度である 6
mg/m3 暴露群においても，時間経過とともに BALF 中細胞数および炎症マーカーの変化には回復
傾向が認められたが，暴露終了後 9 ヶ月を経過しても，1.5 および 6 mg/m3 暴露群においては対照
群との有意差が認められている．Paulhun et al. (2010b) は，これらの結果を総合して，0.1 mg/m3 を
Baytube の無毒性量 (no observed adverse effect level: NOAEL) であると結論した．
(3) NEDO プロジェクトで実施した MWCNT 吸入暴露試験
NEDO プロジェクトにおいては， CVD 法で製造した N 社製の MWCNT (N) を，雄 Wistar ラ
ット(暴露開始時 9 週齢) に 0.37 mg/m3 の気中 CNT 濃度で 4 週間 (6 h/day, 5 days/week) 暴露し，
暴露終了後 3，28，91 日後における肺の病理組織学的検査および BALF 中の炎症バイオマーカー
の評価を行った (試験番号: #NN-03) (Morimoto et al. accepted)．この試験における最大の特徴は，
試料の調製方法にある．MWCNT をまず液中に分散させた後で，この MWCNT 分散液を気中に噴
霧する手法 (いわゆる湿式法) を用いることによって，よく分散した (多くは孤立分散した状態で
存在している) MWCNT をラットに暴露したことである．このように，湿式法によって CNT を気
中へ噴霧し実験動物に暴露させている研究は，現時点では他には存在しない．試験結果の概略を
記述すると，吸入暴露終了後 3 日時点において，BALF 中の好中球数が対照群と比較して有意な
増加が認められたが，それ以外には，全ての観察時点において毒性学的に意義のある変化は認め
られなかった．肺の病理組織学的検査の結果では，MWCNT を貪食するマクロファージの像が認
められたのみで，好中球性の炎症や肉芽腫などは認められなかった．これらの事実から，0.37
mg/m3 の気中濃度は，この MWCNT の NOAEL であると判断できる．なお，本試験においては暴
露終了後 3 ヶ月間までの観察となっているが，
MWCNT 暴露後のより長期の観察結果については，
気管内投与試験の項 (1.2.2 (2)) に記載しているので，そちらを参照して頂きたい．
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表 IV.2 MWCNT の吸入暴露試験 (1/2)
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

主な不純物

比表面積
[m2/g]

試験条件

サイズ (直径×長さ)
原体

気中

動物種
(週齢)

観察時点 観察項目

0.7–
1 μma
7日

0.7–

(6 時間/日)

a

1 μm
Shenzhen
Mitchell et al.
(2007)

Nanotech
Port

1.8 μm a
100

10–20 nm×
0.5–1.5 μm

(CVD)

暴露終了後 肺病理
0 日？
BALF

雄

マウス

1 μma

14 日

暴露終了後 肺病理
0 日?
(6 時間/日)
BALF

1 μm

1.8 μm a

(2007)

Nanotech Port

雌

(CVD)

280

50 nm×
1μm

－

[m2/m3]

[本/m3]

0.3

0.03 b

－

変化なし

1.0

0.10 b

－

変化なし

5.3

0.53 b

－

変化なし

0.3

0.03 b

－

免疫抑制あり
(炎症なし)

1.0

0.10 b

－

免疫抑制あり
(炎症なし)

5.3

0.53 b

－

免疫抑制あり
(炎症なし)

(10 週齢)

a

Li (JG) et al.

[mg/m3]

C57BL/6

0.7–

0.7–

Shenzhen

試験結果

暴露濃度
暴露期間

Kunming
マウス
(11 週齢)

5日
10 日

肺胞壁の肥厚
暴露終了後 肺病理
0日

BALF

32.61

9.13 b

15 日

－：論文中に記載なし，a：MMAD，b：比表面積から計算した値，c：二次 (気中) 粒径と理論密度から計算した値
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表 IV.2 MWCNT の吸入暴露試験 (2/2)
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

主な不純物

比表面積
[m2/g]

試験条件

サイズ (直径×長さ)
原体

動物種
(週齢)

気中

5日

0.5–
a

(6 時間/日)

1.3 μm

Ma-Hock et al.
(2009)

観察時点 観察項目

暴露終了後 肺重量
3, 24 日

Nanocyl
NC7000

250–300

(CVD)

5–15 nm×
0.1–1μm

a

ラット

2 μm

(8–9 週齢)

1.5 μm

[本/m3]

2.4

0.66 b

－

後で確認

8.4

2.31 b

－

炎症マーカ

29.8

8.20

b

－

0.1

0.03 b

－

0.5

0.14 b

－

著明な炎症

2.5

0.69 b

－

著明な炎症

0.1

0.026 b

－

変化なし

0.4

0.10 b

－

一過性の炎症

1.5

0.39 b

－

9 ヶ月後まで

6.0

1.56 b

－

炎症持続

0.37

0.026 b

5.1×1010 c

ー．肺重量の

暴露終了後 全身影響
(6 時間/日，
0日
肺病理
5 日/週)

0.8 μma

Co: 0.46
or

253–259

凝集体

0.53%

Morimoto et al.

N社

Fe:

(accepted)*NED

MWCNT (N)

0.0053

O プロ#NN-03

(CVD)

%

69

10

雌雄

nm×200–

Wistar

300 nm

ラット

30 nm×

63 nm×

>1 μm

1.1 μm

雄 Wistar
ラット
(9 週齢)

13 週

暴露終了後 肺病理
(6 時間/日，
9 ヶ月まで BALF
5 日/週)

4週

暴露終了後

(6 時間/日，3 日，1, 3 ヶ
5 日/週)

月

肺病理
BALF

－：論文中に記載なし，a：MMAD，b：比表面積から計算した値，c：二次 (気中) 粒径と理論密度から計算した値

IV-7

増加
軽微な肉芽腫
性炎症

13 週

0.7–

(2010b)

[m2/m3]

BALF

Wistar

1.3–

a

Bayer

[mg/m3]

雌雄

0.9–

Pauluhn et al.

試験結果

暴露濃度
暴露期間

軽微な一過性
の炎症
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1.2 気管内投与試験
気管内投与試験とは，液中に分散させた被験物質を，シリンジなどの専用の器具を用いて実験
動物の気管内に直接投与し，投与後の各観察時点において肺やその他の組織における生体影響や
体内残存量を調べる試験である．吸入暴露試験と比べて技術的に容易であり，費用や労力的な負
担も少ない．また，試験に必要な試料の量についても，吸入試験と比べれば格段に少なくて済む
ため，多量の試料の入手が困難なことが多いナノ材料の有害性試験においては，吸入毒性を調べ
るための in vivo 有害性試験として，上述した吸入暴露試験の代替試験法として広く用いられてい
る一般的な手法である．その一方で，気管内投与試験には特有の問題点も幾つか存在する．気管
内投与試験は，液中に分散させた状態の被験物質を一度に肺内へ暴露させていることから，低毒
性の物質であっても一過性の炎症反応が認められることが多い．また，肺に液体を投与すること
による人工的な影響も起こると考えられている．そのため，気管内投与試験の結果から直接的に
無毒性量 (no observed adverse effect level: NOAEL) を評価し，許容暴露量や許容暴露濃度を推定す
ることは，一般的には困難である．
しかし，気管内投与試験は，被験物質の肺に対する毒性ポテンシャル (潜在的な毒性) の評価
や，被験物質間での肺毒性の相対的な強さの比較を行う場合には有用であり，その限界を理解し
た上で適切に行えば一定の有効性を持つ試験であると米国毒性学会 (Society of Toxicology: SOT)
の吸入専門部会 (Inhalation Specialty Section) は評価している (Driscoll et al. 2000)．本評価では，
気管内投与試験の結果は，吸入暴露試験の結果を軸として許容暴露量や許容暴露濃度の評価を行
った上で，吸入暴露試験の結果が存在しない他の多くの CNT の有害性を推定するために用いる．
現在までに報告されている SWCNT および MWCNT を用いた既存の気管内投与試験のうち，本
評価に利用可能と思われるものを，SWCNT と MWCNT に分けてそれぞれ以下に整理する．
1.2.1 SWCNT の気管内投与試験 (表 IV.3)
(1) 既存の SWCNT 気管内投与試験
SWCNT を用いた気管内投与試験に関する最初の報告は，SOT の公式雑誌である “Toxicological
Sciences” 誌に，2004 年の同じ号 (Vol.77 (1)) に掲載された，Warheit et al. (2004) と Lam et al.
(2004) によるものであった2．
Warheit et al. (2004) は，DuPont 社がレーザーアブレーション法で製造した SWCNT を雄性
Sprague–Dawley (SD) ラット (8 週齢，体重 240–255 g) に対して 1 mg/kg あるいは 5 mg/kg の用量
で気管内投与し，投与後 24 時間から 3 ヶ月時点までの肺の病理組織学的検査および BALF 中の
炎症細胞数・炎症バイオマーカーの評価を行っている．その結果，BALF 中の炎症細胞数・炎症
バイオマーカーの変化は一過性であり，投与後 24 時間時点においてのみ変化が認められたが，肺
の病理組織学的検査ではその後の観察時点においても多巣性の肉芽腫などの所見が認められた．
2

正確には，Huczko et al. (2001) による研究が最初の報告であるが，この研究および同じ著者の
2005 年の研究 (Huczko et al. 2005) による研究は，用いた CNT 試料がどのようなものであるのか
が不明確であるため，本評価書においては，これらの研究を評価対象とはしていない．
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BALF 中の炎症細胞数や炎症バイオマーカーの値が回復しているにも関わらず，肺組織の病変が
認められたことから，著者らは SWCNT の肺に対する毒性の発現メカニズムは，結晶性シリカ，
アスベスト，シリコンカーバイドウィスカーなどの毒性がよく知られている微粒子の毒性パラダ
イムとは異なる可能性があると考察している．なお，この試験において，5 mg/kg の用量で SWCNT
を投与したラット群において，投与後 24 時間以内におよそ 15%が死亡しているが，これは投与
した SWCNT の懸濁液 (非常に粘性が高いものであったと推測される) によって，ラットの上気
道が閉塞したことによる窒息死であり，SWCNT の肺に対する毒性によるものではない．
一方，Lam et al. (2004) は，米国のライス大学が HiPco 法で製造した SWCNT の未精製品と精
製品の 2 種，および米国の CarboLex 社製の SWCNT の 3 種類の SWCNT を，雄性 B6C3F1 マウス
(8 週齢，体重約 30 g) に対して 0.1 mg/mouse あるいは 0.5 mg/mouse の用量で気管内投与し，投与
後 7 日および 90 日時点における肺の組織病理の検査を行っている．その結果，0.5 mg/mouse (体
重当たりの投与量に換算すると約 16.7 mg/kg) の用量では，無気力，活動低下，および体重減少
の後に死亡 (CarboLex 暴露群) や，肉芽腫の生成および顕著な間質性炎症 (全ての SWCNT 暴露
群) が認められた．0.1 mg/mouse (約 3.3 mg/kg) の用量では，全ての SWCNT 暴露群において著明
な臨床症状は認められなかったものの，HiPco 未精製品および精製品 SWCNT を暴露したマウス
群においては，投与後 90 日まで軽度の肉芽腫やその他の病変が認められている．
ただし，上記の 2 つの研究においては，サイズ分布や不純物含量の評価といった CNT のキャ
ラクタリゼーションが十分ではなく，また，前述したように CNT の凝集体を気管内投与したこと
に起因する人工的な影響も見られていることから，これらの研究のみから，SWCNT の肺毒性を
評価することは困難であると考えられる．
これらの研究よりも近年に行われた SWCNT の気管内投与試験としては，Chou et al. (2008)や
Miyawaki et al. (2008)による研究がある．
Chou et al. (2008) は，SWCNT (製造者，製造法，および粒径などの情報は一切不明) を ICR マ
ウス (週齢および体重不明) に対して 0.5 mg/kg の用量で気管内投与し，投与後 3 日および 14 日
時点における肺組織の病理学的検査を行ったところ，投与後 3 日時点では CNT を貪食した泡沫状
のマクロファージが観察され，14 日時点では泡沫状のマクロファージに加えて多巣性の肉芽腫が
観察されている．
Miyawaki et al. (2008) は，CNI 社が HiPco 法で製造した SWCNT を雄性 Wistar ラット (5 週齢，
体重 124–140 g) に対して 2.25 mg/rat (17.3 mg/kg) の用量で気管内投与し，投与後 7 日および 90
日時点における肺やその他の組織 (心臓，腎臓，肝臓，脾臓，脳，胸部リンパ節) の病理学的検
査を行っている．その結果，肺以外の組織においては著明な病理学的な変化は認められなかった
が，肺においては 7 日時点では 4 例中 1 例，90 日時点では 5 例中 1 例に異物肉芽腫の生成が認め
られている．また，7 日時点と 90 日時点における肉芽腫の「グレード (病理所見の重篤度) 」は
同程度であり，回復傾向が確認されなかったと述べている．
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(2) NEDO プロジェクト (P06041) における SWCNT 気管内投与試験
NEDO プロジェクトにおいては，上述した吸入暴露試験と同じ，SWCNT (A) を用いた気管内
投与試験を 2 回実施 (Kobayashi et al. submitted) するとともに，CNI と N 社製の SWCNT につい
てもそれぞれ試験を実施した．さらに， T 社の DWCNT 2 種についても試験を実施した．
SWCNT (A) を用いた 1 回目の試験では，雄 SD ラットに 0.2 あるいは 2 mg/kg の用量で SWCNT
を気管内投与し，投与後 24 時間から 3 ヶ月までの期間における肺の組織病理学的検査および
BALF 中の炎症バイオマーカーの評価を行った (試験番号: #NN-05-1)．2 回目の試験では，雄 SD
ラットに 0.04，0.2，あるいは 1 mg/kg の 3 段階の用量で気管内投与し，投与後 3 日から 6 ヶ月ま
での期間における肺の組織病理学的検査および BALF 中の炎症バイオマーカーの評価を行った
(試験番号: #NN-05-2)．これらの試験結果を総括すると，用量依存的な肺の炎症反応が認められた．
すなわち，0.04 mg/kg 投与群においては，生体影響はほとんど認められなかったが，0.2 mg/kg 投
与群においては，投与後 1～3 ヶ月程度で回復する，一過性の肺の炎症反応が認められた．また，
1 および 2 mg/kg 暴露群においては，最終観察時点である投与後 3 ヶ月あるいは 6 ヶ月まで肺組
織の炎症および炎症バイオマーカーの有意な増加が持続した．これらの群においては，上記の
Warheit et al. (2004) や Chou et al. (2008) の報告と同様，肺胞内において CNT を貪食したマクロフ
ァージの泡沫化 (foamy macrophage) と肉芽腫の形成が認められた．マクロファージの泡沫化は，
マクロファージによる生体異物除去の過程が円滑でないこと示しており，1 mg/kg 以上の用量の
単回投与では，肺において過負荷の状態が起きていることが示唆される．
また，HiPco 法で製造された CNI 社の SWCNT および CVD 法で製造された T 社の DWCNT 2
種については，それぞれ 0.2 あるいは 1 mg/kg の用量で雄 SD ラットに単回投与し，投与後 3 ヶ月
までの観察を行った(試験番号: #NN-10, #NN-11, #NN-12)．CNI 社の SWCNT は高純度品をそのま
ま超音波処理により分散したものである．また，T 社の DWCNT は，1 種類は表面修飾されてい
ないが，もう 1 種類は，表面を親水性にして極性溶媒になじむように，酸化処理による表面修飾
を行ったものである．試験の結果についてまとめると，CNI 社の SWCNT については，用量依存
的な肺の炎症反応が認められ，0.2 mg/kg 投与群では投与後 1 ヶ月程度で炎症が回復したが，1
mg/kg 投与群では投与後 3 ヶ月時点まで炎症が持続した．T 社の 2 種の DWCNT については，同
様に用量依存的な肺の炎症反応が認められ，0.2 mg/kg 投与群では投与後 1 ヶ月程度で炎症が回復
したが，1 mg/kg 投与群では投与後 3 ヶ月時点まで炎症が持続した．
さらに，NEDO プロジェクトにおいては，CVD 法で製造した SWCNT (N) についても，雄 Wistar
ラット (9 週齢，投与時の体重約 300 g) に 0.2 あるいは 0.4 mg/rat (体重当たりの用量に換算する
とそれぞれ約 0.67 あるいは 1.33 mg/kg) の 2 用量で気管内投与し，投与後 3 日からの肺を中心と
する生体影響について観察を継続中である (試験番号: #NN-14)．現在，投与後 6 ヶ月時点までの
観察結果が得られているので，現時点での結果の概略を以下に記述する．病理組織学的検査にお
いて，用量依存的な肺の炎症反応が観察されており，いずれの暴露群においても，投与後 6 ヶ月
時点まで炎症反応の持続が認められている．ただし，その反応のピークは，BALF 中の炎症バイ
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オマーカーの測定結果から判断すると，0.2 mg/rat 暴露群では投与後 1 週間，0.4 mg/rat 暴露群で
は投与後 1 ヶ月時点であり，その後は炎症反応の回復傾向が確認されている．本試験においては，
投与後 2 年まで観察を行う計画であるので，今後，観察を継続することにより，腫瘍性の変化の
有無に関する情報を得ることができる．
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表 IV.3 SWCNT の気管内投与試験 (1/3)
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

Warheit et al.
(2004)

主な不純物

DuPont

比表面積
[m2/g]

－

(レーザー蒸発)

試験条件

サイズ (径×長さ)
原体

1.4 nm×
>1 μm

液中

動物種

投与後

(週齢)

観察時点

雄 SD
－

ラット
(8 週齢)

試験結果
用量
1d

観察項目
[mg/kg]

[m2/kg]

[本/kg]

1

－

－

1 日，1 週， 肺病理
1, 3 ヶ月

○/－

3d 1w 1m 3m

－

注１

BALF
5

－

－

▲/－

注１

－

注１

Rice Univ.
(HiPco)

－

－

－

(2004)

Rice Univ.
－

(HiPco

(2008)

－

－

精製品)

CarboLex

Chou et al.

－

注１

注１

○/－ ○/－ ○/－
注１

注１

注１

3.3 a

－

－

－

－

●

－

●

16.7 a

－

－

－

－

●

－

●

3.3 a

－

－

－

－

●

－

●

16.7 a

－

－

－

－

●

－

●

3.3 a

－

－

－

－

○

－

○

16.7 a

－

－

－

－

●

－

●

0.5

－

－

－

△

●

－

－

－
雄

Lam et al.

○/● ○/● ○/●

B6C3F1
マウス

7, 90 日

肺病理

(8 週齢)
－

－

－

－

ICR
－

－

－

－

－

マウス

3, 14 日

肺病理

(週齢不明)

－：論文中に記載なし，a：論文に記載の体重あるいは同種の一般的な体重から計算した値，b：比表面積から計算した値，c：二次 (液中) 粒径と理論密度から計算した値
●：肺の病理検査において炎症関連所見あり，▲：肺の病理検査結果はないが，BALF 中細胞数の変化あり，△：BALF 中マーカーの変化あり，○：変化なし
注１：「○/●」BALF に変化なしだが，病理検査にて所見あり．「○/－」BALF に変化なしだが，病理検査の結果には言及なし．
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表 IV.3 SWCNT の気管内投与試験 (2/3)
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

Miyawaki et

CNI 社

al. (2008)

(HiPco)

*NEDO プロ

A社

#NN-05-01

SWCNT (A)

#NN-05-02

(CVD)

主な不純物

－

Fe: 0.015%
N: 0.01%

比表面積
[m2/g]

－

1064

試験条件

サイズ (径×長さ)
原体

1 nm×
>1 μm

3 nm× ?

液中

動物種

投与後

(週齢)

観察時点

試験結果
用量
1d

3d 1w 1m 3m

－

－

－

●

－

●

0.04 b

1.8×1012 c

－

○

○

○

○

0.2

0.2 b

8.8×1012 c

△

△

△

△

△

1.0

1.0 b

4.4×1013 c

－

●

●

●

●

2.0

2.0 b

8.8×1013 c

●

●

●

●

●

観察項目
[mg/kg]

[m2/kg]

[本/kg]

17.3a

－

0.04

雄 Wistar
－

ラット

7, 90 日

肺病理

(5 週齢)

12 nm ×
320 nm

雄 SD ラット 1, 3 日，1 週， 肺病理
(8 週齢)

1, 3, 6 ヶ月

BALF

－：論文中に記載なし，a：論文に記載の体重あるいは同種の一般的な体重から計算した値，b：比表面積から計算した値，c：二次 (液中) 粒径と理論密度から計算した値
●：肺の病理検査において炎症関連所見あり，▲：肺の病理検査結果はないが，BALF 中細胞数の変化あり，△：BALF 中マーカーの変化あり，○：変化なし
注１：
「▲/－」 ( (あるいは「△/－」) BALF 中細胞数 (あるいはマーカー) に変化ありだが，病理検査の結果には言及なし．「△/●」BALF 中マーカーに変化ありだが，病理検
査にて所見あり．
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表 IV.3 SWCNT の気管内投与試験 (3/3)
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

*NEDO プロ

CNI

#NN-10

SWCNT (C)

主な不純物

－

比表面積
[m2/g]

1000

試験条件

サイズ (径×長さ)
原体

－

液中

動物種

投与後

(週齢)

観察時点

用量

－

440

－

－

(CVD)

雄 SD ラット 1, 3 日，1 週， 肺病理
(8 週齢)

1, 3 ヶ月

BALF

T社
#NN-12

DWCNT (T2)

－

310

－

#NN-14

N社
SWCNT (N)
(CVD)

雄
Fe: 1.4%

878

－

－

●

●

○

○

1.0

－

－

●

●

●

●

0.2

－

－

－

●

●

○

○

1.0

－

－

－

●

●

●

●

0.2

－

－

－

●

●

○

○

1.0

－

－

－

●

●

●

●

0.67

0.59

1.4×1013 c

－

●

●

●

●

1.33

1.2

2.7×1013 c

－

●

●

●

●

[m2/kg]

[本/kg]

0.2

0.2

1.0

－

(CVD)

*NEDO プロ

3d 1w 1m 3m

[mg/kg]

－

T社
DWCNT (T1)

1d

観察項目

(HiPco)

#NN-11

試験結果

1.8 nm×? 43×690 nm

3 日，1 週，

Wistar ラット 1, 3, 6 ヶ月,
(9 週齢)

1, 2 年

肺病理
BALF

－：論文中に記載なし，a：論文に記載の体重あるいは同種の一般的な体重から計算した値，b：比表面積から計算した値，c：二次 (液中) 粒径と理論密度から計算した値
●：肺の病理検査において炎症関連所見あり，▲：肺の病理検査結果はないが，BALF 中細胞数の変化あり，△：BALF 中マーカーの変化あり，○：変化なし
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１.2.2 MWCNT の気管内投与試験 (表 IV. 4)
MWCNT の気管内投与試験の研究報告としては，Muller et al. (2005) および Li (JG) et al. (2007)
による研究に加えて，NEDO プロジェクト (P06041)による 2 種類の MWCNT の研究がある
(Kobayashi et al. 2010; Morimoto et al. accepted)．以下では，これらの研究について整理して記述す
る．
(1) 既存の MWCNT 気管内投与試験
Muller et al. (2005) は，CVD 法で自作した MWCNT 原末と，原末をボールミルですり潰した試
料の両方を，雌性 SD ラット (体重 200–250 g) に対して 0.5，2，および 5 mg/rat の 3 用量 (体重当
たりの用量に換算するとそれぞれ 2.2，8.9，および 22.2 mg/kg) で気管内投与し，投与後 3，15，
および 60 日時点における BALF 中の炎症バイオマーカーの評価および 60 日時点における肺組織
の病理学的検査を行っている．その結果，用量依存的な BALF 中の炎症細胞数 (好中球，好酸球)
および炎症バイオマーカー (LDH, タンパク) の増加が認められ，また，用量によっては，ヒドロ
キシプロリン (hydroxyproline: OH-proline) や肺内のコラーゲン沈着量の増加などの線維性反応
(fibrotic response) が投与後 60 日まで認められた．全体的に，すり潰した MWCNT を暴露したラ
ット群の方が MWCNT 原末を暴露した群よりも同一用量での影響が強い傾向にあり，2 mg/rat (8.9
mg/kg) の用量のすり潰した MWCNT 暴露群の反応は，5 mg/rat (22.2 mg/kg) の MWCNT 原末暴露
群の反応に相当すると著者らは結論している．また，0.5 mg/rat (2.2 mg/kg) の用量においては，
MWCNT 原末を暴露したラットでは影響が認められていないが，すり潰した MWCNT を暴露した
ラットにおいては持続性の炎症反応が認められている．論文に記されているキャラクタリゼーシ
ョン結果によると，すり潰すことによって，個々の MWCNT の長さが 5.9 μm から 0.7 μm へと大
きく変化している (チューブ径や比表面積などの他の主要な特性には変化はない)． 従って，この
試験結果は，より短く分散した CNT 試料の方がより大きな炎症反応を起こすと示している．
Li (JG) et al. (2007) は，前述した同じ著者らによる吸入暴露試験と同様，Shenzhen Nanotech Port
社製の MWCNT を，雌性 Kunming マウス (11 週齢，体重約 30 g) に対して 0.05 mg の用量 (体重
当たりの用量に換算すると約 1.7 mg/kg) で気管内投与し，投与後 8，16，および 24 日時点におけ
る肺の組織行理学的検査を行っている．その結果，投与後 16 日までは，MWCNT 凝集体の気管支
内壁への沈着が確認されているものの，肺組織の炎症は認められていない．一方，投与後 24 日時
点においては，MWCNT の凝集体が肺胞内部に沈着しており，肺胞のネット構造の重度の破壊が
認められている．このように，投与後 1 ヶ月程度経過してから初めて毒性所見が認められるとい
う結果は，この試験のみで見られるものであり，極めて特異的なケースである．おそらく，CNT
を凝集体として暴露させたことにより，肺胞内部への沈着が極度に遅れたものと考えられる．
(2) NEDO プロジェクト (P06041) における MWCNT 気管内投与試験
NEDO プロジェクトにおいては，3 種類の MWCNT を用いて，それぞれ別のプロトコルで気管
内投与試験を実施した．1 番目の試験は，#NN-03 の MWCNT 吸入暴露試験と同じ MWCNT (N) を
用いたものである (Morimoto et al. accepted)．この試験では，雄性 Wistar ラット (9 週齢，投与時
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の体重約 300 g) に 0.2 あるいは 1 mg/rat の 2 用量 (体重当たりの用量に換算するとそれぞれ約 0.67
あるいは 3.3 mg/kg) で気管内投与し，投与後 3 日から 2 年までの観察期間において，肺の病理学
的検査および BALF 中の炎症バイオマーカーの評価を行った (試験番号: #NN-02)．その結果，投
与後 6 ヶ月時点までの観察においては，用量依存的な肺の炎症性変化が認められた．すなわち，
0.2 mg/rat 暴露群においては，肺の病理組織学的検査に基づく変化は，いずれの観察時点において
も非常に軽微であったのに対し，1 mg/kg 暴露群においては肺胞腔内における好中球，好酸球，肺
胞マクロファージの浸潤等が投与後 6 ヶ月時点まで認められた．また，BALF 中の総細胞数や好
中球数の変化は，0.2 mg/rat 暴露群では投与後 3 日時点のみの増加であったのに対し，1 mg/rat 暴
露群においては，投与後 1 ヶ月時点まで有意な増加が持続した．
ただし，1 mg/rat 暴露群においても，これらの変化は投与後 6 ヶ月時点までに徐々に回復する傾
向が認められており，投与後 1 年および 2 年時点の観察においては，肺の病理組織学的検査結果
および BALF 中バイオマーカーの測定結果のいずれにおいても，対照群との有意差は認められな
かった．また，2 年間にわたる観察において，両暴露群ともに，肺組織に良性あるいは悪性腫瘍
は認められなかった．
2 番目の試験は，CVD 法で製造された MWCNT (M) を，雄 SD ラット (8 週齢，体重約 310 g) に
0.04，0.2，あるいは 1 mg/kg の用量で気管内投与し，投与後 3 日から 6 ヶ月までの間の肺組織の
病理学的検査および BALF 中の炎症細胞数・炎症バイオマーカーの評価を実施した (試験番号:
#NN-06) (Kobayashi et al. 2010)．また，肺組織切片の光学顕微鏡および透過型電子顕微鏡 (TEM) に
よる観察を行い，肺の中に沈着した MWCNT の挙動について経時的に調べた．その結果，0.04 mg/kg
暴露群においては，いずれの観察時点においても影響は認められず，0.2 および 1 mg/kg 暴露群に
おいては，投与後 3 日時点のみで病理組織学的検査による炎症所見および BALF 中の炎症細胞数・
炎症バイオマーカーの変化が認められたが，これらの変化は非常に軽微なものであり，投与後 1
週間時点以降では有意な変化が見られない程度まで回復していた．また，光学顕微鏡および TEM
による観察により，肺の中に沈着した MWCNT が肺胞マクロファージに貪食され，継時的に肺胞
内で集簇していく様子が見られた．
3 番目の試験は，CVD 法で製造された S 社製の MWCNT (S) を，上述と同様の試験プロトコル
で，1 mg/kg の 1 用量でラットに気管内投与したものである (試験番号: #NN-13)．その結果，1 mg/kg
の用量では，組織病理学的な変化および BALF 炎症マーカーの変化をほとんど引き起こさなかっ
た．
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表 IV.4 MWCNT の気管内投与試験
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

主な不純物

比表面積
[m2/g]

378

Muller
(2005)

et

al.

サイズ (径×長さ)
原体

9.7 nm×
5.9 μm

液中

Li (JG) et al. Shenzhen
(2007)
Nanotech Port

雌 SD
ラット
(週齢不明)

－

Kobayashi et al. MITSUI
(2010)
(M)
*NEDO プロ MWCNT
(CVD)
#NN-06

<0.21%

Morimoto et al.
N社
(accepted)
(N)
*NEDO プロ MWCNT
(CVD)
#NN-02

Fe:
0.0053%

S社
(CVD)

動物種
(週齢)

－

280

37

69

13

投与後
観察時点

観察項目

－

自作
(CVD)
307
(ground)

*NEDO プロ
#NN-13

試験条件

3, 15, 60 日

肺病理
BALF

11.3 nm× 0.7
－
μm
(ground)
(ground)

50 nm×
10 μm

1μm

1.5
60 nm× ? 60 nm×
μm

44 nm×
>1 μm

48 nm×
0.94 μm

雌 Kunming
8, 16, 24 日
マウス(11 週齢)

肺病理

雄 SD
ラット
(8 週齢)

3, 7 日，1, 3, 肺病理
6 ヶ月
BALF

雄 Wistar
ラット
(9 週齢)

3, 7 日，1, 3, 肺病理
6 ヶ月，1, 2 BALF
年

雄 SD
ラット
(8 週齢)

3, 7 日，1, 3, 肺病理
ヶ月
BALF

試験結果
用量

1d

3d

1w 1m 3m

[mg/kg]

[m2/kg]

[本/kg]

2.2a

0.15b

－

－ ▲/－
－ ○/－
－
注１
注１

8.9 a

0.59 b

－

－ ▲/－
－ ○/●
－
注１
注１

22.2 a

1.48 b

－

－

2.2 a

0.15 b

－

－ ▲/－
－ △/－
－
注１
注１

8.9 a

0.59 b

－

－
－ ▲/－
－ △/●
注１
注１

22.2 a

1.48 b

－

－

－

－

－

1.7 a

0.47 b

－

－

－

○

●

－

0.04

0.0015b

4.5×109 c

－

○

○

○

○

10 c

－

●

○

●

○

b

2.2×10

－

－

－
注2

注2

－

－

0.2

0.007

1

0.037b

1.1×1011 c

－

●

●

●

○

0.67 a

0.046 b

1.9×1011 c

－

▲

○

△

△

3.3 a

0.23 b

9.3×1011 c

－

▲

△

▲

△

注3

注３

注3

注3

1.0

0.013 b

－

－

○

○

○

△

－：論文中に記載なし，a：論文に記載の体重あるいは同種の一般的な体重から計算した値，b：比表面積から計算した値，c：二次 (液中) 粒径と理論密度から計算した値
●：肺の病理検査において炎症関連所見あり，▲：肺の病理検査結果はないが，BALF 中細胞数の変化あり，△：BALF 中マーカーの変化あり，○：変化なし
注 1：3 日，15 日，60 日の観察を，それぞれ 3d，1w，1m の欄に記載．「▲/－」BALF 中細胞数に変化ありだが，病理検査の結果には言及なし．「△/●」BALF 中マーカーに変
化ありで，病理検査にて所見あり．「△/－」BALF 中マーカーに変化ありで，病理検査の結果には言及なし．「○/－」BALF に変化なしで，病理検査の結果には言及なし．
注 2：肺組織中にヒドロキシプリン，コラーゲンの繊維性反応が観察された．
注 3：小さな肉芽腫性病変が見られたが時期は記載がない．
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1.3 咽頭アスピレーション試験
咽頭アスピレーションは，マウスを用いた試験において用いられる暴露手法であり，誤嚥を介
して被験物質を肺へ暴露させる方法である．吸入麻酔を行った後で，喉頭鏡などを用いて咽頭な
いしは喉頭に被験物質の懸濁液を滴下する方法であるので，暴露の手技としては比較的容易であ
る．その歴史はまだ浅いが，本手法で肺に対する影響を評価した報告は多く存在する．国際生命
科学協会研究財団によるナノ粒子の毒性スクリーニングのワーキンググループでは，気管内投与
試験と同様に一定の有効性を持つ試験であると報告している．しかし，被験物質を直接気道へと
投与する気管内投与試験とは異なり，この試験における肺内の沈着量は誤嚥に依存するため，投
与した全量が実験動物の気管内に到達しているかどうかが定かではないという欠点がある．
以下では，報告されている SWCNT および MWCNT の咽頭アスピレーション試験について，概
要を整理して記載する．
1.3.1 SWCNT の咽頭アスピレーション試験 (表 IV. 5)
Shvedova et al. (2005) は，CNI 社が HiPco 法で製造した SWCNT を雌性 C57BL/6 マウス (7–8
週齢，体重 20.3 ± 0.21 g) に対して 10，20，および 40 μg/mouse (マウス体重当たりの用量に換算
するとそれぞれ 0.5, 1, および 2 mg/kg) の 3 用量で咽頭アスピレーションし，暴露後 1，3，7，28，
および 60 日時点における BALF 中の炎症細胞数・炎症バイオマーカーの評価および肺組織の病
理学的検査を行っている．その結果，用量依存的な肺の炎症反応および病理組織学的な変化が認
められた．すなわち，10 μg/mouse の用量では，暴露後 1 および 3 日時点のみで BALF 中のタンパ
ク量などの炎症バイオマーカーの有意な増加が認められたが，病理組織学的な変化は認められず，
またこれらのバイオマーカーの変動についてもその後の検査時点においては回復傾向が認められ
た．一方，20 および 40 μg/mouse の用量では，これらの炎症バイオマーカーの増加が暴露後 28
日あるいは 60 日まで認められ，さらに肉芽腫の生成が認められた．また，暴露後 60 日時点にお
ける肺胞壁の平均厚さを測定したところ，10 μg/mouse 暴露群においては対照群との差は認めら
れなかったが，20 および 40 μg/mouse 暴露群においては，対照群と比べて有意な増加が認められ
ている．
Mangum et al. (2006) は，Helix Material Solution 社が CVD 法で製造した SWCNT を，雌性
Fischer 344 (F344) ラット (6 週齢，体重不明) に対して 2 mg/kg の用量で咽頭アスピレーション
し，暴露後 1 および 21 日時点における BALF 中の炎症細胞数・炎症バイオマーカーの評価およ
び肺組織の病理学的検査を行っている．その結果，この BALF 中の炎症細胞数・炎症バイオマー
カーの有意な変動は見られなかったが，暴露後 21 日時点において，小さな局在性の間質性の線
維性病変の生成が認められている．なお，咽頭吸引試験では実験動物として通常はマウスが用い
られるが，本試験ではラットを用いており，ラットを用いた CNT の咽頭吸引試験の報告例は，
現時点ではこの研究のみである．
Li (Z) et al. (2007) は，CNI 社が HiPco 法で製造した SWCNT を，C57BL/6 マウス (2–3 ヶ月齢，
体重約 20–25 g) に対して 10 および 40 μg/mouse (体重当たりの暴露量に換算するとそれぞれ 0.4
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および 1.6 mg/kg) の用量で咽頭アスピレーションし，暴露後 1，7，28，および 56 日時点におけ
る酸化ストレス関連バイオマーカー (HO-1) および DNA 損傷の評価を行っている．その結果，
いずれの用量の暴露群においても，暴露後 7 日時点において，HO-1 遺伝子の有意な増加が認め
られ，また暴露後 56 日まで，動脈中の mtDNA の損傷が認められた．この結果のみから，毒性学
的な意義を評価することは困難であるが，著者らは全身性の影響への懸念と，さらなる研究の必
要性を主張している．
Shvedova et al. (2007) は，CNI 社が HiPco 法で製造した SWCNT を，雌性 C57BL/6 マウス (7–8
週齢，体重 21.6 ± 0.26 g) に対して 40 μg/mouse (体重当たりの用量に換算するとおよそ 1.9 mg/kg)
の用量で咽頭アスピレーションし，暴露後 1，7，および 28 日時点における BALF 中の炎症バイ
オマーカーの評価および肺組織の病理学的検査を行っている．その結果，既存の報告と同様に，
この用量において暴露後短期 (1–7 日) における炎症細胞数・炎症バイオマーカーの増加および
28 日時点におけるコラーゲン沈着などの線維性の反応 (fibrotic response) が認められた．なお，
この研究において，著者らは通常のマウスの他に，ビタミン E を含まない試料を用いて飼育した，
ビタミン E 欠乏マウスに対しても同様の暴露を行ったところ，より顕著な肺組織の炎症反応およ
び線維性反応が認められたと報告している．
Mercer et al. (2008) は，CNI 社が HiPco 法で製造した SWCNT を，雄性 C57BL/6 マウス (25 週
齢，体重約 33 g) に対して 10 μg/mouse の用量 (体重当たりの用量に換算するとおよそ 0.3 mg/kg)
で咽頭アスピレーションし，暴露後 1，7，および 28 日時点における肺組織の病理学的検査およ
び BALF 中の炎症細胞数・炎症バイオマーカーの評価を行っている．この試験においては，液中
で分散させた SWCNT (平均粒径 0.69 μm) と分散させていない SWCNT (平均粒径 15.2 μm) の 2
種類の SWCNT をマウスに暴露し，両者の反応を比較している．両 SWCNT 暴露群ともに，一過
性の BALF 中炎症細胞数 (好中球およびマクロファージ数) の増加が見られたが，分散させた
SWCNT 暴露群のみで，肺胞壁の肥厚が認められている．著者らは，分散させた SWCNT は肺胞
マクロファージに認識されにくいため，間質へ侵入しやすくなることがこのように反応性が異な
ることの原因であると考察している．
Shvedova et al. (2008) は，前述した同じ著者らによる吸入暴露試験で用いた試料と同じ CNI 社
製の SWCNT を，雌性 C57BL/6 マウス

(8–10 週齢，
体重約 20 g) に対して 5，10，および 20 μg/mouse

(体重当たりの用量に換算するとそれぞれおよそ 0.25，0.5，および 1 mg/kg) の 3 用量で咽頭アス
ピレーションし，暴露後 1，7，および 28 日時点における肺組織の病理学的検査および BALF 中
炎症細胞数・炎症バイオマーカーの評価を行っている．その結果，用量依存的な肺の炎症反応が
観察され，10 μg/mouse の暴露群においては，暴露後 28 日時点まで，コラーゲン濃度の増加が持
続した．ただし，この論文では，吸入暴露試験結果の評価が主題であるため，咽頭吸引試験にお
ける 5 および 20 μg/mouse 暴露群の暴露後 7 日時点以降の反応については，あまり詳しくは触れ
られていない．また，前述したようにこの試験で用いた SWCNT は不純物として約 18 wt%もの鉄
を含んでいるため，不純物の影響も含まれているものと思われる．そのため，この試験の結果を，
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純粋な SWCNT の毒性評価結果として解釈することは困難であり，吸入暴露試験と咽頭吸引試験
との結果比較として利用するべきであると考えられる．
1.3.2 MWCNT の咽頭アスピレーション試験 (表 IV.6)
MWCNT の咽頭アスピレーション試験に関する研究報告は，現時点では Porter et al. (2010) によ
る 1 件のみである．Porter et al. (2010) は，上述した NEDO プロジェクトでの気管内投与試験
(Kobayashi et al. 2010) と同じ，CVD 法で製造された MWCNT (MWNT-7) を，雄 C57BL/6J マウ
ス (7 週齢) に 10, 20, 40 または 80 μg/mouse (マウス体重を 30 g と仮定して体重当たりの投与量に
換算するとそれぞれ 0.33, 0.67, 1.33, 2.67 mg/kg) の用量で咽頭アスピレーションし，投与後 2 ヶ月
間の観察を行った．その結果，肺の病理組織学的検査により得られた独自の指標である「炎症ス
コア」は，全ての投与群において投与後 1 ヶ月まで有意に増加し，このうち 20 および 80 μg/mouse
(0.67 および 2.67 mg/kg) 投与群においては，投与後 2 ヶ月時点まで対照群との有意差が認められ
ている．この結果は，動物種は異なるが，NEDO プロジェクトによる Kobayashi et al. (2010) の結
果と比較して，非常に強い炎症反応が生じているように見受けられる．Kobayashi et al. (2010) の
試験では，同じ MWCNT 1 mg/kg の投与量でも投与 3 日後までの一過性の炎症反応しか認められ
なかった．ただし，Porter et al. (2010) の論文において，病理組織学的検査による結果は，上述の
ように独自の「炎症スコア」として表されており，他の研究とのスコアの比較が困難であること
から，どの程度の炎症反応が起きているのかが明確ではない．また，Porter et al. (2010) の論文で
は，肺に沈着した MWCNT が胸膜を通過している画像が示されており，MWCNT の胸膜への移行
を詳細に検討する必要があると主張している．しかし，NEDO プロジェクトによる Kobayashi et al.
(2010) の研究では，肺に沈着した MWCNT のほぼ全てが肺胞マクロファージに貪食された状態で
観察され，肺胞内に MWCNT が単独で存在する像は見られなかった．
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表 IV.5 SWCNT の咽頭アスピレーション試験 (1/2)
試料キャラクタリゼーション
種類

出典

製造元

主な不純物

(製造法)

Shvedova et
al. (2005)

CNI

Fe: 0.23%

(HiPco)

Mangum et al.

[m2/g]

1040

Helix Material
Solutions

(2006)

比表面積

－

300–600

(CVD)
Li (Z) et al.
(2007)

(HiPco)

Shvedova et
al. (2007)

CNI
(HiPco)

Mercer et al.
(2008)

CNI

CNI
(HiPco)

試験条件

サイズ (径×長さ)
原体

1–4 nm
×?

<2 nm×
0.5–40 μm

液中

動物種

投与後

(週齢)

観察時点

雌 C57BL/6
－

マウス
(7–8 週齢)

－

ラット

－

－

－

－

マウス
(2–3 ヶ月齢)

－

－

1040

－

1–4 nm
×?

