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Ⅰ．

はじめに

目的
本手順書は、カーボンナノチューブを取り扱う事業者が自主的に安全管理を実施するための簡易で
迅速な安全性評価である細胞を用いたインビトロ試験の手順について述べたものである。本手順書
が対象とする評価は、カーボンナノチューブ製造または加工関連施設内でそれを吸入暴露する可能
性がある作業者の健康、特に呼吸器に与える影響とする。本試験法の特徴は、①安定かつ均一な被
験物質分散液を調製し、その液中分散状態および特性を計測していること、②細胞培地中に添加さ
れた被験物質の培地中分散状態・特性および培地成分の変化を計測していること、③被験物質が細
胞に与える影響：生体指標（エンドポイント）を抽出し、その検出について被験物質に由来する妨
害を可能な限り排除した試験方法を選択していることである。
背景
ナノ材料は、そのサイズが小さいことや形状が繊維状など特殊なものがあることから、化学的な特
性による以外に、サイズや形状などの物理的な特性によってナノ材料特有の生体影響が惹起される
のではないかという懸念が広がっている。新規工業ナノ材料の効率的な研究開発ためには、研究開
発プロセスの初期段階からナノ材料の安全性に関する検討を組み込んでいくことが必要となる。
カーボンナノチューブは、革新的素材として注目されるナノ材料であり、今後、用途に応じて物性
を少しずつ変化させたカーボンナノチューブが開発・上市されることが予想される。通常の化学物
質の場合、安全性・有害性の判断は各種動物試験により行われるが、動物試験は多大な費用と時間
が必要である。物理的、化学的特性を用途に応じて変化させた多様なナノ材料それぞれに対して、
長期間かつ高コストな動物実験を実施することは現実的ではない。さらに、動物実験に関する３Ｒ
（代替

replacement、削減 reduction、苦痛の軽減 refinement）原則に基づき、世界的にもでき

るだけ動物実験に依存しない培養細胞や組織を用いた細胞を用いたインビトロ試験での安全性評価
が求められている。
細胞を用いたインビトロ試験においては、カーボンナノチューブを細胞培養する培地に添加する必
要がある。しかしながら、カーボンナノチューブは、液体培地中で凝集・凝塊を作り（2 次粒子）、
細胞に直接沈降する性質をもつ。それを解決する手段として主に界面活性作用を持つ分散剤が用い
られるが、分散剤の中にはそれ自身が細胞毒性を持つ場合も多い。したがって、カーボンナノチュ
ーブ独自の特性を反映した細胞影響評価を行うためには、分散剤の使用を制限し、なおかつ、カー
ボンナノチューブを安定的に分散させる調製方法を開発することが重要である。加えて、カーボン
ナノチューブの物理化学的な一次的特性や培地中での二次的な特性（液中粒子径、濃度、イオン濃
度、および培地や添加剤に含まれるタンパク成分や無機塩類等のカーボンナノチューブへの吸着に
伴う細胞維持成分の枯渇）による細胞毒性に与える影響を考慮する必要がある。培地中でのこれら
の計測は極めて困難であるため、こうした細胞への有害性を決定する適切な指標を把握した上で細
胞を用いたインビトロ試験評価をすることが重要である。
特異的な物理化学的特性をもつカーボンナノチューブの生体に対する毒性発現メカニズムは、未知
の部分が多く、依然として情報が十分ではない。したがって、従来の手法による細胞の生存や分化
1

能を見極めることはもとより、ナノ材料の影響を正しく反映する新たな評価項目（エンドポイント）
の選定と、これに基づく測定が必要である。また、ナノ材料間の生体影響や、同じナノ材料に対す
る細胞種間の比較検討を行うための解析手法の開発、さらには、こうしたヒトや動物に由来する細
胞や組織を使った細胞を用いたインビトロ試験で得られた安全性試験の結果から生体への影響を予
測することへの妥当性について、動物試験による検証（validation）を実施することも重要と考え
る。
手順書の概要
カーボンナノチューブ安全性試験のための試料調製、計測、細胞を用いたインビトロ試験の手順の
概要を図Ⅰ 1 に示す。
１.