60 日

BALF

1, 21 日

マウス

日

1, 7, 28 日

(7–8 週齢)
0.69 μm

雄

(球形近似)

C57BL/6

－
1.52 μm

マウス

(球形近似)

(25 週齢)

肺病理
BALF

1, 7, 28, 56 酸化ストレス

雌 C57BL/6
－

観察項目

肺病理

(6 週齢)
C57BL/6

用量

1, 3, 7, 28,

雌 F344

1, 7, 28 日

試験結果

遺伝子損傷

肺病理
BALF

1d

3d 1w 1m 3m

－

▲

▲

▲

▲

－

1.0 b

－

▲

▲

▲

●

－

2a

2.1 b

－

▲

▲

●

●

－

2

0.90 b

－

▲

－

●

－

－

0.4 a

－

－

○

－

△

△

－

1.6 a

－

－

○

－

△

△

－

1.9 a

1.9 b

－

●

－

▲

●

－

0.3 a

－

●

－

●

●

－

0.3 a

－

●

－

●

●

－

[mg/kg]

[m2/kg]

[本/kg]

0.5 a

0.51 b

1a

肺病理
BALF

－：論文中に記載なし，a：論文に記載の体重あるいは同種の一般的な体重から計算した値，b：比表面積から計算した値
●：肺の病理検査において炎症関連所見あり，▲：肺の病理検査結果はないが，BALF 中細胞数の変化あり，△：BALF 中マーカーの変化あり，○：変化なし
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表 IV.5 SWCNT の咽頭アスピレーション試験 (2/2)
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

主な不純物

比表面積
[m2/g]

試験条件

サイズ (径×長さ)
原体

液中

動物種

投与後

(週齢)

観察時点

用量

al. (2008)

CNI
(HiPco)

Fe: 18%

508

0.8–1.2 nm
×0.1–1 μm

－

C57BL/6
マウス

1, 7, 28 日

1d

3d 1w 1m 3m

－

▲

－

－

－

－

0.25 b

－

▲

－

▲

▲

－

0.51 b

－

▲

－

▲

▲

－

観察項目

雌
Shvedova et

試験結果

BALF

(8–10 週齢)

[mg/kg]

[m2/kg]

[本/kg]

0.25 a

0.13 b

0.5 a
1a

－：論文中に記載なし，a：論文に記載の体重あるいは同種の一般的な体重から計算した値，b：比表面積から計算した値
●：肺の病理検査において炎症関連所見あり，▲：肺の病理検査結果はないが，BALF 中細胞数の変化あり，△：BALF 中マーカーの変化あり，○：変化なし

表 IV.6 MWCNT の咽頭アスピレーション試験
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

Porter et al.
(2010)

MITSUI
(CVD)

主な不純物

－

比表面積
[m2/g]

－

試験条件

サイズ (径×長さ)
原体

－

液中

動物種

投与後

(週齢)

観察時点

49±13.4

雄 C57BL/6J

nm

マウス

×3.86 μm

(7 週齢)

－

試験結果
用量
1d

3d 1w 1m 3m

－

▲

－

●

●

－

－

－

▲

－

●

●

－

1.67

－

－

▲

－

●

●

－

2.67

－

－

▲

－

●

●

－

観察項目
[mg/kg]

[m2/kg]

[本/kg]

0.33

－

0.67
－

－：論文中に記載なし，a：論文に記載の体重あるいは同種の一般的な体重から計算した値，b：比表面積から計算した値
●：肺の病理検査において炎症関連所見あり，▲：肺の病理検査結果はないが，BALF 中細胞数の変化あり，△：BALF 中マーカーの変化あり，○：変化なし
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2. 遺伝毒性と発がん性
2.1 発がん性 (表 IV. 7)
CNT の暴露による腫瘍発生に関しては，MWCNT を用いた研究が Takagi et al. (2008a) および
Muller et al. (2009) により報告されている．
Takagi et al. (2008a) は，MITSUI の MWCNT (MWNT-7) を p53+/-トランスジェニックマウスの
腹腔内に 3 mg/mouse (マウスの体重を約 30 g と仮定すると，体重当たりの投与量は約 100 mg/kg)
投与したところ，MWCNT 投与群では 14/16 例が，投与後 180 日にまでに中皮腫を原因とする死
亡が確認されたことを報告している．また，この試験においては陰性対照物質としてフラーレン
C60 を，陽性対照物質として UICC グレードのクロシドライトを同用量投与しているが，フラーレ
ン投与群および溶媒投与 (コントロール) 群においては中皮腫は認められていない一方で，クロ
シドライト投与群においては 14/18 例に中皮腫が認められたと報告している．これらの結果から，
著者らは MWCNT がアスベスト様の毒性を持つ可能性を示唆しており，MWCNT の形状がアスベ
ストと類似していることがその要因であると考察している．しかし，この論文の掲載直後に，こ
の論文には本質的な欠陥があるとして，Ichihara et al. (2008) および Donaldson et al. (2008) からそ
れぞれ“Letter to the Editor”が投稿された．その主な内容は，用量設定が極めて非現実的であるこ
と，MWCNT の繊維数が過小に見積もられていること，中皮腫の根拠となる光学顕微鏡写真が示
されていないこと，中皮腫ではなく腸絞扼による死亡ではないかと疑われること，試験に用いた
MWCNT のキャラクタリゼーションが不十分であること，試験系が十分に検証されたものではな
いことなどである．著者らはこれらの一つ一つの指摘に対して反論している (Takagi et al.
2008b,c) が，いずれにしろ用量と暴露経路が非現実的な試験であるため，この試験の結果だけで
は，現実の暴露条件下で MWCNT が中皮腫を引き起こすかどうかについて示唆を与えることには
ならない．
一方，Muller et al. (2009) の試験においては，上記の Takagi et al. (2008a) とは反対の結論が得ら
れている．Muller et al. (2009) は，過去に実施した気管内投与試験 (Muller et al. 2005) と同じ，自
作した 2 種類の MWCNT を雄 Wistar ラット (9–12 週齢) に 2 あるいは 20 mg/rat (投与時のラット
体重を 300 g と仮定して体重あたりの用量を算出するとそれぞれ 6.7 および 66.7 mg/kg) の用量で
腹腔内投与を行い，投与後 2 年間までの観察を行ったところ，中皮腫の発生率はコントロール群
と差がなかったと報告している．なお，この試験においては，陽性対照物質として UICC クロシ
ドライトを 2 mg/rat の用量で投与しているが，クロシドライト投与群においては中皮腫の発生率
が有意に増加しており，MWCNT とクロシドライトの暴露における腫瘍発生には，明確な違いが
認められている．著者らはこの試験で用いたような短い (平均で< 1 μm の長さの) MWCNT には
発がん性はないものと推察している．
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表 IV.7 MWCNT の発がん性試験 (腹腔内投与)
試料キャラクタリゼーション
出典

製造元
(製造法)

Takagi et al.
(2008a)

主な不純物

比表面積
[m2/g]

試験条件

サイズ (径×長さ)
原体

液中

用量

動物種

投与後

(週齢)

観察期間

[mg/kg]

180 日

100

MITSUI

p53+/－トランス

MWNT-7

ジェニック・マウ

(CVD)

ス

[m2/kg]

試験結果
[本/kg]
14/16 例が投与後 180 日にまで
に中皮腫を原因とする死亡

腫瘍発生率は対照群との有意

Muller et al.

自作

Al: 1.97

MWCNT

Fe: 0.49

(CVD)

Co: <0.01

6.7

11.3 ±
299

3.9 nm ×
0.7μm

自作

Al: 0.37

MWCNT

Fe: <0.01

(CVD)

Co: <0.01

11.3 ±
190

腫瘍発生率は対照群との有意

雄
Wistar ラット

(2009)

差なし

66.7
2年

差なし

(9–12 週齢)
腫瘍発生率は対照群との有意

3.9 nm ×

66.7

差なし

0.7μm

－：論文中に記載なし，a：論文に記載の体重あるいは同種の一般的な体重から計算した値，b：比表面積から計算した値，c：二次 (液中) 粒径と理論密度から計算した値
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2.2 遺伝毒性
典型的な遺伝毒性物質は発がん性につながることが知られており，遺伝毒性試験の結果はヒト
における発がん性を予測するためのスクリーニングとして用いられてきた．化学物質のリスク評
価を行う上で，遺伝毒性を検証することは最重要事項である (Singh et al. 2009) が，CNT の遺伝
毒性試験情報は十分に整理されていない．本章では，CNT の遺伝毒性に関して論文として公表さ
れている情報および NEDO プロジェクトにおいて実施した CNT の遺伝毒性試験結果について記
述した．
2.2.1 現在までに論文として公表されているカーボンナノチューブの遺伝毒性試験の結果
本項では，SWCNT 及び MWCNT 等の遺伝毒性情報について，公表されている科学論文を収集
整理してまとめた (江馬ら, 印刷中)．
(1)

in vitro 遺伝毒性試験

(a) 遺伝子突然変異試験 (表 IV.8)
SWCNT の細菌を用いた遺伝子突然変異試験
SWCNT (長さ：1-3 m，表面積：1040 m2/g，C：99.7%，Fe：0.23%，CNI Inc.) を 60，120 ま
たは 240 g/plate の濃度で，サルモネラ菌 (Salmonella typhimurium YG1024 及び YG1029) を用い
て，代謝活性化非存在下で試験を行ったところ，いずれの菌株および濃度においても突然変異の
誘発は認められなかった (Kisin et al. 2007)．
MWCNT の細菌を用いた遺伝子突然変異試験
MWCNT (Baytubes，長さ：0.2-1 m，C：> 95%，Bayer MaterialScience)を 50，158，500，1581
または 5000 g/plate の濃度で，S. typhimurium (TA98，TA100，TA102，TA1535，TA1537)を用いて，
代謝活性化存在下および非存在下で OECD テストガイドライン 471 (OECD TG471) に従って試験
を行った (Wirnitzer et al. 2009)． 代謝活性化存在下および非存在下にかかわらず，いずれの菌株
および濃度においても細胞毒性はみられず，突然変異の誘発も認められなかった．
MWCNT (直径：110-170 nm，長さ：5-9 m，表面積：130 m2/g，純度：> 90%，Fe：. 0.1%，
Sigma-Aldrich) を 0.1-9.0 g/plate の濃度で，S. typhimurium (TA98，TA100)および E. coli (WP2uvrA)
を用いて，代謝活性化存在下および非存在下で OECD TG471 に従って試験を行った (Di Sotto et al.
2009)．代謝活性化存在下および非存在下にかかわらず，いずれの菌株および濃度においても細胞
毒性はみられず，復帰突然変異体の増加も観察されなかった．
MWCNT のほ乳類細胞を用いた遺伝子突然変異試験
アデノシン・ホスホリボシル転換酵素 (Aprt) ヘテロ接合マウス胚幹 (ES) 細胞を用いて
MWCNT (Tsinghua and Nanfeng Chem Group Corp.) の鉄触媒残渣を除いて精製し，5 または 100
g/mL の濃度で 4 時間暴露して突然変異試験を行ったところ，突然変異の頻度上昇がみられた
(Zhu et al. 2007)． MWCNT は ES 細胞に蓄積し，アポトーシスを惹起し，p-53 を活性化し，DNA
修復蛋白の遺伝子発現を上昇させ，Aprt 突然変異を引き起こした．
突然変異検出のバイオマーカーとして広く用いられているヒポキサンチン・グアニン・ホスホ
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リボシル転換酵素

(hgprt) 遺伝子における突然変異試験が行われている．MWCNT (MWNT-7，

幅：88 nm，長さ： 5.0 m, Fe：4400 ppm，Cr：48 ppm，Ni：17 ppm，MITSUI) を培地に懸濁し，
チャイニーズ・ハムスター肺線維芽株化細胞 (CHL/IU) に 6.3，12.5，25，50 または 100 g/mL
を 48 時間暴露した (Asakura et al. 2010)． 細胞生存率が濃度依存的に低下し，100 g/mL で 21%
となったが，いずれの濃度の MWCNT とも突然変異率の上昇は認められなかった．
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表 IV.8

SWCNT および MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (突然変異試験)

試料キャラクタリゼーション
出典

試料名
(製品名)

Kisin et al.
(2007)
Wirmitzer
et al.
(2009)

Di Sotto et
al. (2009)

Zhu et al.
(2007)

SWCNT

製造元

CNI Inc.

径 (nm)

－

長
(μm)

1-3

比表面
積
(m2/g)
1040

試験条件
純度/C %

試験

(不純物 %)

99.7

エームス試験

(Fe: 0.23)

使用細胞

S. typhimurium

Bayer

(Bytubes)

MaterialScience

－

0.2-1.0

－

>95

エームス試験

(－)

(TA98, TA100,
TA102, TA1535,
TA1537)

MWCNT

Sigma-Aldrich

110-170

5-9

130

Tsinghua and
MWCNT

Nanfeng Chem

－

－

－

88

5.0

－

Group

Asakura et

MWCNT

al. (2010)

(MWNT-7)

(Fe: <0.1)

－
(－)

エームス試験

50-5000 μg/plate
(代謝活性化/非代
謝活性化)

(TA98, TA100)

0.01-9.0 μg/plate

E. coli (WP2urvA)

Aprt 突然変異試験

－
MITSUI

60-240 mg/plate

S. typhimurium

>90

マウス胚幹細胞

試験結果

(試験条件)

(YG1024, YG1029) (非代謝活性化)
S. typhimurium

MWCNT

暴露濃度

突然変異頻度増加なし

突然変異性なし
細胞毒性なし

突然変異性なし
細胞毒性なし

5-100μg/mL

 突然変異

6.3-100μg/mL

突然変異頻度増加なし

チャイニーズ・ハム

(Fe: 0.44, Cr: 0.005,

hgprt 突然変異試験 スター肺線維芽細

Ni: 0.002)
－：論文中に記載なし
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(b) コメット・アッセイ (表 IV.9)
SWCNT のコメット・アッセイ
SWCNT (長さ：1-3 m，表面積：1040 m2/g，C：99.7%，Fe：0.23%，CNI Inc.) を培地に懸濁し，
24，48 または 96 g/cm2 の濃度で 3 または 24 時間処理して，チャニーズ・ハムスター肺線維芽株
化細胞 (V79) を用いてコメット・アッセイを行った (Kisin et al. 2007)． 細胞生存率は処理時間
3 時間処理では 96 g/cm2 で強い DNA
及び濃度に依存して減少し，48 g/ cm2 以上で有意となった．
損傷がみられ，軽度の DNA 損傷が 24 時間処理の 48 g/cm2 以上でみられた．DNA 損傷が細胞生
存率の減少した濃度でみられたことから DNA 損傷と細胞毒性との関連が疑われた．
SWCNT (EliCarb，一次粒子断面径：0.9-1.7 nm，長さ：1 m，表面積：731 m2/g，培地中粒
子径：32-2356 nm，C：95%，Fe：2%，Co, Ni, Mn, N, H：0.001%，Thomas Swan) を DMEM 培地
とともに超音波処理し，Muta-トランスジェニック・マウス肺上皮 (FE1-MML) 株化細胞を用いて，
SWCNT を 3 時間処理してコメット・アッセイを行った (Jacobsen et al. 2008)． cII 導入遺伝子突
然変異の分析が容易であり，肺組織の変異原性その他の有害影響の検出に適した FE1-MML 株化
細胞を使用した．遺伝毒性発現の原因となる多環芳香族炭化水素 (PAHs) が 417 ng/g 検出された．
SWCNT は細胞死を増加させなかった．コメット・アッセイでは 100 g/mL の濃度の 3 時間処理
で DNA 鎖切断を惹起せず，cII 突然変異体の発現頻度に影響しなかった．Formamidopyrimidine
[fapy]-DNA glycosylalase (FPG) 感受性部位を増加させたが，このレベルは都会の大気汚染粒子を
吸引したヒトの単核血球のレベルと同等であった．活性酸素種 (ROS) 産生上昇は，FE1-MML 細
胞非存在下で 2.78-8.33 g/mL でみられたが，25 g/mL 以上ではみられず，細胞存在下では 100
g/mL まで観察されなかった．これらの結果から，SWCNT は突然変異性を有しないとしている．
SWCNT (直径：0.8-2.0 nm，比表面積：293 m2/g，純度：70-90%，Ni：20.6%，Y：6.2%，Cr：
0.34%，Zn：0.1%，Al：0.09%，Fe：0.07%，National Institute of Standard and Technology) を RPMI-1640
培地に懸濁し，超音波処理して 25 または 50 g/mL の濃度で，正常ヒト中皮 (NM) 及び悪性ヒト
中皮 (MM) 細胞に 24 時間暴露してコメット・アッセイを行った (Pacurani et al. 2008)．NM 及び
MM 細胞においていずれの濃度とも DNA 損傷の指標である DNA 移動の上昇がみられた．SWCNT
は 500 g/mL の濃度で NM および MM 細胞を暴露したとき ROS が産生され，DNA 損傷と ROS
との関わりが示唆された．
ウシ胎児血清に懸濁した SWCNT (直径：8 nm，長さ：< 5 m，形状：ロープ様，C：> 99.99%，
COCC, Chinese Academy of Science) を超音波処理して，5 または 10 g/mL の濃度で，妊娠 13 日の
BALA/c マウス胚から作成した初代胚線維芽細胞に 24 時間暴露してコメット・アッセイを実施し
た (Yang et al. 2009)．いずれの濃度においても DNA 損傷が観察された．20-100 g/mL で細胞内
ROS 産生がみられ，細胞内酸化ストレスの指標である Glutathion (GSH) 及び Superoxide dismutase
(SOD) レベルの低下，Malondialdehyde (MDA) レベルの上昇がみられ，DNA 損傷に対する酸化ス
トレスの関与が示唆された．
SWCNT (外径：1.1 nm，長さ：50 m，純度：> 90%，Co：2.9%，Cl：0.41%，S：0.29%，Al：
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0.08%，Heji Inc. ) を RPMI-1640 培地に懸濁し，超音波処理して 1,5 または 10 g/mL の濃度で，
分裂促進因子として Phytohemagglutinin で処理したヒト末梢血リンパ球に 6 時間暴露してコメッ
ト・アッセイを実施した (Zeni et al. 2008)．いずれの濃度においても DNA 損傷の誘発は認められ
なかった．また，細胞毒性は 50 g/mL までみられなかった．
SWCNT を 50%超含む CNT (約 40%の SWCNT 以外の CNT を含有, 1.1 nm x 0.5-100 m, 純度：
95%, 触媒金属：4%, 製品 No.：636398, Sigma-Aldrich)を BEGM 培地に拡散し，超音波処理して
3.8, 19, 38, 76, 114, 228, 304 または 380 g/mL の濃度で形質変換ヒト気管支上皮細胞株 (BEAS2B)
に 24，48 または 72 時間暴露してコメット・アッセイを行った (Lindberg et al. 2009)．いずれの暴
露時間後においても最低濃度から% Tail DNA の上昇が観察され，CNT の DNA 損傷性が示された．
SWCNT (外径：0.7-1.2 nm，長さ：0.5-100 m，表面積：400 m2/g，C：約 96.7%，Co：1.5%，
Mo：約 1%，Al：0.08%，Sigma-Aldrich) をハンク緩衝塩類溶液に懸濁し，超音波処理して，0.01,
0.10, 1, 10 または 100 g/mL の濃度でマウス・マクロファージ株化細胞 (RWA 264.7) に 2 または
24 時間暴露した (Migliore et al. 2010)．2 時間暴露ではいずれの濃度でも% Tail DNA の上昇はみら
れなかったが，24 時間暴露後では 10 および 100 g/mL で% Tail DNA のわずかであるが有意の上
昇が観察された．さらに，1, 10 および 100 g/mL の濃度で 24 時間暴露したところ，酸化プリン
の増加が 1 g/mL 以上で，酸化ピリジンンの増加が 100 g/mL で観察され，酸化的 DNA 損傷が
示された．
MWCNT のコメット・アッセイ
MWCNT (直径：110-170 nm，長さ：5-9 m，表面積：22 m2/g，C：> 98%，Ni：1.5%，Fe：< 0.1%，
Sigma-Aldrich) をハンク緩衝塩類溶液に懸濁し，超音波処理して，0.01, 0.10, 1, 10, 100 g/mL の
濃度で RWA 264.7 に 2 または 24 時間暴露した (Migliore et al. 2010)．2 時間暴露ではいずれの濃
度でも% Tail DNA の上昇は観察されなかったが，24 時間暴露後では 0.1 g/mL 以上で% Tail DNA
のわずかではあるが有意の増加が認められた．さらに，1, 10 および 100 g/mL の濃度で 24 時間
暴露したところ，酸化プリンの増加が 1 および 10 g/mL で，酸化ピリジンンの増加が 100 g/mL
でみられ，酸化的 DNA 損傷が示された．
機能化 MWCNT (カルボキシル化，COOH：2-7%，外径：13-30，長さ：15-20 m，表面積：42 m2/g，
純度：> 95%，NanoLab) を Tween 80 含有生理食塩水に懸濁し，超音波処理を行い，40, 200 また
は 400 g/mL の濃度で正常ヒト皮膚線維芽細胞 (NHDF) を 48 時間暴露してコメット・アッセイ
を行った (Patlolla et al. 2010a)．すべての濃度において% Tail DNA を上昇させた．
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表 IV.9 SWCNT および MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (コメット・アッセイ) (1/2)
試料キャラクタリゼーション
出典

試料名
(製品名)

製造元

径

長

(nm)

(m)

試験条件

比表面

純度/C %

積

(不純物 %)

使用細胞

99.7

チャイニーズ・ハムスタ

(m2/g)

Kisin et
al. (2007)

SWCNT

CNI Inc.

－

1-3

1040

Jacobsen
et al.

(Fe: 0.23)

SWCNT (EliCarb) Thomas Swan

0.9-1.7

<1

731

Pacurai et
SWCNT

NIST

08-2.0

－

293

24-96 g/cm2

(V79)

(Fe: 2%, Co, Ni, Mn,

Muta マウス由来

N, H: 0.001%)

FE1-MML 上皮細胞

70-90

al. (2008)

ー肺線維芽株化細胞

トランスジェニック

95

(2008)

試験結果
暴露濃度

(Ni: 20.6, Y: 6.2, Cr:

 DNA 損傷 (9696 g/cm2
3 時間暴露)

二重鎖切断なし
100 g/mL

cII 変異頻度変はなし
 FPG 感受性部レベル

正常ヒト中皮 (NM) 細
胞，悪性ヒト中皮 (MM) 25-50 g/cm2

0.34, Zn: 0.1, Al: 0.09,

 DNA miglation (NM, MM 細胞)

細胞

Fe: 0.07)
Yang et
al. (2009)

COCC, Chinese
SWCNT

Academy of

 % Tail DNA

99.99
8

<5

マウス胚線維芽細胞

－

5-10 g/mL

 Tail moment

Science
Zeni et al.
(2008)

 Tail length

>90
SWCNT

Heji Inc.

1.1

50

－

(Co: 2.91, Cl: 0.41, S:

ヒト末梢血リンパ球

1-10 g/mL

DNA 損傷なし

0.29, Al: 0.08)
Lindberg 50%超の SWCNT を
et al.
(2009)

含有する CNT (製
品番号 636398)

Sigma-Aldrich

1.1

0.5-1
00

－

95%

形質変換ヒト肺胞上皮株

(金属: 4%)

化細胞 (BEAS2B)

－：論文中に記載なし
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表 IV.9 SWCNT および MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (コメット・アッセイ) (2/2)
試験条件

試料キャラクタリゼーション
出典

試料名
(製品名)

製造元

径 (nm)

長
(m)

比表面

純度/C %

積

(不純物 %)

使用細胞

暴露濃度

>98

マウス・マクロファージ

0.01-100

(Ni: 1.5, Fe: <0.1)

株化細胞 (RWA 264.7)

g/mL

>95

正常ヒト皮膚線維芽細胞

(－)

(NHDF)

(m2/g)

Migliore
et al.

MWCNT

Sigma-Aldrich 110-170

5-9

22

(2010)
Patlolla et
al.
(2010a)

MWCNT

Nano Lab.

13-30

15-20

試験結果

42

－：論文中に記載なし
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40-400 g/mL

 %Tail DNA (0.1 g/mL 24 時間暴露)
 酸化プリン (1, 10 g/mL 24 時間暴露)
 酸化ピリジン (100 g/mL 24 時間暴露)

 % Tail DNA
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(c) 染色体異常試験および姉妹染色分体交換試験 (表 IV.10)
MWCNT の染色体異常試験
脱イオン水中で超音波処理した MWCNT (Baytubes，長さ：0.2-1 m，C：> 95%，Bayer
MaterialScience) を 0.5-20 g/mL の濃度で，チャイニーズ・ハムスター肺線維芽細胞 (V79) を用
いて，OECD テストガイドライン 473 (OECD TG473) に従って染色体異常試験を行った (Wirnitzer
et al. 2009)．MWCNT は代謝活性化存在下および非存在下で短時間 (4 時間) ，代謝活性化非存在
下の長時間 (18 時間) 処理を行った．いずれの処置および濃度においても細胞毒性はみられず，
染色体異常の誘発も観察されなかった．
MWCNT (MWNT-7, 幅：88 nm，長さ：5.0 m，Fe：4400 ppm，Cr：48 ppm，Ni：17 ppm，MITSUI)
を培地に懸濁し，CHL/IU に 1.3，5.0，20 または 80 g/mL を 24 時間，0.078，0.31，1.3 または
5.0 g/mL を 48 時間暴露した (Asakura et al. 2010)．24 時間暴露の 5.0 g/mL 以上，48 時間暴露の
1.3 g/mL 以上の濃度で染色体の数的異常 (倍数体増加) が発現したが，染色体の構造異常はいず
れの暴露時間のいずれの濃度でも観察されなかった．
MWCNT の姉妹染色分体交換試験
MWCNT (10-30 nm x 1-2 m，純度：95-98%，Shenzhen Nanotech) を培地に加えて 1 mg/mL をヒ
ト・リンパ球に暴露して姉妹染色分体交換 (SCE) 試験を行ったところ，SCE の頻度上昇は認め
られなかった (Szendi and Varga. 2008)．
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表 IV.10 MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (染色体異常試験および姉妹染色分体 (SCE) 交換試験)
試料キャラクタリゼーション
試験
出典

試料名
(製品名)

染色体異
常試験

Wirnitzer et
al. (2009)

MWCNT
(Bytubes)

製造元

径

長

(nm)

(m)

Bayer
MaterialScienc

0.2-1.0

－

試験条件
比表面
積
(m2/g)

純度/C %
(不純物 %)

－

>95
(－)

e

試験結果
使用細胞

チャイニーズ・ハムスター
肺線維芽細胞 (V-79)

暴露濃度

2.5-10 g/mL

(代
染色体異常性なし
謝活性化/非代謝活
細胞毒性なし
性化)

－
Asakura et

MWCNT

al. (2010)

(MWNT-7)

MITSUI

88

(Fe: 0.44, Cr:

5.0

0.005, Ni:

構造的染色体異常増加なし

チャイニーズ・ハムスター
肺線維芽株化細胞

0.078-80 g/mL

(CHL-IU)

Varga (2008)

MWCNT

Shenzhen
Nanotech

10-30

1-2

95-98

－

(－)

－：論文中に記載なし
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ヒト・リンパ球

24 時間暴露, 1.3, 5 g/mL 48 時
間暴露)

0.002)
SCE 試験 Szendi and

 数的染色体異常 (5 g/mL

1 mg/mL

姉妹染色体分体交換なし
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(d) 小核試験 (表 IV.11)
SWCNT の小核試験
SWCNT (長さ：1-3 m，表面積：1040 m2/g，C：99.7%，Fe：0.23%，CNI Inc.) を培地に懸濁し，
12，24，48 または 96 g/cm2 の濃度で，チャニーズ・ハムスター肺線維芽株化細胞 (V79) を用い
て，24 時間処理して小核試験を行ったところ，いずれの濃度においても小核の誘発は認められな
かった (Kisin et al. 2007)．
サイトカラシン B により細胞分裂がブロックされた 2 核細胞中の小核を観察する細胞質分裂
ブロック小核 (CBMN) 試験が行われている．
SWCNT を 50% 超含む CNT (SWCNT 以外の CNT を約 40%含有, 1.1 nm x 0.5-100 m, 製品 No.：
636398, Sigma-Aldrich)を BEGM 培地に拡散し，超音波処理して 3.6, 18, 36, 72, 144, 216, 288 または
360 g/mL の濃度で BEAS2B 細胞 に 24，48 または 72 時間暴露して CBMN 試験を行った (Lindberg
et al, 2009)．24 または 72 時間暴露ではいずれの濃度でも小核を有する細胞の頻度の増加はみられ
なかった．48 時間暴露では 36，216 および 360 g/mL で小核を有する細胞の頻度が有意に上昇し
た．小核細胞の頻度上昇は濃度依存的ではなかったが，細胞毒性濃度より低い濃度で頻度上昇が
みられたことから，著者らは CBMN 試験結果を陽性と判断している．
SWCNT (純度：70%) およびアミド機能化 SWCNT を Dimethyl sulfoide (DMSO)に懸濁し，超音
波処理して 25，50, 100 または 150 L/mL の濃度でヒト・リンパ球に 68 時間暴露して CBMN 試
験を行った (Cveticanin et al. 2010)．SWCNT では 25 および 50 L/mL で小核形成が増加し，細胞
増殖能 (CBPI) の低下がみられた．アミド機能化 SWCNT では全ての濃度で濃度依存的に小核頻
度は上昇したが，CBPI には変化はみられなかった．
SWCNT (外径：0.7-1.2 nm，長さ：0.5-100 m，表面積：400 m2，C：約 96.7%，Co：1.5%，Mo：
約 1%，Al：0.08%，Sigma-Aldrich) をハンクス緩衝塩類溶液に懸濁し，超音波処理して，0.01, 0.1,
1, 10 または 100 g/mL の濃度でマウス・マクロファージ株化細胞 (RWA 264.7) に 24 時間暴露し
た (Migliore et al, 2010)．0.1 g/mL 以上で小核細胞 (二核細胞) 数が増加したが，試験濃度の範囲
では CBPI の有意な低下は認められなかった．
MWCNT の小核試験
MWCNT (MWNT-7, 幅：88 nm，長さ：5.0 m，Fe：4400 ppm，Cr：48 ppm，Ni：17 ppm，MITSUI)
を培地に懸濁し，CHL/IU に 0.02，0.078，0.31，1.3 または 5.0 g/mL を 48 時間暴露して小核試
験を実施した (Asakura et al. 2010)．いずれの濃度の MWCNT でも小核細胞の有意な増加は認めら
れなかったが，0.31 g/mL 以上で二核細胞，1.3 g/mL 以上で多核細胞数が増加した．
MWCNT の CBMN 試験の結果が報告されている．
ラット肺上皮株化細胞 (RLE) およびヒト上皮株化細胞 (MCF-7) を用いて培地に懸濁した
MWCNT (外径：11.3 nm，長さ：0.7 m，C：98%，Co, Fe：微量) の 10, 25 または 50 g/mL を RLE
に 24 時間，MCF-7 に 24 時間暴露して CBMN 試験を行った (Muller et al. 2008)．RLE および MCF-7
においてもいずれの試験濃度でも小核二核細胞の頻度の上昇がみられた．
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MWCNT (10-30 nm x 1-2 m，純度：95-98%，Shenzhen Nanotech) を培地に加えて 1 mg/mL をヒ
ト・リンパ球に暴露して CBMN 試験を行ったところ，小核の頻度上昇は認められなかった (Szendi
and Varga 2008)．
精製 MWCNT (外及び内径：20-40 nm，長さ：1-5 m，純度：> 99%) を DMSO に懸濁し，超音
波処理して 25，50, 100 または 150 L/mL の濃度でヒト・リンパ球に 68 時間暴露して CBMN 試
験を行った (Cveticanin et al. 2010)．25-100 L/mL で濃度依存的に小核の形成が増加したが，CBPI
は低下した．
MWCNT (直径：110-170 nm，長さ：5-9 m，表面積：22 m2，C：> 98%，Ni：1.5%，Fe： < 0.1%，
Sigma-Aldrich) をハンクス緩衝塩類溶液に懸濁し，超音波処理して，0.01, 0.10, 1, 10 または 100
g/mL の濃度で RWA 264.7 に 24 時間暴露した (Migliore et al. 2010)．1 g/mL 以上で小核細胞 (二
核細胞) 数が増加したが，すべての試験濃度で CBPI の有意な低下は認められなかった．
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表 IV.11 SWCNT および MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (小核試験) (1/2)
試料キャラクタリゼーション
試験法

出典

試料名
(製品名)

小核試 Kisin et al.
験
(2007)
CBMN
試験 Lindberg et al.
(2009)

Cveticanin et
al. (2010)

Migliore et al.
(2010)

小核試
Asakura et al.
験
(2010)
CBMN
試験 Muller et al.
2008

製造元

径

長

(nm)

(m)

－

1-3

試験条件
比表面
積
(m2/g)

純度/C %
(不純物 %)

99.7
(Fe: 0.23)

SWCNT

CNT Inc.

1040

50%超の SWCNT
を含有する CNT
(製品番号 636398)

SigmaAldrich

1.1

0.5-100

－

－
(－)

Non-functionalized
SWCNT

－

－

－

－

70
(－)
－
(－)

－

－

－

－

SWCNT

SigmaAldrich

0.7-1.2

0.5-100

400

MWCNT
(MWNT-7)

MITSUI

88

5.0

4400

暴露濃度

チャイニーズ・ハムスター
12-96 g/cm2 有意な小核出現なし
肺線維芽株化細胞 (V79)

ヒト肺胞上皮株化細胞
(BEAS2B)

小核細胞頻度上昇なし (24, 72
時間暴露)
36-360 g/mL
 濃度依存性のない小核細胞
頻度 (48 時間暴露)
 小核形成 (25, 50 l/mL)
CBPI

ヒト・リンパ球

Functionalized
SWCNT (アミド
化)

MWCNT

試験結果
使用細胞

25-150 l/mL

 小核形成 (25-150 l/mL)
CBPI 影響なし

96.7
 小核二核細胞 (0.1 g/mL 以
マウス･マクロファージ株
0.01-100 g/mL
(Co: 1.5, Mo: 1,
上)
化細胞 (RWA 264.7)
Al: 0.08%)

－

－

11.3

0.7

－

小核細胞の増加なし
チャイニーズ・ハムスター
0.02-5.0
g/mL
 二核 (0.31 g/mL 以上) /多
(Fe: 0.44, Cr:
肺線維芽細胞 (CHL/IU)
核 (1.3 g/mL 以上) 細胞
0.005, Ni: 0.002)

98
(Co, Fe:trace)

－：論文中に記載なし
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ラット肺上皮株化細胞
(RLE)

10-50 g/mL

 小核二核細胞 (10 g/m 以
上)

ヒト上皮株化細胞
(MCF-7)

10-50 g/mL

 小核二核細胞 (10 g/m 以
上)
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表 IV.11 SWCNT および MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (小核試験) (2/2)
試料キャラクタリゼーション
試験法

出典

試料名
(製品名)

製造元

径

長

(nm)

(m)

試験条件
比表面
積
(m2/g)

純度/C %
(不純物 %)

試験結果
使用細胞

暴露濃度

Szendi and
Varga (2008)

MWCNT

Shenzhen
Nanotech

10-30

1-2

－

95-98
(－)

ヒト・リンパ球

1 mg/mL

Cveticanin et
al. (2010)

MWCNT

－

20-40

1-5

－

>99
(－)

ヒト・リンパ球

25-150 l/mL

Migliore et al.
(2010)

MWCNT

SigmaAldrich

110-17
0

5-9

22

>98
(Ni: 1.5, Fe:
<0.1)

－：論文中に記載なし
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小核頻度の上昇なし
 濃度依存的小核形成
(25-100 l/mL)

マウス･マクロファージ株
0.01-100 g/mL 小核二核細胞 (1 g/mL 以上)
化細胞 (RWA 264.7)
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(e) DNA 二重鎖切断試験 (表 IV.12)
SWCNT の DNA 二重鎖切断試験
SWCNT (直径：0.8-2.0 nm，比表面積：293 m2/g，純度：70-90%，Ni：20.6%，Y：6.2%，Cr：
0.34%，Zn：0.1%，Al：0.09%，Fe：0.07%，National Institute of Standard and Technology) を RPMI-1640
培地に懸濁し，超音波処理して 25 または 50 g/mL の濃度で，NM および MM 細胞に 24 時間暴
露して H2AX リン酸化反応を測定したところ，両細胞ともに H2AX リン酸化の上昇がみられ，
DNA 二重鎖切断が示された (Pacurani et al. 2008)．
SWCNT (純度：70%) 及びアミド機能化 SWCNT を DMSO に懸濁し，超音波処理して 0.5-30
L/mL 濃度で正常ヒト皮膚繊維芽細胞 (HDMEC: PromoCell) に 24 時間暴露した後に-H2AX 形質
転換巣の測定を行った (Cveticanin et al. 2010)．対照群に比べて，SWCNT で 2.7 倍，機能化 SWCNT
で 3.2 倍の-H2AX 形質転換巣が検出され，DNA 二重鎖切断が示された．
MWCNT の DNA 二重鎖切断試験
MWCNT (外及び内径：20-40 nm，長さ：1-5 m，純度：> 99%) を DMSO に懸濁し，超音波処
理して HDMEC に 24 時間暴露したところ，0.5-30 L/mL の濃度で-H2AX 形質転換巣数の増加が
みられた (Cveticanin et al. 2010)．
MWCNT (直径：30 nm，長さ：< 1 m，純度：> 95%，Ni：3.38%，Y：0.67%，Fe：0.13%) を
ウシ胎児血清を含む培地に懸濁し，超音波処理して 0.5, 5 または 20 g/mL の濃度でヒト臍帯内皮
細胞 (HUVECs) を 6 時間，12 時間または 24 時間暴露したところ，-H2AX 形質転換陽性細胞の
頻度が 6 時間および 24 時間暴露のすべての濃度，24 時間暴露の 5 g/mL 以上の濃度で観察され，
DNA 二重鎖切断が示された (Guo et al. 2011)．
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1

表 IV.12 SWCNT および MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (DNA 二重鎖切定試験)
試料キャラクタリゼーション
出典

Pacurai et
al. (2008)

Cveticanin
et al.
(2010)

Cveticanin
et al.
(2010)
Guo et al.
(2011)

2

試料名
(製品名)

製造元

径
(nm)

長
(m)

試験条件

比表面
積
(m2/g)

SWCNT

NIST

08-2.0

－

293

Non-functionalized
SWCNT

－

－

－

－

正常ヒト線維芽細胞
HDMEC (PromoCell)

0.5-30 l/mL

>99
(－)

正常ヒト線維芽細胞
HDMEC (PromoCell)

0.5-30 l/mL

>95
(Ni: 3.38, Y: 0.67,
Fe: 0.13)

ヒト臍帯静脈内皮細胞
(HUVECs)

－

－

－

MWCNT

－

20-40

1-5

－

－

－：論文中に記載なし
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 H2AX リン酸化

 -H2AX foci

70
(－)

－

<1

暴露濃度

70-90
(Ni: 20.6, Y: 6.2, Cr: 正常ヒト中皮 (NM) 細胞， 25-50 g/cm2
0.34, Zn: 0.1, Al: 悪性ヒト種中皮 (MM) 細胞
0.09, Fe: 0.07)

－
(－)

30

使用細胞

(不純物 %)

Functionalized
SWCNT (アミド
化)

MWSCTs

試験結果

純度/C %

 -H2AX foci

 -H2AX foci

 -H2AX 形質転換巣陽性細胞の頻度
(6, 12 時間暴露の全濃度，24 時間暴露
0.5-20 l/mL
の 5 l/mL 以上)
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(2) in vivo 遺伝毒性試験 (表 IV.13)
(a) 突然変異試験
SWCNT の K-ras 遺伝子突然変異試験
0.7% PBS に懸濁し，超音波処理した未精製 SWCNT (長さ：100-1000 nm, 表面積：508 m2/g，C：
82%，Fe：17.7%，Cu：0.16%，Cr：0.049%，Ni：0.046%，Carbon Nanotechnology) を暴露したマ
ウス肺における K-ras 突然変異を調べた (Shvedova et al. 2008)．1 群 5 匹の 8-10 週齢の雌 C57BL/6
マウスに，5 mg/m3 の SWCNT を連続 4 日間 (5 時間/日) 全身暴露し，または，5，10 または 20
g/mouse の SWCNT を咽頭アスピレーションにより単回暴露し，暴露後 1 日，7 日または 28 日に
マウスの肺パラフィン切片を用いて，K-ras 遺伝子座における突然変異を検出した．吸入暴露後 7
日および 28 日の肺に突然変異を有するマウスの頻度が増加したが，咽頭アスピレーションでは肺
に突然変異を有するマウスの頻度は対照群と同様であった．肺の炎症反応および酸化ストレスは
吸入暴露により効果的に惹起された．
(b) コメット・アッセイ
SWCNT のコメット・アッセイ
SWCNT (一次粒子径：0.9-1.7 nm，長さ：< 1 m，C：95%，Fe：2%，Co, Ni, Mn：< 0.001%，
Thomas Swan) を，無処置の 4-6 週齢の雌 C57BL/6-Apoetm1 (ApoE-/-)マウスの肺を 2 回洗浄して得
た 1 mL の気管支肺胞液 (BALF) を 10%含む生理食塩 MillQ 水に懸濁し，超音波処理して用いた
(Jabobson et al. 2009)．本研究は心臓血管系の研究の一部として行われたものであり，ApoE-/-マウ
スは血管における粒子の透過性を増加させ，またヒトにおけるコレステロール・レベル上昇のモ
デル動物と考えられている．雌 ApoE-/-マウスに SWCNT を 54 g/mouse を単回気管内投与し，3
および 24 時間後に採取した BALF 中の細胞を用いてコメット・アッセイを行ったところ，BALF
細胞の% tail DNA の上昇がみられ，SWCNT の DNA 損傷が示された．
MWCNT のコメット・アッセイ
MWCNT (外径：13-30，長さ：15-20 m，表面積：41 m2/g，純度：> 95%，NanoLab) および
MWCNT の表面をカルボキシル化し，COOH を 2-7%含有する機能化 MWCNT を Tween 80 含有生
理食塩水に懸濁し，超音波処理を行い，0.2，0.5 または 0.75 g/kg/day を 5-7 週齢の雄 Swiss-Webster
マウス (体重 30 g) に 5 日間腹腔内投与した後に採取した末梢血リンパ球を用いてコメット・ア
ッセイを行った (Patlolla et al. 2010b)．非機能化および機能化 MWCNT はマウスに投与したすべ
ての濃度で，% tail DNA の上昇を示し，DNA 損傷を惹起することが示された．機能化 MWCNT
による DNA 損傷の程度は非機能化 MWCNT に比べて約 50%高かった．
(c) DNA 損傷試験
SWCNT のミトコンドリア DNA 損傷試験
SWCNT [直径：1-4 nm，表面積：1040 m2/g，C：99.7%，Fe：0.23%，CNI，性状については Shvedova
et al. (2005)から引用] を PBS に懸濁し，咽頭アスピレーションにより，一群 5 匹の 2-3 か月齢の
雄 C57BL/6 マウスに 10 または 40 g/mouse を単回，または雄 B6.129P2-Apoetm1Unc (ApoE-/-) マウ
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スに隔週に 1 回，8 週間暴露して大動脈のミトコンドリア DNA (mtDNA) 損傷を調べた (Li (Z) et al.
2007)．単回暴露後 1 日，7 日，28 日または 60 日の C57BL/6 マウスの大動脈を調べたところ，mtDNA
損傷は暴露後 7 日以降で増加し，暴露後 7 日で最大であった．ApoE-/-マウスへの反復暴露でも
mtDNA 損傷の増加がみられた．
SWCNT の酸化的損傷 DNA アッセイ
生理食塩水またはコーン・オイルに懸濁した SWCNT [一次粒子径：0.9-1.7 nm，長さ：< 1 m，
Fe：2%，Co, Ni, Mn, 多環式芳香族炭化水素 (PAHs) ：微量，Thomas Swan] 0.064 または 0.64 mg/kg
を雌 Fisher 344 ラットに単回強制経口投与し，24 時間後に肝臓，肺および結腸を採取し，これら
の組織の細胞から抽出した DNA の酸化的損傷を調べた (Folkmann et al. 2009)．発がん現象におけ
る酸化的 DNA 損傷に重要なバイオマーカーである 8-Oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine (8-oxodG)
レベルを調べたところ，0.064 および 0.64 mg/kg 投与群の肝臓及び肺で 8-oxodG レベルの上昇が
認められたが，結腸粘膜の DNA では 8-oxodG レベルの上昇はみられなかった．
(d) 染色体異常試験
MWCNT の染色体異常試験
MWCNT (外径：13-30，長さ：15-20 m，表面積：41 m2/g，純度：> 95%，NanoLab)および COOH
を 2-7%含有する機能化 MWCNT を Tween 80 含有生理食塩水に懸濁し，超音波処理を行い，0.25，
0.5 または 0.75 g/kg/day を雄 Swiss-Webster マウスに 5 日間腹腔内投与し，24 時間後に採取した
大腿骨の骨髄細胞を用いて染色体異常試験を行った (Patlolla et al. 2010b)．染色分体および同位染
色分体のギャップ，切断および断片化等の異常が増加し，ギャップおよび切断が多くみられた．
染色体異常の頻度は，非機能化および機能化 MWCNT の投与量の増加に伴って増加し，機能化
MWCNT では非機能化 MWCNT に比べてわずかに高かった．
(e) 小核試験
MWCNT の小核試験
MWCNT (外径：13-30，長さ：15-20 m，表面積：41 m2/g，純度：> 95%，NanoLab) および COOH
を 2-7%含有する機能化 MWCNT を Tween 80 含有 0.9%生理食塩水に懸濁し，超音波処理を行い，
0.2，0.5 または 0.75 g/kg/day を雄 Swiss-Webster マウスに 5 日間腹腔内投与し，24 時間後に採取
した大腿骨の骨髄細胞を用いて小核試験を行った (Patlolla et al. 2010b)．小核発現の頻度は，非機
能化および機能化 MWCNT で投与量依存的に上昇し，機能化 MWCNT では非機能化 MWCNT に
比べてより多くの小核が観察された．
一群 5 匹の雌 Wistar ラット (体重 200-250 g) に生理食塩水に懸濁した MWCNT (外径：11.3 nm，
長さ：0.7 m，C：98%，Co, Fe：微量) 0.5 または 2 mg/rat (2.3 または 9.1 mg/kg に相当) を単回気
管内投与し，3 日後の肺から分離した AT-II 細胞を用いて小核試験を行った (Muller et al. 2008)．2
mg/rat 投与群の AT-II 細胞で小核細胞の頻度が有意に増加した．0.5, 2 または 5 mg/rat の MWCNT
を単回気管内投与したラットの 3 日後の BALF の乳酸デヒドロゲナーゼ (LDH) および総蛋白量
の上昇がすべての MWCNT 投与群みられ，肺に炎症が惹起されていることが示されている．
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表 IV.13 SWCNT および MWCNT の in vivo 遺伝毒性試験 (1/2)
試料キャラクタリ
ゼーション

試験条件

出典

試験結果
試料名
(製品名)

製造元

Shevedova
et al. (2008)

SWCNT

Carbon
Nanotechnology

Jacobsen et
al. (2009)

SWCNT
(EliCarb)

Thomas Swan

径 (nm)

－

0.9-1.7

長 (m)

比表面
積(m2/g)

0.1-1

508

<1

731

純度/C %
(不純物 %)

95
(Fe: 2, Co, Ni, Mn:
<0.001)

99.7
(Fe: 0.23)

SWCNT

Folkmann et
al. (2009)

SWCNT

Thomas Swan

0.9-1.7

<1

731

－
(Fe: 2, Co, Ni, Mn,
PAHs: 微量)

Non-functionalized
MWCNT

Nano Lab.

15-30

15-20

－

>95
(－)

Patlolla et
al. (2010b)

Functionalized
MWCNT

Nano Lab

1-4

15-30

－

1040

投与・使用細胞

82
雌 C57BL/6 マウスに 5 mg/m3 を
 突然変異頻度 (暴露
(Fe: 17.7, Cu: 0.16, Cr: K-ras 突然変異試験 4 日間 (5 時間/day) 全身暴露し
後 7, 28 日)
0.0049, Ni 0.046)
た後の肺

Li et al.
(2007)

CNI

試験法

－
(－)

15-20

－：論文中に記載なし
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雌 ApoE－/－マウスに 54
コメット・アッセイ g/mouse を気管内投与した後の
肺胞洗浄液細胞

ミトコンドリア
DNA 損傷試験

 % Tail DNA

 ミトコンドリア
雄 C57BL/6 マウスに 10, 40
g/mouse を単回咽頭アスピレー DNA 損傷 (暴露後 8 日
で最大)
ションした後の大動脈
雄 ApoE－/－マウスに 20
g/mouse を隔週に 8 週間咽頭ア
スピレーションした後の大動脈

 ミトコンドリア
DNA 損傷

雌 Fisher ラットに 0.064, 0.64
 8-oxodG レベル (肝，
酸化的損傷 DNA ア
mg/kg を単回経口投与した後の
肺)
ッセイ
肝，肺，結腸

雄 Swiss-Webster マウスに 0.25,
コメット・アッセイ0.5, 0.75 mg/kg を 5 日間腹腔内投
与した後の末梢血リンパ球

 % Tail DNA
 % Tail DNA
(Non-functionalized
MWCNT より 50%高
い)
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表 IV.13 SWCNT および MWCNT の in vivo 遺伝毒性試験 (2/2)
試料キャラクタリゼーション
出典

試料名
(製品名)

製造元

Non-functionalized
MWCNT

試験条件
比表面
積(m2/g)

純度/C %

径 (nm)

長 (m)

15-30

15-20

>95
(－)

(不純物 %)

試験法

15-30

15-20

－
(－)

Non-functionalized
MWCNT

15-30

15-20

>95
(－)

15-30

15-20

－
(－)

11.3

0.7

投与・使用細胞

 染色体異常
染色体異常試験

Functionalized
MWCNT

 染色体異常
(Non-functionalized
雄 Swiss-Webster マウスに 0.25, MWCNT よりわずかに
高い)
0.5, 0.75 mg/kg を 5 日間腹腔内投
与した後の骨髄細胞
 小核頻度

小核試験
Functionalized
MWCNT
Muller et al.
(2008)

MWCNT

－

－

98
(Co, Fe: trace)

－：論文中に記載なし
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試験結果

小核試験

 小核頻度
(Non-functionalized
MWCNT より高い)
雌 Wistar ラットに 0.5, 2 mg/rat を
単回気管内投与した後の AT-II 肺
細胞

 小核細胞頻度 (2
mg/rat)
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2.2.2 NEDO プロジェクトを含め産総研で行った CNT の遺伝毒性試験の結果
本項では，NEDO プロジェクトを含め産総研において実施した SWCNT および MWCNT の遺
伝毒性試験の結果についてまとめた．
(1) in vitro 遺伝毒性試験
(a) 遺伝子突然変異試験 (表 IV.14)
SWCNT の細菌を用いた遺伝子突然変異試験
0.1% カルボキシメチルセルロース・ナトリウム (CMC-Na) に懸濁した SWCNT (A) について，
代謝活性化存在下または非存在下で 12.5, 25, 50, 100, 200 または 500 g/plate の濃度で，化審法テ
ストガイドライン (化審法 TG) に従って，S. typhimurium (TA97, TA98, TA100, TA1535)及び E. coli
(WP2uvrA/pkM101)を用いて，突然変異試験を行った (試験番号: #NN-01, Naya et al.in press)．すべ
ての菌株に対してすべての濃度で，菌の生育阻害は観察されなかった．いずれの菌においてもい
ずれの濃度でも代謝活性化存在下および非存在下においても突然変異誘発作用は認められなかっ
た．
SWCNT (N) を注射水に懸濁し，超音波処理した後，0.3% CMC-Na で希釈して 1.563, 3.125, 6.25,
12.5, 25, 50 または 100 g/plate の濃度とし，代謝活性化存在下または非存在下において OECD
TG471 に従って，S. typhimurium (TA98, TA100, TA1535, TA1537)及び E. coli (WP2uvrA) を用いて，
突然変異試験を行った (試験番号: #NN-22) (イナリサーチ, 2011a)．菌の生育阻害が，代謝活性化
非存在下では認められなかったが，代謝活性化存在下では TA100 および E. coli で 100 g/plate，
TA1535 および TA1537 で 50 および 100 g/plate，TA98 で 12.5 および 25 g/plate において観察さ
れた．いずれの菌においてもいずれの濃度でも代謝活性化存在下および非存在下においても突然
変異誘発作用は認められなかった．
MWCNT の細菌を用いた遺伝子突然変異試験
MWCNT (N) を注射水に懸濁し，超音波処理した後，0.3% CMC-Na で希釈して 1.563, 3.125, 6.25,
12.5, 25, 50 または 100 g/plate の濃度とし，代謝活性化存在下または非存在下において OECD
TG471 に従って，S. typhimurium (TA98, TA100, TA1535, TA1537) 及び E. coli (WP2uvrA) を用いて，
突然変異試験を行った (試験番号: #NN-23) (イナリサーチ 2010a)．菌の生育阻害は，代謝活性化
非存在下および非存在下においもいずれの菌株でも認められなかった．いずれの菌においてもい
ずれの濃度でも代謝活性化存在下および非存在下においても突然変異誘発作用は認められなかっ
た．
MWCNT (M) を注射水に懸濁し，超音波処理した後，0.3% CMC-Na で希釈して 3.125, 6.25, 12.5,
25, 50 または 100 g/plate の濃度とし，代謝活性化存在下または非存在下において OECD TG471
に従って，S. typhimurium (TA98, TA100, TA1535, TA1537)及び E. coli (WP2uvrA)を用いて，突然変
異試験を行った (試験番号: #NN-24) (イナリサーチ 2010b)．代謝活性化非存在下および非存在下
においもいずれの菌株でも菌の生育阻害は認められなかった．いずれの菌においてもいずれの濃
度でも代謝活性化存在下および非存在下においても突然変異誘発作用は認められなかった．
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表 IV.14 NEDO プロジェクトを含め産総研で行った SWCNT および MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (突然変異試験)
試料名

試験条件

出典
試験

使用細胞
S. typhimurium (TA97, TA98, TA100,

NEDO プロ #NN-01

SWCNT (A)

エームス試験

TA1535)
E. coli (WPurvA/pkM101)

イナリサーチ (2011a)
NEDO プロ #NN-22

イナリサーチ (2010a)
NEDO プロ #NN-23

イナリサーチ (2010b)
NEDO プロ #NN-24

S. typhimurium (TA98, TA100, TA1535,
SWCNT (N)

エームス試験

TA1537)
E. coli (WPurvA)
S. typhimurium (TA98, TA100, TA1535,

MWCNT (N)

エームス試験

TA1537)
E. coli (WPurvA)
S. typhimurium (TA98, TA100, TA1535,

MWCNT (M)

エームス試験

TA1537)
E. coli (WPurvA)

2
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試験結果
暴露濃度
(試験条件)
12.5-500 μg/plate
(代謝活性化/非代謝活性化)

1.56-100 μg/plate
(代謝活性化/非代謝活性化)

1.56-100 μg/plate
(代謝活性化/非代謝活性化)

3.125-100 μg/plate
(代謝活性化/非代謝活性化)

突然変異頻度増加なし

突然変異頻度増加なし

突然変異頻度増加なし

突然変異頻度増加なし
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(b) 染色体異常試験 (表 IV.15)
SWCNT の染色体異常試験
0.1% CMC-Na に懸濁した SWCNT (A) について，代謝活性化存在下または非存在下で 300, 500
または 1000 g/mL の濃度範囲で，OECD TG473 及び化審法 TG に従って，チャイニーズ・ハムス
ター肺線維芽株化細胞 (CHL/IU) を用いて，染色体異常試験を行った (試験番号: #NN-25, Naya et
al. in press)．代謝活性化存在下および非存在下の短時間処理 (6 時間) ，代謝活性化非存在下の長
時間処理 (24 時間) でも構造および数的異常を有する細胞の発現率は 5%以下であり，SWCNT は
染色体異常誘発性を示さないと判断された．
SWCNT (N) を注射水に懸濁し，超音波処理した後，0.3% CMC-Na で希釈して 6.25, 12.5, 25 ま
たは 50 g/plate の濃度とし，代謝活性化存在下または非存在下において OECD TG473 に従って，
CHL/IU を用いて，染色体異常試験を行った (試験番号: #NN-26) (イナリサーチ 2010c)．代謝活性
化存在下および非存在下の短時間処理 (6 時間) ，代謝活性化非存在下の長時間処理 (24 時間) で
も構造および倍数体異常を有する細胞の発現率は 5%以下であり，染色体異常誘発性は陰性と判
断された．
MWCNT の染色体異常試験
MWCNT (N) を注射水に懸濁し，超音波処理した後，0.3% CMC-Na で希釈して 12.5, 25, 50 ま
たは 100 g/plate の濃度とし，代謝活性化存在下または非存在下において OECD TG473 に従って，
代謝活性化存在下および非存在下の短時間処理 (6 時間) ，代謝活性化非存在下の長時間処理 (24
時間) して CHL/IU を用いた染色体異常試験を実施した (試験番号: #NN-27) (イナリサーチ
2011b)．いずれの処理のいずれの濃度においても構造異常は 5%未満の陰性であった．しかし，代
謝活性化非存在下の 6 時間および 24 時間処理により，100 g/plate での倍数異常の発現率が
8.5-15.5%および 4-6.5%となり，数的異常誘発性は弱い陽性と判断された．
MWCNT (M) を注射水に懸濁し，超音波処理した後，0.3% CMC-Na で希釈して 6.25, 12.5, 25, 50
または 100 g/plate の濃度とし，OECD TG473 に従って，代謝活性化存在下および非存在下の短
時間処理 (6 時間) ，代謝活性化非存在下の長時間処理 (24 時間) して CHL/IU を用いた染色体異
常試験を実施した (試験番号: #NN-28) (イナリサーチ 2010d)．いずれの処理のいずれの濃度にお
いても構造異常は 5%未満の陰性であった．代謝活性化存在下の 6 時間処理では倍数異常の発現
増加は認められなかったが，代謝活性化非存在下の 6 時間および 24 時間処理により，100 g/plate
での倍数異常の発現率が 25.5%および 20.5%となり，数的異常誘発性は陽性と判断された．
以上の知見から，MWCNT はほ乳類細胞における染色体の構造異常を誘発しないが，数的異常
を誘発することが示された．
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表 IV.15 NEDO プロジェクトを含め産総研で行った SWCNT および MWCNT の in vitro 遺伝毒性試験 (染色体異常試験)
試験条件
出典

NEDO プロ #NN-25
イナリサーチ

(2010c)

NEDO プロ #NN-26
イナリサーチ

(2011b)

NEDO プロ #NN-27

イナリサーチ

試験結果

試料名

(2010d)

NEDO プロ #NN-28

SWCNT (A)

SWCNT (N)

MWCNT (N)

MWCNT (M)

使用細胞

暴露濃度

チャイニーズ・ハムスター肺線維芽株化細胞

300-1000 g/mL

構造・数的染色体異常の

(CHL-IU)

(代謝活性化/非代謝活性化)

増加なし

チャイニーズ・ハムスター肺線維芽株化細胞

6.25-100 g/mL

構造・数的染色体異常の

(CHL-IU)

(代謝活性化/非代謝活性化)

増加なし

チャイニーズ・ハムスター肺線維芽株化細胞

12.5-100 g/mL

(CHL-IU)

(代謝活性化/非代謝活性化)

チャイニーズ・ハムスター肺線維芽株化細胞

6.25-100 g/mL

(CHL-IU)

(代謝活性化/非代謝活性化)
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構造的染色体異常の
増加なし
 数的異常 (弱い)
構造的染色体異常の
増加なし
 数的異常
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(2) in vivo 遺伝毒性試験 (表 IV.16)
(a) コメット・アッセイ
SWCNT のコメット・アッセイ
SWCNT (N) に 0.2 または 1.0 mg/kg を単回，または 0.04 または 0.2 mg/kg を 5 回反復 (1 回/週) 気
管内投与後，3 時間 (単回および反復投与後) または 24 時間 (単回投与後) に採取した肺を用い
てコメット・アッセイを行った (試験番号: #NN-33) (食品農医薬品安全性評価センター 2011a)．
いずれの群のラットにも一般状態に変化はみられなかった．好中球およびマクロファージ浸潤な
どの炎症反応が単回投与の 3 時間および 24 時間後，反復投与後のラットの肺に観察された．炎症
反応は高濃度群で強く，単回投与では 24 時間後に強かった．DNA 損傷の指標として% Tail DNA
を測定したところ，単回及び反復投与後のすべての SWCNT 投与群では陰性対照群と比較して有
意な増加は認められず，DNA 損傷は示されなかった．
MWCNT のコメット・アッセイ
MWCNT (N) を注射水に懸濁し，0.5%トリトン X 水溶液で希釈し，8 週齢の雄 Crl:CD (SD) ラ
ット (5 匹/群) に 0.2 または 1.0 mg/kg を単回または 0.04 または 0.2 mg/kg を 5 回反復 (1 回/週) 気
管内投与後，3 時間 (単回および反復投与後) または 24 時間 (単回投与後) に採取した肺を用い
てコメット・アッセイを行った (試験番号: #NN-34) (食品農医薬品安全性評価センター 2011b)．
いずれの群のラットにも一般状態に変化はみられなかった．好中球およびマクロファージ浸潤な
どの炎症反応が単回投与の 3 および 24 時間後，反復投与後のラットの肺に観察された．炎症反応
は高濃度投与群で強く，単回投与では 24 時間後に強かった．単回及び反復投与後のすべての
SWCNT 投与群のラット肺の% tail DNA には陰性対照群と比較して生物学的に有意な増加は認め
られず，DNA 損傷は示さないと判断された．
(b) 小核試験
SWCNT の小核試験
SWCNT (A) 1% Tween 80 を含むリン酸緩衝生理食塩水に懸濁し，OECD 及び化審法ガイドライ
ンに従って，小核試験を行った (試験番号: #NN-29, Naya et al.in press)．60 または 200 mg/kg の
SWCNT を 5 匹/群の 6 週齢の雄 Crlj:CD1 (ICR) マウスに 24 時間間隔で 2 回強制経口投与した後，
24 時間後に骨髄細胞を採取し，小核細胞の出現を調べた．いずれの群のマウスにも一般状態に変
化はみられなかった．いずれの SWCNT 投与群においても骨髄細胞に小核形成は認められなかっ
た．
SWCNT (N) を注射水に懸濁し，0.3% CMC-Na 溶液で希釈し，
9 週齢の雄 Crlj:CD1(ICR)マウス (6
匹/群) に 5, 10 または 20 mg/kg/day を 24 時間間隔で 2 回強制経口投与し，24 時間後に大腿骨の骨
髄細胞を採取して，小核試験を実施した (試験番号: #NN-30) (イナリサーチ 2010e)．試験は OECD
TG474 にしたがって行った．いずれの群のマウスにも一般状態に変化はみられなかった．いずれ
の SWCNT 投与量のマウスの骨髄細胞にも小核形成は認められなかった．
MWCNT の小核試験
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MWCNT (N) を注射水に懸濁し，0.3% CMC-Na 溶液で希釈し，9 週齢の雄 Crlj:CD1 (ICR) マウ
ス (6 匹/群) に 5, 10 または 20 mg/kg/day を 24 時間間隔で 2 回強制経口投与し，24 時間後採取し
た大腿骨の骨髄細胞を用いて小核試験を行った (試験番号: #NN-31) (イナリサーチ 2010f)．試験
は OECD TG474 にしたがって実施した．いずれの群のマウスにも一般状態の変化はみられず，い
ずれの SWCNT 投与量のマウスの骨髄細胞にも小核形成は認められなかった．
MWCNT (M) を注射水に懸濁し，0.3% CMC-Na 溶液で希釈し，9 週齢の雄 Crlj:CD1 (ICR) マウ
ス (6 匹/群) に 5, 10 または 20 mg/kg/day を 24 時間間隔で 2 回強制経口投与し，24 時間後に大腿
骨の骨髄細胞を採取して，小核試験を実施した (試験番号: #NN-32) (イナリサーチ 2010g)．試験
は OECD TG474 にしたがって行った．いずれの群のマウスにも一般状態に変化はみられなかった．
いずれの SWCNT 投与群のマウス骨髄細胞にも小核形成は認められなかった．
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表 IV.16 NEDO プロジェクトを含め産総研で行った SWCNT および MWCNT の in vivo 遺伝毒性試験
試験条件
出典

試験結果

試料名
試験法

投与・使用細胞
雄ラットに 0.2, 1.0 mg/kg を単回気管内投与した後の肺

% Tail DNA の増加なし

雄ラットに 0.04, 0.2 mg/kg を 5 回反復気管内投与した後の肺

% Tail DNA の増加なし

小核試験

雄マウスに 60, 200 mg/kg を 2 回強制経口投与した後の骨髄細胞

小核形成なし

SWCNT (N)

小核試験

雄マウスに 5, 10, 20 mg/kg を 2 回強制経口投与した後の骨髄細胞

小核形成なし

食品農医薬品安全性評価
センター (2011b)
NEDO プロ #NN-34

雄ラットに 0.2, 1.0 mg/kg を単回気管内投与した後の肺

% Tail DNA の増加なし

MWCNT (N)

コメット・アッセイ
雄ラットに 0.04, 0.2 mg/kg を 5 回反復気管内投与した後の肺

% Tail DNA の増加なし

イナリサーチ (2010f)
NEDO プロ #NN-31

MWCNT (N)

小核試験

雄マウスに 5, 10, 20 mg/kg を 2 回強制経口投与した後の骨髄細胞

小核形成なし

イナリサーチ (2010g)
NEDO プロ #NN-32

MWCNT (M)

小核試験

雄マウスに 5, 10, 20 mg/kg を 2 回強制経口投与した後の骨髄細胞

小核形成なし

食品農医薬品安全性評価
センター (2011a)
NEDO プロ #NN-33

SWCNT (N)

コメット・アッセイ

NEDO プロ #NN-29

SWCNT (A)

イナリサーチ (2010e)
NEDO プロ #NN-30
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2.3 考察及び結論
SWCNT および MWCNT 等の CNT の遺伝毒性について科学論文として公表されている情報，
さらに NEDO プロジェクトを含め産総研において行った SWCNT および MWCNT の遺伝毒性試
験の結果を精査した．
遺伝毒性試験の陽性結果が，SWCNT については in vitro のコメット・アッセイ (チャイニーズ・
ハムスター肺線維芽細胞，正常および悪性ヒト中皮細胞，マウス胚線維芽細胞を使用) ，細胞質
分裂ブロック小核 (CBMN) 試験 (ヒト肺胞上皮細胞，ヒト・リンパ球，マウス・マクロファージ
を使用) および DNA 二重鎖切断試験 (正常および悪性ヒト中皮細胞，ヒト線維芽細胞を使用) に
おいて，また in vivo の K-ras 突然変異試験 (マウス肺を使用) ，コメット・アッセイ (マウス BALF
細胞を使用) ，ミトコンドリア DNA 損傷試験 (マウス大動脈を使用) および酸化的 DNA 損傷試
験 (ラット肝および肺を使用) により報告されている．また，MWCNT の遺伝毒性試験の陽性結
果が in vitro の突然変異試験 (マウス胚幹細胞を使用) ，コメット・アッセイ (マウス・マクロフ
ァージ，ヒト皮膚線維芽細胞を使用) ，CBMN 試験 (ラット肺上皮細胞，ヒト上皮細胞，ヒト・
リンパ球，マウス・マクロファージを使用) および DNA 二重鎖切断試験 (ヒト線維芽細胞を使用)
において，また in vivo のコメット・アッセイ (マウス・リンパ球を使用) ，染色体異常試験およ
び小核試験 (マウス骨髄細胞，ラット肺細胞を使用) において観察されている．また，チャイニ
ーズ・ハムスター肺線維芽細胞を用いた染色体異常試験では MWCNT により数的異常のみが惹起
することが報告されている．
一方，遺伝毒性試験の陰性結果が，SWCNT については in vitro の細菌を用いた突然変異試験，
コメット・アッセイ (トランスジェニック・マウス上皮細胞，ヒト末梢血リンパ球を使用) およ
び小核試験 (チャイニーズ・ハムスター肺線維芽細胞を使用) において報告されている．また，
MWCNT についての陰性結果が in vitro の突然変異試験 (細菌，チャイニーズ・ハムスター肺線維
芽細胞を使用) ，染色体異常試験 (チャイニーズ・ハムスター肺線維芽細胞を使用) ，SEC 試験 (ヒ
ト・リンパ球を使用) および CBMN 試験 (ヒト・リンパ球を使用) により報告されている．
さらに，我々が行った遺伝毒性試験の結果では，in vitro 試験で SWCNT および MWCNT の細菌
を用いた突然変異試験および SWCNT のチャイニーズ・ハムスター肺細胞を用いた染色体異常試
験，in vivo の SWCNT および MWCNT のラット肺細胞を用いたコメット・アッセイおよびマウス
骨髄細胞を用いた小核試験で陰性であった．しかしながら，MWCNT のチャイニーズ・ハムスタ
ー肺細胞を用いた染色体異常試験では，構造異常は認められなかったが，倍数体を誘発すること
が示された．MWCNT による倍数体誘発については，Asakura et al. (2010)，浅倉ら (2010) および
高橋ら (2011) によっても報告されており，MWCNT は DNA に直接作用するのではなく，細胞分
裂過程に何らかの影響を及ぼして，染色体の数的異常を引き起こすことによると考えられる．
以上に示したように，細菌を用いた突然変異試験では，既存の報告及び我々の試験結果のいず
れにおいても陰性結果であったことは，CNT が細菌の細胞膜を通過しなかったことによると考え
られる (Landsiedel et al. 2009; Singh et al. 2009)．そのほかの試験でみられた各報告間で遺伝毒性試
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験結果の不一致は，試験に使用した細胞，暴露時間，濃度及びエンドポイント等の試験条件，被
験物質，SWCNT および MWCNT，の物理化学的性状の差異に起因すると考えられる．
ROS および活性窒素種 (RNS) を産生する種々の環境変異原物質の遺伝毒性発現には酸化スト
レスが関わっていることが知られており (Klauning and Kamendulis, 2004; O’Brien et al. 2005) ，ナ
ノ材料による遺伝毒性も含めて毒性発現には酸化ストレスを介する機序が重要と考えられている
(Lanone and Boczkowski, 2006; Aillon et al. 2009)．ナノ材料の遺伝毒性発現には ROS 産生が関与し
ており，ROS により DNA 酸化，DNA 鎖切断あるいは脂質過酸化を介した DNA 付加体が生成さ
れることが報告されている (Møller et al. 2010)．
遺伝毒性発現には直接的および間接的な発現様式があり，直接的遺伝毒性とは肺の炎症を欠い
た状態で被験物質によって誘発される遺伝子損傷であり，間接的遺伝毒性とは被験物質により誘
発された炎症中に産生された ROS や RNS による酸化的 DNA 侵襲に起因する遺伝子損傷を云う
(Greim et al. 2001; Schins 2002; Schins and Knaapen 2007)．酸化ストレスを介する遺伝毒性には，被
験物質の粒子表面から直接的に産生された ROS により発現する遺伝毒性，また炎症性過程におけ
る活性化した好中球やマクロファージから間接的に産生された ROS により発現する遺伝毒性が
ある (Schins 2002; Singh et al. 2009)．
CNT についても ROS を産生することが示されている．SWCNT について毒性を惹起す要因とな
る ROS 産生，
さらに酸化ストレスが遺伝毒性発現に関連することが報告されており (Pacurari et al.
2008; Jacobsen et al. 2008; Folkmann et al. 2009; Yang et al. 2009) ，MWCNT についても ROS 産生と
遺伝毒性との関連性についても報告されている (Guo et al. 2011) ことから，ROS 産生による酸化
的損傷が CNT の遺伝毒性発現に関与していることが示唆される．SWCNT および MWCNT の ROS
産生能について検討することは，CNT による遺伝毒性の作用機序解明に有用であり，さらなる検
討が期待される．in vivo 試験では，遺伝毒性が炎症を介して発現していることを示す試験結果が
あり，SWCNT の咽頭アスピレーション後のマウスの肺細胞における突然変異発現は肺の炎症と
関連し (Shvedova et al. 2008) ，MWCNT の気管内投与したラット肺細胞における小核細胞頻度上
昇が肺の炎症と関連している (Muller et al. 2008) ことが報告されている．しかしながら，我々が
行った in vivo の実験では SWCNT または MWCNT を気管内投与して炎症を起こしたラット肺細
胞を用いたコメット・アッセイではいずれも DNA 損傷は認められなかった．このように in vitro
の実験と同様，in vivo の試験においても試験間の結果の相違がある．
ナノ材料による ROS 産生および酸化ストレス発現には，ナノ材料のサイズ，形状，表面化学，
凝集の程度，金属不純物等が影響し (Aillon et al. 2009) ，DNA 損傷はこれらの要因によって変化
する (Singh et al. 2009) ことが指摘されている．しかし，現在までに得られた遺伝毒性に関する情
報では，試験に用いられた SWCNT および MWCNT はサイズ，純度 (金属不純物含有量) などが
それぞれの試験で異なり，また実験に使用した SWCNT および MECNT に関する情報が十分に記
載されていない論文もあり，さらに報告ごとに実験条件が異なっているため，上記の遺伝毒性変
動要因の関与について結論を導くことはできない．
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化学物質の遺伝毒性を明らかにするためには，単一の遺伝毒性試験ではなく，広範なメカニズ
ムを対象としている標準的な試験を組み合わせた遺伝毒性試験バッテリーを実施することにより
異なった複数のエンドポイントを評価し，その機序に関する情報を収集することが重要であり
(Ladsiedel et al. 2009; Singh et al. 2009) ，個々の被験物質による複数の試験結果を総合的に判断し
て，遺伝毒性を評価する必要がある．

3. 体内動態
肺における粒子の有害性を考える上で，肺における粒子の保持量は重要な情報である．保持量
は，肺に沈着する量に加え，肺からの粒子のクリアランス (排出) 速度に依存している．ここで
は，既存の研究に基づき肺における沈着とクリアランスをモデル化し，気管内投与試験と吸入暴
露試験における肺中保持量の比較に用いる情報を得ることを目的とした．

3.1 一般的なナノ粒子の肺への沈着とクリアランスおよび体内動態
3.1.1 肺への沈着
空気中の粒子は，鼻や口から吸入され，気管を通って

鼻咽頭

肺胞まで到達する．その過程で，鼻腔や口腔，気管・気
管支，肺胞へ沈着する．気管や肺胞への粒子の沈着は，

上気道

慣性衝突，沈降，さえぎり，ブラウン拡散などによって
起こるとされている (図 IV.1； Rostami et al. 2009)．慣
性衝突は，粒子重量，表面との距離，速度，方向変化角

下気道

度などによるとされており，鼻喉頭・気道・気管分岐部
で起こりやすい．沈降は，重力が寄与しており，末梢気
道や肺胞で起こりやすい．さえぎりは，形状や物理的大
きさが寄与しており，末梢気道，気道，気管分岐部で主

肺胞

図 IV.1 吸 入 後 の 粒 子 の 挙 動
(Rostami et al. 2009 を改変)

に起こる．ブラウン拡散には，ガス粘度・粒子サイズが
寄与し，気管最末梢部で起こる．その他，静電的沈降や対流なども各部位への沈着へ影響を与え
うる．粒径が大きくなると，慣性衝突，沈降，さえぎりの効果が顕著になり，ブラウン拡散や対
流の寄与が小さくなる (Rostami et al. 2009)．
粒子の肺胞への沈着は，沈着モデルで求めることができる．これまでに報告されている沈着モ
デルは，大きく分けて全肺粒子沈着モデルと局所沈着/CFD モデルの 2 種類に分類することができ
る．全肺粒子沈着モデルは，主に 1-D のモデルで，単純な気道幾何学モデルに基づくものであり，
全肺沈着/局所気道沈着の推定に適している．一方，局所沈着/CFD モデルは，主に 3-D モデルで
あり，より現実的で精緻な気道幾何学モデルに基づくものであり，上部気道や局所沈着分布推定
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に適しているとされている (Rostami et al. 2009)．全肺粒子沈着モデルは，更に理論的モデルと経
験的/半経験的モデルに分けることができる．前者は，現実的な気道構造や生理学／物理プロセス
の数学的表現に基づくものであり，後者ヒトの気管を解剖学的コンパートメントの連続と想定し，
それらを吸気/呼気により粒子が通過するとして立てたモデルを，実測値で補正したものである．
この経験的/半経験的モデルの代表的なものとしては，オランダ国立公衆衛生環境保護研究所
(Multiple Path Particle Dosimetry: MPPD)モデルや ICRP モデルがあり，一般的にも多く用いられて
いる．ここでは，MPPD モデルを用いて，以下では，一般的な粒子の質量密度 (かさ密度 1.0 g/cm3)
を持つ粒子の沈着率を，表 IV.17 に示すパラメータを用いて計算した．

表 IV．17 MPPD モデルによる沈着率計算に用いたパラメータ一覧
ラット

ヒト

モデル

Asymm Multiple-path

Yeh/Schum Symmetric

機能的残気量

4 mL

3,300 mL

上部気道用量

0.42 mL

50 mL

呼吸頻度

102 /min

20 /min (軽運動時) ，15 /min (日常生活時) ，12/min (安息時)

一回換気量

1.84 mL a

1250 mL (軽運動時) ，925mL (日常生活時) ，750mL (安息時)

吸気率

0.5

0.5

休止率

0

0

呼吸経路

Nasal

Oronasal-Normal augmenter

a

: Bide(2000)に基づいた 300 g のラットの呼吸量 (0.188L/min) と呼吸頻度 102/min から導出

計算された結果を図 IV.2 に示す．粒径 100 nm では，ラットとヒトの肺胞沈着率は 0.17 及び 0.20
と大きくは違わないが，それより小さい粒子ではラットの肺胞沈着率に比べて，ヒトの沈着率の
方が高くなっている (20～40 nm の粒子ではラット：0.25～0.27 vs. ヒト：0.35～0.37)．
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図 IV.2 ヒトとラットの肺胞への粒径別の粒子沈着率 (粒子密度 1.0 g/cm3)
(左図：ラット，右図：ヒト)

ここで行ったヒトについての試算は，鼻呼吸と口呼吸を合わせた吸入を行い，その比率は一回
換気量により決まるとの仮定で行ったものである．一般的に，ヒトは運動強度が強い場合を除い
てほとんど口呼吸をしないとされている (運動強度が強い場合は，鼻呼吸：口呼吸＝1：1 (Yamada
et al. 1997) ) が，13%は口呼吸をしているという報告もある (Niinimaa et al. 1981)．MPPD model
による計算をしたところ，1 μm 以下の粒子では，鼻呼吸と口呼吸による肺沈着率に大きな違いは
なかったが，1 μm 以上の粒子では，鼻呼吸の場合と比べて口呼吸の場合の肺保持量は 6 倍以上に
なったため，粗大粒子では口呼吸をするヒトのリスクが高くなる可能性があると考えられる．ち
なみに，ラットは鼻呼吸のみを行っており，1 μm を超えると鼻に入る粒子の割合が減り始め，7 μm
の粒子では 50%程しか鼻に入らない (Brown et al. 2005)．
3.1.2 肺からのクリアランス
一般に，吸入された粒子は，肺胞沈着後にマクロファージにより貪食され，マクロファージが
気管支末端まで移動し，気道の粘膜繊毛運動によって体外に排出される (Lehnert & Morrow 1985;
Naumann & Schlesinger 1986)．また，マクロファージによる粒子貪食後の肺の間質やリンパ節への
移行も確認されている．ナノ粒子ではサイズが大きな粒子と比較して，マクロファージによる貪
食の著しい遅延と間質部位やリンパ節への移行が確認されている (Oberdörster et al. 1994; Madl et
al. 1998)．この経路に関しては，ナノ粒子以外の粒子でも認められているが小さく，マクロファ
ージの増加が確認できる粒子負荷量を超えると徐々に寄与が大きくなるとされている (Ferin et al.
1992)．吸入されたポリスチレン粒子が細胞による貪食後に肺毛細血管領域へ移動することもあり，
これは細胞の移動によるものだという報告もある (Kato et al. 2003)．二酸化チタンについても吸
入されたナノサイズ (個数中央径 22 nm) の粒子で，毛細血管への移行が報告されている (Geiser
et al. 2005)．
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3.1.3 体内動態
吸入暴露した粒子の他臓器への移行については，99mTc 標識した炭素の超微粒子を吸入させたと
ころ，数十分で全身循環が確認されたという報告もあるが (Nemmar et al. 2002) ，これは超微粒
子から外れた放射性指標の全身循環が観察されているに過ぎず，数時間程度では超微粒子の大半
は肺中に残存しているとされている (Mills et al. 2006)．Möller et al. (2008) は，99mTc 標識した 100
nm の炭素粒子を用いて，肝臓への移行は，肺への保持量の 0.5%以下 (ガンマカメラによる測定
限界値以下) であることを示した．また，192Ir で標識されたイリジウムのナノ粒子の吸入試験で
は，肝臓や脾臓等の主要臓器への移行はわずかであった (Kreyling et al. 2002)．13C で標識した炭
素ナノ粒子 (< 100 nm, 160 μg/m3) を 6 時間ラットに吸入させたところ，肺中の 13C は 1 日後から
7 日後に掛けて減少したが (1.39×10-3 mg/g-tissue → 5.9×10-4 mg/g-tissue) ，嗅球・大脳・小脳では
暴露 1 日後から 7 日後に掛けて

13

C が増加していた (嗅球：3.5×10-4 mg/g-tissue → 4.3×10-4

mg/g-tissue) ことから，ナノ粒子が鼻粘膜から嗅球を経由して脳への移行が起こるという可能性を
示唆する報告もある (Oberdörster et al. 2004)．
経口暴露された粒子類は，腸管リンパ組織内の特異化された腸細胞やリンパ組織の遊離小胞や
正常な腸管細胞によって貪食された後，リンパ行性で全身に循環することや胃腸管を通過して排
泄されることが報告されている (Florence & Hussain 2001)．
ナノ粒子の経皮暴露に関する研究において，ナノ粒子は真皮まで到達しうるという報告はある
が，現段階では経皮暴露後に全身への移行を示す可能性は低いと考えられる (Lademann et al.
1999, Hoet et al. 2004)．ただし，皮膚内で溶出しうる金属等の物質については，血流に入る可能性
がある (Hoet et al. 2004)．

3.2 一般的な繊維状物質の肺への沈着とクリアランスおよび体内動態
3.2.1 肺への沈着
繊維状物質の気管や肺胞への粒子の沈着は，粒子状物質と同様に慣性衝突，沈降，さえぎりな
どによって起こるとされている．ただし，繊維状物質の場合には，空気力学径が繊維の重量密度
や物理的形状だけでなく，気流の流れの向きに対する配向性によっても異なり，せん断流におい
ては回転も起こる (Dai & Yu 1998)．繊維状物質の粒子との沈着の違いは，径と長さのアスペクト
比が重要であることと，さえぎりによる沈着の効果が大きいことが大きく効いてくる．つまり，
繊維状物質では，同じ空気力学系であっても，長い繊維のほうが短い繊維よりも，さえぎりによ
る沈着の割合が高くなる (Dai & Yu 1998)．10μm以上の長さの繊維では，明らかにさえぎりによる
気管支分岐への沈着が高くなる (Sussman et al. 1991)．
Dai & Yu (1998) が，繊維状物質に対して作成したモデルを用いて計算した結果，ラット，ハ
ムスター，ヒトのいずれに対しても，肺胞沈着率がピークになる空気力学径は，粒子状物質より
も繊維状物質で小さくなった．ラットやハムスターでは，アスペクト比が3から20へと大きくなる
につれて，沈着率のピークが空気力学径の小さい側にずれ (約2 μm → 約1 μm) ，沈着率も小さ
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くなる傾向が見られた (沈着率 ハムスター：約0.2 → 約0.15，ラット：約0.17 → 約0.13)．ヒト
においては，アスペクト比が3から20へと大きくなるにつれて，沈着率は小さくなる傾向が見られ
た (安静時／鼻呼吸時：沈着率 約0.2 → 約0.13) が，ピークの位置変わらなかった (安静時／鼻
呼吸時：約2 μm)．また，ラットとハムスターでは，空気力学径が3.5 μmを超えるか，アスペクト
比が10を超えると，沈着率はほぼ0になった．また，ヒトに対する計算結果では，繊維の密度が大
きくなるほど沈着率が低下する傾向も見られた．
3.2.2 肺からのクリアランスと体内動態
10μm 以上の長さの繊維では，短い繊維や粒子と比べて，肺への保持が長期にわたることが，
ヒト (Lippmann et al. 1990) やラット等の動物 (Morgan et al. 1982, Churg et al. 1987, Oberdörster
1988) で確認されている．繊維の径も保持に関係しており，0.15 μm 以下の径では，肺胞上皮細胞
の孔を通過するとされている (Timbrell 1983)．
不溶性の繊維では，粒子とは異なり，気管支を経た粘膜繊毛クリアランスやマクロファージが
介する気道からの呼吸時の排出は起こらないとされている．肺からのクリアランスは，アモサイ
トやクロシドライトなどの角閃石系のアスベストでは，2 年間の暴露をさせたラットの肺中でほ
ぼ直線的保持量が増加したのに対し，クリソタイルでは 2 年間の暴露時でも 1 年後には肺中保持
量が増加しなくなった (Wagner et al. 1974)．このことは，ヒトでも確認されており，カナダのア
スベスト鉱山において，大気中濃度は角閃石系のアスベストであるトレモライトはクリソタイル
よりもはるかに低かったのに対し，鉱夫らの肺中保持量はトレモライトの方がクリソタイルより
はるかに高く，トレモライトの保持量は暴露期間に応じて急激に上昇していた (Churg 1994)．し
かし，クリソタイルについても，暴露が停止した後にも，クリアランスはごくわずかであり，数
十年後も肺中に保持されていることが確認されている．
Rogers et al. (1999)は，いずれも 5～20 μm 程度の 2 種のガラス繊維とアモサイトをハムスター
に鼻部暴露させ，肺胞内でマクロファージに貪食されていることや，肺実質や間質にも存在して
いることを確認した．ほぼ同じ長さのガラス繊維とアモサイトを暴露させたのに対し，13 週の暴
露後，2 種のガラス繊維では暴露させたものより肺に保持されていた繊維は短いものが多かった
(平均長さが約 60%減少) のに対し，アモサイトでは暴露された繊維の長さ分布と肺中に保持され
ていた繊維の長さ分布が同程度であった．また，マクロファージや細胞内で，繊維が集積してい
くことも観察されている．鉱夫らに対する調査での長い保持時間についても，Churg (1994) は肺
細胞内での集積が効いているかもしれないとしている．
アスベストは，中皮腫を引き起こすことで知られており，肺実質から中皮へのアスベストの輸
送が起こっていると考えられるが，そのメカニズムについては解明されていない．

3.3 CNT の肺への沈着とクリアランスおよび体内動態
3.3.1 既存の文献情報
吸入されて，肺まで到達した CNT が，マクロファージに貪食されることは，Pauluhn (2010b)
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や Kobayashi et al. (2010) で報告されている．NEDO プロジェクト (P06041) において Kobayashi et
al. (2010) は，マクロファージに貪食された MWCNT が時間の経過とともに集積していくことも
観察している．また，Pauluhn (2010b) は，凝集している MWCNT が解離してナノサイズになる
現象は見られなかったとしている．
NEDO プロジェクトにおいて，大藪は，MWCNT (N) の 0.37mg/m3 の 4 週吸入暴露試験で，暴
露終了後 3 日，1 ヶ月，3 ヶ月に解剖し，肺中 MWCNT 保持量の分析をした (試験番号: #NN-03)
(Oyabu et al. submitted)．分析方法としては， ECOC 分析と X 線回折の二通りで行った．ちなみに，
ECOC 法は大気粉じんの分析で用いられることの多い方法で，NIOSH も MWCNT の分析法とし
て本法を検討している．その結果，暴露終了 3 日後，1 ヶ月後，3 ヶ月後の肺中 MWCNT 保持量
は，ECOC 分析で 75.6，66.8，24.4 μg ，X 線回折で 68.4，64.9，24.6 μg となり両分析法で大きな
違いは見られなかった．ちなみに，中里は，同じ吸入暴露試験におけるラットの暴露 3 日後およ
び 1 ヶ月後の肺中 MWCNT 保持量を TOC 分析で求め，72.7 及び 73.1 μg と求めており，一致した
結果になっている．大藪は，この結果を元に，沈着率を 18%もしくは 20%，一段階減衰速度式に
より求めた半減期を 51 日もしくは 54 日と導出している．
Pauluhn (2010b) は，100，400，1,500，6,000 μg/m3 の MWCNT (Baytube) を Wistar rat (雄，10
週齢) に１日 6 時間，週 5 日間，4 週間吸入暴露させた．暴露 8 週目と暴露終了 1 日後，4 週間後，
13 週間後，26 週間後に解剖し，肺及び肺関連リンパ節において，MWCNT の暴露マーカーとし
て MWCNT の不純物 (触媒) であるコバルトの分析を行った．暴露 8 週目から暴露 26 週後まで，
肺保持量の変化は小さかった．100，400，1,500，6,000 μg/m3 投与群における肺中コバルトの半
減期は，151 日，350 日，318 日，375 日であり，暴露濃度と肺保持量は比例していた．ただし，
100μg/m3 投与群のデータは，定量限界付近のデータであり，信頼性は低い．肺関連リンパ節にお
けるコバルト保持量は，1,500，6,000 μg/m3 の MWCNT 投与群において時間と暴露濃度に比例し
て上昇していた．
3.3.2 肺への沈着とクリアランスのモデル化
前述のように，吸入された CNT は粒子と違って，気管支へ移動後の粘膜繊毛輸送による体外
への排出はほとんどない．肺胞表面に沈着した CNT が，マクロファージや好中球等により貪食さ
れ，集積されていくと考えられる．また，間質からリンパ節への移行を経た排出などの経路をた
どる可能性もある．ここで，肺胞からのクリアランスに速い相と遅い相が存在していると仮定し，
図 IV.3 に示すような 2 段階のクリアランスモデルを用いて保持量の結果を解析することとした．

IV-58

IV. 有害性評価
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図 IV．3 ２段階クリアランスモデルにおいて想定したメカニズム
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図 IV．4 吸入暴露試験 (試験番号: #NN-03) における肺中保持量の実測値とフィッティング曲線

上記のモデルと 3.3.1 で示した肺保持量と実測値との差の二乗和が最も小さくなるように，エク
セルのソルバー機能により最適となる沈着率 f 及びクリアランス速度定数 k1, k12, k2 を求めた (図
IV.4)．このとき，体重 300 g の Wistar 雄ラットの呼吸量は，MV =0.499×BW0.809 (Bide 2000) を用い
て計算した 0.27 m3/day (188 ml/min) を用いた．その結果，ECOC 分析結果に基づいてフィッティ
ングした場合には 0.16 及び≈0，0.0228, 0.0227 /day，X 線回折結果に基づいてフィッティングした
場合には 0.15 及び≈0，0.0211, 0.0210 /day となった．肺における MWCNT の保持量が全くない状
態から気管内投与された場合に，肺中保持量が半分になる期間を半減期として半減期を求めると，
それぞれ 74 日と 79 日であった．
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4. NEDO プロジェクトにおける有害性試験の構想
4.1 分散状態の試験試料の調製とそのキャラクタリゼーション
4.1.1 試料調製の方針
NEDO プロジェクトでは，できるだけ孤立分散状態のナノスケールの粒子を用意し，粒径など
を確定して試験を行うという方針をとった．
試料の分散が必要だと考えた理由は以下の通りである．
①ナノ粒子だから危険ではないかという懸念に応える
②確率は低いかもしれないが，環境中で分散の可能性があり，リスク評価の点からは，このこ
とも無視できない
③ナノ材料は，製造された時，または，原料状態では凝集しているが，種々の目的に使われる
過程では，界面活性剤添加水溶液中とか有機溶媒中で分散している (一次粒子の状態で分散
しているとは限らないが)．
④人間の体内の構成分子 (蛋白質など) とナノ材料との (特に炭素系) 親和力は強く，生体内
では粒子サイズが小さくなる可能性がある (EC, Health & consumer protection
directorate-general (2005), "interactions of nanoparticles with biomolecules such as DNA, RNA or
proteins are also more likely with decreasing particle size")．註：研究を始める際にはこのように
考えた．しかし，多くのケースで組織中のナノ粒子を電顕で観察したが，その限りでは組織
内での再分散は認められなかった．
⑤生体内には，さまざまな生物界面活性剤が存在し，凝集したナノ粒子の分散に寄与しうる．
⑥ナノ粒子は廃棄の過程で分散する可能性がある．
以上の理由で，試料の分散という課題に取り組んだが，それは，この研究の中で最も難しい課
題の一つとなった．以下に，試験に用いた MWCNT (N) の分散試験試料の性質を示す．その他
の試験材料の性質については，付録 D にまとめた．試料調製方法は，「ナノ材料有害性試験のた
めの試料調製方法と計測方法」を参考にして頂きたい．
4.1.2 液中分散 MWCNT (N)
MWCNT (N)

(BET 比表面積 69 m2/g) の TritonX 0.05 % 懸濁態液調製した．これは，気管内投

与の試験 (試験番号: #NN-02) 試料に使われた．同時に，吸入暴露試験 (試験番号: #NN-03) 用エ
アロゾル生成のための原料に使われた．
懸濁液中粒子は，下の右写真のような分散状態であった．TEM で計測した管径の GM は 48 nm
で，GSD は 1.1，チューブ長さは下の左図の如くで，これも TEM による計測で 0.1～10 μm の範
囲だが，n=1005 の本数での TEM 観察による GM は 0.94 μm，GSD は 2.3 であった．
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数

5 m

遠藤、内田(2008)

MWCNT 長さ (μm)

図 IV.5 MWCNT の試験 (試験番号: #NN-02 と

図 IV.6 懸濁液中の MWCNT 粒子の TEM 写真

#NN-03) 試料の長さ分布 (電顕での計測)

4.1.3 吸入暴露試験用の MWCNT (N) エアロゾル粒子
暴露用容器内の MWCNT (N) エアロゾル粒子を捕集し，多数個を SEM 観察した結果，CNT が
単独でエアロゾル化したもの，束状になっているもの，および絡まり合って凝集形状を有してい
るものの 3 種類に大別でき，これらの個数割合はそれぞれ 72 %，18 %，10 %であった．単独状の
エアロゾル粒子の長さと太さの分布の計測結果を，図 IV.7 に示す．長さの幾何平均値は 1.1 μm で，
幾何標準偏差は 2.7 であった．また，太さの幾何平均値は 0.063 μm で，幾何標準偏差は 1.5 であ
った．分散剤 0.5 mg/mL Triton X-100.
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図 IV.7 単独状の多層 CNT エアロゾル粒子の長さと太さの分布
(試験番号: #NN-03)

4.2 Baytube や Nanocyl 7000 との比較
Pauluhn (2010a,b) と Ma-Hock et al. (2009)で用いられいる試験試料エアロゾルと NEDO プロジ
ェクトの MWCNT (N) (試験番号: #NN-03) とを比較した．NEDO プロジェクトの気中濃度 0.37
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mg/m3 に近い濃度を選んで比較した．
NEDO プロジェクトと Pauluhn が報告する Baytube や Ma-Hock らの報告する Nanocyl 7000 との
大きな違いは，前者ではかなりの部分が孤立分散状態のエアロゾルであるのに対し，Baytube で
は径が 3 μm 程度の巣 (鞠) のような姿であり，Nanocyl でははっきりしないが，からまったまま
のような形で存在しているように写真から伺える．
その物理的な数値を表 IV.18 にまとめた．これらの値から，MMAD の値は Baytube が 3.0 μm，
NEDO の MWCNT (N)が 1.25 μm である．この数字がから、粒子の状況を推測するのは難しい．
CNT などのような物に対しては，その大きさや形を知るには，まだ，電顕以外には有効な方法が
ないように見える．その意味では電顕の結果は重要である．
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表 IV.18 吸入暴露試験での試料粒子サイズの比較

m2/g

MWCNT (N)
NEDO
69

原材料 CNT 太さ

nm

44 (1.3) a (TEM)

原材料 CNT 長さ

nm

不純物

%

Ca 0.0176, Al 0.0080,
Fe 0.0053, Cd 0.0016,
Li 0.00005

Co 0.53

金属酸化物 10
(Al 9.6)

mg/m3

0.37

0.45

0.5

CNT エアロゾルの
形状とサイズ

nm

単繊維 72%，束状 18%，
絡まり凝集体 10%：
単繊維の太さ
63 (1.5) a (SEM)
単繊維の長さ
1100 (2.7) a (SEM)