カーボンナノチューブ安全性試験のための試料調製および計測

本手順書では、カーボンナノチューブの細胞を用いたインビトロ試験を実施するために、高精度の
測定技術を用いた細胞培地中に安定分散する調製技術を示す。カーボンナノチューブの安全性試験
のための試料調製および計測に必要なカーボンナノチューブ粉体の適切な物理化学的な成分組成デ
ータを確保した後、①カーボンナノチューブを細胞培地中に均一かつ安定的に分散させ、かつ細胞
への影響をできるだけ排除するために分散剤の使用を最小限にした調製原液の調製を行う。さらに、
調製原液を細胞培地に希釈して培地調製液を得る。②カーボンナノチューブの調製原液または培地
調製液中の二次的な特性（カーボンナノチューブの粒子径や濃度、イオン濃度、培地中のタンパク
や無機塩類等の吸着）を適切に計測して、安定した分散の確認を行う。これらの試験結果により、
カーボンナノチューブの安全性試験として細胞を用いたインビトロ試験を実施する判断とする。
２.

カーボンナノチューブ安全性試験のための細胞を用いたインビトロ試験

上記(1)で調製した培地調製液を用いて、吸入暴露による呼吸器への健康影響を想定し、③各種の関
連した培養細胞による細胞の生存や分化能を見極めると共に、炎症性マーカーや、酸化ストレス、
アポトーシス等、個別のエンドポイントを選定して測定を行ない、種々の生体影響発現メカニズム
の観点からカーボンナノチューブの安全性を評価するインビトロ試験を実施する。
なお、本手順書に準拠して得られた試験結果は、各事業者が対象とする CNT の呼吸器への影響を評
価するものであり、安全性全てについて保証するものでないことをご留意願いたい。

2

3

Ⅱ. 汚染・暴露防止対策
1.

滅菌操作

細胞を用いたインビトロ試験では、細菌類の混入を防ぐための滅菌操作が必要不可欠である。原末、
分散媒、分散試料に接触するかくはん子、ビーズ等の器具、容器類は、可能な限りオートクレーブ
で滅菌する。オートクレーブ滅菌が不可能なものはエタノールで洗浄し、紫外線で 8 時間以上殺菌
する。分散液を滅菌するためには、孔径 0.45 μm 以下のフィルタを通して吸引ろ過する。
参考規格 JIS T 7322 医療用高圧蒸気滅菌装置
2.

エンドトキシン対策

エンドトキシンは、白血球の活性化を引き起こすなど、生体及び培養細胞系と反応することがある。
試験に用いる分散液にエンドトキシンが混入すると、誤った有害性評価を導くおそれがあるため、
試料調製では、エンドトキシン混入を予防する対策が必要である。特に、細胞が直接反応するイン
ビトロ試験では重要である。例えば、分散媒に用いる水は、エンドトキシン除去フィルタで処理し
たイオン交換水（超純水）を用いる。エンドトキシンは、通常環境中に存在しており、イオン交換
水を長時間貯留すると混入しやすい。したがって、できるだけ使用時に必要量を調製することが望
ましい。
カーボンナノチューブの分散液の調製過程において、エンドトキシンが混入しているかどうかを試
験することによって、混入をできるだけ防ぐ対策を講じることができる。試験方法としては、例え
ば、ISO 29701 として採択された Limulus amebocyte lysate（LAL、ライセート試薬）試験のゲル化
法（Gel-clot 法）が適している。これは、ライセート試薬がエンドトキシンの作用によってゲル化
するのを指標とする方法である。
参考規格 ISO 29701 Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro
systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test
3.