MMAD

μm

1.25 (2.4) b

SMPS 個数濃度

個/cm3

12000 c
(10-500 nm)

絡まり凝集体
(coiled, tangled
assemblages)：
長径の中央値 2000～
3000 (BALF から回収)
(SEM)
3.05 (1.98) b
(3 μm 以下 49.8％)
320
(11-1083 nm)

SMPS での CMD
(移動度径)

μm

0.057 (2.6) b

著者
BET 比表面積

吸入暴露試験
粒子質量濃度

Baytube
Pauluhn (2010a,b)
259
10-15 (micronized)
(中央値), (TEM)
200-1000
(中央値), (TEM)

Nanocyl 7000
Ma-Hock et al. (2009)
250-300
5-15
100-10,000

絡まり凝集体
(wool-like clumps)：
数百～数千
0.9-1.5 (2.1-4.1) b
(3 μm 以下 66.2～90.4％)
5527
(11-1083 nm)
0.064 (1.7) b

OPC 個数濃度

個/cm3

156
(240-10,000 nm)

OPC での CMD
(光散乱径)

μm

0.58

肺沈着率

15 %
(実測と kinetics 解析)

5.7 %
(MPPD2 による計算)

a

幾何平均 (幾何標準偏差)
中位径 (幾何標準偏差)
c
分散剤のみの粒子も含む
CMD：個数中位径
MMAD：空気力学的重量中位径
SMPS：走査型移動度粒径測定器
OPC：光散乱式粒子計数器
b

比較のためにエアロゾルの粒子の写真を示す．

図 IV.8 捕集された MWCNT (N)エアロゾル粒子の SEM 画像(島田学) (試験番号: #NN-03)
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4.3 吸入暴露試験と気管内投与試験
4.3.1 吸入系試験の実施年表
ラットを用いて，吸入系暴露による有害影響を集中的に試験し，その結果を有害性評価に用い
た．吸入系暴露による影響を調べるために吸入暴露試験の他に，相当数の気管内投与試験を行っ
た．気管内投与試験を活用したことは本研究のひとつの特徴である．4 種のナノ材料 (フラーレ
ン，SWCNT (A)，SWCNT (N)，MWCNT (N)) と陽性対照の NiO を 5 種の「代表試験試料」とし
て選び，吸入暴露試験，肺保持量の測定，気管内投与試験，遺伝子発現解析を行った．生体影響
のみならず，ナノ粒子の肺保持量を計測したことも一つの特徴である．
できるだけ単分散に近い状態でのナノ粒子の吸入暴露試験を企図したため，再凝集を防ぐため
の手立てが難しく，13 週の亜慢性吸入暴露試験は無理と判断し，4 週の吸入暴露試験を行った．
また，5 年間で 5 種の「代表試験試料」の吸入暴露試験を行うためにも 4 週間での吸入暴露試験
が限度であった．その代わり，平行して気管内投与試験を行い，その観察期間を長くして，粒子
が長期に肺に残留することによる種々の影響を観察し，長期吸入暴露試験に相当する影響を推察
した．図 IV.9 に 5 年間の吸入暴露試験と気管内投与試験の実施状況を示した．

2006

07

08

09

10

11

12

年

材料名
吸入暴露試験
気管内投与試験

NiO
C60
MWCNT(N)

#NN-02～04

SWCNT(A)

#NN-09

SWCNT(A)

#NN-05
（複数回）
（長繊維）

SWCNT(N)
(長繊維)

#NN-15
#NN-20
#NN-14

非代表材料の気管内投与
MWCNT(M) （6ヶ月），SWCNT(Hipco)（3ヶ月），DWCNT(T) （3ヶ月），
MWCNT(S) （3ヶ月），SWCNT(A2) （1ヶ月），SWCNT(A3) （1ヶ月）

図 IV.9 代表試験試料の試験実施状況 (年表)

気管内投与試験は，本研究の中では上に述べたことを含め，以下の 3 目的で実施した．
① (既述) 吸入暴露試験は比較的短期で行い，気管内投与試験で長期飼育し観察することで，長
期吸入暴露試験結果を一定程度推定する．②二軸アプローチによる解析で，吸入暴露試験より簡
単な指標の一つとして実施した．二軸アプローチについては後述．③少量の試料しか得られない，
または，エアロゾルにできないなどの理由で，吸入暴露試験では難しい形態のナノ粒子の試験を
実施し影響を調べる．
「代表試験試料」以外の CNT についても，適宜気管内投与試験を行って投与後 3 日から最長 6
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ヶ月までの間で観察を行った．
＜遺伝毒性試験など＞

全試料から選ばれたいくつかの試料について，遺伝毒性試験，感作性試

験，刺激性試験などを行った．これらの結果については，2 節に記載した．
4.3.2 in vivo 試験の試験系と試験項目
(1) 試験動物と試験期間
8～10 週齢の雄性ラット (Wistar または SD) を用いて，全身暴露で 4 週間吸入暴露し，その後，
3 日，1 ヶ月，3 ヶ月に各群の 5 匹を解剖して BALF を採取した．その後 BALF の分析，組織の病
理診断を行った．別途，同じ条件で吸入暴露した雄性ラット (各群 5 匹) について，遺伝子発現
解析，生化学的検査，ナノ材料分析，光学顕微鏡や電子顕微鏡観察を行った．気管内投与試験は，
基本的に単回投与で，投与後，3 日，1 週間，1 ヶ月，3 ヶ月，6 ヶ月，1 年，2 年に，各群の 5 匹
を解剖し，BALF を採取した．場合によっては，投与後 24 時間の群についても同様の試験を行っ
たが，artifact な影響が大きすぎるとの判断に至っている．肺内に試験試料が長期残留するとすれ
ば，投与後 2 年の試験動物の観察で，長期吸入暴露試験に相当する影響を知ることができると考
えて，ラットの平均寿命に近い 2 年までの飼育・観察を行った．
(2) 試験項目
気管支を含む肺の重量測定，肺から採取された BALF の検査および気管 (咽喉頭を含む) ，肺
葉，肝臓，腎臓，脾臓，大脳の肉眼的検査および病理組織学的検査を行った．
BALF 細胞画分について，総細胞，好中球，マクロファージ，リンパ球および好酸球の数をそ
れぞれ計測した．上清液を対象にして，総タンパク，乳酸脱水素酵素 (LDH) ，インターロイキ
ン(IL) -1α，IL-1β，IL-2，IL-4，IL-6，IL-10，IL-12，顆粒球単球コロニー刺激因子(GM-CSF)，イ
ンターフェロン(IFN) -γ，腫瘍壊死因子(TNF) -α などを計測した．
全例の気管，肺，肝臓，腎臓，脾臓，および大脳を 10 vol.%中性リン酸緩衝ホルマリン液で固
定後，保存し，パラフィンブロックから薄切切片を作製した．作製した薄切切片にヘマトキシリ
ン・エオシン染色を施し，光学顕微鏡で観察し，病理診断を行った．
NEDO プロジェクトの病理組織学的検査は，二つの方法で行われた．産業医大ではポイントカ
ウンティング法を用い，炎症と線維化をスコア化して半定量的な診断を行うとともに，従来から
の病理組織学的検査による定性的な診断を実施した．一方，その他の試験機関では従来の病理組
織学的検査を実施した．そこで，第三者による病理ピアレビューを実施して，研究プロジェクト
内での病理診断の標準化を行った．病理診断は，各試験機関で実施した後，病理ピアレビューセ
ンター長高橋道人博士のチェックを受けた．
(3) 参照すべき物質または positive control
本研究の中では，positive control として酸化ニッケル (NiO) またはミクロンサイズの結晶性シ
リカ (Min-U-Sil#5) を用いた．また，森本・田中らがこれまでに行ったいくつかのアスベストと
複数のアスベスト代替物のデータとも比較した．尚，ここで用いた方法では，分散するために分
散剤を用いているので，分散剤のみの場合を negative control とした．分散剤は生体影響のない範
IV-65

IV. 有害性評価

囲で用いた．生体影響はないが，分散剤を用いることでナノ粒子の有害性が緩和されるという報
告もあることから，SWCNT に分散剤 Tween80 を用いた場合，それが肺内で生物界面活性剤のジ
パルミトイルホスファチジルコリン (DPPC) と置換するかを計算科学で検討した結果，置換する
との結果を得た．他の分散剤については検討しなかった．

4.4 生体影響の特徴と評価エンドポイント
ナノ粒子であるが故の生体影響については，難溶解性低毒性 (Poorly Soluble, Low Toxicity：
PSLT) 粒子であるが故の影響と，形が繊維状であるがゆえの影響に特に留意し，炎症とがんにつ
いて重点的に考察した．
4.4.1 炎症
吸入暴露試験では，BALF 中の好中球数 (PMN) なども大きくは変化しない，かつ，インター
ロイキンなどのバイオマーカーも系統的，持続的変化がない，病理所見で病変の兆候が見られな
いこと，暴露終了後の観察期間において炎症の持続的変化または亢進性がないことをもって「影
響なし」とした．BALF 中細胞数やサイトカインの変化も参考にしつつ，基本的は病理組織学的
試験の結果で有害性を判断した．
気管内投与試験では，吸入試験とは異なって一挙に大量の試験試料が投与されるので，一時的
には BALF 中の細胞数などに変化が生ずることを認めた上で，それらが持続的亢進をしないこと，
病理組織学的変化についても１ヵ月程度で影響がなくなることを一つの目安にした．この場合に
も，BALF 中細胞数変化よりは病理組織学的試験結果に重きをおいて判定した．
4.4.2 発がん性についての取り組み
「ナノ材料リスク評価書－二酸化チタン－」と「考え方」で詳しく述べたが，TiO2 のような PSLT
粒子の肺腫瘍は，高用量暴露下での持続的な炎症と酸化ストレスにより引き起こされると考える
のが妥当なので，肺の炎症をエンドポイントにして NOAEL を決めれば，がんに対しても防御的
であるとした (詳しくは，「ナノ材料リスク評価書－二酸化チタン－」を参照)．とは言え，がん
は影響の大きい病気であるからより低い確率で起きることも考慮しなければならないこと，また，
NEDO プロジェクトも含めて世界的に行われている有害性試験の期間が亜急性 (sub-acute) か亜
慢性 (sub-chronic) であることから，別の手当が求められる．さらに，CNT の場合には，繊維状
であるという性質も考慮しなければならない．繊維状物質については吸入系暴露ではないが，中
皮腫を引き起こすなどの報告があるからである．そのことを考慮して，NEDO プロジェクトでは，
「発がん」の可能性を見つけるために，以下の 3 通りの観察を加えた．
(1) 前がん病変の注意深い観察
欧州委員会 (EC) は，人工鉱物繊維の発がん性について，
「適切な長期吸入試験において，妥当
な病原性または新生細胞変成がみられない場合」には発がん性ありとはしないとしている
(Commission Directive 97/69/EC の Note Q)．こういう観点から，我々は吸入暴露試験後 3 ヶ月と気
管内投与後 3 ヶ月，6 ヶ月，1 年，2 年での病理組織学的診断で前がん病変の有無を調べている．
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名古屋市立大学大学院医学研究科白井智之教授は“肺における前がん病変は肺胞上皮過形成と
腺腫である．ただし，肺胞上皮過形成と腺腫の区別は難しいので注意が必要である．動物を用い
た発がん実験で，肺発がん物質を投与すると，悪性腫瘍として扁平上皮癌や腺癌が誘発される．
ただし，肺胞上皮の肥大，線維化，肉芽腫は前がん病変とは関連がない．”と前がん病変を定義し
ている．
6 ヶ月，1 年，2 年後の病理組織学的診断では，炎症が持続的か，線維症につながるような線維
化がおきているか，上記の前がん病変が見られるかについて，特に注意した．
その結果，少なくとも本プロジェクトで無影響と判断した暴露量に対応する検体で，何らかの
「前がん病変」または「線維化」が見られたものはなかった．

事例 1．MWCNT (M) の気管内投与試験の場合
MWCNT (M) (太さ約 60 nm，長さの個数中央値 1.5 μm，多くは 10 μm 以下の状態で投与，組織
内でもそれに近い形で存在) を気管内投与 (試験番号: #NN-06)．6 ヶ月後の病理組織学的診断の
結果，0.04 mg/kg(rat bw) では，ほとんど変化なし，0.2 mg/kg では，マクロファージの集積が見
られた．1 mg/kg 群 (影響ありと判定) では 6 ヶ月後の観察において，MWCNT の沈着とマクロフ
ァージの集積が見られ，それらの一部は肉芽腫となっている．しかし，それらの強さは 3 ヶ月よ
り弱くなっている．

事例 2．MWCNT (N) の吸入暴露試験の場合
MWCNT (N) の 0.37 mg/m3 (影響なしと判定) と SWCNT (A)の 0.13 mg/m3 (無影響と判定) の吸
入曝露試験 (試験番号: #NN-03, #NN-09) で，肺胞腔内のマクロファージ集簇は一部に認められた
が，明らかな granuloma 形成というものは見られなかった．リンパ節での CNT 繊維集簇は確かに
認められたが，それも排泄機構のなかでリンパ節に集積した像と捉えられ，炎症細胞などもなく，
inflammation とは判断しなかった．特に問題とすべき所見ではないとの判断をした．Ma-Hock ら
が指摘するような focal granulomatous inflammation の定義でいくと微細なマクロファージ集簇も
範疇に入れられてしまうことも考えられ，どこまでで線引きするかは微妙なところである．
MWCNT (N) の 0.37mg/m3 の吸入暴露試験 (試験番号:# NN-03)で，前腫瘍病変のひとつと考え
られる肺胞上皮細胞の化生が，暴露中止 3 ヶ月後に 5 匹中 1 例認められた．産業医大で病理の委
員会を開催し，高橋道人博士の意見を伺ったところ，この時期にでてくることは化学物質の影響
ではなく，たまたま自然発生的にでてきたのであろうという見解だった．幸い，余分が 4 匹あっ
たので，さらに 12 ヶ月まで飼育し影響を観察した．もし，腫瘍性の変化が化学物質で起きている
のであれば，長期的に観察すると腫瘍を発生する可能性が否定できないという考えで観察したが，
腫瘍も化生も認められなかった．
(2) 気管内投与後 2 年観察
発がん性試験のためにはラットの寿命にほぼ等しい 2 年間の吸入暴露試験をすることが望ま
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しいが，それはできないので，2 年間観察の気管内投与試験を組み合わせることで，粒子が 2 年
間肺に存在した場合の影響を調べた (長期残留性の粒子だからこその試験方法である)．完全に発
がん性試験に代替できるものではないが，大凡の影響を知ることができる．

事例 3．MWCNT (N)の気管内投与試験 (試験番号: #NN-02)：6 ヶ月，1 年，2 年経過したラットの
病理組織学的診断
肺組織については，細気管支・肺胞上皮細胞の増生，肺胞内の繊維貪食マクロファージの増加
と炎症細胞浸潤が認められた．投与後 3 日の低用量群 (0.67mg/kg：影響なしと判定) では，炎症
細胞浸潤が陰性対照群に比べ程度も増し，好中球，または好酸球の出現が目立った．同タイムポ
イントの高用量群 (3.3mg/kg：影響ありと判定) では，これらの所見はさらに著明であった．腫瘍
発生や気腫性変化については全観察期間 (24 ヶ月まで) を通じて明らかな変化は見られなかった．
ポイントカウンティングによる炎症度評価では，投与後１ヶ月以降で減少傾向を示したが，高
用量投与群では投与後 12 ヶ月まで対照群に比べ有意な炎症エリアの増加を認めた．投与後 12 ヶ
月の肺組織では，炎症レベルは投与後１ヶ月のスコアを維持していた．ポイントカウンティング
による線維化評価では，全観察期間 (24 ヶ月) を通じて肺胞道部，胸膜部ともに陰性対照群と比
べ有意差は認められなかった.
(3) 遺伝毒性についての詳細な試験
発がん性予測のために，遺伝毒性試験が行われることが多い．NEDO プロジェクトで行った遺
伝度毒性試験の結果は，表に示す通りである．これについては IV 章 2 節で詳述した．
これらの結果は，CNT が直接遺伝子損傷性を有していないという仮説に適合している．

表 IV.19 NEDO プロジェクトで実施された遺伝毒性試験のまとめ
in vitro
遺伝子突然変異
SWCNT(A)
SWCNT(N)
MWCNT(N)
MWCNT(M)

突然変異頻度
増加なし
突然変異頻度

in vivo
染色体異常
異常なし

コメットアッセイ
%Tail DNA の
増加なし

異常なし

－

突然変異頻度

構造的異常なし．

%Tail DNA の

増加なし

数的異常あり ( (弱い)

増加なし

突然変異頻度

構造的異常なし．

増加なし

数的異常あり

増加なし

IV-68

－

小核試験
小核形成なし
小核形成なし
小核形成なし
小核形成なし
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(４) 時限の許容暴露濃度という考え方
本プロジェクトでは吸入暴露試験に加えて気管内投与試験をし，半年または 1 年後，2 年後の
観察をすることで，長期暴露の場合にがんなどが発症する可能性がないかという点に注意して試
験をした．ここで無毒性量 (NOAEL) とした濃度では，今のところがんの発症はなかろうという
推定をしている．しかし，この点については，より詳細な検討が必要である．また，現在世界中
でナノ材料の有害性試験が行われていることから，もう少し時間が経過すれば，それらに関する
より確かな試験結果が得られるであろうし，そうであれば，それに倣うのが望ましいと考える．
新規物質の有害性評価では，このような柔軟な取り組みが求められる．
作業環境における許容暴露濃度は，多くの場合疫学調査結果に基づいている．しかし，それで
は犠牲者が出てはじめて規制が始まるという流れを変えることができない．事前に有害性を知り，
規制することが望ましい．その観点から，化学物質の動物試験データを基に許容濃度を決めるこ
とが始まっているが，まだ例が少ないことや，現実とのすりあわせという問題が多々あり，わが
国では確たるルールは存在しない．米国でも，それぞれの事情を考慮して決めているようで，
case-by-case の感が強い．REACH では，期間差補正の際の不確実性係数にかなり大きな値を決め
ているが，これはあくまでもガイドラインであり，各国が作業環境許容暴露濃度を決める時にこ
の値を必ず用いるという性質のものではない．ドイツ学術振興会が出している“List of MAK and
BAT Values 2009” には，
「最大許容労働環境濃度 (Maximade Arbeitsplatz Konzentration: MAK) を決
めるための最低限のデータは動物を用いた 90 日間吸入暴露試験から得られた NOAEL と考えられ
ている」として，さらに「動物試験の 90 日間吸入暴露試験から得られた NOAEL を用いる場合に
は，その 1/2 の値を使うのが普通である」という記述がある (DFG 2009)．作業環境という特殊性
に加え，吸入暴露による肺への影響が局所影響だということが背景にある．この記述が平均的な
考え方だと思えるが，これも完全に守られているという状況にはない．ドイツの例に倣えば，亜
慢性データを基に生涯勤続 (30～45 年) の基準値を提案することも可能となるのだが，むしろ，
亜慢性試験であることの限界を踏まえた使い方をすべきであると考えた．つまり，亜慢性暴露と
長期暴露では症状そのものが異なる可能性も加味し，寿命で規格化した期間を揃え，動物の亜慢
性試験期間に近いヒトの暴露期間に適用した．その考えに基づき，10 年程度で見直すことを前提
に，30～45 年の 1/2～1/3 の期間の暴露の時限的許容濃度とする方が望ましいと考え，実行可能性
なども考慮して暴露期間 15 年とした．
CNT については，繊維状だから発がん性が問題という考え方がある．これについては，第 V 章
3 節で述べる．
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5. NEDO プロジェクトで行なわれた CNT に関する有害性試験結果一覧
NEDO プロジェクトで行なわれた CNT に関する有害性試験一覧を表 IV.20 に示す．

表 IV.20 NEDO プロジェクトで行なわれた CNT に関する有害性試験一覧 (1/2)
試験
番号

試験

被験物質

試験機関

試験
開始日

試験
終了日

#NN-01

細菌を用いる復帰突然変異試験

SWCNT (A)

残留農薬研究所

2007/10

2008/2

#NN-02

気管内投与試験

MWCNT (N)

産業医科大学

2008/7

2010/7

#NN-03

吸入暴露試験

MWCNT (N)

産業医科大学

2008/8

2009/1

#NN-04

気管内投与試験

MWCNT (N)

産業技術総合研究所
関西センター

2008/9

2010/9

#NN-05-1

気管内投与試験

SWCNT (A)

三菱化学メディエンス

2007/11

2008/2

#NN-05-2

気管内投与試験

SWCNT (A)

三菱化学メディエンス

2008/10

2009/7

#NN-06

気管内投与試験

MWCNT (M)

三菱化学メディエンス

2008/10

2009/7

#NN-07

気管内投与試験

長繊維 SWCNT (N)

産業医科大学

中止

#NN-08

気管内反復投与試験

SWCNT (A)

DIMS 医科学研究所

2009/7

2009/11

#NN-09

吸入暴露試験

SWCNT (A)

産業医科大学

2009/8

2010/1

#NN-10

気管内投与試験

SWCNT (C)

三菱化学メディエンス

2009/10

2010/1

#NN-11

気管内投与試験

DWCNT (T1)

三菱化学メディエンス

2009/10

2010/1

#NN-12

気管内投与試験

DWCNT (T2)

三菱化学メディエンス

2009/10

2010/1

#NN-13

気管内投与試験

MWCNT (S)

三菱化学メディエンス

2009/10

2010/1

#NN-14

気管内投与試験

SWCNT (N)

産業医科大学

2009/11

2012/2

#NN-15

気管内投与試験

長繊維 SWCNT (A)

DIMS 医科学研究所

2010/1

2010/2

#NN-16

気管内投与試験

SWCNT (Mj)

DIMS 医科学研究所

2010/1

2010/2

#NN-17

気管内投与試験

SWCNT (N)

DIMS 医科学研究所

2010/1

2010/2

#NN-18

気管内投与試験

SWCNT (N)

産業技術総合研究所
北海道センター

2010/1

2012/1

#NN-19

気管内投与試験

長繊維 MWCNT (N)

産業医科大学

2010/6

2012/6

#NN-20

吸入暴露試験

長繊維 SWCNT (N)

産業医科大学

2010/8

2011/9

#NN-21

気管内投与試験

MWCNT (N)

三菱化学メディエンス

2010/11

2011/8

#NN-22

細菌を用いる復帰突然変異試験

SWCNT (N)

イナリサーチ

2010/8

2011/1

#NN-23

細菌を用いる復帰突然変異試験

MWCNT (N)

イナリサーチ

2010/9

2010/11
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表 IV.20 NEDO プロジェクトで行なわれた CNT に関する有害性試験一覧 (2/2)
試験
番号

試験

被験物質

試験機関

試験
開始日

試験
終了日

#NN-24

細菌を用いる復帰突然変異試験

MWCNT (M)

イナリサーチ

2010/10

2010/12

SWCNT (A)

残留農薬研究所

2007/10

2008/1

SWCNT (N)

イナリサーチ

2010/8

2010/10

MWCNT (N)

イナリサーチ

2010/9

2011/1

#NN-28

ほ乳類細胞を用いる染色体異常
試験
ほ乳類細胞を用いる染色体異常
試験
ほ乳類細胞を用いる染色体異常
試験
ほ乳類細胞を用いる染色体異常
試験

MWCNT (M)

イナリサーチ

2010/10

2010/12

#NN-29

マウスを用いる小核試験

SWCNT (A)

残留農薬研究所

2007/10

2008/1

#NN-30

マウスを用いる小核試験

SWCNT (N)

イナリサーチ

2010/9

2010/11

#NN-31

マウスを用いる小核試験

MWCNT (N)

イナリサーチ

2010/9

2010/12

#NN-32

マウスを用いる小核試験

MWCNT (M)

イナリサーチ

2010/10

2010/12

2010/12

2011/1

2010/10

2011/1

#NN-25
#NN-26
#NN-27

#NN-34

ラット気管内投与による肺コメ
ットアッセイ試験
ラット気管内投与による肺コメ
ットアッセイ試験

MWCNT (N)

食品農医薬品安全性評
価センター
食品農医薬品安全性評
価センター

#NN-35

ウサギ眼一次刺激性試験

SWCNT (A)

イナリサーチ

2010/8

2010/10

#NN-36

ウサギ眼一次刺激性試験

SWCNT (N)

イナリサーチ

2010/6

2010/8

#NN-37

ウサギ眼一次刺激性試験

MWCNT (N)

イナリサーチ

2010/7

2010/9

#NN-38

ウサギ眼一次刺激性試験

MWCNT (M)

イナリサーチ

2010/7

2010/10

#NN-39

ウサギ皮膚一次刺激性試験

SWCNT (A)

イナリサーチ

2010/8

2010/10

#NN-40

ウサギ皮膚一次刺激性試験

SWCNT (N)

イナリサーチ

2010/6

2010/8

#NN-41

ウサギ皮膚一次刺激性試験

MWCNT (N)

イナリサーチ

2010/7

2010/9

#NN-42

ウサギ皮膚一次刺激性試験

MWCNT (M)

イナリサーチ

2010/7

2010/10

#NN-43

モルモット皮膚感作性試験

SWCNT (A)

イナリサーチ

2010/8

2010/11

#NN-44

モルモット皮膚感作性試験

SWCNT (N)

イナリサーチ

2010/6

2010/9

#NN-45

モルモット皮膚感作性試験

MWCNT (N)

イナリサーチ

2010/7

2010/10

#NN-46

モルモット皮膚感作性試験

MWCNT (M)

イナリサーチ

2010/7

2010/10

#NN-33

SWCNT (N)
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5.1 MWCNT の気管内注入試験 (産業医科大学)
0.05%のトリトンを含む蒸留水に懸濁したMWCNT (N) 0.2または1 mg/ratを8-10週齢の雄Wistar
ラットに単回気管内注入した (試験番号: #NN-02)．気管内注入後3日，1週，1ヶ月，3ヶ月，6ヶ月，
12ヶ月および24ヶ月にラットを解剖した．各時点の解剖ラット数は対照群および暴露群ともに10
匹であり，各5匹については気管支肺胞洗浄液 (BALF) と肺組織の採取用とし，残りの各5匹につ
いては蛋白，RNA抽出用とした．肺，肝臓，腎臓，脾臓，精巣，脳の重量測定及び病理組織学的
検査，肺についてはポイントカウンティング法による炎症性および線維性変化の検討，BALF中の
細胞数及び細胞画分測定，炎症・線維化関連遺伝子測定などを行った．
図IV.10にMWCNTの電子顕微鏡像を示した．ラットの体重にはMWCNTの影響は認められなか
った (図IV.11)．肺重量の増加が，MWCNT群の0.2 mg/ratで注入後3日および3ヶ月，1 mg/ratの注入
後3日から6ヶ月にみられた．血中の白血球数および好中球数にMWCNTの影響は観察されなかっ
た．BALF中の総細胞数の増加がMWCNTの0.2および1 mg/ratの注入後3日にみられ，BALF中の好
中球数の増加がMWCNTの0.2 mg/ratの注入後3日，1 mg/ratの注入後3日および1ヶ月に認められた．
BALF中のヘムオキシゲナーゼ (HO-1) 濃度の上昇は両MWCNT群では注入後12ヶ月まで上昇は
みられなかった．組織中の好中球遊走因子 (CINC) に関して，CINC-1は0.2 mg/ratでは3日に一過
性，1 mg/ratでは3日から3ヶ月の持続的な発現が亢進した．CINC-2は1 mg/ratで1ヶ月，3ヶ月で発
現亢進した．肺組織のmRNAについては，CINC-1が1ヶ月，3ヶ月，CINC-3では1週間から3ヶ月ま
で発現が亢進した．肺の病理組織学的検査により細気管支・肺胞上皮細胞の増生，肺胞内の繊維
貪食マクロファージの増加と炎症細胞浸潤が認められた (図IV.12-IV.18)．注入後3日では，0.2
mg/ratで炎症細胞浸潤の程度が増し，好中球または好酸球の出現が目立ち，1 mg/ratではこれらは
さらに著明であった (図IV.12)．腫瘍発生や気腫性変化発現には24ヶ月まで明らかな変化はみられ
なかった (図IV.12-IV.18)．ポイントカウンティングによる炎症度評価では，0.2 mg/ratでは注入後1
ヶ月以降で減少傾向を示したが，1 mg/ratでは注入後12ヶ月まで対照群に比べ有意な炎症エリアの
増加を認めた．ポイントカウンティングによる線維化評価では，全観察期間を通じて肺胞道部，
胸膜部ともに有意な変化は認められなかった． 脳，小脳，鼻腔，精巣，肝臓，腎臓，脾臓の病理
組織学的検査ではMWCNTによる変化は認められなかった．注入後24ヶ月までの尿中8-ヒドロキシ
デオキシグアノシン (8-OH-dG) レベルにMWCNTによる変化は認められなかった．
以上の結果から，MWCNT は 0.2mg/rat では急性の一過性反応，1 mg/rat では好中球を中心とし
た炎症細胞浸潤を引き起こし，炎症能を有することが示唆された．
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図 IV.10

対照群

MWCNT の電子顕微鏡像

図 IV.11

MWCNT 0.2 mg/rat

図 IV.12 気管注入後 3 日

図 IV.13 気管注入後 1 週

図 IV.14 気管注入後 1 ヶ月
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MWCNT 暴露後の体重変化

MWCNT 1 mg/rat
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図 IV.15 気管注入後 3 ヶ月

図 IV.16 気管注入後 6 ヶ月

図 IV.17 気管注入後 12 ヶ月

図 IV.18 気管注入後 24 ヶ月
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5.2 MWCNT の吸入暴露試験 (産業医科大学)
重量濃度0.37  0.18 mg/m3 のMWCNT (N) を分散剤としてトリトンを用いて，8-10週齢の雄
Wistarラットに4週間 (1日6時間，週5日) 全身吸入暴露した (試験番号: #NN-03)．吸入暴露終了後
3日，1ヶ月，3ヶ月にラットを解剖した．各時点の解剖ラット数は対照群および暴露群ともに10
匹であり，各5匹については気管支肺胞洗浄液 ( BALF) と肺組織の採取用とし，残りの各5匹につ
いては蛋白，RNA抽出用とした．肺，肝臓，腎臓，脾臓，精巣，脳の重量測定及び病理組織学的
検査，肺についてはポイントカウンティング法による炎症性および線維性変化の検討，BALF中の
細胞数及び細胞画分測定，炎症・線維化関連遺伝子測定などを行った．
図IV.19にMWCNTの電子顕微鏡像を示した．ラットの体重にはトリトンおよびMWCNT暴露の
影響はみられなかった (図IV.20)．肺重量は暴露後3日に増加し，肝臓重量が暴露後1ヶ月で非暴露
群と比較して低下した．暴露後3日において，MWCNT群のヘムオキシゲナーゼ (HO-1) 遺伝子発
現は肺組織中で非暴露群に比べて増加し，BALF中のHO-1濃度が非暴露群およびトリトン群に比
べて上昇していた．肺の病理組織学的検査では，MWCNT暴露後に細気管支・肺胞上皮細胞の増
生，肺胞腔内の炎症細胞出現が散在性にみられた

(図IV.21-IV.23) が，注入試験と比べその程度

はごく軽度であり，ポイントカウンティングによる炎症度評価では，MWCNT暴露群で炎症度の
増加傾向はみられたものの，微細な変化であり，暴露後3ヶ月では非暴露群と比べ有意差はみられ
なかった．MWCNT暴露群で，3ヶ月後の1匹に細気管支上皮化生が認められた

(図IV.23) が，12

ヶ月後 ( 4匹) には認められなかった．線維性変化のポイントカウントの結果では，MWCNT群の
肺胞道部，胸膜部ともにMWCNT群と非暴露群の間に差はなかった． 大脳，小脳，鼻腔，精巣，
肝臓，腎臓，脾臓の病理組織学的検索では，MWCNT吸入による変化は認められなかった．暴露
後3ヶ月においてトリトン群で非暴露群に比べて尿中8-OH-dGレベルの上昇を認めたが，MWCNT
暴露群では尿中8-ヒドロキシデオキシグアノシン (8-OH-dG) レベルの変化は認められなかった．
以上より，本吸入暴露条件おけるMWCNTは，一過性に軽度な生体反応を引き起こすことが示さ
れた．

IV-75

IV. 有害性評価

図 IV.19 MWCNT の電子顕微鏡像

非暴露群

図 IV.20 MWCNT 暴露後の体重変化

トリトン暴露群

図 IV.21 吸入暴露後 3 日

図 IV.22 吸入暴露後 1 ヶ月

図 IV.23 吸入暴露後 3 ヶ月
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5.3 SWCNT の気管内注入試験 (産業医科大学)
0.1%のトリトンを含む蒸留水に懸濁したSWCNT (N) 0.2または0.4 mg/ratを8-10週齢の雄Wistar
ラットに単回気管内注入した (試験番号: #NN-14)．気管内注入後3日，1週，1ヶ月，3ヶ月および6
ヶ月にラットを解剖した．各時点の解剖ラット数は対照群および暴露群ともに10匹であり，各5
匹については気管支肺胞洗浄液 (BALF) と肺組織の採取し，残りの各5匹については蛋白，RNA
抽出のために用いた．肺，肝臓，腎臓，脾臓，精巣，脳の重量測定及び病理組織学的検査，肺に
ついてはポイントカウンティング法による炎症性および線維性変化の検討，BALF中の細胞数及び
細胞画分測定，炎症・線維化関連遺伝子測定などを行った．
図IV.24にSWCNTの電子顕微鏡像を示した．ラットの体重にはSWCNTの影響は認められなかっ
た (図IV.25)．肺重量の上昇が，SWCNTの0.2および0.4 mg/ratの注入後1週にみられた．血中の白
血球数および好中球数にはSWCNTによる一貫した影響は観察されなかった．BALF中の総細胞数
は，SWCNTの0.2 mg/ratの注入後1週，0.4 mg/ratの注入後1週および1ヶ月で上昇し，BALF中の好
中球数は，SWCNTの0.2 mg/ratの注入後6ヶ月まで，0.4 mg/ratの注入後12ヶ月まで上昇していた．
肺組織中のヘムオキシゲナーゼ (HO-1) 発現はSWCNTの0.4 mg/ratで注入後1週に増加し，BALF
中のOH-1濃度は0.2 mg/ratで注入後3日，3ヶ月および6ヶ月，0.4 mg/ratの注入後1週，1ヶ月および3
ヶ月で上昇していた．肺の病理組織学的検査の結果，肺胞内の繊維貪食マクロファージの出現と
細気管支・肺胞上皮細胞の増生が認められ，間質における炎症細胞出現が散見された (図
IV.26-IV.30)．注入後6ヶ月では，集簇したマクロファージ周囲の少量の細網線維増生も認められた
(図IV.30)．ポイントカウンティングによる炎症度評価では，注入後1ヶ月をピークとして対照群に
比べ有意な炎症エリアの増加を認めたが，注入後6ヶ月では減少傾向がみられた．また，注入後6
ヶ月で局所的な細網線維増生を認めたものの，ワンギーソン染色によるポイントカウンティング
法エリア評価では，線維性変化として肺胞道部，胸膜部ともに対照群に比べ観察期間内で有意な
差はみられなかった．脳，小脳，鼻腔，精巣，肝臓，腎臓，脾臓の病理組織学的検査ではSWCNT
による有意な病理所見は認められなかった．尿中8-ヒドロキシデオキシグアノシン (8-OH-dG) レ
ベルは，0.2 mg/ratの注入後3日に増加がみられたが，0.4 mg/ratでは変化は認められなかった．
以上ように，SWCNTを単回気管内注入したところ，好中球を中心とした炎症反応が認められ，
SWCNTは炎症能を有することが示唆された．
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図 IV.24 SWCNT の電子顕微鏡像

対照群

図 IV.25 SWCNT 暴露後の体重変化

SWCNT 0.2 mg/rat

図 IV.26 気管注入後 3 日

図 IV.27 気管注入後 1 週
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図 IV.28 気管注入後 1 ヶ月

図 IV.29 気管注入後 3 ヶ月

図 IV.30 気管注入後 6 ヶ月
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5.4 SWCNT の吸入暴露試験 (産業医科大学)
粒子重量濃度0.03  0.003 mg/m3または0.13  0.03 mg/m3 (個数濃度はそれぞれ，(5.0  0.7) x 104
particles/cm3および(6.6  2.1) x 104 particles/cm3) のSWCNT (A)を分散剤としてTweenを用いて，8-10
週齢の雄Wistarラットに4週間 (1日6時間，週5日) 全身吸入暴露した (試験番号: #NN-09)．陰性対
照群としてTween (0.38  0.06 mg/m3) を同様に吸入暴露した．吸入暴露終了後3日，1ヶ月，3ヶ月
にラットを解剖した．各時点の解剖ラット数は対照群および暴露群ともに10匹であり，各5匹につ
いては気管支肺胞洗浄液 (BALF) と肺組織の採取用とし，残りの各5匹については蛋白，RNA抽
出用とした．肺，肝臓，腎臓，脾臓，精巣，脳の重量測定及び病理組織学的検査，肺については
ポイントカウンティング法による炎症性および線維性変化の検討，BALF中の細胞数及び細胞画分
測定，炎症・線維化関連遺伝子測定などを行った．
図IV.31にSWCNTの電子顕微鏡像を示した．吸入暴露後のラットの体重変化 (図IV.32) および肺
重量にはSWCNT暴露の影響は観察されなかった．BALF中の総細胞数および好中球数にはSWCNT
暴露の影響はみられなかった．肺組織中およびBALF中のヘムオキシゲナーゼ (HO-1) 遺伝子発現
にはSWCNT暴露による変化は観察されなかった．肺の病理組織学的検査により，SWCNT吸入後3
日にマクロファージの浸潤とその周囲を中心とした極めて軽微な線維増生と上皮増生等が観察さ
れ，吸入後1ヶ月から3ヶ月には一部のラットで微細な炎症細胞の出現を認めるのみであり，細気
管支・肺胞上皮の増生，線維化，細網線維の増生などはいずれのSWCNT暴露群においても認めら
れなかった (図IV.33-IV.35)．ポイントカウンティング法による炎症エリアの評価および線維化度
の評価では，SWCNT暴露群とTween暴露群との簡に差は認められなかった．脳，小脳，鼻腔，精
巣，肝臓，腎臓，脾臓の病理組織学的検索では吸入暴露後3ヶ月では異常は認められなかった．暴
露後3ヶ月まで尿中8-ヒドロキシデオキシグアノシン (8-OH-dG) レベルの変化はみられなかった．
以上のことから，SWCNT の 4 週間吸入暴露試験では，著明な炎症反応は認められず，本条件
下において SWCNT は炎症能が低いことが示唆された．
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図 IV.31 SWCNT の電子顕微鏡像

対照群

図 IV.32 SWCNT 暴露後の体重変化

SWCNT 0.03 mg/m3

図 IV.33 吸入暴露後 3 日

図 IV.34 吸入暴露後 1 ヶ月

図 IV.35 吸入暴露後 3 ヶ月
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5.5 長繊維 MWCNT の気管内注入試験 (産業医科大学)
長繊維MWCNT (N) を0.1%のトリトンを含む蒸留水に懸濁し，0.2または0.6 mg/ratを8-10週齢の
雄Wistarラットに単回気管内注入した (試験番号: #NN-19)．注入後3日，1週，1ヶ月および3ヶ月に
ラットを解剖した．各時点の解剖ラット数は対照群および暴露群ともに10匹であり，各5匹につい
ては気管支肺胞洗浄液 (BALF) と肺組織の採取用とし，残りの各5匹については蛋白，RNA抽出
用とした．肺，肝臓，腎臓，脾臓，精巣，脳の重量測定および病理組織学的検査，肺については
ポイントカウンティング法による炎症性および線維性変化の検討，BALF中の細胞数及び細胞画分
測定，炎症・線維化関連遺伝子測定などを行った．
図IV.36に長繊維MWCNTの電子顕微鏡像を示した．ラット体重に暴露の影響はみられなかった
(図IV.37)．肺重量の上昇が，0.2 mg/ratの注入後3日，0.6 mg/ratの注入後1週および3ヶ月でみられた．
血液中の白血球数にはMWCNTの影響は認められなかったが，血液中好中球数の増加が0.6mg/rat
の注入後3日に認められた．BALF中の総細胞数は0.6 mg/rat で注入後3日に増加し，BALF中の好
中球数についてはMWCNTの両群で注入後3日に増加し，1週間から3ヶ月でも軽度の増加がみられ
た．ヘムオキシゲナーゼ (HO-1) の発現に関しては，BALF中ではMWCNTの両群で注入後3日に
上昇がみられ，肺組織では0.6 mg/ratで注入後1週に上昇が認められた．肺の病理組織学的検査では，
0.2および0.6 mg/ratともに細気管支・肺胞上皮細胞の増生，肺胞内の繊維貪食マクロファージの増
加と炎症細胞浸潤が認められ (図IV.38-IV.40) ，注入後1週の0.6 mg/ratでは肺胞壁の軽度の線維化
を伴った細気管支・肺胞上皮細胞の増生が観察された (図IV.39)．腫瘍発生や気腫性変化は認めら
れなかった．ポイントカウンティングによる炎症度評価では，注入後3日をピークに，1週間で減
少傾向を示したが，MWCNTの両群ともに対照群に比べ有意な炎症エリアの増加がみられた．ポ
イントカウンティングによる線維化評価では，全観察期間を通じて肺胞道部，胸膜部ともに
MWCNTによる影響は認められなかった．大脳，小脳，鼻腔，精巣，肝臓，腎臓，脾臓にはMWCNT
による病理組織学的変化は認められなかった．MWCNT注入後1 週まで，尿中8-ヒドロキシデオキ
シグアノシン (8-OH-dG) レベルに有意な変化は認められなかった．
以上より，本気管内注入試験では長繊維 MWCNT による急性炎症が認められた．
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図 IV.36 長繊維 MWCNT の電子顕微鏡像

対照群

図 IV.37 長繊維 MWCNT 暴露後の体重変化

長繊維 MWCNT0.2 mg/rat

図 IV.38 気管注入後 3 日

図 IV.39 気管注入後 1 週

図 IV.40 気管注入後 1 ヶ月
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5.6 長繊維 SWCNT の吸入暴露試験 (産業医科大学)
粒子重量濃度0.08  0.014 mg/m3または0.40  0.11 mg/m3(個数濃度はそれぞれ，(7.2  1.0) x 104
particles/cm3および(6.3  1.4) x 104 particles/cm3) のSWCNT (N) を分散剤としてトリトンを用いて，
8-10週齢の雄Wistarラットに4週間 (1日6時間，週5日) 全身吸入暴露した (試験番号: #NN-20)．陰
性対照群としてトリトン (1.0  0.4 mg/m3) を同様に吸入暴露した．吸入暴露終了後3日および1ヶ
月にラットを解剖した．各時点の解剖ラット数は対照群および暴露群ともに10匹であり，各5匹に
ついては気管支肺胞洗浄液 (BALF) と肺組織の採取用とし，残りの各5匹については蛋白，RNA
抽出用とした．肺，肝臓，腎臓，脾臓，精巣，脳の重量測定および病理組織学的検査，肺につい
てはポイントカウンティング法による炎症性および線維性変化の検討，BALF中の細胞数及び細胞
画分測定，炎症・線維化関連遺伝子測定などを行った．
図IV.41に長繊維SWCNTの電子顕微鏡像を示した．肺，肝臓，腎臓，脾臓，精巣および脳の重量
は0.08および0.40 mg/m3暴露群ともにトリトン暴露群と比較して差を認めなかった．SWCNT暴露
両群のBALF中の総細胞数および好中球数はトリトン暴露群と同様であった．ヘムオキシゲナーゼ
( (HO-1) 遺伝子発現にSWCNT暴露の影響はみられなかった．図IV.43およびIV.44に暴露後3日およ
び12ヶ月の肺の病理理組織学的所見を示した．暴露後3日の肺の病理組織学的組織検査では，
SWCNT暴露群において吸入繊維を貪食したマクロファージを肺胞腔内に散見される所見を認め
るのみで，炎症細胞浸潤や線維増生はトリトン暴露群と同様にほとんど認められなかった ( (図
IV.43)．ポイントカウンティング法による炎症エリアの評価及び線維化度の評価では，SWCNT暴
露群とトリトン暴露群とを比較して炎症と線維化を含め有意な差異は認められなかった．SWCNT
吸入暴露後3日の脳，小脳，鼻腔，精巣，肝臓，腎臓および脾臓の病理組織学的検査では異常は認
められなかった．尿中8-ヒドロキシデオキシグアノシン (8-OH-dG) レベルにSWCNTによる有意
な変化は認められなかった．
以上より，本吸入暴露条件おける SWCNT は，一過性に軽度な生体反応を引き起こすが，慢
性期の炎症，線維化の評価などの有害性評価には更なる検討が必要である．
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図 IV.41 長繊維 SWCNT の電子顕微鏡像

対照群

図 IV.42 長繊維 SWCNT 暴露後の体重変化

長繊維 SWCNT 0.03 mg/m3

図 IV.43 吸入暴露後 3 日

図 IV.44 吸入暴露後 1 ヶ月
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5.7 SWCNT ラット気管内投与試験 (単回投与)
SWCNT (A)の 0, 0.2, 2.0 mg/kg をリン酸緩衝液で調製した 1% Tween 80 溶液に懸濁して，SD 雄
ラット(Crl:CD(SD))の気管内に単回投与した (試験番号: #NN-05-1)．投与後，3 日，1，4，13 週後
に動物を解剖して，気管支肺胞洗浄液(broncho-alveolar lavage fluid, BALF)を回収し，細胞数と細
胞分画を計測するとともに，上清中のタンパク，乳酸脱水素酵素 (Lactate dehydrogenase, LDH) ，
各種サイトカイン (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-γ, TNF-α) を測定した．また
肺の重量を測定するとともに肺，肝臓，腎臓，大脳，脾臓についてはホルマリン固定ののちにパ
ラフィン包埋後に薄切し，ヘマトキシリン・エオジン染色ののちに光学顕微鏡下で病理組織学的
検査を行った．つぎに第 2 の実験として，SWCNT (A) の 0, 0.04, 0.2, 1.0 mg/kg を気管内に単回投
与して，投与後，3 日，1，4，13，26 週後に解剖し同様に検査を行った (試験番号: #NN-05-2)．
そして比較対照のために MWCNT (M) の 0, 0.04, 0.2, 1.0 mg/kg を同様に投与した (試験番号:
#NN-06)．なお最初の試験と追加試験のいずれにおいても陽性対照としてミクロンサイズの結晶
性シリカの 5 mg/kg を気管内に単回投与した．
最初に行った試験では 0.2, 2.0 mg/kg のいずれにおいても BALF 中の細胞数の増加 (図 IV.46) ，
タンパクの増加 (図 IV.49) ，LDH の上昇，IL-1β の上昇 (図 IV.47) が投与後 13 週まで観察され
た．肺の病理組織学的検査では 0.2, 2.0 mg/kg ともに肺胞マクロファージの集簇，好中球を主体と
した炎症細胞浸潤が投与後 13 週まで観察された (図 IV.53)．2 つめ試験では 0.2, 1.0 mg/kg 投与群
で BALF 中の細胞数の増加，タンパクの増加 (図 IV.50) ，LDH の上昇 ( 図 IV.51) ，IL-1β の上
昇 (図 IV.48) ，肺胞マクロファージの集積，好中球を主体とした炎症細胞浸潤が 26 週後まで認
められた