カーボンナノチューブ暴露対策

ヒトに対するカーボンナノチューブの健康影響は現時点では明らかになっていないが、予防原則に
のっとり、できるだけ暴露しないよう、取扱いに注意する。
粉体の秤量、前処理など、乾燥状態でカーボンナノチューブを扱う場合、粉体の飛散によって暴露
する可能性がある。これを防止するため、作業は、グローブボックス等の密閉した装置内で行うか、
高性能フィルタ付きドラフトチャンバ等で適切に局所排気を施した上で行う。ただし、秤量中に排
気ファンを運転すると、かえって飛散することもあるので、作業中はファンを停止し、容器取出し
時や清掃時に運転するとよい場合がある。また、防じんマスク、保護手袋、保護眼鏡、白衣等の保
護具を装着する。
湿式分散等の作業においても分散液が飛散する可能性があるので、試験室内に飛散しないように、
クリーンベンチ内や局所排気装置内で作業する。この場合も、保護具を装着しておくことが望まし
い。
グローブボックス及び局所排気装置の排気方法、保護具の選択方法、廃棄物の処理方法については、
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関係機関の通知、ガイドライン等を参考にする。保護具は、細菌汚染防止対策やエンドトキシン混
入防止対策としても有効である。
参考規格 厚生労働省基発第 0331013 号「ナノマテリアルに対するばく露防止等の予防的対応につい
て」（平成 21 年 3 月 31 日）

5

Ⅲ.

細胞を用いたインビトロ試験のための試料調製方法

序文
カーボンナノチューブに関する細胞を用いたインビトロ試験で用いる CNT 分散液試料の調製手順を
示す。ここでは界面活性剤や高分子電解質を用いること無く生体由来材料によって単層カーボンナ
ノチューブを液中分散する。
細胞への分散液試料の添加から 3 日間の安全性評価試験を通じて、単層カーボンナノチューブが安
定に懸濁している細胞を用いたインビトロ試験用試料の調製方法、並びに、調製した試験用試料の
CNT 濃度、単層カーボンナノチューブの長さ、及び、エンドトキシンに関する評価方法を述べる。
1.

適用範囲

ウシ血清アルブミン (BSA: Bovine Serum Albumin)水溶液中において単層カーボンナノチューブの
凝集体を超音波照射によってほぐし、単層カーボンナノチューブが分散した細胞を用いたインビト
ロ試験に用いる懸濁液試料の調製方法を示す。
2.

引用規格及び規制

この手順書では以下の規格及び規制を参照している。
ISO 22412:2008，Particle size analysis -- Dynamic light scattering
第十六改正日本薬局方におけるエンドトキシン試験法（ライセート試薬によるゲル化法）
厚生労働省基発 0331013 号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」
（平成 21 年 3 月 31 日）
3.
3.1

用語
調製原液

BSA 水溶液で単層カーボンナノチューブを分散した懸濁液。
3.2

培地調製液

細胞を用いたインビトロ試験で使用する単層カーボンナノチューブ懸濁液。試験で用いる細胞培地
によって調製原液を所定の倍率に希釈して調製する。
3.3

遠心強度

遠心加速度と重力加速度（g）の比。遠心分離の操作条件を与える。遠心強度が a である場合、ag
と表示する。
3.4

ウシ血清アルブミン

牛の血清から精製したタンパク質。界面活性剤の代替として単層カーボンナノチューブの水中への
分散を図るために使用する。

6

3.5

エンドトキシン

微生物から放出される毒素。
4.

装置

4.1

分散装置

超音波照射をホーン（プローブ）で行う超音波ホモジナイザーを用いる。
4.2

容器

50 mL のガラスビーカー
4.3

遠心分離機

遠心強度として 22,000g まで操作可能な遠心機。CNT 懸濁液を遠心分離し、上清、又は、沈下物を
回収する。
4.4

遠沈管（遠心管）

容量 50 mL の滅菌済みチューブ。
4.5

ろ過装置

セルストレーナー。粗大な単層カーボンナノチューブの凝集体を除く。
4.6

CNT 濃度測定装置

紫外—可視域（UV-Vis）での吸光度から CNT 濃度を評価する装置。
4.7

懸濁 CNT 二次粒子径測定装置

動的光散乱 DLS を原理とする粒子径測定装置を用いる。
4.8

透過型電子顕微鏡 TEM

CNT の長さを画像解析法により測定するために用いる。
5

試料

5.1
5.1.1

分散媒とその調製
分散剤

分散剤として BSA を用いる。
5.1.2

分散媒

純水製造装置で精製した後、エンドトキシン除去フィルターを通過した純水中に BSA を 10 mg/mL
で溶解した水溶液を調製する。
10 mg/mL の BSA 水溶液を、0.22 μm 滅菌フィルターに通し、除菌したものを分散媒として単層カー
7