(図 IV.54)．0.04 mg/kg ではいずれの検査時点においても肺に対する影響はみられなか

った．MWCNT 投与群の肺においても肺胞マクロファージの集積，炎症細胞浸潤がみられたが，
その程度は SWCNT よりも軽度で，投与後 4 週以降には回復傾向がうかがわれた．結晶性シリカ
投与群では投与後 26 週で肺に対する影響が最も著明であった．なお，SWCNT 投与群および結晶
性シリカ投与群のいずれにおいても，肝臓，腎臓，大脳，脾臓には変化はみられなかった．

IV-86

IV. 有害性評価

図 IV.45

図 IV.46

図 IV.47
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図 IV.50
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図 IV.51

図 IV.52
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5.8 SWCNT ラット気管内投与試験 (反復投与)
SWCNT (A) の 0, 0.04, 0.2 mg/kg をリン酸緩衝液で調製した 1% Tween 80 溶液に懸濁して，SD
雄ラット(Crl:CD(SD)) の気管内に反復 (間歇) 投与した (試験番号: #NN-08)．投与間隔は 1 週間
に 1 回の頻度で計 5 回投与した．最終投与終了後，1，4，13 週後に動物を解剖して，気管支肺胞
洗浄液(broncho-alveolar lavage fluid, BALF) を回収し，細胞数と細胞分画を計測するとともに，上
清中のタンパク，乳酸脱水素酵素 (Lactate dehydrogenase, LDH) ，各種サイトカイン (IL-1α, IL-1β,
IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-γ, TNF-α) を測定した．また肺の重量を測定するとともに肺，
肝臓，腎臓，大脳，脾臓についてはホルマリン固定ののちにパラフィン包埋後に薄切し，ヘマト
キシリン・エオジン染色ののちに光学顕微鏡下で病理組織学的検査を行った．なお陽性対照とし
てミクロンサイズの結晶性シリカの 5 mg/kg を気管内に単回投与した．
SWCNT ならびに結晶性シリカ投与群のいずれにおいても体重 (図 IV.55) や摂餌量に影響はみ
られなかった．BALF 検査では SWCNT の 0.04, 0.2 mg/kg 投与群のいずれも白血球数の増加 (図
IV.56) ，好中球比率の増加 (図 IV.57) ，タンパクの増加 (図 IV.59) ，LDH の上昇 (図 IV.60) ，IL-1β
の上昇 (図 IV.61) が投与後 13 週まで観察された．
また 0.2 mg/kg 投与群では肺重量増加 (図 IV.62)
が投与後 13 週間まで観察された．肺の病理組織学的検査では 0.04mg/kg 投与群で肺胞マクロファ
ージの集簇，肺胞上皮・細気管支上皮の肥厚，0.2 mg/kg 投与群で肺胞マクロファージの集簇，泡
沫化したマクロファージの出現，好中球を主体とした炎症性細胞浸潤，肉芽などが観察された (図
IV.63)．結晶性シリカ投与群では BALF 中の白血球数増加，タンパク含量増加，LDH 上昇，IL-1β
上昇は 13 週時点で顕著であり，肺の病理組織学的検査においても週を経るにつれて炎症反応は顕
著となった．肝臓，腎臓，大脳，脾臓についてはいずれの群においても変化はなかった．
先に行った SWCNT の単回気管内投与試験の成績と今回の反復気管内投与試験を比較する場合，
累積投与量としての 0.2 mg/kg (0.04 mg/kg×5 回) ，1.0 mg/kg (0.2 mg/kg×5 回) はいずれも単回投
与での 0.2 mg/kg，1.0 mg/kg の影響にほぼ相当すると考えられた．
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5.9 各種 CNT ラット気管内投与試験 (1)
SWCNT (C)，DWCNT (T)，MWCNT (S)を SD 雄ラット(Crl:CD(SD)) の気管内に単回投与した (試
験番号: #NN-10, #NN-11, #NN-12, #NN-13)．SWCNT (C)はリン酸緩衝液で調製した 1% Tween 80
溶液に懸濁して 0.2, 1.0 mg/kg を投与，DWCNT (T) は 0.3%CMC-Na に懸濁して 0.2, 1.0 mg/kg を
投与，MWCNT (S) は 0.3%CMC-Na に懸濁して 1.0 mg/kg を投与した．投与後，3 日，1，4，13
週後に動物を解剖して，気管支肺胞洗浄液 (broncho-alveolar lavage fluid, BALF) を回収し，細胞
数と細胞分画を計測するとともに，上清中のタンパク，乳酸脱水素酵素 (Lactate dehydrogenase,
LDH) ，各種サイトカイン (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-γ, TNF-α) を測定し
た．また肺の重量を測定するとともに肺，肝臓，腎臓，大脳，脾臓についてはホルマリン固定の
のちにパラフィン包埋後に薄切し，ヘマトキシリン・エオジン染色ののちに光学顕微鏡下で病理
組織学的検査を行った．なお陽性対照としてミクロンサイズの結晶性シリカの 5 mg/kg を気管内
に単回投与した．
SWCNT (C) の 0.2 mg/kg では肺に対する影響は軽微であった．SWCNT (C) の 1.0 mg/kg で BALF
中の白血球数の増加 (図 IV.65) ，タンパクの増加 (図 IV.68)，LDH の上昇 (図 IV.69) ，IL-1β (図
IV.70) の上昇が投与後 13 週まで観察された．肺の病理組織学的検査では 1.0 mg/kg で肺胞マクロ
ファージの集簇，好中球を主体とした炎症細胞浸潤が投与後 4 週まで観察され，その後は回復傾
向がうかがわれた (図 IV.72)．DWCNT (T) は 2 種類について検討したため，便宜上 T1, T2 として
結果を示す．T1 と T2 を比較した場合，BALF 検査の各項目ならびに肺の病理組織学的検査のい
ずれにおいても T1 のほうが影響はわずかに強い傾向がみられた (図 IV.72)．すなわち，T1 では
0.2 mg/kg から BALF 中の細胞数の増加 (図 IV.65) ，タンパクの増加 (図 IV.68) ，LDH の上昇 (図
IV.69) がみられ，一方，T2 では主として 1.0 mg/kg でこれらの検査項目が変動した．なお肺の病
理組織学的検査では T1, T2 ともに肺胞マクロファージの集簇，好中球を主体とした炎症細胞浸潤
などが認められたが，いずれも 0.2 mg/kg では投与後 4 週には炎症反応はほぼ消失した (図 IV.72)．
MWCNT (S) の 1.0 mg/kg は BALF 検査項目の変動はわずかであり，肺の病理組織学的検査におい
ても炎症反応は他の CNT よりも弱く，投与後 4 週時点には炎症反応は消失した．CNT 投与群お
よび結晶性シリカ投与群のいずれにおいても，肝臓，腎臓，大脳，脾臓には変化はみられなかっ
た．
今回検討した 3 種類の CNT の肺に対する影響を比較する場合，SWCNT (C) と DWCNT (T) はほ
ぼ同程度であり，MWCNT (S) が最も弱かった．そして MWCNT (S) の 1.0 mg/kg では投与後 13
週にはほぼ完全に回復していたが，SWCNT (C) と DWCNT (T) では 13 週後にも炎症反応がみられ
た．
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図 IV.64

図 IV.65

図 IV.66

図 IV.67
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図 IV.70
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図 IV.71
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5.10 各種 SWCNT ラット気管内投与試験 (2)
3 種類の SWCNT (A, Mj, N)を SD 雄ラット(Crl:CD(SD)) の気管内に単回投与した (試験番号:
#NN-15, #NN-16, #NN-17)．投与後，3 日，1，4 週後に動物を解剖して，気管支肺胞洗浄液
(broncho-alveolar lavage fluid, BALF) を回収し，細胞数と細胞分画を計測するとともに，上清中の
タンパク，乳酸脱水素酵素 (Lactate dehydrogenase, LDH) ，各種サイトカイン (IL-1α, IL-1β, IL-2,
IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-γ, TNF-α) を測定した．また肺の重量を測定するとともに肺，肝臓，
腎臓，大脳，脾臓についてはホルマリン固定ののちにパラフィン包埋後に薄切し，ヘマトキシリ
ン・エオジン染色ののちに光学顕微鏡下で病理組織学的検査を行った．
投与のための媒体は以下の 3 種類である (試験群構成の表を参照)．
i) 0.2%デオキシコール酸 (DCA)：A を調製し，0.2, 1.0 mg/kg を投与 (10，11 群)
ii) 0.2%DCA で分散したのちにリン酸緩衝液で調製した 1% Tween 80 溶液を添加 (DCA/Tween と
略) ：A, Mj, N を調製し，A と Mj は 0.2, 1.0 mg/kg を投与 (A：2，3 群，Mj：6，7，12 群) ，
N は 0.2 mg/kg を投与 (9，13 群)
iii) リン酸緩衝液で調製した 1% Tween 80 溶液：A を調製し，0.2, 1.0 mg/kg を投与 (4，5 群)
なお媒体としての有用性を確認するために DNA-Na の 0.1％，1.0％溶液を気管内に単回投与して，
投与後 3 週時点で肺に対する影響を観察した (14，15 群)．陰性対照群として，リン酸緩衝液で調
製した 1% Tween 80 溶液 (1 群) ，0.2%DCA 溶液 (9 群) を設けた．
試験群構成と死亡状況を表に示す (表 IV.21)．0.2%DCA 投与群では 15 例中 8 例が，また
0.2%DCA で調製した SWCNT (A) の 0.2 mg/kg, 1.0 mg/kg ではそれぞれ 15 例中 13 例，6 例中 6 例
が投与直後に死亡した．DCA を投与された生存例の肺において強い刺激性と炎症反応が観察され
たことから (図 IV.83) ，肺に対する刺激性・炎症が死亡原因と推察された．DCA を気管内投与試
験で媒体として用いることは不適切であることが確認された．0.2%DCA で調製した SWCNT (A)
の 0.2 mg/kg 投与群の生存例は 2 例で，投与後 1，4 週で各 1 例の検査を行ったが，これらは参考
データとした．他の投与群では死亡はみられなかった．
SWCNT (A)は 0.2%DCA，1% Tween 80，DCA/Tween で調製したが，BALF 中の白血球数増加 (図
IV.75) ，タンパク増加 (図 IV.77) などは 1% Tween 80 で調製した場合に高値を示したが，肺の病
理組織学的検査では DCA/Tween で調製した場合に炎症などの影響が大きかった (図 IV.85, IV.86)．
DCA/Tween で調製した 3 種類の SWCNT の肺に対する影響を比較すると，
影響が強い順に A, N, Mj
の順であったが，投与後 4 週までの観察で判断することは不適切であり，少なくとも投与後 3 カ
月までの観察が必要である．DCA/Tween で調製した SWCNT (Mj) の 1.0 mg/kg の場合，投与後 4
週で肉芽組織が観察されているが (図 IV.87) ，これがその後にどのように進展あるいは消失する
かを確認する必要がある．
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表 IV.21

試験群構成と死亡状況
群

検体

分散剤

mg//kg

動物数

死亡数

Tween 80

－

15

0

1

1% Tween 80

2

SWCNT1)

A

DCA/Tween 80

0.2

15

0

3

SWCNT1)

A

DCA/Tween 80

1.0

18

0

4

SWCNT2)

A

Tween 80

0.2

15

0

5

SWCNT2)

A

Tween 80

1.0

18

0

6

SWCNT

Mj

DCA/Tween 80

0.2

15

0

7

SWCNT

Mj

DCA/Tween 80

1.0

18

0

8

0.2% DCA

DCA

－

15

8

9

SWCNT

10

N

DCA/Tween 80

0.2

18

0

3)

A

DCA

0.2

15

13

3)

SWCNT

11

SWCNT

A

DCA

1.0

6

6

12

SWCNT

Mj

DCA/Tween 80

0.2

15

0

13

SWCNT

N

DCA/Tween 80

0.2

18

0

14

0.1% DNA-Na

DNA-Na

－

6

0

15

1% DNA-Na

DNA-Na

－

6

0

1) ミニミキサー攪拌後の上澄み，2)超音波処理，3) ミニミキサー攪拌後の沈殿
DCA: Deoxycholic Acid, DNA-Na: Sodium Deoxyribonucleic Acid
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図 IV.76
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第V章

作業環境における許容暴露濃度 (時限) の算出

1. 動物試験結果からヒト影響への外挿
1.1 期間拡張
第 IV 章 4 節で述べた通り，分散状態でのナノ粒子エアロゾルを連続的に送ることが難しかっ
たことと，プロジェクト期間中に 4～5 種のナノ材料について吸入暴露試験を行うことが重要だと
判断したため，我々の吸入暴露試験の暴露期間は 4 週間として，その後に 3 ヶ月間の観察期間を
設けた．暴露期間の長さだけから言えば，これは亜急性試験となる．そこで，少なくとも亜慢性
に相当する期間の影響を見極めること，さらに，できれば慢性影響 (生涯) についても情報を得
る目的で気管内投与試験を平行して行い，投与後 2 年までの BALF 中の細胞組成やバイオマーカ
ーの計測，病理組織学的診断を行った (第 IV 章 5 節参照) ．
合わせて，可能な限り肺保持量の計測を行ない，クリアランス速度を求めた．この計測と計算
を基に，3 ヶ月の吸入暴露を実施した場合のナノ粒子の肺保持量を計算し，気管内投与試験の投
与量がその値より大きくなるように設定した．このようにして行った気管内投与試験で 3 ヶ月か
6 ヶ月後の BALF の検査や病理組織学的診断結果が 4 週の吸入暴露試験結果と変わらなければ，4
週間の試験で得られた NOAEL は亜慢性試験で得られた NOAEL と見なせると判断した．生体組
織内で溶解する物質については，こういう方法は使えないが，ナノ粒子は肺内に長期に残留する
から有害影響を及ぼすと考えられており，そのことを考えればこのような検証方法が可能である．
したがって，NEDO プロジェクトの 4 週吸入暴露試験は，3 ヶ月から 2 年間の気管内投与試験を
随伴することで，少なくとも 13 週 (90 日) 暴露の亜慢性試験に相当する結果を得ることができる
とした．本プロジェクトでの 4 週間吸入暴露試験で得られた NOAEL をこのような方法で亜慢性
相当とした．期間補正過程について，不確実性係数 2 を適用した．不確実性係数一般については，
次項で述べる．
本プロジェクトで得られた 4 週吸入暴露試験での NOAEL 値は，MWCNT (N) の場合に 0.37
mg/m3，SWCNT (A) の場合に 0.13 mg/m3 となった．SWCNT (N) の場合はまだ試験中である．個
別の実験条件と結果については巻末にまとめた．
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気管内投与試験を平行して行い，肺保持量を考慮して亜慢性相当の NOAEL を求める方法を
MWCNT (N) の例で説明する．
MWCNT (N) の場合，0.37 mg/m3，4 週吸入暴露試験ではラットに悪い影響は見られなかった．
つまり，この条件での NOAEL であった．クリアランス速度 0 (仮定)，沈着率 0.1 (仮定) として計
算しても，１ヶ月後の肺保持量 0.17 mg/rat-bw-kg，3 ヶ月では 0.51 mg/kg である．他方，気管内
投与試験での投与量は 0.67 mg/kg である．肺保持量 0.67 mg/kg の気管内投与で影響がないこと，
90 日吸入暴露試験を行ったとした時の肺保持量が 0.51 mg/kg 以下であると推定できることを考え
ると，0.37 mg/m3 で 90 日吸入暴露試験を行っても無影響と判断できる．ここでは，沈着率 0.1，
クリアランス速度 0 と仮定して計算したが，MWCNT (N) の場合には，現実に沈着率とクリアラ
ンス速度を測定しているので，その値を使うと，90 日暴露後の肺保持量は 0.62 mg/kg となり，前
の計算値に近い値になる．一般的には，個別の沈着率やクリアランス速度の値は得られないので，
沈着率 0.1，クリアランス速度 0 の値を仮定して計算している．

1.2 ヒトへの外挿の際の metrics
1.2.1 用量の metrics
暴露用量の metrics については，質量 (重量)，表面積，個数などの選択肢がある．PSLT 粒子の
場合，表面積負荷で表すと，材料の種類によらず一本の用量反応関係で整理できるとする主張が
あり (Oberdörster et al. 2005)，NIOSH (2005) ではその仮定の下で解析を行い，TiO2 ナノ粒子に対
してサブミクロンサイズ粒子に比べ重量当たりに換算すれば 15 倍厳しい作業環境勧告暴露限界
値を提案した (2011 年，NIOSH はこれらの値を修正したが，そこではナノ粒子に対する値はサブ
ミクロンサイズ粒子に比べて 8 倍厳しい値となっている)．
粒子の生体影響がその一次粒子のサイズまたは BET 比表面積に影響を受け，比表面積が大きけ
れば質量当たりの生体影響が大きいという一般的な傾向は見られるが，表面積負荷に比例すると
いう関係は厳密には立証されていない．そこで，プロジェクトでは比表面積や個数との関係は別
途検討することにして，もし，こういう一般的な傾向がある場合には，それを補正することも考
慮することにして，最初の段階として用量を質量で評価することにした．比表面積や個数などの
値は，必ずしも記載されていないが，質量は必ず記載されていることも，質量を選択した理由の
一つである．
用量を計算する時点で粒子のサイズは考慮していないが，気中粒子を吸入する際の沈着率につ
いては粒子サイズの違いを考慮している．但し，この場合に考慮されているのは二次粒子のサイ
ズである．
どういう値が等しければ，ラットとヒトとの生体影響が等しいかについてここでは考える．通
常の化学物質の場合は，経口投与であれば，体重当たりの質量用量が等しければ影響は等しいと
するし，吸入暴露であれば，気体濃度が等しければ影響は等しい，または，肺胞表面積当たりの
時間当たりの吸入量が等しければ影響も等しいとする．また，残留性の有機物の場合には，体内
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負荷量を尺度にすることもある．では，不溶性のナノ粒子の場合にはどの metrics が適切だろう
か？
不溶性で残留すること自体が炎症の原因であるので，肺保持量はひとつの尺度になりうる．こ
のプロジェクトの中でも，ラット内での比較には肺保持量を用いた．第 IV 章 3.1 で述べた方法は
その原理に基づくものである．しかし，ラットからヒトへの外挿に対して，肺保持量が同じなら
同じ影響があるとすることには大きな問題がある．ラットについて起きる様々な生体影響が肺に
おける overload に起因するとされていて，オーバーロードはラットではマウス，ハムスターに比
べて起こりやすく，ハムスターでは起こりにくいこと，ラットではマウス，ハムスターに比べて
炎症の程度は重く，持続的な肺の炎症を引き起こす (ILSI 2000; Bermudez et al. 2002) ことはよく
知られている．また，鉱山労働者でのコホート研究において，非常に高い PSPs (難溶性粒子) の
肺負荷がみられているが，顕著な好中球性炎症やこれに伴う細胞増殖は認められず，がんの発生
率の上昇を示す確実な証拠は示されていない (ILSI 2000; Hext et al. 2005; Baan et al. 2006) と報告
されている．ラットからヒトへの外挿のための metrics として肺保持量 (肺胞表面積で正規化され
た) を用いることは，ヒトは肺胞表面積当たりの粒子の許容量がラットと同じであるということ
と同義であるので，この metrics を用いることはこれまで蓄積されてきた知見からかけ離れている．
そこで，本プロジェクトでは，従来の吸入暴露試験の場合に倣って，肺胞表面積当たりの粒子
の沈着速度を metrics とした，つまり，この値が等しければラットとヒトで同じ生体影響が現れる
とした．そして，それぞれの生涯年数で正規化した暴露期間が，試験動物とヒトで同程度になる
ような期間を評価対象にした．これは，気体などの場合に，種間外挿の際の metrics として気中濃
度を用いること，さらにはヒトの一生をラットの一生に置き換えて考えることと，概念としては
近い．しかし，TK (トキシコキネティックス) に関する不確実性はあるので，その不確実性係数
の 3 を導入した．
1.2.2 演算
＜作業環境の場合＞
その際，NOAELH は式 (1) で求めることができる．R と H は，それぞれラットとヒトを表す添え
字である．

NOAELH  NOAELR 

(t R  dayR )  (QR  DFR ) / SAR
1

(t H  dayH )  (QH  DFH ) / SAH UF

(1)

ここで，NOAELR は吸入暴露試験で，無毒性量 (NOAEL) と判断された CNT の気中濃度[mg/m3]，
NOAELH は，ヒトの作業環境での無毒性気中濃度である．ｔは 1 日の暴露時間 (分)

[min/day],

day は週内暴露日数 (day) ，Q は分当たりの呼吸量 (m3/min) ，DF はナノ材料の肺への沈着率 [-]，
SA は肺胞表面積である．
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QH はヒトの軽作業時の呼吸量を想定し，0.025 m3/min とした (ICRP 1994)．また，ラットの呼
吸量には，Bide et al. (2000) が実験的に求めた (2) 式にラットの体重 0.3 kg を入れて計算した値
0.189×10-3 [m3/min]を用いた．
Q [l/min]= 0.499 × BW[kg] 0.809

(2)

CNT の粒子沈着率 (DF) に関する報告は，NEDO プロジェクトで行われたラットの MWCNT
(N) 吸入暴露試験と気管内投与試験の，独立に実施した二つの試験で，0.15 という結果を得てい
る．この報告以外には実測値の報告はない．ヒトについてのデータはないので，MPPD モデルを
用いて計算し，ラットとヒトの値を比較したところ，ややヒトの値が大きいかと思えるが，大き
な差はないので，ここでは，DFR＝DFH とした．
式(1)では肺胞表面積 (SA) が用いられているが，肺胞表面積は種々の報文で報告されておらず，
また，データブックなどでの掲載値に非常に開きがあるので，肺胞表面積の値は使いにくいとい
う事情がある．しかるに，体重と平行して動くという一般的な性質があることと，どの報文でも
体重は記載されていることから，肺胞表面積の代わりに体重を用いることにした．因みに，EPA
(2004) によれば，ヒトでは体重 73 kg，肺胞表面積 57.22 m2，ラットでは体重 0.33 kg，肺胞表面
積 0.2973 m2 であり，体重比 221，肺胞表面積比 192 であるので，ほぼ等しいとしていいと考えた．
また，体重への変換は NOAELH に厳しめの値を取らせること，つまり安全側評価に働くことも考
慮した．1.2.1 で述べた通り，この過程で TK に関する不確実性係数として 3 を採用した．やや変
則的な書き方だが、NOAELR には亜急性から亜慢性への期間補正の不確実性係数に 2 が入ってい
るので、この式に入れる UF の値は 3 であるが、全体としては 6 となっている．不確実性係数の
意味については次項で述べる．
式(3)を用いて NOAELH を算出した．

NOAELH  NOAELR 

t R  dayR QR DFR BWH １




t H  dayH QH DFH BWR UF

(3)

NOAELR：SWCNT (A) については 0.065 mg/m3，MWCNT (N) については 0.185 mg/m3．SWCNT
(N) の完全な解析は終わっていないが，0.20 mg/m3 が妥当である可能性が高い．
以上から，SWCNT (A) の NOAELH は 0.03 [mg/m3]と計算された．

NOAEL H [ mg/m 3 ]
1
6  7 5 [ min day ] 0.189  10  3 [ m 3 min ] 73[ kg ] 1
 0.13  [ mg/m 3 ] 



2
8  7 5 [ min day ]
25  10  3 [ m 3 min ]
0.3[ kg ] 3
 0.029[ mg/m 3 ]

＝0.03[ mg/m 3 ]

MWCNT (N) の場合には 0.08 [mg/m3]，SWCNT (A) の場合には 0.03[mg/m3]が作業環境におけ
る許容暴露濃度である．中間報告版では，MWCNT (N) に対して 0.21 を提案していたが，その約
1/3 である．
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表 V.1 試験動物のデータからヒトへの外挿結果
NOAELR
ラット無毒性
量（実験値）

(mg/m3)
0.13
0.37
0.40 (?)
0.13
0.37

SWCNT (A)
MWCNT (N)
SWCNT (N)
SWCNT (A)
MWCNT (N)

NOAELR
UF

（期間拡張後）

(mg/m3)
0.065
0.185
－
0.065
0.185

2
2
2
2

NOAELH
UF

ヒト無毒性量

3
3
－
30
30

(mg/m3)
0.03
0.08
－
0.002
0.006

作業環境
作業環境
データ取得中
一般環境
一般環境

これを基に作業環境における許容暴露濃度として，SWCNT については 0.03 mg/m3，MWCNT
として 0.08 mg/m3 を我々は提案する．
＜一般環境の場合＞
一般環境の場合の数値も示した．呼吸量，暴露時間，不確実性係数の値が作業環境の場合の値と
は異なる．
1.2.3 不確実性係数の値の検討

1.2.1 と 1.2.2 で述べた如く，肺に長く残留することの影響の種間の違いがどう現れるかは今の
段階で分からないので，我々はここに，種間外挿の際の TK に関するデフォルトとして設定され
ている不確実性係数の 3 を導入した．中間報告版では，この段階での不確実性係数は見込んでい
なかった．
これまで，MWCNT について作業環境許容暴露濃度を発表しているのは，Pauluhn (2010a)と
Ma-Hock (2009) の結果に基づいた Nanocyl (Luizi 2009a)，二つのデータを再解析した NIOSH
(2010) である．NIOSH (2010) では，種間外挿の metrics として肺保持量を用いているが，Ma-Hock
は濃度そのものを使い，不確実性係数をつけている．Pauluhn は肺胞マクロファージ量で正規化
した肺保持量を考慮したアセスメントファクターを用いている．それぞれの metrics を用いた際，
どのように数値が変化するかを表 V.2 にまとめた．

表 V.2 作業環境許容暴露濃度を求める際の不確実性係数の比較

3 (種間 TK)
2 (種間 TK)
20*1 (種間 2×2，予防 5)

Baytube
Nanocyl7000

Pauluhn

Baytube

-

1

0.053

1

Ma-Hock

Nanocyl7000

-

1

0.024

1

NEDO
Pauluhn
Luizi
NIOSH の
再解析

2
1
2

NOAELR
(mg/m3)
0.185
0.1
0.05

実験値
(mg/m3)
0.37
0.1
0.1

試験材料
MWCNT(N)

UF

UF

NOAELH
(mg/m3)
0.08
0.05
0.0025
0.000380.0019
0.000190.001

1

* personal communication (via Kishimoto A.)

(1) 期間の補正
前節で述べた如く，NEDO プロジェクトで実施した 4 週間の吸入暴露試験は，90 日暴露に相当
する肺保持量を保証した気管内投与試験を付随させたものであるが，これを亜慢性期間に相当す
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る NOAEL にするプロセスについては不確実性係数の 2 をつけた．参考のために，一般的に期間
補正のために適用される不確実性係数 (原典では、アセスメントファクターとなっているが、意
味は不確実性係数と変わらない) の値をつぎに示す．

表 V.3 暴露期間補正のためのアセスメントファクターのデフォルト値
全身影響
REACH
ECETOC
3
3
2
2

補正期間
Subacute to subchronic
Subchronic to chronic

局所影響 (呼吸系)
REACH
ECETOC
3
1
2
1

(2) 種間外挿に伴う不確実性係数
動物試験結果からヒトへの影響を外挿する場合には，一般的に次の 4 項目の不確実性係数の積
が用いられる．種差による TK (トキシコキネティクス，生体内における代謝) と TD (トキシコダ
イナミックス，感受性)，ヒトの集団内での個人差による TK と TD である．そして，デフォルト
値として，WHO は前者 2 項目の積として 10，後者 2 項目の積として 10，合計 100 を提示してい
る．
種間外挿起因の不確実性係数は NEDO プロジェクトでは，種間外挿の TK に対して 3，TD に対
して 1 とし，前項に書いた通り合わせて 3 とした．これに対し，Pauluhn が 2，Nanocyl が 4 とな
っている．NIOSH (2010) では不確実性係数は 1 である．因みに REACH ではこういうケースの不
確実性係数として，種差起因 2.5 としている (Aschberger et al. 2010; Luizi 2009b)
(3) ヒトの集団の個人差に起因する不確実性係数
NEDO プロジェクト (P06041) では，ヒト集団内の個人差起因の TK, TD に関する不確実性係数
は，作業環境の場合には，いずれも１とした．わが国では，作業環境における許容値を決める際
には，個人差の TK と TD の積は１とすることが一般的であるが，それと同じになった (中央環境
審議会資料 2000)．
一般環境については，ヒトの集団の個人差に関する TK と TD の不確実性係数積を 10 とした．
Nanocyl は予防のためとして 5 の不確実性係数を加え最終的に 20 としているが，これは BASF が
企業としての姿勢を示す意味でつけ加えたものであろう．

2. 二軸アプローチ
2.1 二軸アプローチの原理と必要性
ナノ材料の有害性について問題になっているのは，その化学特性に起因する影響ではなく，物
理的な，或いは形態的な特性に起因する影響であるから，もしその問題意識が正しいのであれば，
ある TiO2 を取りあげて，それが TiO2 の代表であるとすることはそもそも論理矛盾である．また，
これまでの知識を動員しても，ある材料に代表性があるかないかの予測は難しい．また，形態の
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違いなら，多くの可能性があり，それらすべてについて詳しい試験をすることは不可能である．
そういう問題を解決するために，NEDO プロジェクトでは二軸アプローチという方法を採用した．
二軸アプローチの概念図を図 V.1 に示した．横軸で，代表試験試料について詳しく調べ，縦軸
のやや簡単な試験で多くのナノ材料について相対的な値を求めることで，全体を埋めようという
構想である．横軸は，ラットを用いた in vivo 試験 (気管内投与，吸入暴露試験)，体内動態，遺伝
子発現解析を行い，ラットについての吸入暴露に関する NOAEL (無毒性量) を算出する．また，
これまでの知見を活用してヒトへの影響の大きさを外挿する．このプロジェクトでは作業環境に
おける許容暴露濃度を算出する．
他方，縦軸としてはできるだけ簡単な試験をして，材料相互の相対値を知ることで，多種の材
料についての有害影響の値，さら
には許容暴露濃度を知る方法であ

Ae

Se

e

材料D

d

管内投与法を用いることになった．

材料C

c

Ac

Sc

すべての材料に 90 日暴露，90

材料B

b

Ab

Sb

材料A

a

は in vitro 試験を考えていたが，気

日観察の吸入暴露試験を課するの
は費用がかかり過ぎる．さらに 90

動物の
NOAEL算出

Ad

Aa

人の許容
暴露推定

Sd

Sa

吸入暴露
試験

体内動態
解析

られるので，多様な条件を仮定し

（代表）

気管内
投与試験

日吸入暴露試験ができる条件は限

外 挿

る．縦軸のための試験として当初

外 挿

材料E

た試験ができないが，気管内投与
図 V.1 ２軸アプローチ

法を使えば可能になる．このよう

に，気管内投与法を戦略的に使えば，多くの情報が得られる．

2.2 多様な材料の有害性比較結果
SWCNT と DWCNT を用いた気管内投与試験の結果から，1 mg/kg 体重の用量で気管内投与した
時の，投与後 1 ヶ月時点における BALF 中の好中球数の増加率と，SWCNT (A) を基準にした場
合の増加率の相対値を表 V.4 に示した．CNT に関しては，肺の病理組織学的な変化のみを調査し
ている研究が多く，BALF 中の好中球数の増加率を比較できる研究は，NEDO プロジェクトによ
るものだけであった．
つぎに，同様の手順で求めた MWCNT についての結果を表 V.5 に示す．SWCNT の場合には材
料間の違いが大きいが，MWCNT の場合にはそれが小さい．MWCNT の場合には，質量当たりの
感度が低いので，検出感度が低かったと推察する．
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表 V.4

SWCNT・DWCNT ラット気管内投与による BALF 好中球数の増加率の比較

研究

製造元

製法

比表面積
[m2/g]

液中粒径
(径×長さ)

動物種

増加率[%]a

増加率の比[-]b

NEDO プロ
#NN-05

A社

SWCNT (A)
(CVD)

1064

8.2×230nm

雄
SD
ラット

269

1

1000
440

分散
分散

120
58

0.45
0.22

310

分散

39

0.14

878

43.6×690nm

解析中

解析中

NEDO プロ
#NN-10
#NN-11
#NN-12
NEDO プロ
#NN-14

C社

HiPco
CVD
T社
CVD
DWCNT
(表面修飾あり)
N社

CVD

雄
SD
ラット
雄
Wistar
ラット

CNT 投与群 BALF 好中球数*－陰性対照群 BALF 好中球数
×100 (%)
陽性対照群 BALF 好中球数**－陰性対照群 BALF 好中球数
各 CNT 投与群の BALF 好中球数の増加率
b：
CNT (A)投与群の BALF 好中球数の増加率
*1 mg/kg の CNT 気管内投与後 1 ヶ月の BALF 好中球数．原データは付録 E に収録した．
**5 mg/kg の Min-U-Sil5（結晶シリカ）投与後 1 ヶ月の BALF 好中球数.
a：

表 V.5 MWCNT ラット気管内投与による BALF 好中球数の増加率の比較
研究
Morimoto et al.
(accepted)
NEDO プロ
#NN-02
Kobayashi et al.
(2010)
NEDO プロ
#NN-06
NEDO プロ
#NN-13

製造元

製法

比表面積
[m2/g]

液中粒径
(径×長さ)

動物種

増加率[%]a

N社

CVD

77

48 nm
×
1–10 μm

雄
Wistar
ラット

－

M社

CVD

37

60 nm
×
1–20 μm

雄
SD
ラット

6

S社

CVD

13

雄
SD
ラット

5

CNT 投与群 BALF 好中球数*－陰性対照群 BALF 好中球数
×100 (%)
陽性対照群 BALF 好中球数**－陰性対照群 BALF 好中球数
*1 mg/kg の CNT 気管内投与後 1 ヶ月の BALF 好中球数．原データは付録 E に収録した．
**5 mg/kg の Min-U-Sil5 投与後 1 ヶ月の BALF 好中球数.
－：論文中に記載なし
a：

以上の結果から，CNT のラットに対する影響の全体像をおぼろげながら掴むことができる．
SWCNT では，質量当たりの生体影響が大きく，MWCNT はそれに比べて小さい．DWCNT はそ
の中間にあることが分かる．
米国 EPA は TSCA に基づいて，CNT については製品毎に上市前の 90 日間吸入暴露試験を課し
ている．これは，当座の措置としてやむを得ないと考えるが，費用も時間もかかり，かつ，その
結果はたまたまある条件における結果にすぎないということを考えると，得られるものに対して
負荷が重すぎるし，新規物質の開発を遅らせてしまうという結果をもたらす．こういう状況に対
して，事業者側からは，CNT の代表材料を一つか二つ選んで，その試験を実施するようにするこ
とで十分だという主張が出されている．しかし，SWCNT の中にも相当性質の異なる材料がある
ので，現段階で代表材料を選び出し，試験をすればいいとする主張には無理がある．そのことか
らすれば，代表的な材料について吸入暴露試験を行い，その他については気管内投与試験を行っ
て，相対的な位置を確かめつつ管理を行うという我々の 2 軸アプローチの戦略は，経済的で安全

V-8

V. 作業環境における許容暴露濃度 (時限）の算出

度の高く，現実的な枠組である．同じ SWCNT であっても，相当な性質の開きが見られるので，
材料毎に何らかの試験が必要である．その試験として当面は気管内投与試験が適切であると考え
る．in vitro 試験がこれに代替される日がくれば，より簡便に試験ができることになる．
我々が問題にしているのは，化学特性ではなくて，ナノスケールというサイズや，ナノ材料特
有の形態による生体影響の違いであるから，材料の本来持っている性質と試験状態でのその材料
の性質とが異なることは十分考えられる．その違いを試験するためにも 2 軸アプローチは有効で
ある．

3. CNT のサイズや形態についての考察
3.1 比表面積と生体影響の大きさ
つぎに，二軸アプローチの結果

300

と BET 比表面積との関係を図 V.2
250

加率，横軸が BET 比表面積である．
MWCNT，DWCNT，SWCNT のい
ずれにおいても、BALF 好中球増
加率で評価された生体影響の大き
さは BET 比表面積が大きければ
大きいという関係があり，しかも、
多層か二層か単層かの区別なく，

BALF好中球増加率 (%)

に示した．縦軸が BALF 好中球増

SWCNT(A)

200

150

SWCNT(C)

100
DWCNT(T1)
DWCNT(T2)

50
MWCNT(S)
0

共通のひとつの関係式が成立する．

MWCNT(M)

0

200

この関係は，材料の bulk 状態で
の比表面積，つまり CNT のチュー
ブ径が気管内投与試験での炎症反
応を大きく支配していることを示
している．二酸化チタンでも，炎

400

600

800

1000

1200

BET 比表面積 m2/g
CNT投与群BALF好中球数*－陰性対照群BALF好中球数
×100 (%)
BALF好中球増加率＝
陽性対照群BALF好中球数** －陰性対照群BALF好中球数
*1 mg/kgのCNT気管内投与後１ヶ月のBALF好中球数
**5 mg/kgのMin-U-Sil 5投与後１ヶ月のBALF好中球数

図 V.2 CNT の比表面積と炎症活性(BALF 好中球増加率)

症活性が比表面積に比例するとい
うことが言われているし，そういう仮定の下でデータ処理が行われているが，現実にはこのよう
に広範囲での明瞭な関係は見つかっていない．CNT ではっきりと炎症活性と BET 比表面積との
関係が示されたことは驚きである．この研究プロジェクトの中では試験できなかったが，カーボ
ンナノファイバー (CNF) やカップスタック型ナノカーボンも含めて，関係が成り立つ可能性が
高い．
図 V.2 は，気管内投与についての結果であるが，吸入暴露試験ではどうなるかを，MWCNT の
吸入暴露試験の結果で検討した．
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MWCNT の吸入暴露試験で得られたラットについての NOAEL は，NEDO プロジェクトの
MWCNT (N) では 0.185 mg/m3 (期間補正 UF=2 を含む)．Baytube では 0.1 mg/m3，NC7000 では 0.05
mg/m3 (LOAEL からの変換の UF=2 を含む) となっている．これら NOAEL の違いが，何に起因し
ているかについて検討する．生体影響のエンドポイントの違いはあるが，ここではまず，チュー
ブ径の違いに注目したい．表 V.6 には，CNT のチューブ径と二次粒子の空気力学径を示した．一
次粒子のチューブ径は，原料のナノチューブの径で電顕で測定された値であるが，二次粒子のチ
ューブ径は，吸入暴露試験の暴露チャンバー内エアロゾルの，カスケードインパクターで計測さ
れた空気力学的重量中位径 (MMAD) である．

表 V.6

MWCNT のチューブ径とラット吸入暴露試験で得られた NOAEL

一次粒子チューブ径(nm)
エアロゾル(二次粒子) の MMAD(μm)
BET 比表面積(m2/g)
NOAEL(mg/m3)
NOAEL×BET

MWCNT (N)
44(1.3)
1.25
69
0.185
13.1

Baytube
10-15
3.05
217
0.10
21.7

Nanocyl
5-15
0.9-1.5
250-300
0.05
12.5－15

二次粒子の空気力学径の大きさは沈着率に影響するが，この MMAD の値の範囲であれば，
MPPD モデルの結果ではそれほど大きな違いはないので，この違いが大きく影響することはない
であろう．他方，MWCNT の一次粒子のチューブ径は大きく異なっており，この値の違いが生体
影響の大きさの違いに効いている可能性が高い．一次粒子のチューブ径は，BET 比表面積が小さ
ければ小さいほど大きくなる (「考え方」の図 1-3 参照)．この表に示した一次粒子のチューブ径
は電顕で測定された値であるが，「考え方」に示した計算式の結果とよく符合している．ここで，
BET 比表面積と炎症活性は比例すると仮定して，NOAEL (炎症活性の逆数) と BET 比表面積の積
の値を計算してみたのが上表の最後の行である．ほぼ一定の値になっている．つまり，仮定がほ
ぼ正しかったことが分かる．
一次粒子のチューブ径の大きさは，BET 比表面積に反比例するので，真に比表面積に関係して
いるかどうかは別として，炎症活性は数値としての BET 比表面積と関係していると考えてもいい
のではないか．つまり，この三者の値の違いは材料のチューブ径に依存していて，本質的な違い
は小さいと推察できる．また，この範囲内では，二次粒子径の違いはあまり強くは効いていない
とも言える．
ここまでの比較は，吸入暴露試験で得られた値そのものではなく，それに不確実性係数で処理
した値を比較した．もうひとつ前に戻って，動物試験結果の値ではどうなっていたかをみてみた
い．第 IV 章表 IV.2 で，それぞれが NOAEL としている試験の暴露濃度の欄を見ると，NC7000
では，気中濃度 0.1 mg/m3 がそれに近いが，その表面積用量は 0.03 m2/m3 である．Bayer の場合
には，気中濃度 0.1 mg/m3 で表面積用量は 0.026 m2/m3，MWCNT (N) では気中濃度 0.37 mg/m3 で
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あるが，その表面積用量は 0.026 m2/m3 である．驚くほど一致している．つまり，表面積用量が同
じなら，同じ結果になっている．
表 V.6 と表 IV.2 では，吸入暴露試験における影響が，材料の BET 比表面積に比例している
こと，それが，三つの試験で共通の値であることが示された．CNT の炎症活性は，触媒の影響や，
極端な表面加工などの影響を取り除けば，BET 表面積用量で決まるのではなかろうか．この関係
は，さらなる研究で至急確かめる必要がある．確かめることができれば，世界中で行われている
吸入暴露試験の費用，時間を省くことができる．吸入暴露試験がムダとまでは言わないが，少な
くとも，CNT の炎症活性を論ずるときには，BET 比表面積が重要であること，また，MWCNT
と SWCNT の区別は本質的なものではないことがはっきりした．

3.2 長繊維の影響
CNT はナノ材料の中でも特に有害性が高いのではないかという危惧が広く世間に広まってい
る．その根拠になっているのは，①形態と性質がアスベストに似ている，② (繊維仮説) 長さが
20 μm 以上，径が 3 μm 以下で生体残留性があるから繊維は有害である，③形態上の問題でマクロ
ファージが貪食できないというものである．
この主張の裏付けとしては，Poland et al. (2008) の研究がある．彼らはやや短い MWCNT と 20
μm 以上の長さのものを含む MWCNT とをマウスに腹腔内投与して，炎症反応と肉芽腫生成の影
響を比較し，長い繊維を含む方にはアスベストと同じような生体反応があると主張した．ここで
の影響はアスベスト特有の反応でもなく単なる炎症にすぎないが，針のような CNT はマクロファ
ージが処理できないということを示す別の報告もある．繊維の長さは 20 μm 以下ではあるが，
MWCNT (MCNT-7) を p53 ヘテロ欠失マウスの腹腔内に投与した結果中皮腫が発症したとの報告
(Takagi et al. 2008) もあり，繊維状の MWCNT に対する懸念は大きくなっている．2010 年 6 月に
は，欧州議会の環境委員会に，RoHS 指令 (「有害物質の制限 (Restriction of Hazardous
Substances) 」) の中に「長い MWCNT」を含め，禁止すべしとの提案が出された (第 II 章 2 節参
照)．この提案は否決されたが，長い MWCNT についての不信が強い状況がよく分かる．
これに対し，NEDO プロジェクトでは二側面から検討した．
一つは，長い線維状の CNT は短い繊維状の CNT より有害性が強いか検討するための気管内投
与試験，第二は，現実の環境でどの程度の長さの CNT が検出されるかの試験である．ここでは，
第一の点について述べる．第二の点については，第 VI 章で述べる．
Poland や Takagi の研究はいずれも腹腔内投与という現実にはあり得ない暴露経路のものである
ので，吸入系暴露経路で，しかも，現実に起こりうる程度の暴露量で同じような症状が現れるか
の検討が必要である．しかし，長繊維状態での CNT の吸入暴露試験は技術的に難しいので，これ
までに行われた殆どの吸入系試験では，その繊維の長さは比較的短いか，凝集していて見かけ上
の長さは短い．そこで，われわれは，MWCNT (N) について，気管内投与試験がぎりぎり可能で
ある程度の長繊維の分散試料を調製する努力をし，通常の分散方法のものと比較した．
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通常の方法 (試験番号: #NN-02) で調製した試料では，TEM で計測した繊維長さの個数基準の
幾何平均値は 0.94 μm (幾何標準偏差 2.3) で，大方 10 μm 以下である．この長さの分布図と電顕
写真は第 IV 章 4 節 (図 IV.5，IV.6) に示した．図 V.3 の左に電顕写真を再掲した．
他方特別に長繊維を作るべく調製した MWCNT (N) (長繊維) (試験番号: #NN-19) 試料は，長さ
の個数基準の幾何平均値が 3.4 μm (2.2)である．図 V.3 右に，その MWCNT (N) の試験試料の TEM
写真を示す．

5μm

2μm

通常の方法で調製 (試験番号: #NN-02)
通常の方法で調製（
実験番号#2）

長繊維を作るべく調製 (試験番号: #NN-19)
長繊維を作るべく調製
（
実験番号#2）

図 V.3 MWCNT の TEM 写真

この長繊維分散試料を用いて気管内投与試験を行った (2010 年 6 月投与，観察期間投与後 2 年
間) (試験番号: #NN-19) ．現在までに 6 ヶ月後までの結果が得られているが，その結果は 2008 年
に実施したやや短めの繊維状試料の結果 (試験番号: #NN-02) と比べ変化がない．
分散した長い繊維状試料を調製することが難しいのは，そもそも CNT は分散状態では長繊維で
はないという状況があること，さらには，長繊維の CNT はまっすぐな形では存在せず，長くなる
と塊を作り丸まってしまうという性質によっている．