ボンナノチューブの分散に用いる。
5.2

単層カーボンナノチューブ

乾燥状態が良いが、特に加熱処理は必要ない。
6.
6.1

前処理
器具の滅菌処理

ビーカーは、オートクレーブによって 121℃で 20 分間、滅菌する。
超音波ホモジナイザーのホーンは、70％エタノール水溶液で消毒後、3 分間、UV 照射によって滅菌
する。
その他の器具については、70％エタノール水溶液で消毒する。
6.2

単層カーボンナノチューブの前処理及び滅菌

所定濃度の分散液試料の調製に必要な単層カーボンナノチューブを秤量する。
原料単層カーボンナノチューブが例えば、シート状である場合など、その状態に応じて、ピンセッ
ト及び／又ははさみによって単層カーボンナノチューブを小片にする。
採取した所定量の単層カーボンナノチューブを 50 mL のビーカーに入れ、3 分間 UV 照射を行う。
警告：単層カーボンナノチューブの秤量、及び、前処理にあたっては、厚生労働省基発 0331013 号
「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」に従い、局所排気装置の中
で行い、単層カーボンナノチューブによるばく露を回避する。また、マスク、及び、手袋の個人用
保護具を使用して作業する。
7.
7.1

調製原液の調製手順
単層カーボンナノチューブの仕込み

調製原液における CNT 濃度は、最大、1 mg/mL とする。
6.2 に従って採取・滅菌した単層カーボンナノチューブを入れたビーカーに、5.1.2 で調製した分
散媒 50 mL を加える。
スターラーで 20 分間撹拌し、カーボンナノチューブを分散媒に馴染ませる。
警告：大気からのコンタミを避けるため、スターラーでの撹拌はクリーンベンチ内で行う。また、
マスク、及び、手袋の個人用保護具を使用して作業する。
7.2

分散

分散前の単層カーボンナノチューブ及び BSA 水溶液 50 mL を入れたビーカーに超音波ホモジナイザ
ーの超音波発信ホーンを直接挿入する。ここで、ビーカー内の液が最も循環する様に目視によって
確認しつつホーン位置を調整する。
超音波を 2 時間、連続照射し、単層カーボンナノチューブを分散する。
超音波処理の間、分散液の温度上昇を抑えるため、適宜、ビーカーを氷で冷却する。
注記：超音波の出力コントロールについては、単層カーボンナノチューブの分散効果とともに、容
8

器及びホーンの破損・摩耗、並びに、単層カーボンナノチューブの損傷を考慮して、予め検討して
おく。
警告：大気からのコンタミ、及び、懸濁液の飛散によるばく露を避けるため、超音波処理はクリー
ンベンチ内で行う。また、マスク、及び、手袋の個人用保護具を使用して作業する。
7.3

遠心分離

7.2 で得た分散液を 50 mL の遠沈管に分取する。
遠心強度 6000g で 15 分間、遠心分離した後、上清を回収する。
7.4

ろ過

回収した上清を目開き 40 μm のセルストレーナーでろ過し、ろ液を調製原液とする。
7.5

カーボンナノチューブの状態を変化させた調製原液の調製

上記の調製のほか、目的とする懸濁単層カーボンナノチューブの状態（カーボンナノチューブ長さ、
及び、二次粒子径）に応じて、次の手順で調製することができる。
(a) 超音波照射時間を変化させる。
(b) 所定の遠心強度で所定の時間、遠心分離し、上清を回収する。
(c) 適当な目開きのセルストレーナーでろ過する。
(d) 更に、必要に応じて適当な遠心分離を行い、沈下物を得る。
(e) 沈下物に 5.1.2 で調製した BSA 水溶液を添加し、超音波バスによって短時間、再分散する。
(f) 適当な目開きのセルストレーナーでろ過する。
(g) (c)又は(f)で得たろ液を調製原液とする。
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培地調製液の調製

細胞を用いたインビトロ試験に使用する細胞培地で調製原液を希釈し、所定のカーボンナノチュー
ブ濃度の培地調製液を調製する。ここで、希釈においては培地調製液における BSA 濃度が 10 mg/mL
である様に予め調製した細胞培地を使用する。
9
9.1