3.3 最終的な選択
SWCNT の吸入暴露試験に関しては，Shvedova et al. (2008) と NEDO プロジェクト (P06041) の
2 種の SWCNT の試験の 3 例しかない.
Shevedova et al. (2008) の試験では，5.53 mg/m3 の気中 CNT 濃度に 4 日間暴露したラット群は，
暴露終了後 28 日まで，肺の病理組織学的検査および BALF 中の炎症バイオマーカーの評価によ
って測定される肺の炎症反応が持続している.
NEDO では，A 社 CVD 法で製造した SWCNT (A) を雄 Wistar ラットに 0.03 および 0.13 mg/m3
の気中 CNT 濃度で 4 週 (6 時間/日，5 日/週) 吸入暴露させ，暴露終了後 3 ヶ月まで観察を行った
結果，いずれの濃度の暴露群においても，暴露終了後 3 ヶ月まで肺に炎症反応は認められなかっ
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た (試験番号: #NN-09)．また，上と同じ条件で N 社の SWCNT (N) について，気中濃度 0.08 およ
び 0.4 mg/m3 の気中濃度で 4 週吸入暴露試験を行った(試験番号: #NN-20)．暴露停止後１ヶ月まで
の結果しかでていないが，これまでのところでは両濃度において影響は見られていない．ただし，
SWCNT (N) の 0.4 mg/m3 の試験では，平行して行われている気管内投与試験の結果との整合性が
必ずしも十分とは言えないという問題がある．
したがって，SWCNT の代表としては，SWCNT (A) の 0.065 mg/m3 を採用する．この結果をま
とめると以下の表に示す如くになる．

表 V.7 試験動物の NOAEL とヒトの作業環境許容濃度 (PL)
SWCNT (A)
0.13
0.03

試験動物に対する NOAEL (mg/m3)
作業環境許容暴露濃度 (PL) (mg/m3)

MWCNT (N)
0.37
0.08

ここに示された，SWCNT と MWCNT の NOAEL の違いは，先に示した BET 比表面積の違いの大
きさと比例していないことに疑問をもつ方もあるかもしれない．これには二つの要因があると考
えている．一つは，本プロジェクトでの吸入暴露試験では資源制約から回数に制限があり，最も
高い NOAEL を選ぶだけのゆとりがなかったために，本当の意味の NOAEL はここに示した値よ
り大きい値である可能性を除けなかったこと，もう一つは，気管内試験の結果は吸入に比較して，
初期反応に大きく左右される傾向があり，さらに初期反応が比表面積に大きく影響されるという
傾向があることである．
ここで用いられた SWCNT (A) の BET 比表面積は 1064 m2/g であり，十分 SWCNT 一般を代表
できるが，MWCNT (N) については，試験試料のチューブ径が 44 nm であり，このことは BET 比
表面積が小さいことを意味するので，この NOAEL が他の MWCNT にどの程度通用するかという
問題がある．ここで出している NOAEL 値はあくまでも，試験した材料の値であって，MWCNT
一般の値ではない．しかし，できれば代表性があることが望ましい．本プロジェクトが始まった
5 年前頃には，世界的に見ても，量産できる MWCNT のチューブ径はこの程度の大きさが限界で
あった．しかし，現在，ますます細い MWCNT (したがって，BET 比表面積が大きい) が作られ
るようになっている．生体影響が，比表面積に大きく影響される可能性を先に示したが，そうで
あれば，より細めの材料での試験結果が望ましい．Baytube や Nanocyl 7000 はその点ではより良
いと思えるが，金属の不純物の含有量が高く (第 IV 章表 IV.3) ，その影響がどの程度かは分から
ないので，標準物質には馴染まない．
これらのことを考えれば，むしろ，CNT として一つの値，つまり SWCNT (A) の値を出して，
後は，比表面積を考慮し，或いは，気管内投与試験を行って全体の中での位置を確かめるという
のが最も良いと考えるに至った．
最終的に，本プロジェクトで提案する CNT の作業環境における許容暴露濃度 (PL) は，0.03
mg/m3 である．これは，比表面積約 1000 m2/g の SWCNT について得られた値であり，これと比
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べれば比表面積のかなり低い MWCNT などにこの許容濃度を適用すれば，相当安全度の高い数値
となる．

3.4 補遺：MWCNT の許容暴露濃度導出に関する既往評価との比較
3.4.1 依拠する動物試験とエンドポイント (表 V.8 1/4 参照)

第 IV 章で紹介したように，MWCNT に関しては，現在までに 5 つの吸入暴露試験の結果
(Mitchell et al. 2007; Li et al. 2007; Ma-Hock e al. 2009; Pauluhn et al. 2010b; Morimoto et al. accepted)
の報告がある．Li et al. (2007) の研究は，無影響濃度を判断するデータにはならないので，ここ
では，残りの 4 つの報告に基づく評価について検討する．
2011 年 3 月末時点で，行政機関により規制のために設定された CNT の許容暴露濃度は存在し
ないが，MWCNT に関して，許容暴露濃度の導出を行った既往研究がいくつか存在する．
公的機関や公的研究プロジェクトによるものとして；
・NIOSH (2010)：NIOSH Current Intelligence Bulletin, Occupational Exposure to Carbon Nanotubes
and Nanofibers (draft).
・EC (European Commission) (2010)：Engineered Nanoparticles: Review of Health and Environmental
Safety (ENRHES). Project final report.
また，MWCNT 製造企業の自社製品の評価として；
・Luizi (2009a)：Nanocyl NC 7000
・Pauluhn (2010a)：Bayer Baytube
これらのうち，NIOSH (2010) は，Pauluhn と Ma-Hock et al.の結果の再解析である．表 V.8 に，こ
れらの既往研究と本リスク評価における許容暴露濃度の導出の概要を示した．
評価のエンドポイントとしては，主に肺での炎症に関連する所見が採用されている．ただし，
具体的には，依拠する試験によって，それぞれで観察された肺の炎症，中隔肥厚，肉芽腫性炎症
といったエンドポイントが記載されている．その中で，EC (2010) においては，Mitchel et al. (2007)
で観察された全身性免疫影響についての評価も行われている．ただし，この影響は，全ての用量
で見られているわけではなく解釈が困難なものとされ，第 2 のシナリオという位置付けでの評価
となっている (EC 2010) ．
3.4.2 依拠する動物試験から得られた無影響濃度等 (表 V.8 2/4 の【A】まで)

NIOSH (2010) を除き，各許容曝露濃度導出では，依拠する動物試験で観察された NOAEL (無
毒性量) あるいは LOAEL (最小毒性量) を評価の出発点としている．100 µg/m3 を LOAEL とする
Luizi (2009a) による評価から，5000 µg/m3 を NOAEL とする EC (2010) まで幅がある．NIOSH
(2010) は，Pauluhn (2010b) と Ma-Hock et al. (2009) のデータにベンチマーク用量法を適用し，関
心のある影響について 10%の過剰リスクを生じる信頼下限値 (BMDL) を導出している．BMDL
値は，試験された全用量での影響の発現率に対して用量反応関係を表す関数をあてはめて算出さ
れるために，統計学的には信頼性の高い数値とされ，また，一般的には，NOAEL 値と概ね同等
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の値となることが知られている．NIOSH (2010) では，肺での保持量を用量の指標として解析して
おり，肺保持量としての BMDL 値しか明示されていないが，評価における計算の前後関係から，
BMDL 値は，Pauluhn (2010b) のデータについては約 53 µg/m3，Ma-Hock et al. (2009) のデータに
ついては約 24 µg/m3 の気中濃度に相当すると推測された．
3.4.3 動物試験における亜慢性・慢性 NOAEL 相当濃度の導出 (表 V.8 2/4 の【C】まで) )

Pauluhn (2010b) や Ma-Hock et al. (2009) では，13 週間の亜慢性の吸入暴露試験が実施されてい
るが，Morimoto et al. (2011) では 4 週間，Mitchel et al. (2007) では 14 日間の亜急性の試験である
ために，本リスク評価および EC (2010) では暴露期間の外挿に関する不確実性係数を適用してい
る．また，Luizi (2009a) による評価，EC (2010) の全身性免疫影響に基づく評価では，依拠する
有害性データが LOAEL であると判断されたため，LOAEL から NOAEL への外挿の不確実性係数
が適用されている．
結果として，評価ごとの，動物試験における亜慢性・慢性 NOAEL 相当濃度は，17 µg/m3 から
833 µg/m3 の範囲であった．
3.4.4 動物試験での気中濃度とヒト暴露濃度への換算 (表 V.8 3/4 の【D】まで)

許容暴露濃度を算出するためには，動物試験での無毒性濃度等をヒト暴露濃度に換算する必要
がある．その際，ヒトと試験動物とで等価と見なせる用量の指標を何とするかが重要である．大
きく分けると二とおりの方法がある．一つは，気中濃度を用量指標として位置付け，暴露時間，
呼吸量，沈着率，体重等の補正を行う方法である． Luizi (2009a)，EC (2010) がそれに該当する．
もう一つは，暴露終了期間での肺保持量を用量指標とする方法である．そこでは，呼吸量や沈着
率に加え，肺でのクリアランスが考慮される．Pauluhn (2010a) と NIOSH (2010) がそれに該当す
る．Pauluhn (2010a) では，ラットでのクリアランスの半減期 60 日を仮定して，Pauluhn (2010b)
の試験期間である 3 ヶ月での肺保持量を計算するとともに，ヒトでのクリアランスの半減期 1 年
を仮定して，寿命に占める期間として等価と考えられる約 10 年での肺保持量を計算して，両者を
比較している．ちなみに，そこでの仮定では，10 年時点ですでにヒトでの肺保持量は定常に達し
ており，それより長い期間を想定しても計算結果に違いは生じない．一方，NIOSH (2010) では，
MPPD2 モデルを用いて，ラットでの 3 ヶ月吸入暴露時点での肺保持量とヒト 45 年暴露での保持
量とを算出している．その際，CNT の肺からのクリアランスに関する不確実性から，クリアラン
スなしの仮定と，粒子状物質と同程度のクリアランスありの仮定との両方の計算を行っている．
また，試験動物とヒトとのサイズの違いを考慮するために，本評価では，体重の種間差を考慮
しているが，NIOSH (2010) では肺胞表面積の種間差，Pauluhn (2010) では肺胞マクロファージの
存在量 (体積) の種間差が用いられている．
本リスク評価では，ナノ材料による有害性発現は基本的には肺での保持量に依存しているもの
と考え，動物試験における期間外挿ではその考え方に依拠した考察と計算を行った．しかし，試
験動物とヒトの間で，単純に肺保持量を等価と見なすのには飛躍があると考え，計算としては
CNT の肺への沈着速度を用量指標として用い，種間外挿にかかる不確実性係数 3 を適用すること
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にした．計算の過程は，気中濃度を用量指標としたものに準じているが，肺への沈着率を明示的
に考慮している．
上記のような考え方の違いから，動物試験での気中濃度【a】とヒト暴露濃度【b】の比 (=b/a) は，
NIOSH (2010) の 0.0076 から，本評価における 1.14 まで幅がある．ただし表 V.8 に整理されたよ
うに，NIOSH (2010) における b/a 比は他に比べて著しく小さく，他の評価での b/a 比は概ね 1 前
後の値となっている．
結果として，動物試験での無影響濃度等をヒト暴露濃度に換算した値は，NIOSH (2010) で 1
µg/m3 前後であることを除くと，50 µg/m3 から 420 µg/m3 である．
3.4.5 不確実性係数 (表 V.8 2/4 の【B】および 4/4 の【E】)

不確実性係数は，評価係数 (assessment factor) と呼ばれる係数と合わせて，いわゆる評価の不
確実性の考慮に加えて，種間差や暴露期間の補正のための補正のためにも用いられる．
表 V.8 では，動物試験での無影響濃度をヒト暴露濃度に換算する際に定量的に行われた補正
(たとえば呼吸量，暴露時間，沈着率，体重などについて) に関しては b/a 比に含めるように整理
し，定量的な補正がなされず，ある種の不確実性としての扱いがなされたものを不確実性係数と
して整理している．したがって，ヒト暴露濃度への換算を詳細に行っている Pauluhn (2010a)や
NIOSH (2010) では係数の適用がなく，Luizi (2009a) や EC (2010) のように簡単な換算のみ行って
いる評価において，大きな係数がとられる傾向がある．本リスク評価では，換算は定量的に行わ
れているものの，種間外挿に関して，用量尺度に沈着速度を用いたこと，また，期間外挿に関し
て，4 週間の試験を 3 ヶ月の試験に外挿したことに関する不確実性を考慮した不確実性係数を適
用している．
EC (2010) では，14 週間の亜急性の試験に基づいた評価であることから，それから慢性の評価
を行う際に 6 という係数を適用している．
個人差については，EC (2010) では，ECHA (2008) でのガイダンスに準じて 5 という値が適用
されているがその他の評価では適用されていない．労働者は基本的には健康な成人であり (本リ
スク評価書) ，子どものような高感受性集団が含まれておらず，呼吸量としても作業時の値 (若
干大きめ，つまり安全側) の設定となっている (Pauluhn 2010a) ことによる．
3.4.6 許容暴露濃度 (表 V.8 4/4)

許容暴露濃度としては， EC (2010) による全身性免疫影響に基づく推定値を除くと，全体とし
て，2.5 µg/m3 (Luizi 2009a) から 70 µg/m3 (本リスク評価) の範囲である．ただし，この中で，NIOSH
による 7 µg/m3 は，有害性試験の結果から直接導出されたもの (0.19-1.9 µg/m3) ではなく，8 時間
TWA 気注濃度の計測法 (NIOSH Method 5040) の定量限界の上限値に設定されていることに注意
が必要である．NIOSH (2010) は，この値未満で可能な限り暴露を低減することを推奨している．
また，本リスク評価における許容暴露濃度は，今後 10 年程度のうちに見直すことを前提に，当面
15 年程度の暴露を想定したものとなっている．
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表 V.8 MWCNT の作業環境での許容暴露濃度等の計算方法や考え方の比較 (１／４) ：依拠する動物試験の条件
評価主体

本リスク評価
NEDO プロジェクト(P06041) #NN-03

動物試験

MWCNT (N)
ラット 4 週間吸入暴露試験
Morimoto et al. (submitted)

Pauluhn (2010a)
NIOSH (2010)

吸入暴露試験ラット 13 週間
Pauluhn (2010b)

Pauluhn (2010b)に基づく評価
NIOSH (2010)
Ma-Hock et al. (2009)に基づく評価
Luizi (2009a)

ラット 13 週間吸入暴露試験
Ma-Hock et al. (2009)

EC (2010)

EC (2010)

主な金属不純物：Fe 0.053%

370 μg/m3

Bayer Baytube
直径: 10-15 nm
長さ：200-1,000 nm

毛玉状の凝集体

主な金属不純物：Co 0.53%

100, 400, 1500, 6000 μg/m3

Nanocyl NC 7000
直径：5-15 nm
長さ：100-10,000 nm

Shenzhen Nanotech Port 社 CVD 法
マウス 14 日間吸入暴露試験

直径：10-20 nm

Mitchel et al. (2007)

長さ：5-15 μm

全身性免疫影響

吸入暴露時の性状と濃度
孤立分散の割合が高い (個数割合として 72%)

直径：44 nm

主な金属不純物：Al2O3 9.6%

Ma-Hock et al. (2009)に基づく評価

呼吸器系への影響

試験に用いた MWCNT

主な金属不純物：Ni 0.5 %, Fe 0.5%

MMAD：2.2–2.9 μm (GSD = 1.8–2.6)

毛玉状の凝集体
MMAD：0.7- 2.0 μm (GSD = 2.1–4.1)
100, 500, 2500 μg/m3
凝集体と非凝集体の混合物
濃度と空気力学的質量中位径
300 mg/m3：0.7 μm
1,000 mg/m3：1 μm
5,000 mg/m3：1.8 μm

1) BMDL 値は，NOAEL に近い値になることが多いとされている．
2) 肺におけるクリアランスあり仮定 (NIOSH 2010)に基づく値
3) 肺におけるクリアランスなし仮定(NIOSH 2010)に基づく値
4) NIOSH (2010)に記載されている計算過程に基づいて推測した．
5) Luizi (2009a)には，評価係数 (assessment factor ) の合計として 40 と示されている．内訳については，Luizi (2009b) personal communication による．
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表 V.8 MWCNT の作業環境での許容暴露濃度等の計算方法や考え方の比較
評価主体

本リスク評価
NEDO プロジェクト(P06041)

Pauluhn (2010a)

NIOSH (2010)
Pauluhn (2010)に基づく評価
NIOSH (2010)
Ma-Hock et al. (2009)に基づく評価
Luizi (2009a)
Ma-Hock et al. (2009)に基づく評価
EC (2010)

評価のエンドポイント

全身性免疫影響

依拠する動物試験から得られた無影響濃度等【A】

不確実性係数 (亜慢
性・慢性 NOAEL へ
の換算)
【B】

亜慢性・慢性
NOAEL 相当濃度
(試験動物)
【C＝A／B】

肺の炎症

NOAEL (無毒性量) ： 370 μg/m3

期間外挿：2

185 μg/m3

局所性の炎症性浸潤，過
形成，中隔肥厚および局
所的なコラーゲン増加
(不明確から最小)

NOAEL (無毒性量) ：100 μg/m3

適用なし

100 μg/m3

局所性中隔肥厚 (最小か
それ以上)

肉芽腫性炎症 (最小かそ
れ以上)

肺保持量 (μg) 用量の指
標としてベンチマーク用
量法を適用し，BMDL
(10%過剰リスクを生じ
る用量の信頼下限値) 1)
を算出

6.5 2) - 14 3) μg /肺
気中濃度：約 53 μg/m3 に相当 4)

約 53 μg/m3

4)

約 24 μg/m3

4)

適用なし
2)

3)

3.8 - 8.1 μg /肺
気中濃度：約 24 μg/m3 に相当 4)

肺とリンパ節における
肉芽腫性炎症

LOAEL (最小毒性量) ：100 μg/m3

呼吸器への影響

NOAEL (無毒性量) ：5,000 μg/m3

呼吸器系への影響

EC (2010)

(２／４) ：試験動物における亜慢性・慢性 NOAEL 相当濃度の導出

LOAEL→
NOAEL：2

暴露期間：6

5)

50 μg/m3

833 μg/m3

暴露期間：6
全身性免疫影響

LOAEL (最小毒性量) ：300 μg/m3

LOAEL→
NOAEL：3

脚注は，表の (1/4) に記載．
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表 V.8 MWCNT の作業環境での許容暴露濃度等の計算方法や考え方の比較
評価主体

本リスク評価
NEDO プロジェクト(P06041)
Pauluhn (2010a)
NIOSH (2010)
Pauluhn (2010)に基づく評価
NIOSH (2010)
Ma-Hock et al. (2009)に基づく評価
Luizi (2009a)
Ma-Hock et al. (2009)に基づく評価

(３／４) ：動物試験気中濃度からヒト暴露濃度への換算

動物試験での気中濃度【a】から
ヒト暴露濃度【b】への換算

b/a 比

作業者に想定さ
れる暴露期間

亜慢性・亜慢性 NOAEL
のヒト換算値
【D＝C×b/a】

・用量指標：CNT の沈着速度
・気中濃度を呼吸量，暴露時間，沈着率，体重の種間差
により補正

1.38

15 年程度

255 μg/m3

・用量指標：肺保持量 (マクロファージ存在量あたり)
・呼吸量，沈着率，保持量 (ラット３ヶ月，ヒト約 10
年) ，肺胞マクロファージの存在量の種間差を考慮

0.5

・用量指標：肺表面積あたり肺保持量 (μg/m2)
・沈着率：MPPD2 モデルによる推定
・保持量推定に関する二つの仮定
クリアランスなし仮定：保持量＝総沈着量
クリアランスあり仮定：MMPD2 モデルによる推定
・ラット３ヶ月，ヒト 45 年の暴露期間
・用量指標：気中濃度
・とくに換算をしていない．

EC (2010)

・暴露時間，作業者の呼吸量 (軽作業時) を考慮

全身性免疫影響
脚注は，表の (1/4) に記載．

V-19
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0.38 2) - 1. 9 3) μg/m3

約 0.0076 4)
45 年間
クリアランスあり仮定：

0.19 2) - 1.0 3) μg/m3

約 0.039 4)

EC (2010)
・用量指標：気中濃度

(10 年以上)

クリアランスなし仮定：

1

呼吸器系への影響

明示なし

明示なし

50 μg/m3

慢性

420 μg/m3

慢性

8.5 μg/m3

0.5025
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表 V.8 MWCNT の作業環境での許容暴露濃度等の計算方法や考え方の比較
評価主体

不確実性係数 (種間外挿，

許容暴露濃度等
【F＝D／E】

個人差，その他) 【E】
本リスク評価
NEDO プロジェクト(P06041)

Pauluhn (2010a)

NIOSH (2010)

許容暴露濃度 (PL：時限) ：
80 μg/m3
職業暴露限度 OEL：

適用なし

3

50 μg/m (総粉じん (吸引性) として)
勧告暴露限界 REL：
7 μg/m3 (吸入性粉じんとして)
※ 値は直接には D／E に依拠せず，CNT の８時間 TWA 気中濃度計
測法：NIOSH Method 5040 の定量限界の上側推定値＝7 μg/m3 とされ
た．

適用なし

種間外挿：4

5)

2.5 μg/m3

5)

予防的：5

EC (2010)

種間外挿：2.5

導出無影響量 DNEL：

個人差：5

33.5 μg/m3

種間外挿：2.5

導出無影響量 DNEL：

個人差：5

0.67 μg/m3

EC (2010)
全身性免疫影響

完全に健康を守ることのできる
値ではない．REL 値未満で，可能
な限り低減すべき．

気中無影響濃度：

Ma-Hock et al. (2009)に基づく評価

呼吸器系への影響

想定し，10 年程度での見直しを
前提としている．

Ma-Hock et al. (2009)に基づく評価
Luizi (2009a)

著者による備考
当面 15 年程度の亜慢性の暴露を

種間外挿：3
個人差：1

NIOSH (2010)
Pauluhn (2010)に基づく評価

(４／４) ：許容暴露濃度等の導出

脚注は，表の (1/4) に記載．
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全ての用量で見られた影響では
なく解釈困難．第 2 シナリオとい
う位置付け

Ⅴ. 作業環境における許容暴露濃度 (時限）の算出

参考文献 (第 V 章)
中央環境審議会資料 (2000). 2000 年 2 月の中央環境審議会資料，「特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 に基づく第一種指定化学物質及び第二種指
定化学物質の指定について(答申) 」
Aschberger K, Johnston HJ, Stone V, Aitken RJ, Tran CL, Hankin SM, Peters SA, Christensen FM
(2010). Review of fullerene toxicity and exposure – Appraisal of a human health risk assessment,
based on open literature. Regulatory Toxicology and Pharmacology 58: 455–473
Baan R, Straif K, Grosse Y, Secretan B, El Ghissassi F, Cogliano V (2006). Carcinogenicity of carbon
black, titanium dioxide, and talc. Lancet Oncol. 7: 295-6.
Bermudez E, Mangum JB, Asgharian B, Wong BA, Reverdy EE, Janszen DB, Hext PM, Warheit DB,
Everitt JI (2002). Long-term pulmonary respomses of these laboratory rodent species to subchronic
inhalation of pigmentary titanium dioxide particles. Toxicol. Sci. 70: 86-97.
Bide RW, Armour SJ, Yee R (2000). Allometric respiration/body mass data for animals to be used for
estimates of inhalation toxicity to young and adult humans. J. Appl. Toxicol. 20: 273–290.
EC (European Commission) (2010). Engineered Nanoparticles: Review of Health and Environmental
Safety (ENRHES). Project final report.
ECHA (2008). Guidance on information requirements and chemical safety assessment, Chapter R.8:
Characterisation of dose [concentration]-response for human health. European Chemicals Agency.
Helsinki.
EPA (2004). Air quality criteria for particulate matter. EPA report no.EPA/600/P-99/002aF.
Hext PM, Tomenson JA, Thompson P (2005). Titanium dioxide: inhalation toxicology and epidemiology.
Ann. Occup. Hyg. 49: 461–472.
ICRP (1994). Human respiratory tract model for radiological protection. In: Smith H, ed. Annals of the
ICRP. Tarrytown, New York: International Commission on Radiological Protection, ICRP
Publication No. 66
ILSI (2000). The Relevance of the Rat Lung Response to Particle Overload for Human Risk Assessment:
A Workshop Consensus Report. Inhalation Toxicology 12:1-17
Kobayashi N, Naya M, Ema M, Endoh S, Maru J, Mizuno K, Nakanishi J (2010). Biological response and
morphological assessment of individually dispersed multi-wall carbon nanotubes in the lung after
intratracheal instillation in rats. Toxicology 276: 143–153.
Li JG, Li WX, Xu JY, Cai XQ, Liu RL, Li YJ, Zhao QF, Li QN (2007). Comparative study of pathological
lesions induced by multiwalled carbon nanotubes in lungs of mice by intratracheal instillation and
inhalation. Environ. Toxicol. 22: 415–421.
Luizi, F (2009a). Responsible Care and Nanomaterials - Case Study Nanocyl, European Responsible Care
Conference, Prague, 21-23rd Oct. 2009.
http://www.cefic.org/Documents/ResponsibleCare/04_Nanocyl.pdf (2011 年アクセス)
Luizi, F (2009b). personal communication.
V-21

Ⅴ. 作業環境における許容暴露濃度 (時限）の算出

Ma-Hock L, Treumann S, Strauss V, Brill S, Luizi F, Mertler M, Wiench K, Gamer AO, van Ravenzwaay
B, Landsiedel R (2009). Inhalation toxicity of multi-wall carbon nanotubes in rats exposed for 3
months. Toxicol. Sci. 112: 468–481.
Mitchell LA, Gao J, Wal RV, Gigliotti A, Burchiel SW, McDonald JD (2007). Pulmonary and systemic
immune response to inhaled multiwalled carbon nanotubes. Toxicol. Sci. 100: 203–214.
Morimoto Y, Hirohashi M, Ogami A, Oyabu T, Myojo T, Todoroki M, Yamamoto M, Hashiba M,
Mizuguchi Y, Lee BW, Kuroda E, Shimada M, Wang W-N, Yamamoto K, Fujita K, Endoh S, Uchida
K, Kobayashi N, Nakanishi J, Tanaka I (accepted) Pulmonary toxicity of well-dispersed multiwall
carbon nanotubes in inhalation and intratracheal instillation studies. Nanotoxicology.
Nanocyl (2009). personal communicatioin.
NIOSH (2005). NIOSH Current Intelligence Bulletin, Evaluation of Health Hazard and Recommendation
for Occupational Exposure to Titanium Dioxide, November 22, 2005 Draft.
NIOSH (2010). NIOSH Current Intelligence Bulletin, Occupational Exposure to Carbon Nanotubes and
Nanofibers. November 2010 Draft.
NIOSH (2011). NIOSH Current Intelligence Bulletin, 63, Occupational Exposure to Titanium Dioxide.
Oberdörster G, Oberdörster E, Oberdörster J (2005). Nanotoxicology: An Emerging Discipline Evolving
from Studies of Ultrafine Particles. Environ. Health Perspect. 113:823-839.
Pauluhn J (2010a). Multi-walled carbon nanotubes (Baytube): Approach for derivation of occupational
exposure limit. Regulatory Toxicology and Pharmacolgy 57: 78-89.
Pauluhn J (2010b). Subchronic 13-week inhalation exposure of rats to multiwalled carbon nanotubes:
Toxic effects are determined by density of agglomerate structures, not fibrillar structures. Toxicol. Sci.
113: 226–242.
Poland CA, Duffin R, Kinloch I, Maynard A, Wallace WA, Seaton A, Stone V, Brown S, Macnee W,
Donaldson K (2008). Carbon nanotubes introduced into the abdominal cavity of mice show
asbestos-like pathogenicity in a pilot study. Nature Nanotechnology 3: 423-428.
Shvedova AA, Kisin E, Murray AR, Johnson VJ, Gorelik O, Arepalli O, Hubbs AF, Mercer RR,
Keohavong P, Sussman N, Jin J, Yin J, Stone S, Chen BT, Deye G, Maynard A, Castranova V, Baron
PA, Kagan VE (2008). Inhalation vs. aspiration of single-walled carbon nanotubes in C57BL/6 mice:
inflammation, fibrosis, oxidative stress, and mutagenesis. Am. J. Physiol. Lung. Cell. Mol. Physiol.
295: L552–565.
Takagi A, Hirose A, Nishimura T, Fukumori N, Ogata A, Ohashi N, Kitajima S, Kanno J (2008). Induction
of mesothelioma in p53+/- mouse by intraperitoneal application of multi-wall carbon nanotube. J.
Toxicol. Sci. 33: 105–116.

V-22

VI. リスク評価・リスク管理

第 VI 章

リスク評価・リスク管理

本章では，第 V 章の「作業環境における許容暴露濃度 (時限) の導出」において求められた許
容暴露濃度 (PL) を用いて，第 III 章の「暴露評価」で得られた解析結果を基に，作業環境での
CNT 暴露による作業者のリスクを評価する．第 III 章にも書いたが，ここで得られている作業環
境での暴露濃度は，現場計測も参考にして出されたものであるが，必要とする情報が少ないため
に，多くの仮定が使われていて，ある種“virtual な世界”という面もあることに留意して頂きたい．
3 節では，リスク管理の方法などについて述べる．

1. 評価の前提など
1.1 評価の前提
評価の前提を以下に示す．
・ CNT の製造・使用現場において，暴露管理がない場合を想定し，CNT を直接取り扱う作業者
の吸入暴露によるリスクを考える．
・ 1 日 8 時間，週 5 日の暴露を考える．また，15 年程度の作業期間を想定する．
・ 暴露用量の指標としては，個数，表面積，重量などが考えられるが，第 V 章 1.2 節の考察よ
り，本評価においては，重量を暴露用量の指標として用いる．
・ リスクは，作業者の暴露濃度と許容暴露濃度との比 (すなわちハザード比 HQ) に基づいて評
価する．比が 1 以下であれば，リスクの懸念はないと判断する．一方，1 を超える場合，比の
大きさは，必要とされる暴露削減率を表す．

1.2 許容暴露濃度 (PL)
第 V 章では，CNT の作業環境での当面 15 年程度の暴露期間を想定した許容暴露濃度 (PL) を
導出した．肺の炎症をエンドポイントとし，本プロジェクトで行った 4 週吸入暴露試験の結果な
どに基づき，SWCNT (A) および MWCNT (N) に対する許容暴露濃度 (PL) として，それぞれ 30，
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80 µg/m3 (1 日 8 時間，週 5 日の平均値，吸入性粉じんとして) を得た．許容暴露濃度は，一次粒
子の比表面積 (言い換えるとチューブ径) に大きく左右されることが明らかにされ，チューブ径
が約 44 nm の MWCNT (N) の吸入暴露試験から求めた許容暴露濃度 (PL) を，さらに細い
MWCNT も含めた MWCNT 全体の代表値とみなすことは適切でないと考え，第 V 章では，CNT
としてひとつの値，つまり SWCNT (A) の吸入暴露試験から求めた許容暴露濃度 (PL) を CNT 全
体の許容暴露濃度 (PL) として最終的に提案した．そして，後は比表面積を考慮し，あるいは気
管内投与試験を行って，全体の中での位置を確かめるというのが最も良いと判断した．
本章でリスク評価の対象とした作業者の暴露濃度のデータ (次節参照) では，MWCNT は比較
的太いものを対象としている．また，CNT に対する情報が限られていることから，径が比較的太
いカーボンナノファイバー (CNF) に関する情報も取り扱っている．そこで，ここでは，チュー
ブ径の太さから SWCNT・DWCNT と MWCNT・CNF を分けて考え．SWCNT および DWCNT に
ついては，SWCNT (A) の吸入暴露試験から求めた許容暴露濃度 (PL) を，MWCNT および CNF
については，MWCNT (N) の吸入暴露試験から求めた許容暴露濃度 (PL) を用いることにした．
二次粒子 (凝集粒子) サイズの違いによる有害性の違いはここでは考えないが，二次粒子サイ
ズの違いによる肺への沈着率の違いは考慮する．Multiple Path Particle Dosimetry (MPPD2) モデル
(ARA 2011) による軽運動時の肺胞沈着率の計算結果 (第 III 章の図 III.13) では，およそ 0.2～4 µm
の粒径範囲の粒子の肺胞沈着率はおよそ 10%前後だが，0.01～0.1 µm の粒子は，肺胞沈着率が 20
～40%程度と高い．第 V 章で導出された許容暴露濃度は，二次粒子サイズがサブミクロンからミ
クロンサイズの粒子によるラットの吸入暴露試験より得たものである．作業環境での粒子の二次
粒子径がラットの試験のものと大きく異なる場合には，肺胞沈着率の違いを考慮する必要がある．
本プロジェクトで行った MWCNT (N) の吸入暴露試験においては，二次粒子の空気力学径の幾
何平均値が 1.25 µm，幾何標準偏差が 2.4 であった．幾何平均値 1.25 µm，幾何標準偏差 2.4 の対
数正規分布を仮定した場合，MPPD2 モデルによる肺胞沈着率の計算値は 8.36%となった．第 III
章の 1.3.2 節において，模擬排出試験による粒径別体積濃度の割合と MPPD2 モデルによる粒径別
肺 胞 沈 着 率 の 計 算 値 か ら 求 め た MWCNT の 各 粒 径 区 分 の 肺 胞 沈 着 率 の 代 表 値 は ，「 0.01
「0.1 µm<Dm，Da<1 µm」が 7.4%，
「1 µm<Da<4 µm」が 9.5%であった (表
µm<Dm<0.1 µm」が 22%，
III.17，Dm は移動度径，Da は空気力学径)．この各粒径区分の代表肺胞沈着率と，ラットの吸入暴
露試験時の二次粒子サイズの肺胞沈着率の計算値 (8.36%) の比から，沈着率の違いを考慮した各
粒径区分の許容暴露濃度を次のように設定した．

許容暴露濃度 (導出値) = 80 µg/m3
許容暴露濃度 (粒径区分：0.01 µm<Dm<0.1 µm，肺胞沈着率 22%相当) = 80×8.36/22 = 31 µg/m3
許容暴露濃度 (粒径区分：0.1 µm<Dm, Da<1 µm，肺胞沈着率 7.4%相当) = 80×8.36/7.4 = 90 µg/m3
許容暴露濃度 (粒径区分：1 µm<Da<4 µm，肺胞沈着率 9.5%相当) = 80×8.36/9.5 = 71 µg/m3
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本プロジェクトで行った SWCNT (A) の吸入暴露試験においては，二次粒子の空気力学径は計
測されていないが，SEM 観察より，長径の幾何平均が 0.7 µm，短径の幾何平均が 0.2 µm であっ
た．0.2～4 µm の粒子の肺胞沈着率はおよそ 10%前後とほぼ変わらないが，0.01～0.1 µm の粒子
は，肺胞沈着率が 20～40%程度と高いことを考慮し (SWCNT について，0.01 µm<Dm<0.1 µm の代
表肺胞沈着率は 22% (表 III.17))，沈着率の違いを考慮した各粒径区分の許容暴露濃度は次のよう
に設定した．

許容暴露濃度 (導出値) = 30 µg/m3
許容暴露濃度 (粒径区分：0.1 µm<Dm, Da<1 µm) = 30 µg/m3
許容暴露濃度 (粒径区分：1 µm<Da<4 µm) = 30 µg/m3
許容暴露濃度 (粒径区分：0.01 µm<Dm<0.1 µm) = 30×(10/20～10/40) ≈ 10 µg/m3

1.3 作業者の暴露濃度
第 III 章の 1.3.3 節において，CNT (CNF 含む) の現場調査の様々な報告の結果をまとめた．表
VI.1 に表 III.18 を再掲する．これらの濃度は，必ずしも作業者の直接的な個人暴露濃度を測定し
たものではなく，発生源近傍または，作業エリアにおいて計測されたものも含む．また，必ずし
も 1 日 8 時間当たりの平均濃度ではない．ここでは，これらの濃度を近似的に 1 日 8 時間当たり
の平均暴露濃度とみなして，リスク評価を行う．これらの暴露濃度は，暴露管理がないような場
合に相当するものである．
表 VI.1 の現場調査の半分は，実験室レベルの作業時の値である．また，対象とした CNT の種
類は限られている．そこで，第 III 章の 1.3.4 節で述べたように，模擬排出試験の排出濃度が，同
材料の現場プロセスの発生源近傍濃度 (工業生産規模の袋詰め工程など) より概して高いという
結果に基づき，ここでは，模擬排出試験の排出濃度 (吸入性粉じん濃度) を，工業生産規模の袋
詰め工程時のワーストケース的な暴露濃度の推定値とみなす．表 VI.2 に，表 III.10 および表 III.11
の情報を再掲する．
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表 VI.1 現場調査における発生源近傍の環境濃度や暴露濃度
総粉じん or 吸引性粉じん濃度
[µg/m3]
0.7–52.73
SWCNT (未精製)：レーザ
実験室
模擬回収，
Maynard et al.
(触媒金属を指標として推定した
ーアブレーション
or
(2004)
から工場
清掃
CNT 濃度)
HiPco
332
混合
(混合機を開ける)
MWCNT：CVD，
Han et al.
実験室
(2008)
約 50 nm 径，約 1.5 µm 長
113–193
秤量，CNT 溶液の噴霧
Lee et al. (2010)
31–286
MWCNT：CVD
製造工場 合成，秤量，袋詰め，分散
鷹屋ら (2010)
MWCNT：CVD
製造工場
袋詰め (手作業)
63 (EC 濃度)
CNF 複合材料湿式切断
1,094 (TC 濃度)
CNF：約 100 nm 径
Methner et al.
実験室
(2007)
500 mg/バッチ
秤量，混合
64–221 (TC 濃度)
化学処理
31–248 (TC 濃度)
CNF：化学気相法，70–200
Methner et al.
乾燥・移し変え
1,839 (TC 濃度)
nm径，50–100 µm長， 製造工場
(2010)
10–20 kg/シフト
すくい取り (袋詰め)
1,729 (TC 濃度)
EC：元素状炭素，TC：全炭素
出典

材料

作業規模

工程

表 VI.2 NEDO プロジェクトによる模擬排出試験の結果 a
記号

製造元，製造法，銘柄
等

繊維径
[nm]

繊維長
[µm]

比表面積
[m2/g]

かさ密度 c
[g/cm3]

SWCNT-1

HiPco，未精製

0.8–1.2

0.1–1

312 b

0.022

SWCNT-2

HiPco，精製

0.8–1.2

0.1–1

400–1000

0.19

0.8–1.6

～0.5

–

0.24

90+%

630 (1.4)

1.2–1.5

2–5

–

0.11

50–70%

230 (2.1)

3

–

1064 b

0.012

99.95% (TG) b

70 (2.2)

0.18

>95% (TG),
DWCNT ratio
vs. total
Carobn: 2/3

300 (1.6)

CVD，99％ open-ended
(Aldrich 652512)
アーク放電 (Ni-Y 触媒)
SWCNT-4
(Aldrich 519308)
CVD (産総研，スーパー
SWCNT-5
グロース)

SWCNT-3

DWCNT-1

HiPco, 精製

1.5–3.0

0.2–2

–

純度
46% (TG) b,
Fe 35%wt b
93.5% (TG) b,
Fe 4.8%wt b

10–30
1–10
–
0.16
90+%
(内径 3–10),
10–>100b
40–70
CVD，精製
95+%，
MWCNT-3
0.29
0.5-2
98 b
(内径 5–40)
(Aldrich 636843)
93.2% (TG) b
GM44,
MWCNT-4
CVD
0.0072
–
–
69 b
GSD1.3b
GM70,
0.010
99.79%b
MWCNT-5
CVD
–
37 b
GSD1.3b
150，
10–20
13
0.069
–
MWCNT-6
CVD
100–>500b
a：特に説明がない値はカタログ値．
b：同ロットの計測値
c：かさ密度は，模擬排出試験の際の 0.5 cm3 計量スプーン 2 杯の重さから得たおよその値．
d：模擬排出試験の結果 (第 III 章の表 III.11)．3 回の幾何平均値．括弧内の数値は幾何標準偏差．
GM：幾何平均，GSD：幾何標準偏差，TG：熱重量分析

MWCNT-2

CVD，精製
(Aldrich 636517)

吸入性粉じん
濃度 d [µg/m3]
390 (1.6)
770 (1.3)

1,200 (1.3)
6,200 (1.3)
77 (1.3)
210 (1.4)
700 (1.5)

2. リスクの判定
表 VI.1 に示した現場調査の原著では，肺まで到達しない大きさの粒子を含む総粉じんや吸引性
粉じん濃度 (定義は第 III 章の図 III.1 参照) としての値が報告されており，詳細な粒径別の濃度は
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明確でない．第 V 章で導出した許容暴露濃度は，吸入性粉じん相当 (空気力学径がおよそ 4 µm
以下，定義は第 III 章の図 III.1 参照) の粒子による動物試験に基づく値であるので，Okamoto et al.
(1998) による一般的なエアロゾルの吸入性粉じんと吸引性粉じんの比のデータを参考に，総粉じ
んや吸引性粉じんの 50%が吸入性粉じんであると仮定して，吸入性粉じん相当の値を算出した
(この 50%という値は，大きめの値である)．値を表 VI.3 にまとめる．さらにここでは，表 VI.3 の
データを粒径区分ごとに見た場合についても参考として計算する．模擬排出試験の結果から得ら
れた粒径区分ごとの体積 (重量) 濃度の割合 (第 III 章の表 III.14) を用いて，その割合が現場プロ
セスでも同じであると仮定して，その割合と吸入性粉じん濃度との積により粒径区分ごとの濃度
を概算した．その結果を表 VI.4 に示す．
同様に，表 VI.2 の模擬排出試験の結果についても，粒径区分ごとの重量濃度を計算した (表
VI.5)．上述の通り，この濃度を，工業生産規模の袋詰め工程時のワーストケース的な暴露濃度の
推定値とみなす．
得られた作業者の推定暴露濃度 (表 VI.3～5 の A) と，粒径区分ごとの許容暴露濃度 (表 VI.3
～5 の B) を比較し，それぞれ作業者の推定暴露濃度と許容暴露濃度の比であるハザード比 HQ (表
VI.3～5 の A/B) を計算した．
表 VI.3 現場調査における発生源近傍の環境濃度や暴露濃度に対するハザード比 a

No.