分散液の評価
CNT 形態の測定

透過型電子顕微鏡 TEM により単層カーボンナノチューブの分散状態を観察して評価する。
懸濁している単層カーボンナノチューブの二次粒子径は、ISO 22412 に従い動的光散乱（DLS）法に
よって求めた平均粒子径等で評価する。
また、長さは TEM 写真の画像計測によって評価する。
9.2

調製原液中のカーボンナノチューブ濃度の評価

紫外—可視 UV-Vis 領域における吸光度に基づいて評価する。そのために予め、単層カーボンナノチ
ューブを十分に分散した標準液を用いて単層カーボンナノチューブの質量濃度と懸濁液の吸光度と
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の関係（検量線）を求めておく。ここでは 600〜800 nm における平均吸光度を用いる。
9.3

エンドトキシン試験

第十六改正日本薬局方におけるエンドトキシン試験法のゲル化法に従い、調製原液中のエンドトキ
シン検出試験を行う。ライセート試薬の凝固反応に基づく限度試験法において、エンドトキシン濃
度が試薬の感度以下であることを確認する。
ライセート試薬には、感度 0.03 EU/mL であるパイロテル®（Associates of CAPE COD Inc.）を用い
る。
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附属書 A
実施例：インビトロ試験のための SG 単層 CNT の調製
A.1

概要

スーパーググロース法で作製した単層カーボンナノチューブ（SG 単層 CNT）に関する細胞を用いた
インビトロ試験で用いるカーボンナノチューブ懸濁液試料を手順書に従い調製した例を示す。手順
書に従い、10 mg/mL の BSA 水溶液中に SG 単層 CNT を 1 mg/mL で分散したカーボンナノチューブ長
さの異なる 2 種類の懸濁液（調製原液；試料 SG1 及び SG2）の調製を行った。また、調製原液の特
性を評価した。
A.2

分散媒の調製

分散剤である BSA にはナカライテスク（株）、08587-42 を用いた。
純水製造装置 Millipore 社、Milli-Q で精製し、更に、エンドトキシン除去フィルターMillipore
社製 BioPak に通した純水を用いて BSA10 mg/mL 水溶液を調製した。
上記の BSA 水溶液を孔径 0.22μm の滅菌フィルター（メルク社製，GP0.22μm）に通したものを分
散媒とした。
A.3
A.3.1

SG 単層 CNT 分散液の調製
超音波処理

単層カーボンナノチューブは、スーパーググロース法で作製した単層カーボンナノチューブ SWCNT
（SG 単層 CNT）である。50 mg の SG 単層 CNT を 50 mL のビーカーに秤量・採取し、滅菌処理した。
A.2 で調製した分散媒（BSA 10 mg/mL 水溶液）50 mL をビーカーに加え，7.1 の手順で SG 単層 CNT
懸濁液を作成した。
7.2 の手順に従い，上記の懸濁液を超音波処理した。ここで超音波ホモジナイザーに Branson
SONIFIER 250 を用いた（図 A.1(a)）。
超音波ホモジナイザプローブを懸濁液に挿入し、ホモジナイザーの出力コントロールを “4”に設
定して 2 時間（試料 SG1）、及び、0.5 時間（試料 SG2）、連続で超音波処理を行った（図 A.1(b)）。

(b)

(a)

図 A.1 使用した超音波ホモジナイザー(a)、及び、分散操作(b)
A.3.2

遠心分離、及び、ろ過

試料 SG1 については、7.3 および 7.4 の手順に従い、遠心強度 6000g で 15 分間遠心分離した上清を
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40 μm のセルストレーナー（BD FalconTM 社製）でろ過し、ろ液を調製原液とした。
他方、比較的長い CNT の懸濁液である試料 SG2 は、7.5 に従って調製された。すなわち、先ず遠心
強度を 3000g とし、15 分間遠心分離し上清を得た。その上清を 70 μm のセルストレーナー（BD
FalconTM 社製）でろ過し粗大な凝集体を除去した。更に、遠心強度 22,000g で 10 分間遠心分離し、
その沈下物に 10 mg/mL BSA 水溶液を添加し、再分散を 5 分程度行った後、100μm のセルストレー
ナーでろ過した。そのろ液を調製原液とした（図 A.2）。