現場 1

材料

作業
規模

SWCNT (未精製)：
実験室
レーザーアブレー
から工場
ション or HiPco

工程

模擬回収，
清掃

作業者の推
定暴露濃度
総粉じん or 吸引性
(吸入性粉じ
粉じん濃度
ん濃度)a
[µg/m3]
A
[µg/m3]
0.7–52.73
(触媒金属を指標と
0.35–26.4
して推定した CNT
濃度)

許容暴露
濃度
B
[µg/m3]

ハザード比
A/B

30

0.012–0.88

混合 (混合機を
332
166
80
2.1
開ける)
実験室
秤量，CNT 溶液
113–193
57–95
80
0.71–1.2
の噴霧
合成，秤量，袋
31–286
16-143
80
0.19–1.8
現場 3
MWCNT：CVD 製造工場
詰め，分散
袋詰め
31
80
現場 4
MWCNT：CVD 製造工場
63 (EC 濃度)
0.39
(手作業)
CNF 複合材料
547
80
1,094 (TC 濃度)
6.8
CNF：約 100 nm 径
湿式切断
実験室
現場 5
500 mg/バッチ
32–110
80
秤量，混合
64–221 (TC 濃度)
0.40–1.4
15.5–124
80
化学処理
31–248 (TC 濃度)
0.19–1.6
CNF：化学気相法，
920
80
70–200 nm径，
乾燥・移し変え
1,839 (TC 濃度)
11
製造工場
現場6
50–100 µm長，
すくい取り (袋
865
80
1,729 (TC 濃度)
11
10–20 kg/シフト
詰め)
a：元データは，表 VI.1 参照．原著は，総粉じんや吸引性粉じん濃度の値が報告されており，詳細な粒径別の濃
度は報告されていないが，ここでは，総粉じんや吸引性粉じん濃度の 50%が吸入性粉じんであると仮定した．
EC：元素状炭素，TC：全炭素
MWCNT：CVD，
現場 2 約 50 nm 径，約 1.5
µm 長
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表 VI.4 現場調査における発生源近傍の環境濃度や暴露濃度に対するハザード比 (粒径別)
No

材料

作業
規模

工程

総粉じん or
吸引性粉じ
ん濃度
[µg/m3]

現場１

0.7–52.73
SWCNT (未精
(触媒金属を
製)：レーザー 実験室 模擬回収，
指標として
アブレーショ から工場
清掃
推定した
ン or HiPco
CNT 濃度)

現場２

MWCNT：
CVD，
約 50 nm 径，
約 1.5 µm 長

現場３

MWCNT：
CVD

現場４

MWCNT：
CVD

現場５

CNF：約 100
nm 径
500 mg/バッ
チ

混合 (混合
機を開け
る)

332

実験室
秤量，CNT
溶液の噴
霧

許容暴露
濃度
B
[µg/m3]

0.01<Dm<0.1

作業者の推
定暴露濃度
A
[µg/m3]
0.0000011–
0.000080

0.1<Dm，Da<1

0.019–1.4

30

1<Da<4
計
0.01<Dm<0.1
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計

0.33–25

30

0.0062
29
137

31
90
71

粒径区分
[µm]

0.01<Dm<0.1
113–193

0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計
0.01<Dm<0.1

製造工場

合成，秤
量，袋詰
め，分散

31–286

製造工場

袋詰め
(手作業)

63
(EC 濃度)

CNF 複合
材料湿式
切断

1,094
(TC 濃度)

実験室

0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計
0.01<Dm<0.1
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計
0.01<Dm<0.1
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計
0.01<Dm<0.1

秤量，混合

64–221
(TC 濃度)

0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計
0.01<Dm<0.1

化学処理
現場６

CNF：化学気
相法，70–200
nm径，50–100
製造工場 乾燥・移し
µm長，
変え
10–20 kg/シフ
ト
すくい取
り (袋詰
め)

31–248
(TC 濃度)

1,839
(TC 濃度)

1,729
(TC 濃度)

0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計
0.01<Dm<0.1
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計
0.01<Dm<0.1
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
計

EC：元素状炭素，TC：全炭素
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0.0021–
0.0036
10–17
47–80

10

31
90
71

0.00058–
0.0054
2.7–25
13–118

90
71

0.0012
5.5
26

31
90
71

0.021
96
451

31
90
71

0.0012–
0.0041
5.6–19
26–91

31

31
90
71

0.00060–
0.0047
2.8–22
13–102

90
71

0.035
162
758

31
90
71

0.032
152
712

31
90
71

31

ハザード比
A/B
0.00000011–
0.0000080
0.00063–
0.047
0.011–0.83
0.012–0.88
0.00020
0.32
1.9
2.3
0.000069–
0.00012
0.11–0.19
0.66–1.1
0.77–1.3
0.000019–
0.00017
0.030–0.28
0.18–1.7
0.21–1.9
0.000039
0.061
0.37
0.43
0.00066
1.1
6.4
7.4
0.000039–
0.00013
0.062–0.22
0.37–1.3
0.43–1.5
0.000019–
0.00015
0.031–0.24
0.18–1.4
0.21–1.7
0.0011
1.8
11
13
0.001
1.7
9.9
12
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表 VI.5 模擬排出試験の結果から推定した工業生産規模の袋詰め工程時の
ワーストケースの暴露濃度に対するハザード比
記号

製造元，製造 繊維径 a
[nm]
法，銘柄等

吸入性粉
比表面積 a
じん濃度 c
2
[m /g]
[µg/m3]

SWCNT-1

HiPco，
未精製

0.8–1.2

312 b

390

SWCNT-2

HiPco，
精製

0.8–1.2

400–1000

770

SWCNT-3

CVD，99％
open-ended

0.8–1.6

–

630

SWCNT-4

アーク放電
(Ni-Y 触媒)

1.2–1.5

–

230

SWCNT-5

CVD

3

1064 b

70

1.5–3.0

–

300

MWCNT-2

CVD，
精製

10–30
(内径
3–10),
10–>100b

–

1,200

MWCNT-3

CVD，
精製

40–70
(内径 5–40)

98 b

6,200

MWCNT-4

CVD

GM44,
GSD1.3b

69 b

77

MWCNT-5

CVD

GM70,
GSD1.3b

37 b

210

MWCNT-6

CVD

150，
100–>500b

13

700

DWCNT-1 HiPco, 精製

作業者の推 許容暴露
ハザード
定暴露濃度 d
濃度
比
A
B
A/B
3
3
[µg/m ]
[µg/m ]
0.00027
10
0.000027
0.01<Dm<0.1
27
30
0.9
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
360
30
12
計
13
0.01<Dm<0.1
0.00065
10
0.000065
7.8
30
0.26
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
760
30
25
計
26
0.0030
10
0.00030
0.01<Dm<0.1
24
30
0.81
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
600
30
20
計
21
0.0020
10
0.00020
0.01<Dm<0.1
4.2
30
0.14
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
220
30
7.5
計
7.6
0.01<Dm<0.1 0.0000049
10
0.00000049
9.0
30
0.30
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
60
30
2.0
計
2.3
0.00034
10
0.000034
0.01<Dm<0.1
1.9
30
0.062
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
300
30
10
計
10
0.030
31
0.00097
0.01<Dm<0.1
220
90
2.4
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
960
71
14
計
16
0.023
31
0.00073
0.01<Dm<0.1
190
90
2.1
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
6,000
71
85
計
87
0.000028
31
0.00000089
0.01<Dm<0.1
38
90
0.42
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
39
71
0.55
計
0.97
0.00015
31
0.0000048
0.01<Dm<0.1
45
90
0.50
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
170
71
2.3
計
2.8
0.01<Dm<0.1
0.0012
31
0.000038
67
90
0.74
0.1<Dm，Da<1
1<Da<4
630
71
8.9
計
9.7
粒径区分
[µm]

a：特に説明がない値はカタログ値．
b：同ロットの計測値
c：模擬排出試験の結果から推定した工業生産規模の袋詰め工程時のワーストケースの暴露濃度
d：模擬排出試験の結果から得られた粒径区分ごとの割合 (第 III 章の表 III.14) を用いて，粒径区分ごとの濃度
を計算した．
Dm：移動度径 [µm]，Da：空気力学径 [µm]，GM：幾何平均，GSD：幾何標準偏差
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(1) 必要な暴露削減率 (プロセスの多様性と CNT の多様性)
プロセスの多様性 (種類，方法，規模など) と，CNT の多様性により，暴露濃度およびそれに
対応したハザード比は，幅を持つ．
現場調査の報告例は少ないが，現場調査の結果より推定された暴露濃度についてのハザード比
は，全粒径区分の合計で見ると，およそ 0.1～10 程度であり，高いもので約 10 程度であった (表
VI.3 および表 VI.4)．これは，必要な暴露対策レベル (削減率) が，高いもので 10 倍程度になる
ことを意味しており，暴露管理対策なしでは，暴露濃度が許容暴露濃度を超える場合があること
を示している．
比較的高いハザード比 (約 10) が見られたのは，CNF の製造工場における乾燥・移し変え (オ
ーブンで乾燥させたトレイ上の CNF を空のドラムに手作業で投入する作業)，手作業のすくい取
り (袋詰め) であった (表 VI.3 および表 VI.4 の現場 6)．ちなみに，これらの計測は疑われる排出
源に可能な限り近い位置で行われたものである (作業者が直接暴露する濃度ではない)．
その次に高いハザード比 (約 7) が見られたのは，大学実験室における CNF 複合材料の湿式切
断であった (表 VI.3 および表 VI.4 の現場 5)．ただし，CNF 単独の寄与がどの程度かは明確でな
い．同 CNF の秤量・混合時 (秤量，容器への CNF の移し入れとアセトンとの機械的混合，作業
台における半乾燥製品の取り扱い) のハザード比は，0.4–1.5 であった．これらは，作業者の呼吸
域における計測によるものである．
MWCNT の製造工場における手作業での袋詰め時のハザード比は 0.4 であった (表 VI.3 および
表 VI.4 の現場 4)．これは作業者の呼吸域における計測によるものである．なお，この工場では，
袋詰めの自動化 (囲い込み) により，作業者の暴露濃度は，この 1/7 にまで減少している (第 III
章 1.1.1 節の表 III.7 参照)．
CVD 合成，秤量，袋詰め，分散を行っていた MWCNT の製造工場におけるハザード比は約 0.2–2
であった (表 VI.3 および表 VI.4 の現場 3)．ただし，鉄やアルミニウムなどの触媒金属の排出も
同時に確認されており，重量濃度に対する MWCNT の寄与がどの程度かは明確でなく，このハザ
ード比は，CNT 単独のものとしては過大である．
MWCNT の実験室において，混合機を開ける際の作業者の個人暴露濃度に対するハザード比は
約 2，秤量時の作業環境濃度に対するハザード比は約 0.7，CNT 溶液の噴霧時の作業者の個人暴露
濃度に対するハザード比は約 1.2 であった (表 VI.3 および表 VI.4 の現場 2)．なお，この実験室で
は，換気の改善および囲い込みにより，混合や秤量については検出限界以下になり，CNT 溶液の
噴霧については，暴露濃度が 1/6 にまで減少している (第 III 章 1.1.1 節の表 III.2 参照)．
SWCNT の模擬的な回収作業および清掃時の作業環境濃度に対するハザード比は 0.012–0.88 で
あった (表 VI.3 および表 VI.4 の現場 1)．
極端な例として，模擬排出試験の結果から推定した工業生産規模の袋詰め工程時のワーストケ
ースの暴露濃度についてのハザード比は，およそ 1～100 であった (表 VI.5)．CNT の物性値と排
出のしやすさの関係については，必ずしも明確でないが，多様な CNT の中で特に排出しやすい
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CNT について，工業生産規模の袋詰めのような特に排出しやすい工程を考えた場合には，必要な
暴露対策レベル (削減率) は 100 倍程度になりうると推測された．

(2) 粒径区分ごとの寄与
模擬排出試験の結果より，重量濃度は，空気力学径が 1 µm 以上の粒子の寄与が支配的であり，
100 nm より小さい粒子の方が肺胞に沈着しやすいということを考慮しても (より厳しい許容暴露
濃度を想定しても)，全体のリスク (ハザード比) に対する 100 nm より小さい粒子の寄与は非常
に小さく，1 µm 以上の粒子の寄与が大きかった (表 VI.4 および表 VI.5)．空気力学径が 1 µm 以上
の粒子の暴露量を削減すれば，全体のリスクは大きく下がることになる．

3. 注意すべき工程と暴露管理
3.1 工程と管理
一般的に吸入暴露の可能性が高いのは，CNT 粉体を乾燥状態で取り扱う工程であると考えられ，
実際，CNT の製造・使用現場の計測報告において，排出・暴露が起こりやすい工程は，回収，秤
量，混合，容器移し替え，袋詰め，清掃などの CNT 粉体を乾燥状態で扱う工程であった．これら
の工程の際の排出・暴露には注意する必要があるといえる．CNT が液中に存在する場合において
は，一般的には飛散しにくいと考えられるが，液体自体の飛沫が飛散するような場合 (撹拌，超
音波処理，泡立ちが伴う工程，噴霧など) においては，吸入暴露の可能性がある (Johnson et al.
2010)．
通常の粉じん暴露のための暴露管理対策 (囲い込みや局所排気装置，保護具) は，CNT および
その他の多くのナノ材料においても有効であることが示されている (NIOSH 2009; Methner 2008;
Methner et al. 2010)．
Han et al. (2008) の研究では，暴露管理対策前後の気中 MWCNT 濃度について報告しており，
換気の改善や囲い込みなどの暴露管理対策を行った結果，気中の粉じん濃度は著しく減少し，ほ
とんどの工程において気中 MWCNT は検出されなくなっている (第 III 章 1.1.1 節の表 III.2)．
Methner et al. (2010) の報告では，MWCNT の実験室におけるチャンバーの開放・CNT 回収時に，
排気ありの場合は，エアロゾルの個数濃度が，1/100 以下になっている (第 III 章 1.1.1 節の表 III.6)．
NEDO プロジェクトで行った SWCNT 製造実験室における CNT の排出調査においても，グロ
ーブボックスおよびドラフトチャンバー内での CNT ハンドリング時の CNT の外部への排出は基
本的に見られなかった (第 III 章 1.1.2 節)．
フィルターの捕集機構は，粒子のブラウン拡散，慣性衝突，重力沈降，さえぎり，静電捕集な
どによるが，小さい粒子ほどブラウン拡散や静電気効果が大きくなり，大きい粒子ほど慣性衝突
や重力沈降，さえぎりの効果が大きくなるため，これらの総和であるフィルターの粒子捕集効率
VI-9

VI. リスク評価・リスク管理

は粒子径によって異なり，一般にサブミクロンサイズの粒子の捕集効率が最も低くなる (HEPA
フィルターの場合この最小値が約 0.3 µm 程度であり，0.3 µm の粒子を使って性能試験がなされて
いる)．また，繊維状物質は，さえぎりとよばれる効果により，球形粒子に比べて，フィルターへ
の捕集効率は高くなることが知られている．実際，NEDO プロジェクト (P06041) の金沢大学の
成果報告では，SWCNT および MWCNT のフィルター捕集効率は，球形粒子とほぼ同等か，むし
ろ高いという結果が得られている (大谷&瀬戸 2009)．
このように，通常の粉じん暴露のための暴露管理対策 (囲い込みや局所排気装置，保護具) は，
CNT においても有効であると考えられる．また，CNT を湿式で扱うことや，飛散しにくい形態へ
の改質もひとつの方法であると考えられる．上述のように，現場調査の報告例からは，およそ削
減率 10 倍の暴露対策が，また，模擬排出試験の結果から推定した工業生産規模の袋詰め工程時の
ワーストケースでは，およそ削減率 100 倍の暴露対策が必要である場合があると推定された．そ
して，全体のリスクに対して，1 µm 以上の粒子の寄与が大きいと考えられた．現実の管理を考え
る際には，1 µm 以上の粒子径を想定したモニタリングや設備設計を行うことで，効率的に暴露管
理を行うことができると考えられる．
単独の一本の CNT 繊維や 100 nm 以下の凝集粒子の計測は一般に難しいが (付録 A 参照)，それ
らの排出は，多くの場合，サブミクロンからミクロンサイズの凝集粒子の排出と同時に生じると
考えられ，また，囲い込みや局所排気装置，フィルターによる粒子除去などにより，サブミクロ
ンからミクロンサイズの凝集粒子の濃度が抑制できれば，単独の一本の CNT 繊維や 100 nm 以下
の凝集粒子も同時に抑制できると考えられることから，ミクロンサイズの凝集粒子の濃度を指標
にした暴露管理は，現状において現実的で有効な方法であると考えられる．
これらの情報を参考にしつつ，想定される飛散の程度に応じて，適切な暴露管理対策を行い，
最終的には，モニタリング調査を行うなどして，許容暴露濃度を超えないように管理していくこ
とが望まれる．

3.2 ナノ材料の性質と許容暴露濃度 (PL) との関係
この研究の中で，生体影響がナノ材料の BET 比表面積に大きく影響すること，むしろ，多層か
単層かという区別はあまり意味がないことが分かった．こういうことを背景に，この研究成果と
して，現実に生産されているものの中では最も比表面積が大きいと思われる SWCNT (A) を基準
に出された許容暴露濃度 (PL) の 0.03 mg/m3 を CNT 共通の値として提案した．当初の二軸アプ
ローチの考えでは，それぞれの材料について気管内投与試験を実施して，各々の管理基準を考え
るというものであった．しかし，この BET 比表面積との関係が得られたことは，極端に言えば，
気管内投与試験は不要で，BET 比表面積が分かればいいということになる (ここでは，詳しく述
べないが，BET 比表面積の異なる粒子が混在している場合には注意が必要である)．
ここで得られた関係が非常に信頼性が高いとすれば，有害性評価やリスク管理が大幅に簡素化
できることを示している．より広い範囲での試験で，この関係の検証が行われることを希望した
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い．

3.3 長繊維問題
第 V 章 3.2 節において，長繊維問題に触れた．できる限りの実験をして，マクロファージが貪
食できないような長くてまっすぐな繊維により腫瘍が生ずるという証拠を見つけることはできな
かった．そもそも，そういう形の CNT の吸入暴露試験をすることができないのだが，「ない」と
いう証明は非常に難しい．しかし，この懸念自体は尤もで重要である．そこで，作業環境では，
気中に飛散している CNT があるとすれば，その長さや形をまずは，電顕で調べることをお勧めし
たい．そして，吸入性粒子であって，二次粒子の長さが 20 µm 以上のものがあれば，通常より大
きな安全率を見込んだ管理をすることが望ましい．
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第 VII 章

終わりに

5 年間の NEDO プロジェクト (P06041) が終了した．その結果として，CNT のリスク評価書を
世に出すことになった．この間の労力，緊張を思うと感慨無量である．と同時に，達成感がふつ
ふつとわき出してくる．
第 I 章では，この評価書の構成について書いた．第 II 章では，CNT についての物理化学的特徴
と CNT に関する国際的な議論や規制の現況を書いた．国際舞台で，CNT の有害性評価，リスク
評価が議論になり，産業のイノベーションと表裏一体で動いていることを明らかにした．
第 III 章の「暴露評価」では，現場計測と模擬排出試験とを組み合わせて，モデル的作業工程での
CNT の粒径別環境濃度を推定した．
第 IV 章「有害性評価」では，公刊の有害性情報を整理して，一般的な特徴を抽出した．と同
時に，NEDO プロジェクト (P06041) で行った有害性試験の考え方と結果を紹介し，最終的には
炎症をエンドポイントとするラットの NOAEL を SWCNT と MWCNT について導いた．
炎症と腫瘍との関係について，注意深い病理組織学的観察，補足的実験を行った．同時に，発
がん性予見情報の一つとして考えられている遺伝毒性については特に詳しく調べた．高濃度で長
期の粒子による暴露でおきる炎症により腫瘍が生成する可能性が高いというのが我々の作業仮説
であり，今でも作業仮説の状態であるが，この仮説はこれまでの文献調査，このプロジェクトの
中で実施された CNT に関する遺伝毒性試験結果とは矛盾しない．
第 3 節では，体内動態についての実験と速度論的解析結果を示した．粒子の肺組織での挙動は
二段階対数減衰モデルで記述するのが適切であると判断し，その仮定の下でクリアランス速度
(半減期) を算出した．TiO2 やフラーレンの半減期と比較した．CNT の半減期は，両者に比べる
と長いが，少なくとも，本プロジェクトで“影響なし”と評価されている暴露濃度域では，異常に
長いという状況ではなかった．
第 4 節では，前 1 節と一部重複する部分もあるが，NEDO プロジェクト (P06041) で行った有
害性試験の全体的な計画，考え方とその結果の概略について記述した．通常の化学物質の有害性
試験とは異なり，今回のナノ材料のような場合には，俯瞰的な見方が求められる．その要求に応
えるために考案された，様々な簡略化手法や外挿手法について説明した．
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第 V 章「作業環境における許容暴露濃度 (PL) の算出」では，動物試験の結果をヒトへの影響
に外挿する場合の用量についての検討し，作業環境における許容暴露濃度を算出した．Pauluhn
(2010) や Ma-Hock et al. (2009a, b) ，NIOSH (2011) の解析に用いられた手法との比較を行った．
我々のデータが，亜慢性吸入暴露試験が基本であること，現在，続々と有害性試験が行われて
いることから，我々の提案は 10 年以内に見直すことを前提とした時限のものとした．このこと
を，許容暴露濃度 (PL) と表記した．これは，順応的管理の考え方に基づくものである．
二軸アプローチの考え方に基づき，複数の SWCNT,

DWCNT,

MWCNT の有害性の大きさを

比較した．有害性の大きさは，材料の BET 比表面積が大きければ大きいという結果になった．
また，有害性の大きさと BET 比表面積との関係は，単層か二層か多層かによらず，共通のひと
つの関係式が成立することが分かった．
このことから，最終的には CNT に関する許容暴露濃度 (PL) は単層か，多層かに関わらす一
つの値で出すことにした．現実には，その材料の BET 表面積などを考慮して柔軟な運用が望ま
しいとした．
第 VI 章「リスク評価・管理」では，第 III 章で推定されたた CNT を取り扱う作業者に対する
CNT の推定暴露量と，第 V 章で推定された SWCNT および MWCNT の許容暴露濃度と比較し，
作業環境における作業者のリスクを定量的に評価した．そして，リスク管理対策に関する意見を
述べた．

VII-2

VIII. 外部レビュアーのコメントと筆者らの対応

第 VIII 章

外部レビュアーのコメントと筆者らの対応

本評価書の公開に先立ち， (独) 産業技術総合研究所外部の専門家に対して，評価書原案 (外部
レビュー版) に対する外部レビューを依頼した．
依頼した外部レビュアーは以下の 4 名である (五
十音順，敬称略)．

伊藤潤平

三井化学株式会社 環境・安全センター

市原

名古屋大学大学院医学系研究科

学

櫻井治彦

中央労働災害防止協会

高橋道人

病理ピアレビューセンター

センター長

環境労働衛生学分野

医学博士
准教授

労働衛生調査分析センター技術顧問
センター長

医学博士
医学博士

医学博士

本章では，各レビュアーのコメントとそれぞれに対する筆者らの対応を記載した．ただし，誤
字･脱字や用語に関する指摘については，指摘に沿った修正を行い，原則として本章での記載は割
愛することとした．
なお，次ページ以降に示す各レビュアーのコメントにあるページおよび行番号は，評価書原案
(外部レビュー版) のものであり，本評価書のページおよび行番号とは異なる．
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櫻井治彦レビュアーからのコメントと筆者らの対応
この評価書は，物理的性状を明確にした粒子や繊維を用いて行った独自の実験データを基に有
害性を論じていることなど，高く評価すべき内容を多く持っている．それらの点に敬意を表した
うえで，以下に二，三の疑問点を述べる．

1. 時限の許容ばく露濃度の考え方
一般にばく露限界値は，その時点で得られているデータの範囲内で設定せざるを得ないことか
ら，確定的でない数値という性格は免れない．それに対して，不確実性係数を多めに採る傾向が
近年強くなってきている印象がある．労働環境におけるばく露限界値は，あまりに安全閾を大き
く採り過ぎると，環境改善の目標としては厳しく，実際に守られないという結果を生む弊害があ
るので，国際的にみても，安全であるという根拠が必ずしも十分でない，ぎりぎりの数値がしば
しば選択されてきた経緯がある．その結果，より低い値への改定が繰り返し行われてきたのも事
実である．
本評価書では，ある程度の期間にわたって改定されることなく安定的に使える許容ばく露濃度
を設定することを目標とし，デフォルトの不確実性係数を安易に採用することを避け，エビデン
スに基づき，現実性と安全性の適切なバランスを持った許容ばく露濃度を設定しようとしたと考
えられる．そのような試みは望ましいことであるが，げっ歯類における亜慢性ばく露が生涯ばく
露に比べて一定程度短いことと，労働者の生涯ばく露期間 (30～45 年) を対比させ，その 1/2 か
ら 1/3 である 15 年という期間を，時限の許容濃度を見直す期間としたことには違和感がある．げ
っ歯類における 90 日がヒトの約 15 年に相当するというような考え方が根底にあるが，広く同意
を得ることは難しいと考える．毒性の種類によって事情が異なるとは予想されるが，多くの毒性
(肺の炎症を含む) の発現は，生涯年数で正規化した時間ではなく，絶対時間によって規定されて
いると思われる．
本評価書では上記の考え方などにより，期間外挿に対して 2 の不確実性係数を当てるに止めて
いるが，私としては常識的に，残留性であることも考慮して，悪急性ばく露から慢性ばく露への
外挿に対する不確実性係数として６程度の数値を採用したいところである．
また，許容ばく露濃度はほとんど常に暫定的という性格のものなので，例えば 10 年という時限
を設定する根拠がよほど明らかでない限り，あえて「時限の」という言葉を付ける意義は小さい
と考える．
【対応】
この部分が，今回の評価書の中で最も悩み，また，長い時間をかけて考えた点です．ラットに
おける試験は長くても 2 年しかできません．その 2 年をヒトの一生 (60～70 年) に引き写すかた
ちで，外挿が行われています．外挿の際の metrics や，不確実性係数については種々意見があると
は思いますが，2 年から 70 年を推定することは，動物試験を使う以上認めなければならない出発
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点です．
また，このプロジェクトの中では 2 年の吸入暴露試験は不可能で，とりあえず 90 日吸入暴露試
験を基礎に考える時 (我々は，それをさらに 4 週試験で置き換えたのですが) ，二つの選択があ
ると考えました．以下，やや不正確な用語の使い方ではありますが，90 日を亜慢性，生涯に近い
期間を長期という用語で説明しますと，一つは，亜慢性の動物試験結果に一定の不確実性係数を
導入して，ヒトの長期影響の結果を推定する方法で，これが通常の方法です．もう一つは，亜慢
性と長期では，症状そのものが異なる可能性もあるので，亜慢性の結果はあくまでも一生涯の一
部の期間の影響であるとみた方がいいという考えです．私達は，この第二の立場をとりました．
気管内投与試験では，2 年間の観察を加えましたが，一応亜慢性試験結果には，症状を拾うとい
う点で限界があると考えたのです．
亜慢性試験結果に不確実性係数を賦与するだけで長期影響を予測できるかという問題意識から，
後に述べる時限の許容濃度という考え方も出てきたのですが，この部分の説明が本文にありませ
んでしたので，この点を補足致します．
もうひとつは，新規技術のリスク評価であるが故に，新規技術の推進と安全性確保の両立とい
う考え方が重要であるとの考え方から，順応的管理が求められると考えました．新規物質の場合，
様々なことが不確実であるが故に，一定動かしつつ，修正するという考え方を取り入れた方がい
い，その点からは，許容濃度が時限であることが望ましいと考えました．この考え方は，新規物
質のリスク管理についての PDCA サイクル (計画，実行，点検，改善のサイクル) と言ってもい
いと思います．
10 年で見直しとしたのは，亜慢性試験の結果が基礎になっているということがありますが，現
在世界中で種々の試験が行われていることも考えて適切な期間設定と考えました．今後の改訂に
ついては，国や産業界に努力して頂きたいと考えています．もし，10 年間で長期暴露の影響につ
いての情報が得られなかった，または，新しい情報が得られなかった場合には，私どもの結果を
基に，長期暴露の影響を推定するしか方法はありません．順応的管理，つまり PDCA サイクルを
どう動かすのかについて提案をしたいと思っていますが，今回は，そこまで，手がまわりません
でした．
通常の方法で，亜急性から慢性への外挿を行っておいた方がいいということですが，私どもの
方法は，結果的に見ますと，他の方が慢性への影響を外挿している場合に比べて，特に甘い方法
をとっているわけではありません．表 V.2 に，Pauluhn (2010a) と Luizi (2009a) の場合を比較とし
て示しましたが，彼らは長期暴露の影響として評価していますが，不確実性係数に相当する値が，
私どものそれと比べて特に大きいわけではありません．したがって，先生のお考えを取り入れて
も，数値は変わらないです．むしろ，それを 15 年の時限であるとしているだけ，厳しい値とも言
えると考えています．また，期間外挿に関する不確実性係数として 6 を採用しており，この点で
は先生のご意見と同じです．
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以上のように考えておりますので，結論は変えておりませんが，第 IV 章の 4.4.2 末尾に，亜慢
性データの限界を考慮したことも，一つの理由であることを加筆いたしました．

2. 用量の metrics
肺胞面積当たりの粒子の沈着速度を metrics としたと表現されているが，純粋に速度だけを
metrics にした場合，ばく露期間が 1 週間であろうと，1 年であろうと，沈着速度さえ同じであれ
ば同じ健康障害を起こすと言っていることになり誤解を招くと思われる．あくまで，ばく露期間
が同等であることが前提なので，metrics として速度と期間の積である總沈着量を採用したと表現
するほうがよいのではないか．
【対応】
このプロジェクトでは，暴露期間を揃えることに努力しましたが，それは，試験動物とヒトの
平均的な寿命で正規化された暴露期間です．つまり，動物の亜慢性とヒトの寿命の 1/2～1/3 を揃
え，その上に沈着速度を metircs としたのです．寿命で正規化された期間はほぼ揃っていますが，
絶対時間は異なりますので，総沈着量を metrics にしたのではないのです．
肺胞面積当たりの粒子の沈着速度と言うと，やや奇異に思えるかもしれませんが，肺胞表面積
当たりの濃度や圧力を揃えることと同義で，これまで長きに使われてきた考え方です．しかし，
粒子の残留性を考えた場合，肺保持量が一つの尺度になりうるとの考え方には妥当性があります．
しかし，第 V 章 1.2.1 に書きました通り，どういう保持量が同じなら，同じ影響が期待できるか
が問題です．既に書いたことではありますが，NIOSH は 45 年間暴露の肺保持量がラットの肺保
持量と同じ場合に，同じ影響が現れるとしましたし，Pauluhn (2009a) は肺胞マクロファージ当た
り保持量が等しければ同じとしています．これに対し，Luizi (2009) は濃度が同じなら同じとし，
不確実性係数を導入しています．我々のプロジェクトでは，粒子の沈着速度 (濃度，圧力と同義)
を肺胞表面積当たりで規格化し，さらに，寿命で規格化された暴露期間をできるだけ揃え，その
上で不確実性係数を導入することにしました．今回はこのような考え方をとりましたが，原理的
には，Pauluhn の考え方の延長上に正解があると思っています．つまり，ヒトと動物のマクロフ
ァージの数や活性の違いを考慮した肺保持量です．現時点で，ヒトと動物の活性の違いを記述す
る因子を特定できないことから，今回は TK (トキシコキネティックス) に関する不確実性係数の
3 を導入するに留めました．

3. マイナーな点であるが，V-4 ページ，111 行の，
「・・UF は全体として 2 全体となる」と書か
れているが，
「・・・UF は全体として 6 となる」が正しいか？
【対応】
この段階での不確実性係数は 6 です．第 V 章 1.2.2 の文章を修正しました．
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高橋道人レビュアーからのコメントと筆者らの対応
ご指摘頂いた点につきましては修正いたしました．
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市原学レビュアーからのコメントと筆者らの対応
1.

IV-30

8-9 行目“3 時間処理でより強い DNA 損傷がみられたことは 24 時間ではこれらが修復

している可能性がうかがわれる．”
原著においても，このような解釈がされていますが，この解釈の根拠は決して強くないと思い
ます．現状の文章でも問題はないと思いますが， “「 3 時間処理でより強い DNA 損傷がみられ
たことは 24 時間ではこれらが修復している可能性がうかがわれる．」 と著者らは考察している．”
としておく方法もあると思います．
【対応】
ご示唆ありがとうございました．ご指摘の部分を削除いたしました．

2.

IV-69，4.4.2 発がん性についての取り組み
石綿による中皮腫発症メカニズムの一つとして，アスペクト比の高い繊維，長い繊維に対する

Frustrated Phagocytosis があります．これと関連して，本報告書でも長さの効果について触れられ
ています．長さの問題は，単にマクロファージが貪食できるかどうかという問題だけではなく，
壁側胸膜における挙動と，そこにおける反応と関係しているとの説が Donaldson K により最近提
出されています (Donaldson K et al. Particle and Fibre Toxicol 2010)．
これまでにも，石綿による中皮腫が臓側胸膜には発生せず，常に壁側胸膜から発生することが指
摘されていました．このことを説明する一つの有力な仮説として，長い繊維が壁側胸膜の Stoma
を通過できず，ここで Frustrated Phagocytosis が起り中皮腫を発生させるのではないか，というも
のがあります．
問題は，繊維の肺がん誘導作用を評価し，リスク管理をすれば，同時に中皮腫を引き起こすリ
スクを下げられるかどうか，ということです．この点は一つの研究テーマになりうると思います．
すなわち，この報告書が明らかにしたように，肺内における炎症誘導作用は比表面積によって説
明できるとしても，肺内炎症誘導作用が比較的弱い繊維が 1) 胸膜腔への移行性
Stoma 部における繊維の通過しやすさ，3) 壁側胸膜における Frustrated

2) 壁側胸膜の

Phagocytosis を引き起こ

す能力の程度によっては，中皮腫発生作用が強い可能性も残されていると思われます．
以上のように，中皮腫発生能力に対しては，問題が残されており，これは今後のプロジェクトで
明らかにすべき課題としてまとめられたほうが良いと思われます．
【対応】
Donaldson et al. (2010) の論文には，“長い”繊維が胸膜に移行するメカニズムについての仮説
的考察が書かれてあり，大変興味深く読みました．このプロジェクトの中では，できるだけ長い
繊維状 CNT の試験試料を調製して，気管内投与試験を行い，また，気管内投与後 2 ヶ年の観察を
行っておりますが，今のところ胸膜に何らかの症状は見られておりません．しかし，胸膜に移行
しない，或いは中皮腫のような病気を引き起こさないという証明は難しく，万が一の場合を考え
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て，概略以下のような管理の考え方を第 VI 章の 3.3 で提示しています．「作業環境中で検出され
る CNT の多くは，凝集し，丸まった形になっていますが，時に，まっすぐで長いものも散見され
ます．まっすぐで長い繊維が気中で観察されるケースについては，通常より大きな安全率を見込
んだ管理をするのが望ましい」というものです．Donaldson らは，この論文の中では，長い繊維
状粒子でも丸まった (tangled) 状態のものは，短い繊維状粒子と同等としております．もし，
Donaldson の仮説が正しく，かつ，一定量の胸膜移行があったとしても，この管理方針で対応出
来ると考えています．このプロジェクトでは，CNT の炎症活性と一次粒子のチューブ径 (BET 比
表面積) との間に強い相関があることを示しましたが，二次粒子の形態もまた，大きく影響する
場面があるのかもしれません．今後の課題であることは論を俟ちませんが，二次粒子の形態と移
行量に注視したいと思います．
Donaldson K et al. (2010). Asbestos, carbon nanotubes and the pleural mesothelium: a review of the
hypothesis regarding the role of long fibre retention in the parietal pleura, inflammation and mesothelioma.
Particle and Fibre Toxicol, 7:5.
3.

IV-40 の DNA 二重鎖切断作用は注目されるべきと思います．これは DNA の傷害としては影

響の大きいものと考えられ，石綿も同じ作用を有することが知られています．この部分に関する
適切な考察が必要と思われます．
【対応】
これらは in vitro の試験結果であり，当 NEDO プロジェクトにおいても CNT の in vivo
コッメト・アッセイを実施して DNA 損傷性を調べて陰性の結果を得ております．第 V 章 2.2.2
の(2) に記載しております．
4. 2 軸アプローチ
大変論理的でわかりやすい方法，現実的な方法と思います．ただ，この問題を繊維状物質に当
てはめる場合，ポジティブコントロールとして何を置くべきか，考える必要があると思います．
エンドポイントにもよりますが，確実に陽性にでるものを基準にとり，それとの相対的な活性に
よって新規素材のハザードを評価していく必要があると思います．
【対応】
ポジティブコントロールに何をとるかは，このプロジェクトを始める時，最初にぶつかった課
題でした．何人かの専門家の方に相談に乗って頂きました．そして，吸入暴露試験では酸化ニッ
ケル (NiO) を，気管内投与試験では Min-U-Sil をとることになりました．すでに評価の確定して
いる古典的な粒子，繊維状物質をポジティブコントロールにとればいいというご意見ですが，そ
の反応とここで調べるナノ材料が同じようなメカニズムで，同じような影響をもたらすのであれ
ば，それが望ましいですが，ナノ材料に何か特殊な反応があるかもしれないという立場で研究し
ていますので，ご提案の方針を採用することは現段階ではできません．しかし，評価の定まって
いる古典的な粒子や繊維状物質と定性的には同じ反応をするが，定量的には異なるということが
分かった場合には，ご提案のようなことが可能になります．
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伊藤潤平レビュアーからのコメントと筆者らの対応
1.

III 章

暴露評価について

＜第 1 節：

＞

・ 残念ながら、第 1 節は国内外の報告のまとめの域を出ていない．これらの実例を元に、CNT
の暴露評価の指針を提案頂きたかった．


Maynard の報告を例にすれば、掃除機由来のナノ粒子放出の可能性が否定できないため
に、CNT 由来の粉塵と特定できていない実験例も同列で扱っている．読者から見ると、
信頼性に応じて差別化してほしい．参考データとすべき．
【対応】
Maynard の報告では，掃除機のフィルターが正常に取り付けられていなかったケース
や，低効率フィルターを備えた掃除機のケースもあり，CNT 由来の粒子飛散の可能性を
完全に否定することも難しいです．各事業者がどのようなプロセスに注意すべきか分か
るように，CNT の飛散・暴露の可能性のあるプロセスをまとめました．



1.1.1 項と 1.1.2 項で述べられた試験例でえられた貴重な情報は、1.1.3 項においてまとめ
られるべきである．本項ではそれまでの要約にとどまっている．
【対応】
1.1.3 項では，現場調査の課題や問題点，排出が起こりやすい工程，濃度・サイズ・形
態などの情報をまとめています．



このリスク評価書作成の経緯を考えれば、産業界が CNT を取り扱う時の risk 評価を容易
にするための指針となるべきと考える．



1.3.1 項で「暴露が起こりやすい状況や工程」が特定されている．1.1.1 項や 1.1.2 項で示
された試験例は、必ずしも良い例ばかりではない．それぞれの工程に対して、どのよう
な暴露評価手法がよいのかの提案があって欲しい．また、それは産業界が実施可能なも
のであるべき．



具体的には、Ⅲ－37 頁(2)において、暴露されやすい工程の中に「容器移し替え投入を伴
う作業」が含まれている．(2)以降の項において、「容器移し替え投入を伴う作業につい
て」の 1)ケースごとの粉塵の測定方法 (形状等の質と量) と課題、2)

を示して頂き

たい．
【対応】
作業現場における CNT 等ナノ材料の気中計測については，すべての CNT，すべての
現場に適用できる一般的な手法が確立されているわけではありませんが，可能性のある
方法について，付録 A にまとめています．また，第 V 章では作業環境における許容暴露
濃度を提案し，第 VI 章では，各ケースのリスクを判定すると共に，注意すべき工程と
暴露管理について述べています．実際の作業現場では，同じようなプロセスでも，現場
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ごとにその取扱量や頻度，スペース，扱い方が異なること，CNT の種類や凝集状態によ
って飛散性は異なること，対策にかけられる投資額や制約が異なることから，現場ごと
に最適な対策は異なると考えられます．個々のケースについては，本評価書で示した情
報を参考にしていただき，最終的にはモニタリング調査を行うなどして，必要な対策の
程度と，対策の効果を判断しながら，提案した許容暴露濃度を超えないように管理して
いただければと思います．

・ 1.3 項にしたがって、暴露評価を実施するとする．1.3.2 項では、模擬試験の結果は 1.2.2 項の
図Ⅲ8 を見るようになっている．しかし、どのような使用状態を模擬したのか、記載がない．
1.2.2 項をみると、NIOSH とほぼ同様とあるだけで、やはり記載がない．NIOSH の記載でも、
試験条件の記載があるが、それがどのような状態を模擬したのかが、分からない (分かりに
くい？)．
【対応】
模擬排出試験の位置づけについては，1.2.3 節(1)に記していますが，1.2.2 節にも模擬排出試
験の詳細や位置づけを追記しました．

・ ケースごとに、用いるべき暴露評価技術を示して頂けるとありがたい．
【対応】
二つ前の返答をご参照ください．

＜第 2 節：＞
・ 第 1 節に比較すると身近な例に落としこめるので、まだ容易に読み進めました．

・ 前節同様に、文章が回りくどい．うちの溶出チームの文章に似ている．以下は実例


“まず実際に暴露の可能性が高いことが想定できるケースとして「開放系あるいは直接
接触する形態で用いられる」および「工業製品として比較的数量が見込まれる」のいず
れかを優先して評価して考えた．
“ などと、著者の構想段階の頭の中を記載する必要は
無い．



上記の文章とその後の数行を省略し、
“生産量が比較的多くなると見込まれている次の 3
種類の製品について、製造段階から廃棄段階までの暴露評価を実施することにした．
「電気二重層化キャパシタ」
「リチウムイオン電池」
「自動車」

“と、簡略して書けばよい．

【対応】
より簡潔な表現が望ましいケースも少なくないとは認識しております．一方で，論理
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が読み手に伝わるように配慮した結果という側面もあります．例えば，当該箇所につい
ては，生産量が比較的多いものを評価の対象としたのは絞り込みの結果であり，開放系
や直接接触する形態の用途について始めから除外したわけではないということは，評価
のフレーミングとして記述すべき内容と考えています．「製造段階から廃棄段階までの」
という表現は拝借することにいたしました．

・ 廃棄量の推定は超概算なので、オーダーが合えばよいのだと思いますが、オーダーが狂いそ
うな文面のみ指摘しました．


Ⅲ74 頁で、作業環境が第 3 種粉塵としての許容濃度勧告値 (2mg/m3) に管理されている
と仮定しているが、現実はもっと厳しい状況にあると思われる．できればモニタリング
データから設定できれば良いのですが．
【対応】
当該プロセスにおける適当なモニタリングデータが入手できませんでしたので，妥当
性のある範囲でのワーストケースとして，許容濃度勧告値相当の作業環境を一つの目安
としました．より高い粉塵濃度が想定される場合でも，単純な比例計算ですので，参考
にしていただければと思います．

・ Ⅲ73 頁で、研磨作業での CNT の放出が記載されていますが、そもそも研磨作業によって、
CNT と無関係の微粒子が浮遊すると思います．CNT と関係のない微粒子によるバックグラン
ドに比較して、どの程度ナノ粒子が増加するのでしょうか？

現状でも行われている作業に

比較して、どれほどリスクが高まっているかを図る上で、知っておきたい情報です．
【対応】
本評価では，暴露レベルのスケール感を確認することを目的とし，廃棄物に伴って処理さ
れる CNT 量を推定し，それを作業環境での粉塵濃度として示しました．製品に CNT を応用
することにより作業環境に飛散する粉塵がどのように変化するのかについては，具体的な情
報は得られていません．リスク評価も含め，具体的な評価は今後の課題と位置付けられます．
関連して，最近，下記のような論文が発表されました．複合材料から発生する粒子とそれ
による生体影響を，ナノ材料 (CNT を含む) を含有する場合としない場合とで比較したもの
です．
Wohlleben W et al. (2011). On the Lifecycle of Nanocomposites: Comparing Released Fragments and
their In-Vivo Hazards from Three Release Mechanisms and Four Nanocomposites. Small. DOI:
10.1002/smll.201002054.
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2. その他
略語集-7，REL：REL は，推奨曝露限界値(Recommended exposure limit)では？
【対応】
修正しました．

II-3，5 行：ITS って何の略 (略語集になし) ？

半角入力 (？)

【対応】
原典にも当たってみましたが意味を特定できず，ITS (ママ) とさせて頂きました．

III-3，32 行：36, 53 μg/m3

→

36.29 μg/m3 の間違い？

表 III.1 の数値？

【対応】
表 III.1 の HiPco CNT に対する 2 つの数値(36 と 53)を指しています．

III-4，6 行：Fe 質量，Ni 質量の (-

) の表記は，0 でよいのでは？

【対応】
原著の記載に即し，ブランクを差し引いた値ということで，生データとして，分析誤差や精度
の情報を残しています．

III-5，4 行：表 III.2 実験室 A で総粉塵濃度が，管理対策前→後で ND→38.8 と上昇しているが，
この原因について出典元に記載されているか？
【対応】
原著には特に上昇の理由は記載されていません．実験室 A での対策は単にファンを導入しただ
けのようです．

III-9，1 行：表 III.5 数値の表示は，“中央揃え”でなく，“桁 (小数点) 揃え”のほうが見やすい (他
の表にもいえること)．
【対応】
桁 (小数点) 揃えに修正しました．

III-34，22 行：図 III.11 グラフの凡例表記，フィルター掃除，剥離回収掃除，容器移し替え，開
封の後に，それぞれ“：OPC”の表記が必要では？
【対応】
修正しました．

III-36，10，11 行：“その解釈には注意する必要がある”とあるが，どのように注意すればよいのか？
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【対応】
修正しました．

III-38，20 行：“アスペクト比”，縦横比率でよいのでは？ (アスペクト比のままがいい)
【対応】
分かりやすく「繊維状粒子」としました．

III-43，13～15 行：模擬と現場での測定の違いについて、もう少し説明が必要では？
【対応】
追加の説明を加えました．

III-43，17，18 行： (A) の値と (B) の値は，どこの数値を利用したのか？
また，濃度の単位を明記すべき (μg/m3？)．
【対応】
データの出典元と単位を記載しました．

III-61，20，26 行：現状リチウムイオン電池に CNT はどの程度利用されているのか (VCGF 等)？
CNT 添加割合 3%の根拠は？
【対応】
CNT 応用製品のシェアや添加割合について具体的なデータは得られませんでした．ここでは，
ワーストケースとしてリチウムイオン電池の全てに CNT が利用されると想定し，一方で，添加割
合については，p. 60, 1-4 行目にありますように，幾つか得られた情報 (0.1 -10%あるいは 2-5%) の
中位値として 3%としました．

III-64，18，19，31 行：形 → 型では？
【対応】
電池に関しては一般に「型」
「形」の両方が使われているようですが，経済産業省の「資源有効
利用促進法」に関するホームページや，社団法人電池工業会や有限責任中間法人 JBRC のホーム
ページでは「小形」が用いられています．そこで，大型と小型の対比など，
「型」でなければ違和
感がある場合のみ「型」を残し，それ以外は「形」で統一することにしました．

IV-69，11，12 行：置換するから使用しても問題ないということか．
【対応】
粒子状物質が残留することが種々の問題を引き起こす可能性が高いという問題意識に対応した
試験です．置換する場合には，残留性のない化学物質の場合と同じ取扱が可能です．
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V-5，表 V.1，表 V2：表中に単位を明記すべきでは．
【対応】
単位を加えました

V-7，184～186，193 行：2 軸アプローチの概念図 (図 V.1) にそって，CNT での結果 (具体的な数
値) を埋めた結果を図にしたものがあればわかりやすい．
【対応】
ご意見は理解しますが，まだ，今回の実験結果だけで，この図の Sb から Sd を数値で出すには
精度や検討が不十分と考えていますので，このご提案通りにはしませんでした．それができるよ
うにしたいとは思っています．

V-11，334 行：“溶解性の低い粒子のオーバーロード仮説”の説明 (わかりにくい)．
アスベストとの毒性の違いについて，もう少し詳細な考察が必要．
【対応】
Pauluhn は，MWCNT の挙動を PSP 粒子の挙動と同じ原理で説明できることから，このように
述べています．しかし，アスベストについて今回の評価書では言及しておりませんので，やや，
唐突感があると思いますので，この部分は削除します．当初は，私達もアスベストとの比較に多
くの時間を費やし，中間報告版の原稿段階ではその記述も多かったのですが，アスベストについ
ての報告の多くがヒトについてのデータであることから，直接的な比較が難しいと考えるように
なり，今回の報告書では思い切って削除いたしました．

VI-1，5 行：情報がない

→ 情報が少ない

では？ (？)

【対応】
修正しました．

VI-6，1 行：表 VI.4 粒径区分の下，[μm]の記入
VI-7，1 行：表 VI.5 粒径区分の下，[μm]の記入
【対応】
記入しました．

VI-10，8～10 行：現実の管理，1μm 以下の粒子の正確な計測が技術的に難しいことも理由の一つ
では？
【対応】
その通りだと思います．文章を追加しました．
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3.

V 章，2.2-3.1 差し替え分 (6/20 中西プロジェクトリーダーよりメール)

1 頁，10 行，表 V.4：
・ Warheit et al. (2004) と NEDO プロ#NN-14 のデータを記載している意図は？・液中粒径 (径×
長さ) の“×”は，径，長さが記載モレなのか，データなしの“バツ”なのか？
【対応】
修正いたしました．

・ 陽性対照 (Min-U-Sil) と陰性対照も含めて，BALF 好中球数のデータを表示するべきでは (2
頁，1 行の表 V.5 も同様)．
【対応】
付録 E．「二軸アプローチ」の計算過程として，掲載いたしました．
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付録 A
作業現場におけるＣＮＴ等ナノ材料の気中計測
作業環境におけるナノ材料の一般的なキャラクタリゼーションに関しては，2008 年に ISO
TR12885「ナノテクノロジーに関する労働環境において健康と安全を守るために実施すべきこと
のまとめ (技術報告書) 」が出されている (ISO 2008)．この文書では，重量・個数・表面積濃度
や粒径分布の計測，サンプル捕集の仕方など，利用可能なキャラクタリゼーション手法が網羅的
にまとめられている．また，NIOSH が 2009 年に出した文書「安全なナノテクノロジーへのアプ
ローチ－工業ナノ材料に関する健康安全の管理」においても，利用可能なキャラクタリゼーショ
ン手法について詳細にまとめられている (NIOSH 2009)．
気中粒子の計測は，リアルタイムエアロゾル計測器による粒径別個数濃度や重量濃度の計測と，
フィルターやインパクターなどで粒子を捕集して，粒子重量測定，化学分析，電子顕微鏡観察な
どが主となる．主なリアルタイムエアロゾル計測器の一覧を表 A.1 に，各エアロゾル計測器の概
要を表 A.2 に示す．リアルタイムエアロゾル計測器で得られる粒子径は，球形近似の値である．
表 A.3 には，リアルタイムエアロゾル計測器で得られる球形近似の粒子径 (空気力学径，電気移
動度径，光散乱径) についての簡単な説明を示す．リアルタイムエアロゾル計測器で得られる粒
子径は，凝集粒子の場合は，一次粒子径ではなく，二次粒子径 (凝集粒子径) である．非球形の
ナノ材料 (凝集体) に対する値は，その解釈に注意が必要である．
NIOSH や OECD の作業部会では，ナノ材料の作業環境計測に関する戦略として，まず，携帯
型の凝縮粒子計数器 (CPC) と光散乱粒子計数器 (OPC) で計測を実施し，濃度の上昇が見られた
場合，フィルター等でエアロゾル粒子を捕集して，電子顕微鏡観察や化学分析を行うという流れ
を提案している (NIOSH 2009; OECD 2009)．CPC は粒径別の値は得られないが，およそ 10～1000
nm の粒子の総個数濃度が計測でき，OPC はおよそ 300 nm～10 µm の粒子の個数濃度を粒径別に
計測することができるので，これら 2 台の装置で，ナノサイズからミクロンサイズまでの広い範
囲の粒子を計測することができる．これらの装置は，比較的安価であり，小型で，簡易である．
CNT の製造・使用現場における CPC や OPC の計測例としては，第 III 章 1.1 節に示した Johnson et
al. (2010)，Methner et al. (2010b)，NEDO プロジェクト (P06041) などがある．
CNT の製造・使用現場の計測報告および模擬排出試験の結果 (第 III 章 1.1 節および 1.2 節参照)
から，CNT は，サブミクロンからミクロンサイズの凝集状態としての排出が主であると考えられ
る．CNT が，単独の一本の繊維，または 100 nm 以下の凝集粒子として，気中に排出している割
合は一般に低いと考えられるが，どのようなサイズの粒子が排出しているかは，各現場で一度は
確認することが望ましいといえる．
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気中で 100 nm 以下の粒子を含めて，詳細に粒径別個数濃度を計測するためには，より高価な
装置 (走査型移動度粒径測定器 (SMPS)，リアルタイム粒子解析装置 (FMPS)，電子式低圧インパ
クター (ELPI) など) が必要となる．しかし，これらの装置を使ったとしても，CNT の製造・使
用現場の計測報告 (第 III 章 1.1 節) が示しているように，100 nm 以下の粒子は，一般にバックグ
ラウンド粒子に埋もれてしまい，濃度上昇を検出することは難しい．バックグラウンド濃度を超
えるような粒子排出はないということは分かるが，高価な装置を使っても，結局 CPC で得られる
情報と大して変わらないことが多い．代替案として，100 nm 以下の粒子の排出は，第 III 章 1.2
節に示したようなバックグラウンド粒子が制御された模擬排出試験によって確認するという方法
がある．ただ，模擬排出試験においても，100 nm 以下の粒子が，CNT なのか，その他の不純物 (カ
ーボンのかすや，触媒金属など) なのかを判別するのは，電子顕微鏡観察などに頼る必要があり，
概して難しい．
SMPS，FMPS，ELPI などの計測器では，粒子への荷電量が計測値 (粒径および濃度) に影響す
るが，CNT の荷電特性の球形粒子との違いや，それに基づく計測値の不確実性については，まだ
十分な評価がなされていない．また，SMPS では，CNT の分析時に放電に伴う異常が起こるとい
う報告がある (Ku et al. 2007) (NEDO プロジェクト (P06041) でも同様な経験をしている)．
単独の一本の繊維，または 100 nm 以下の凝集粒子の排出は，多くの場合，サブミクロンから
ミクロンサイズの凝集粒子の排出と同時に生じると考えられること，囲い込みや局所排気装置，
フィルターによる粒子除去などにより，サブミクロンからミクロンサイズの凝集粒子の濃度が抑
制できれば，単独の一本の繊維，または 100 nm 以下の凝集粒子も同時に抑制できると考えられ
ることから，サブミクロンからミクロンサイズの凝集粒子の濃度を指標に暴露管理を行うことが
現状において現実的で有効な方法であると考えられる．サブミクロンからミクロンサイズの粒子
を対象とした OPC や，一般の粉じん計測に使われるデジタル粉じん計は，現場における排出・暴
露管理 (発生源や問題となる作業の特定，暴露対策の効率評価，日常の管理など) には有効な計
測方法であると考えられる．
本評価書も含め，許容暴露濃度の値は，しばしば吸入性粉じん濃度として提案されている
(NIOSH 2010)．吸入性粉じん濃度とは，肺に入らないような粗大粒子を除いた気中粒子の重量濃
度のことであり，一般には，インパクターもしくはサイクロンを用いて，粗大粒子を除去した後，
フィルターで粒子を捕集して粒子重量を測定する．通常，4 µm 粒子の除去率が 50%となるように
設定されている (ISO の定義は，第 III 章の図 III.1 を参照)．
現場で実際に計測する時には，バックグラウンド粒子との識別のためにも，作業前後 (もしく
は作業なし) と作業中の測定の比較や，対照地点 (屋外や発生源から離れた場所) との同時測定
が重要となる．
特に微量の排出まで管理する必要がある場合や，バックグラウンド粒子との識別が必要な場合
には，気中粒子 (場合によっては，床・壁面に付着した粒子) をフィルター等で捕集して，電子
顕微鏡で観察する，または炭素分析を行うという方法が考えられる．アスベストの計測のように
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CNT を電子顕微鏡で数えた例としては，第 III 章 1.1.1 節に示した Han et al. (2008) の報告がある．
CNT の形態の把握については，現状では，電子顕微鏡観察以外に方法はない．炭素分析による気
中の炭素濃度として CNT の定量を行った例としては，第 III 章 1.1.1 節に示した Methner et al. (2007)
や鷹屋ら (2010) の報告がある．NIOSH (2010) は，2010 年 12 月に CNT の勧告職業暴露限界の提
案ドラフトを発表しているが，その値は，炭素分析による元素状炭素の定量値に基づいたものと
なっている．その他の方法として，不純物として CNT 中に含まれる金属元素を指標として，CNT
の量を定量するという方法もある (第 III 章 1.1.1 節に示した Maynard et al. (2004) の報告)．

表 A.1 主なエアロゾル計測器
名称

測定
項目

走査型移動度粒径測定器
個数
(Scanning Mobility Particle Sizer: SMPS)
リアルタイム粒子解析装置
個数
(Fast Mobility Particle Sizer: FMPS)
電子式低圧インパクター
個数
(Electrical Low Pressure Impactor: ELPI)
エアロダイナミックパーティクルサイザー
個数
(Aerodynamic Particle Sizer: APS)
光散乱式粒子計数器
個数
(Optical Particle Counter: OPC)
凝縮粒子計数器
個数
(Condensation Particle Counter: CPC)
拡散荷電装置
表面積
(Diffusion Charger: DC)
光散乱式粉じん計
重量
(Laser Photometer)
大気用テオムパティキュレイトモニター
重量
(Tapered Element Oscillating Microbalance:
TEOM)
重量・
エアロゾル粒子質量分析器
(Aerosol Particle Mass Analyzer: APM)
密度
a：価格はおよその値である．

粒径分離
○電気移動
度径
○電気移動
度径
○空気力学
径
○空気力学
径
○光散乱径
×

価格 a
[万円]
800～
1500

ポータブ
ル (現場)

数秒

1300

×

6～10,000

数秒

1200

×

500～20,000

数秒

800

×

数秒

50～500

○

数秒

100～500

○

数秒

300

○

数秒

30～100

○

30 分

500

×

10 分

800

×

サイズ領域
[nm]

時間
分解能

3～1,000

数分

6～560

300～10,000
(高性能 60～)
10～1,000
(高性能 3～)

×
×

>数百

×
○質量

30～600 (密度
1g/cm3 として)

×

表 A.2 主なエアロゾル計測器の概要
走査型移動度粒径測定器

約 0.003～1 μm の粒径範囲のエアロゾルについて，粒径 (電気移動度径)

(scanning mobility particle

別に個数濃度を計測する装置である．粒子を荷電する荷電部 (放射線源

sizer: SMPS)

などの中和器，コロナ放電など)，粒子を分級する微分型移動度分析器
(differential mobility analyzer: DMA)，粒子を検出する CPC からなる．荷
電させたエアロゾルを DMA の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
粒子のみを選択的に取り出すことができる．DMA の電圧を少しずつ変
えながら計測するため，一計測 (一通りの粒径範囲の計測) に数分かか
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る．検出感度と粒径分解能は高い．電気移動度径は，粒子の流体抵抗に
基づくものであり，拡散係数が等価な球形粒子の径と位置づけられる．
リアルタイム粒子解析装

約 0.0056～0.56 μm の粒径範囲のエアロゾルについて，粒径 (電気移動

置 (fast mobility particle

度径) 別に個数濃度を計測する装置である．SMPS 同様に，粒子の電気

sizer: FMPS)

移動度を用いて分級するが，検出器として CPC の代わりに多段のエレ
クトロメーター (電位計) を使用している．これにより，1 秒という高
い時間分解能での粒径分布計測が可能となり，リアルタイムでの粒径分
布変化を観測する．コロナ放電によりあらかじめ荷電させたエアロゾル
を電場内に導入し，静電気力と流体抵抗のバランスに応じた移動特性に
より粒子を分級する．多段のエレクトロメーターにより，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 SMPS ほど高くないが，上述のように時間分解能は高い．

電子式低圧インパクター

約 0.006～10 μm の粒径範囲のエアロゾルについて，粒径 (空気力学径)

(electrical low pressure

別に個数濃度を計測する装置である．分級は多段型のカスケード・イン

impactor: ELPI)

パクター (慣性衝突により粒子を捕集する) により行われる．コロナ放
電により試料空気中のエアロゾル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 SMPS ほど高くないが，測定粒径範囲が広く，時
間分解能も高い．

エアロダイナミックパー

約 0.5～20 μm の粒径範囲のエアロゾルについて，粒径 (空気力学径) 別

ティクルサイザー

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

(aerodynamic particle sizer:

よく吹き出したときに粒子が得る速度が粒子の大きさ (空気力学径)

APS)

に依存することを利用して，二段のレーザー光を通過する際の粒子によ
る 2 回の散乱光パルスの間隔から，粒径を求める (小さな粒子ほど加速
されて通過時間が短い)．また，パルス数から，粒子個数を得る (粒子 1
個につき 2 回の散乱光パルス)．検出感度，粒径分解能，時間分解能は
高いが，光散乱により粒子を検出するために，サブミクロンからミクロ
ンサイズの粒子が対象となる．

光散乱式粒子計数器

約 0.3～>10 μm (装置によって下限は約 0.06 μm) の粒径範囲のエアロゾ

(optical particle counter:

ルについて，粒径 (光散乱径) 別に個数濃度を計測する装置である．エ

OPC) または (light

アロゾル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

scattering airborne particle

せ，粒子によるレーザーの光散乱を検出する．大きな粒子ほど光散乱強

counter)

度が強いため，光散乱強度から粒子の大きさが得られ，また，光散乱の

；光散乱式エアロゾルスペ 検出数から粒子数が得られる．粒子個数については，比較的信頼性が高
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クトロメータ (light

く，検出感度，時間分解能も高い．しかし，粒子の大きさについては，

scattering aerosol

粒子の大きさと光散乱強度の関係が物質ごとに異なるため (物質の屈

spectrometer)

折率に依存)，校正に使われるポリスチレンラテックス粒子と屈折率が
大きく異なる粒子については，得られる粒子径が実際の粒子径とは異な
ってくる．ナノ材料の凝集粒子のように空隙のある粒子は，空隙のない
粒子にくらべて，一般に屈折率が小さくなり，光散乱径は小さくなる．
クリーンルームなどでの計測用に，安価でポータブルタイプの光散乱式
粒子計数器 (パーテイクルカウンタとも呼ばれる) が多く市販されて
いるが，比較的きれいな空間を計測するように設計されているため，ナ
ノ材料の取り扱い作業環境などでは，測定可能濃度の上限を超えやす
い．その場合，複数の粒子がレーザー照射領域に同時に入ることにより，
粒子個数の過小評価，粒子径の過大評価となる．一般環境の粒子濃度に
対応し，粒径チャンネル数が多いタイプのものは，ISO の規格 (21501-1)
で光散乱式エアロゾルスペクトロメータと呼ばれている．測定原理はク
リーンルーム用と同じであるが，高濃度に対応するために，一般に吸入
した空気の一部だけを計測している．

凝縮粒子計数器

約 0.01～>1 μm (装置によって下限は約 0.003 μm) の粒径範囲のエアロ

(condensation particle

ゾルについて，総個数濃度を計測する装置である．基本原理は，光散乱

counter: CPC)

式粒子計数器と同じだが，試料空気をアルコールなどの過飽和雰囲気に
導入し，粒子にアルコールなど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，粒径の情報
は得られない (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できる．

光散乱式粉じん計

エアロゾルの重量濃度を計測する装置である．エアロゾルを含む試料空

(laser photometer)

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
ーの光散乱を検出する．OPC が粒子 1 個ずつの光散乱を見ているのに
対し，光散乱式粉じん計は，複数の粒子の総光散乱強度を見ている．エ
アロゾルの重量濃度と散乱光量がほぼ直線的に敏感に比例することを
利用して，エアロゾルの質量濃度を散乱光の強弱として測定する．比例
直線の傾きにあたる質量濃度変換係数 (K 値) を，フィルターによる粒
子捕集との同時計測などにより，あらかじめ求めておく必要がある．時
間分解能が高く，小型，簡易，安価な装置が市販されている．ビル管理
法に基づく環境衛生管理や，労働安全衛生法・作業環境測定法に基づく
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粉じん作業現場の環境測定に使われている．

大気用テオムパティキュ

エアロゾルの重量濃度を計測する装置．固有の振動数で振動しているフ

レイトモニター

ィルターカートリッジを先端に取り付けた秤量素子の振動周波数が，フ

(tapered element oscillating

ィルターに粒子が捕集されると減衰する．この周波数変化から粒子の捕

microbalance: TEOM)

集質量を算出し，重量濃度を得る．PM2.5 などの大気中浮遊粒子の自動
計測などに使われている．

エアロゾル粒子質量分析

エアロゾルの質量分級装置．あらかじめ放射線などによって荷電させた

器(aerosol particle mass

エアロゾルについて，遠心力と静電気力のつりあいを利用して，粒子を

analyzer: APM)

質量ごと (0.01～100 フェムトグラム) 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．

表 A.3 エアロゾル計測器で計測される等価粒径の概要
電気移動度径

電気移動度径は，(基本的に 1 価に) 荷電させた粒子の電場における静電気力と流体

(electrical

抵抗のバランスに応じた移動特性が対象粒子と同じ球形粒子の粒子径と定義され

mobility

る．粒子の荷電量が一定 (すなわち静電気力が一定) であれば，粒子が大きいほど，

diameter)

流体抵抗は大きくなり，移動度は低くなる．移動度は，粒子の大きさ (流体抵抗) に
のみ依存し，粒子の質量 (密度) は影響しない．拡散係数は移動度の関数であり，
電気移動度径が等しいということは，ブラウン拡散による挙動が等しいことを意味
する．一般に電気移動度径は，100 nm 以下の粒子においては，投影面積等価径とよ
く一致する (Rogak et al. 1993; Ku & Maynard 2005)．

空気力学径

空気力学径は，対象粒子と同一の重力沈降速度を有する単位密度 (1 g/cm3) の球形

(aerodynamic

粒子の粒子径と定義される．空気力学径は，空気の運動が急激に変化した場合の慣

diameter)

性による流れから逸脱する挙動に関係し，例えば，空気力学径が等しい粒子は，配
管や体内呼吸器系での粒子の慣性衝突による沈着挙動が等しくなる．粒子の重力沈
降速度および慣性に関わる動的挙動は，粒子の密度 (質量) と，粒子の大きさ (流
体抵抗) に依存する．
体積等価径と空気力学径の関係は以下の式で表される (Hinds 1999)．

dp 

Cc (d a ) 
da
C c (d p ) 

d p ：体積等価径，d a ：空気力学径，C c ( d p ) ： d p のカニンガム補正，C c ( d a ) ：
付録 A-6

付録 A 作業現場における CNT 等ナノ材料の気中計測

d a のカニンガム補正，  ：非球形粒子の場合の流体抵抗の補正係数 (形状係数，
通常 1～2 程度)，  ：粒子の密度

一般に，
対象粒子の密度が 1 g/cm3 より大きいとき，空気力学径は，幾何的粒径 (体
積等価径など) より大きく，対象粒子の密度が 1 g/cm3 より小さいとき，空気力学
径は，幾何的粒径より小さくなる．
光散乱径

光散乱径は，対象粒子と等価な光散乱現象を呈する球形粒子の粒子径と定義され

(optical

る．光散乱式粒子計数器等は，一般に，ポリスチレンラテックス (PSL) 粒子 (屈折

diameter)

率 1.6) が校正に使われているので，実質，対象粒子と等価な光散乱強度を有する
PSL 球形粒子の粒径を意味する．屈折率の小さな粒子や，光吸収性の粒子など，粒
子体積あたりの光散乱強度が PSL より弱い粒子は，光散乱径が体積等価径より小さ
くなる．対象粒子と PSL 粒子の屈折率の違いによる光散乱強度の違いは，使用する
レーザーの波長や捕集する散乱角の範囲にも依存するので，光散乱径は装置の仕様
にも依存する．
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付録 B
粒径分布の縦軸単位 (dN/dlog Dp，dV/dlog Dp) の説明
粒径別の粒子個数濃度を表す場合，粒径範囲の取り方で値は変わってくる．たとえば，ある装
置 (装置 A とする) は 10～100 nm の粒子個数がカウントでき，別の装置 (装置 B とする) では 10
～30 nm の粒子個数と 30～100 nm の粒子個数を分けてカウントできるとする．ここで，装置 A
による 10～100 nm の粒子個数が 100 個/cm3，装置 B による 10～30 nm の粒子個数が 40 個/cm3，
30～100 nm の粒子個数が 60 個/cm3 であるとする．装置 B の 10～100 nm の粒子個数合計は 100
個/cm3 で，装置 A と値は整合している．
この結果を粒径分布にしてみる．装置 A の結果について，10～100 nm の粒径範囲で粒子個数が
100 個/cm3 という結果をそのまま図にすると，図 B.1 のようになる (注：横軸は対数軸である)．
一方，装置 B による結果をそのまま図にすると図 B.2 のようになる．装置 A と装置 B の値は整合
しているはずなのに，図 B.1 や図 B.2 のように粒径分布を表すと，図 B. 2 の方が図 B.1 より縦軸
の値が小さくなり，それらが対応した図にならない．
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図 B. 2
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そこで，粒径別に粒子個数濃度を表すときには，通常，ある粒径範囲の個数濃度をその粒径範
囲の幅の大きさで割って基準化した値が使われる．これにより，粒径範囲の取り方が違うデータ
間の比較ができるようになる．注意として，横軸の粒子径は通常対数軸で考えるので，対数軸に
おける粒径範囲の幅が使われる．個数濃度を N，粒子径を Dp で表すと，基準化した個数濃度の
値は dN/dlog Dp (d は微分を表す記号) で表される．
上の例について，装置 A の結果は，10～100 nm の粒径範囲で粒子個数が 100 個/cm3 であるので，
dN = 100，dlog Dp = log 100 – log 10 = 1，よって dN/dlog Dp = 100 となる (図 B.3)．一方，装置 B
の結果は，10～30 nm の粒径範囲で粒子個数が 40 個/cm3 であるので，dN = 40，dlog Dp = log 30 –
log 10 = 0.48，よって，dN/dlog Dp = 84，同様に 30～100 nm の粒径範囲で粒子個数が 60 個/cm3 で
あるので，dN = 60，dlog Dp = log 100 – log 30 = 0.52，よって dN/dlog Dp = 115 となる (図 B.4)．
図 B.3 と図 B.4 は対応した図になっている．
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図 B. 4
1～10 nm，3～30 nm，10～100 nm のように，ちょうど 1 桁分の粒径範囲を仮定すると，dlog Dp
は 1 になるので，dN/dlog Dp の値は，1 桁分の粒径範囲における平均粒子個数濃度を表している
といえる (たとえば，図 B.4 の 10～100 nm の範囲の平均粒子個数濃度は 100 個/cm3)．
体積濃度の場合 (dV/dlog Dp) も，考え方は同様である．
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付録 C
「ナノマテリアルの労働衛生に関する調査」結果：
生産プロセスごとの暴露可能性について
労働安全衛生総合研究所&産業技術総合研究所 (2008) により，ナノマテリアルの労働衛生に関
するアンケート調査が 2007 年 9 月～2008 年 2 月にかけて実施された．この調査は，国際的にも
関心の高い新規材料であるナノマテリアルの安全性や健康影響に関する研究を促進するために，
ナノマテリアルの生産・加工現場でどのような労働衛生管理や安全対策が実施されているのかに
ついて，基礎的な情報を得ることを目的として行われた．ナノテクノロジービジネス協議会
(NBCI) を介して，ナノマテリアルを取扱っている企業 80 社に調査への協力依頼がなされた．得
られたデータを基に，ここでは，生産プロセスごとの暴露可能性について考察する．
生産プロセスごとに，
「暴露の懸念あり」，
「防じんマスク実施」と回答した数を，乾燥粉体，非
乾燥粉体に分けて，表 C.1 に示す．この結果は，カーボンナノチューブ，カーボンブラック，フ
ラーレン，金属・半金属の酸化物，金属単体など，様々なナノマテリアルに対する回答の集計で
ある．

表 C.1 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回答
性状：粉体
生産プ
ロセス
暴露の
防じんマ
全体
あり
懸念あり
スク実施
25
15
9
9
1.製造
22
17
6
6
2.荷受け
35
28
24
20
3.原材料や製品の秤量
15
10
9
7
4.樹脂との混練
34
21
19
19
5.装置への注入
38
24
21
19
6.製造・加工装置からの回収
36
21
19
15
7.容器などの移し替え
40
26
23
21
8.装置や容器の清掃・メンテナンス
6
6
3
5
9.その他
回答数 n = 46 (回答企業数ではなく，取り扱い材料ごとの回答数)
生産プロセス

性状：懸濁液，樹脂練り込み等
暴露の
防じんマ
全体
懸念あり
スク実施
9
3
5
4
0
1
7
5
4
5
5
3
12
7
5
13
8
6
13
8
7
11
10
7
0
0
0

表 C.1 より，各生産プロセスがあると答えたうち，
「暴露の懸念あり」，
「防じんマスク実施」と
回答した数の割合を図 C.1 にまとめる．概して，非乾燥粉体を取り扱う場合より，乾燥粉体を取
り扱う場合において，
「暴露の懸念あり」，
「防じんマスク実施」と答えた割合が高かった．乾燥粉
体を取り扱い場合においては，ここにあげられた荷受けと製造以外のすべてのプロセスで，
「暴露
の懸念あり」
，「防じんマスク実施」と答えた割合が，70～90%と高かった．
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「暴露の懸念あり」，「防じんマスク実施」という答えた割合が高いプロセスは，相対的に，排
出・暴露可能性が高いプロセスであると考えられる．ただし，排出や暴露の程度については，こ
のアンケートの結果からは分からない．
100%
90%
80%
70%
乾燥粉体：暴露の懸念あり
乾燥粉体：防じんマスク実施
非乾燥粉体：暴露の懸念あり
非乾燥粉体：防じんマスク実施

60%
50%
40%
30%
20%
10%
9.その他

8.装置や容器の清掃・メンテナンス

7.容器などの移し替え

6.製造・加工装置からの回収

5.装置への注入

4.樹脂との混練

3.原材料や製品の秤量

2.荷受け

1.製造

0%

図 C.1 各生産プロセスがあると答えたうち，
「暴露の懸念あり」，「防じんマスク実施」と回答した数の割合
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労働安全衛生総合研究所&産業技術総合研究所(2008). ナノマテリアルの労働衛生に関する調査.
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NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた
試験試料の特性一覧
Characteristic
Bulk MWCNT
Diametera
BET surface area
Specific weight
Bulk density
G/D ratio
Oxygen/Carbon atomic ratio

表 D.1 MWCNT（M）
Value
70.1 nm (1.3)
23.0 m2/g

11.0
0.004

Measuring method

SEM observation, n=100
N2 adsorption method

Raman spectroscopy analysis
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
analysis
n= 5, condition: 40 oC/min

Thermogravimetric analysis:
mass loss onset temperature b
751 ± 7 oC
oxidation temperature
ash content (residual mass) -ΔTG b
99 ± 6 %
d
Half width of the peak at 25.60°
X-ray diffraction (XRD) analysis
Metal content
Fe
3,600 μg/g
Inductively coupled plasma – mass
spectrometry (ICP-MS) analysis,
Ni
4 μg/g
n=2
Cr
14 μg/g
Bi
6 μg/g
Dispersed MWCNT in solution for the intratracheal instillation study (Study Number: #NN-06)
Diameter
52 nm
SEM observation, n=34
Length (from number-based
2.87 μm (1.89)
SEM observation, n= 1,214
distribution) a
G/D ratio
11.8
Raman spectroscopy analysis
Zeta potential
Half width of the peak at 25.60° d
X-ray diffraction (XRD) analysis
a
Values are expressed as geometric mean (geometric standard deviation)
b
Values are expressed as mean ± S.D. c Values are expressed as mean ±standard uncertainty.
d
Corresponding to the {0 0 3} plane of synthetic carbon/graphite [JCPDS Card #: 26-1079]
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MWCNT (M) の性状
１．MWCNT（M）（原沫）の繊維径分布
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図 D.1 MWCNT（M）（原沫）の繊維径分布

２．気管内注入試験 (試料番号: #NN-06) 分散液中の繊維長分布
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図 D.2 気管内注入試験 (試料番号: #NN-06) 分散液中の繊維長分布
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表 D.2 MWCNT（N）
Characteristic
Bulk MWCNT
Diametera
BET surface areab
specific weight
bulk density
G/D ratio
Oxygen/Carbon atomic ratio

Value
44 nm (1.3)
69 ± 37 m2/g
1.72 g/cm3
8±3
0.004

Measuring method
SEM observation, n=100
N2 adsorption method
Air comparison pycnometer model 1000
Raman spectroscopy analysis
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
analysis
n= 5, condition: 40 ℃/min

Thermogravimetric analysis:
mass loss onset temperature b
729 ± 16 oC
oxidation temperature
ash content (residual mass) -ΔTG b
101 ± 4
d
Half width of the peak at 25.60°
1.01°
X-ray diffraction (XRD) analysis
Metal content
Li
0.5 μg/g
Inductively coupled plasma – mass
Al
80 μg/g
spectrometry (ICP-MS) analysis
Ca
176 μg/g
Fe
53 μg/g
Cd
16 μg/g
Dispersed MWCNT in solution in aq. 0.5mg/mL Triton X-100 solution for the intratracheal instillation study
(Study Number: #NN-02)
Diameter (from number-based
48 nm (1.1)
TEM observation
distribution) a
Length (from number-based
0.94 μm (2.3)
TEM observation, n=1,005
distribution) a
G/D ratio
5.7
Raman spectroscopy analysis
d
Half width of the peak at 25.60°
0.93°
X-ray diffraction (XRD) analysis
Dispersed SWCNT in solution for the in vitro study
Zeta potential c
－14.7 ± 0.9 mV
DMEM-FBS10%.
MWCNT aerosol in exposure chamber for the inhalation exposure study (Study Number: #NN-03)
Measurement of elemental carbon of collected
Mass concentrationb 0.37 ± 0.18 mg/m3
particles
Width (from number-based
63 nm (1.5)
distribution) a
SEM observation: single morphology: width,
n=212; length, n=436
Length (from number-based
1.1 μm (2.7)
distribution) a
a
Values are expressed as geometric mean (geometric standard deviation)
b
Values are expressed as mean ± S.D. c Values are expressed as mean ±standard uncertainty.
d
Corresponding to the {0 0 3} plane of synthetic carbon/graphite [JCPDS Card #: 26-1079]
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気管内注入試験 (試験番号: #NN-02)

液中分散 MWCNT(N) の性状

１． 液中での分散状態

図 D.3 液中での分散状態 (TEM 画像)
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図 D.4 分散液中の繊維長分布
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付録 D NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた試験試料の特性一覧

吸入暴露試験 (試験番号: #NN-03) MWCNT (N) エアロゾルの性状
１．噴霧エアロゾルの分散状態（チャンバー内の試料でない）

図 D.5 捕集された多層 CNT エアロゾル粒子の SEM 画像
液中の形状を保った単独の CNT の状態で分散されたものが多い．

3 ]3
dNdN/dlogD
/dlogDp [pparticles/cm
[particles/cm
]

２．分散の安定性
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DiameterDp [µm]
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図 D.6 多層 CNT エアロゾル粒子の電気移動度径分布の経時変化
電気移動度径が 0.2 m 付近の粒子は CNT のエアロゾル粒子，
0.1 m 以下の粒子の多くは分散剤固化物由来の粒子
電気移動度径分布は，6 時間にわたって安定．
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３．吸入暴露試験 :チャンバー内エアロゾル繊維長の分布

形状の特徴

単独で

束状

（SEM 観察）

エアロゾル化

個数割合

72 %

絡まり合った
凝集形状

18 %

10 %

単独状のエアロゾル粒子の長さと太さの分布の計測結果
長さの幾何平均値：1.1 m，幾何標準偏差：2.7
太さの幾何平均値：0.063 m，幾何標準偏差：1.5
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図 D.7 単独状の多層 CNT エアロゾル粒子の長さと太さの分布
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付録 D NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた試験試料の特性一覧

４． 吸入暴露試験（平成 20 年 9 月 8 日～10 月 3 日）におけるエアロゾル暴露濃度の経日変化（チャン
バー内）

CNT 濃度

0.37 ± 0.18 mg/m3

質量濃度：捕集粒子の炭素分析

図 D.8 エアロゾル化された多層 CNT の質量濃度の経日変化
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Characteristic
Bulk MWCNT
Diametera
BET surface areab
Specific weight
Bulk density
G/D ratio
Oxygen/Carbon atomic ratio

表 D.3 MWCNT（N）（長繊維）
Value
Measuring method
44 nm (1.3)
69 ± 37 m2/g
1.72 g/cm3

SEM observation, n=100
N2 adsorption method
Air comparison pycnometer model 1000

8±3

Raman spectroscopy analysis
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
analysis
n= 5, condition: 40℃/min

0.004

Thermogravimetric analysis:
mass loss onset temperature b
729 ± 16 oC
oxidation temperature
ash content (residual mass) -ΔTG b
101 ± 4
Half width of the peak at 25.60° d
1.01°
X-ray diffraction (XRD) analysis
Metal content
Li
0.5 μg/g
Inductively coupled plasma – mass
Al
80 μg/g
spectrometry (ICP-MS) analysis
Ca
176 μg/g
Fe
53 μg/g
Cd
16 μg/g
Dispersed MWCNT in aq. 1 mg/mL Triton X-100 solution for the the intratracheal instillation study
(Study Number: #NN-19)
Diameter (from number-based
distribution)a
Length (from number-based
3.4 μm (2.2)
TEM observation, n=1,002
distribution) a
G/D ratio
5.7
Raman spectroscopy analysis
d
Half width of the peak at 25.60°
0.93°
X-ray diffraction (XRD) analysis
a
Values are expressed as geometric mean (geometric standard deviation)
b
Values are expressed as mean ± S.D. c Values are expressed as mean ±standard uncertainty.
d
Corresponding to the {0 0 3} plane of synthetic carbon/graphite [JCPDS Card #: 26-1079]
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気管内注入試験 (試験番号: #NN-19) 液中分散 MWCNT (N) (長繊維) の性状
１．液中での分散状態

図 D.9 液中での分散状態 (TEM 画像)

２．分散液中の繊維長分布
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図 D.10 分散液中の繊維長分布
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付録 D NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた試験試料の特性一覧

Characteristic
Bulk MWCNT
Diametera
BET surface area
Specific weight
Bulk density
G/D ratio

表 D.4 MWCNT（S）
Value

12.8 m2/g

20 ± 4

Oxygen/Carbon atomic ratio

Measuring method

N2 adsorption method

Raman spectroscopy analysis, n=5
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
analysis
X-ray diffraction (XRD) analysis
n= 5, condition: 40 oC/min

Half width of the peak at 25.60° d
Thermogravimetric analysis:
the mass loss onset temperature b
748 ± 12 oC
oxidation temperature
ash content (residual mass) -ΔTG b
97 ± 4 %
Metal content
Inductively coupled plasma – mass
Fe
3,400 μg/g
spectrometry (ICP-MS) analysis
Ni
2 μg/g
n=2
Bi
11 μg/g
Dispersed MWCNT in solution for the intratracheal instillation study (Study Number: #NN-13)
Diameter (from number-based
0.218 μm (1.46)
SEM observation, n=129
distribution)a
Length (from number-based
3.19 μm (2.01)
SEM observation, n=568
distribution)a
G/D ratio
Raman spectroscopy analysis
a
Values are expressed as geometric mean (geometric standard deviation)
b
Values are expressed as mean ± S.D. c Values are expressed as mean ±standard uncertainty.
d
Corresponding to the {0 0 3} plane of synthetic carbon/graphite [JCPDS Card #: 26-1079]
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気管内注入試験 (試験番号: #NN-13) 液中分散 MWCNT (S) の性状
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１．分散液中の繊維径分布
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図 D.11 分散液中の繊維径分布
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図 D.12 分散液中の繊維長分布

付録 D-11

20 30

累積割合 (%)

頻度 （本，n = 568）

２．分散液中の繊維長分布

付録 D NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた試験試料の特性一覧

Characteristic
Bulk SWCNT
Diameter a
Diameterb
BET surface area b
Specific weight
Bulk density
G/D ratio b
Oxygen/Carbon atomic ratio

表 D.5 SWCNT (A)
Value
2.8 nm (1.5)
3 ±1.1 nm
1,064 ± 37 m2/g
0.037 g/cm3
9.4 ± 3.4
0.003

Measuring method

TFM observation, n=170
TEM observation, n=170
N2 adsorption method, n=10
Futaba et al. J Phys Chem B 2006, 110, 8035

Raman spectroscopy analysis; n=34
X-ray Photoelectron Spectroscopy
(XPS) analysis
n=10, condition: 5 oC/min

Thermogravimetric analysis:
mass loss onset temperature
1.3 ± 0.56 wt%
b
oxydation temperature
679 ± 2 oC
b
ash content
0.05 ± 0.16 wt%
d
Half width of the peak at 25.60°
X-ray diffraction (XRD) analysis
Metal content
Al
11.5 μg/g
Fe
145 μg/g
Inductively coupled plasma – mass
Ni
103 μg/g
spectrometry (ICP-MS) analysis
Cr
34 μg/g
Mn
15 μg/g
Cu
0.3 μg/g
Total Metal Inpulity
294 μg/g
Dispersed SWCNT in aq. 1% Tween 80 solution for the intratracheal instillation study (Study Number:
#NN-05)
Width (from number-based
8.2 nm (1.7)
AFM observation, n=180
distribution) a
Length (from number-based
0.23 μm (1.8)
AFM observation, n=179
distribution) a
G/D ratio
4–5
Raman spectroscopy analysis
Half width of the peak at 25.60° d
X-ray diffraction (XRD) analysis
Dispersed SWCNT in solution for the in vitro study
Zeta potential c
－23.5 ± 0.9 mV
DMEM-FBS10%
SWCNT aerosol in exposure chamber for the inhalation study (Study Number: #NN-09)
Measurement of elemental
0.03 ±0.003
0.13 ± 0.03
Mass concentrationb
carbon of collected particles
mg/m3
mg/m3
SMPS (measured mobility
5.0 ± 0.7× 104 6.6 ± 2.1 × 104 diameter range: 10 – 500
b
Particle number concentrations
particles/cm3
particles/cm3
nm; including Tween 80
particles)
Width (from number-based
0.19 μm (1.6)
0.21 μm (1.7)
distribution)a
Low dose, n=891
High dose, n=1,197
Length (from number-based
0.66 μm (1.6)
0.69 μm (1.7)
distribution) a
a
Values are expressed as geometric mean (geometric standard deviation)
b
Values are expressed as mean ± S.D. c Values are expressed as mean ±standard uncertainty.
d
Corresponding to the {0 0 3} plane of synthetic carbon/graphite [JCPDS Card #: 26-1079]
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気管内注入試験 (試験番号: #NN-05) 液中分散 SWCNT (A) の性状
１． 液中での分散状態 （AFM 画像）

図 D.13 液中での分散状態 （AFM 画像）

２．分散液中の繊維長分布
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図 D.14 分散液中の繊維長分布
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付録 D NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた試験試料の特性一覧

吸入暴露試験 (試験番号: #NN-09) SWCNT (A) エアロゾルの性状
１．

噴霧エアロゾルの分散状態（チャンバー内の試料でない）

図 D.15 捕集された SWCNT(A)エアロゾル粒子の SEM 画像
多くのエアロゾル粒子が、長さが数百 nm 程度の、アスペクト比の高い粒子である．
高倍率の TEM 画像から、これらの粒子は単層 CNT の束状体で構成されていることがわ
かった．

２．分散の安定性

図 D.16

SWCNT(A)エアロゾル粒子の電気移動度径分布の経時変化

図 D.15 に示したように粒子がアスペクト比の高い非球形形状をしていることから、電気移
動度径は物理的サイズとは一致していない．ただし、別途行った実験より、0.1 m 付近の
電気移動度径分布ピークがこの SWCNT(A)エアロゾル粒子に対応することが確認されたた
め、やはり気中分散が安定であることが示されている．
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３．吸入暴露試験チャンバー内エアロゾル粒子の性状

表 D.6 SWCNT(A)エアロゾル粒子の性状

用量

n

低
高

891
1197

幾何平均長
さ（m）
0.66
0.69

長さの幾何 幾何平均太
標準偏差（-） さ（m）
1.6
0.19
1.7
0.21

太さの幾何
標準偏差（-）
1.6
1.7

４． 吸入暴露試験（平成 21 年 8 月 31 日～9 月 25 日）におけるエアロゾル暴露濃度の経日変化（チャ
ンバー内）

CNT 濃度

低用量試験

高用量試験

質量濃度：捕集粒子の炭

0.03 ± 0.003 mg/m3

0.13 ± 0.03 mg/m3

素分析

図 D.17 エアロゾル化された SWCNT(A)の質量濃度の経日変化
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表 D.7 SWCNT（N）
Value

Characteristic
Bulk SWCNT
Diametera
BET surface area
Specific weight
Bulk density
G/D ratio
Oxygen/Carbon atomic ratio

1.83 nm (1.2)
877.7 m2/g

116 ± 21
0.022

Measuring method

TEM observation, n=50
N2 adsorption method

Raman spectroscopy analysis
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
analysis
n= 5

Thermogravimetric analysis:
mass loss onset temperature b
241 ± 41 ﾟ C
oxidation temperature
ash content (residual mass) ΔTG b
86 ± 21 %
Half width of the peak at 25.60° d
X-ray diffraction (XRD) analysis
Metal content
Fe
43,700 μg/g
Ni
9 μg/g
Inductively coupled plasma – mass
Rb
56μg/g
spectrometry (ICP-MS) analysis
Zn
22 μg/g
n=2
Ga
12 μg/g
Cu
10 μg/g
Pb
6 μg/g
Dispersed SWCNT in aq. 1 mg/mL Triton X-100 solution for the intratracheal instillation study (Study
Number: #NN-14)
Width (from number-based
43.6 nm (1.6)
TEM observation, n= 547
distribution) a
Length (from number-based
0.69 μm (2.1)
TEM observation, n=120
distribution)a
G/D ratio
Raman spectroscopy analysis
d
Half width of the peak at 25.60°
X-ray diffraction (XRD) analysis
Dispersed SWCNT in solution for the in vitro study
Zeta potentialc
－19.9 ± 5.5 mV
DMEM-FBS10%.
a
Values are expressed as geometric mean (geometric standard deviation)
b
Values are expressed as mean ± S.D. c Values are expressed as mean ±standard uncertainty.
d
Corresponding to the {0 0 3} plane of synthetic carbon/graphite [JCPDS Card #: 26-1079]
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気管内注入試験 (試験番号: #NN-14) 液中分散 SWCNT (N) の性状
１．液中での分散状態

図 D.18 液中での分散状態 (TEM 画像)

２．分散液中の繊維長分布
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図 D.19 分散液中の繊維長分布
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付録 D NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた試験試料の特性一覧

表 D.8 SWCNT（N）（長繊維）
Value

Characteristic
Bulk SWCNT
Diametera
BET surface area
Specific weight
Bulk density
G/D ratio
Oxygen/Carbon atomic ratio
Thermogravimetric analysis:
mass loss onset temperature b
oxidation temperature
ash content (residual mass) ΔTG b
Half width of the peak at 25.60° d
Metal content
Fe

1.83 nm (1.2)

Measuring method

TEM observation, n=50

877.7 m2/g

N2 adsorption method

116 ± 21

Raman spectroscopy analysis
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
analysis
n= 5

0.022
241 ± 41 oC
86 ± 21 %

X-ray diffraction (XRD) analysis

43,700 μg/g
9
Ni
μg/g
Inductively coupled plasma – mass
Rb
56 μg/g
spectrometry (ICP-MS) analysis
Zn
22 μg/g
Ga
12 μg/g
Cu
10 μg/g
Pb
6 μg/g
Dispersed SWCNT in aq. 1 mg/mL Triton X-100 solution for the inhalation study (#NN-20)
Width (from number-based
distribution) a
Length (from number-based
2.36 μm (1.85)
TEM observation, n=1,790
distribution) a
G/D ratio
Raman spectroscopy analysis
d
Half width of the peak at 25.60°
X-ray diffraction (XRD) analysis
SWCNT aerosol in exposure chamber for the inhalation study (Study Number: #NN-20)
0.081 ± 0.014
0.40 ± 0.11
Measurement of elemental
Mass concentrationb
3
3
mg/m
mg/m
carbon of collected particles
SMPS (measured mobility
Particle number concentrationsb

6.9 ± 1.0 × 104
particles/cm3

5.7 ± 1.1 × 104
particles/cm3

diameter range: 10 - 500 nm;
including Triton-X particles)

SEM observation:
Width (from number-based
0.04 μm (1.5)
0.07 μm (1.4)
a
fiber morphology
distribution)
Low dose, n=219,
Length (from number-based
0.49 μm (1.7)
0.70 μm (1.5)
High dose, n=637
distribution) a
a
Values are expressed as geometric mean (geometric standard deviation)
b
Values are expressed as mean ± S.D. c Values are expressed as mean ±standard uncertainty.
d
Corresponding to the {0 0 3} plane of synthetic carbon/graphite [JCPDS Card #: 26-1079]
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吸入暴露試験 (試験番号: #NN-20) SWCNT (N) (長繊維) の液中での性状
１．液中での分散状態

図 D.20 液中での分散状態 (TEM 画像)
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図 D.21 分散液中の繊維長分布
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付録 D NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた試験試料の特性一覧

吸入暴露試験 (試験番号: #NN-20) SWCNT（N）（長繊維）エアロゾルの性状
１． 噴霧エアロゾルの分散状態（チャンバー内の試料でない）

図 D.22 捕集された SWCNT(N)エアロゾル粒子の SEM 画像
TEM の高倍率観察より、基本的に CNT の束状体で構成されていることがわかった．
懸濁液中で調製された長さが長い（長さの中央値：2.6 m）ために、繊維形状のエアロゾル
粒子以外に、繊維が丸まった形状の粒子が多数観察されている．これは、CNT の液滴中で
の存在状態と液滴の乾燥過程に起因すると考えられる．

２．分散の安定性

dN/dLogDp [particles/cm3]

5x10

5

0
1
2
3
4
5
6

4x105

3x105

h
h
h
h
h
h
h

2x105

1x105

0
0.01

0.1

Mobility Diameter, Dp [m]

図 D.23

SWCNT(N)エアロゾル粒子の電気移動度径分布の経時変化

電気移動度径が 0.15 m 付近の粒子が CNT のエアロゾル粒子に対応
0.1 m 以下の粒子の多くは分散剤固化物由来の粒子
電気移動度径分布は、6 時間にわたって安定している．

付録 D-20

付録 D NEDO プロジェクトでの有害性試験に用いられた試験試料の特性一覧

３． 吸入暴露試験チャンバー内エアロゾル粒子の性状

表 D.9 SWCNT(N)エアロゾル粒子の性状
用量

n

形状

個数の
割合
（%）

長さ*1

太さ*2

幅*3

幾何平 標準偏 幾何平 標準偏 幾何平 標準偏
均（m） 差（-） 均（m） 差（-） 均（m） 差（-）

繊維形状
7
0.45
1.4
0.06
1.4
丸まった
低
219
67
0.49
1.7
0.04
1.5
0.27
繊維形状
26
1.15
1.4
0.58
凝集体
繊維形状
4
0.60
1.9
0.08
1.8
丸まった
高
637
76
0.70
1.5
0.07
1.4
0.28
繊維形状
凝集体
20
1.24
1.6
0.61
*1 長軸方向長さ．*2 観察された繊維の太さ．繊維形状粒子では、*3 と同じ．
*3 長軸に直交する方向の代表長さ．

1.5
1.5
1.5
1.6

４．吸入暴露試験（平成 22 年 9 月 6 日～10 月 1 日）でのエアロゾル暴露濃度の経日変化（チャンバー
内）

CNT 濃度

低用量試験

高用量試験

0.081 ± 0.014

0.40 ± 0.11 mg/m3

mg/m3

質量濃度：捕集粒子の炭
素分析

図 D.24 エアロゾル化された SWCNT(N)の質量濃度の経日変化
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付録 E 二軸アプローチによる BALF 炎症指標の比較

付録 E
二軸アプローチによる BALF 炎症指標の比較
表 E.1 気管内投与による BALF 好中球数の増加
試験試料
BALF 好中球数(*)
陰性対照(**)
増加分
陽性対照(***)
陽性対照増加分
増加率

R
NC(Tween)
Δ=R-NC
PC
PC-NC
Δ/(PC-NC)

SWCNT (A)
SWCNT (C)
MWCNT (M) MWCNT (S)
1176
1044
56
80
30
40
30
40
1146
1004
26
40
456
870
456
870
426
830
426
830
2.7
1.21
0.06
0.05

試験試料
DWCNT (T1) DWCNT (T2)
BALF 好中球数(*)
R
504
354
陰性対照(****)
NC(CMC)
42
42
陰性対照
NC(Tween)
80
80
増加分
Δ=R-NC(CMC)
462
312
陽性対照
PC
870
870
陽性対照増加分
PC-NC(Tween)
790
790
増加率
Δ/(PC-NC(Tween))
0.58
0.39
(*) 1mg/kg の用量でラットに気管内投与した時の、１ヶ月後の BALF 好中球数(#/mL)
(**) Tween 80
(***) Min-U-Sil5 5mg/kg
(****) CMC

付録 E-1

本書の内容は、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）受託研究
である「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」（P06041）の成果です。