図 A.2 調製された SG 単層 CNT 懸濁液（調製原液）

A.4

調製原液の特性評価

A.4.1

SG 単層 CNT 濃度の評価

10mg/mL の BSA 水溶液で調製した SG 単層 CNT 懸濁液の UV-Vis 吸光スペクトルを図 A.3(a)に示す（島
津製作所、UV-2550 で測定）。波長 600〜800 nm における平均吸光度から、CNT 質量濃度と懸濁液の
吸光度との関係（検量線）を求めた（図 A.3(b)）。

(b

(a

図 A.3

SG 単層 CNT 懸濁液、及び、BSA 水溶液の UV-Vis スペクトル(a)；CNT 懸濁液の 600-800 nm
における平均吸光度と CNT 質量濃度との関係(b)

この検量線から求めた SG 単層 CNT 濃度を表 A.1 に示す。SG1 で 0.81〜0.88 mg/mL、SG2 では 0.78
〜1.00 mg/mL であった。
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表 A.1-分散試料の特性
CNT 濃度

平均粒子径

幾何平均

幾何標準偏差

[mg/mL]

xDLS [nm]

lg [nm]

sg [-]

SG1-1

0.82

297

317

2.26

SG1-2

0.88

288

306

2.31

SG1-3

0.81

293

347

2.08

SG2-1

0.78

832

867

2.28

SG2-2

1.00

819

857

2.75

試料 ID

A.4.2

CNT の二次粒子径

DLS 法（マルバーン社、ゼータサイザーナノ）で測定したキュムラント平均粒子径 xDLS を表 A.1 に
示す（ISO 22412 参照）。調製条件の異なる試料 SG1 と SG2 とでは、キュムラント平均粒子径 xDLS が
異なっている。しかし、分散条件が同じ試料ではほぼ同様な値となった。
A.4.3

SG 単層 CNT の長さ

分散 SG 単層 CNT の TEM 写真を図 A.4 に示す。使用した TEM は日本電子製 JEM-1010 である。

(a)

(b)

図 A.4-懸濁 SG 単層 CNT の TEM 写真；試料 SG1 (a); 試料 SG2 (b)
TEM 写真から、約 1000 本の SG 単層 CNT に対して長さ分布を測定した。個数基準の長さの積算分布

Q0(l)を図 A.5 に示す。また、幾何平均 lg、及び、幾何標準偏差 sg を表 A.1 示す。

図 A.5-分散 CNT の長さ分布
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A.4.4

エンドトキシンの確認

第十六改正日本薬局方ゲル化法の限度試験によって調製原液におけるエンドトキシン検出試験を行
った。
調製原液 0.2 mL を感度 0.03 EU/mL であるパイロテル®のシングルテストバイアルに加えよく混合し
た後、バイアルを恒温槽（水浴）内に入れ、37±1℃で 60±2 分間静置した。
恒温槽から取り出したバイアルを 180 度転倒し、ゲル形成について観察した。ゲル形成がないこと
を確認し、エンドトキシン濃度がパイロテル TM の感度以下であることが確認された。
A.5

培地調製液の調製

BSA 濃度が 10 mg/mL である所定の細胞培地によって調製原液を希釈し、細胞を用いたインビトロ試
験で使用する培地調製液を調製した。
Ⅲ.の執筆担当者
遠藤茂寿、丸

順子
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Ⅳ. 細胞を用いたインビトロ試験のための液中分散試料の特性評価
序文
このⅣ.では、液体中、特に細胞を用いたインビトロ細胞試験用に培養液中に分散されたカーボンナ
ノチューブ（CNT）凝集体の特性を評価する手順を示す。ここで評価する特性とは、分散安定性・表
面電位・GD 比・培地中成分量（特にウシ血清アルブミン(BSA: Bovine Serum Albumin）量）を指す。
また本手順書における各特性に対応する測定法は、それぞれ動的光散乱・電気泳動光散乱・ラマン
分光・流動場分離法とする。
1.

適用範囲

測定の対象は液体中に分散されたカーボンナノチューブ凝集体である。
2.

引用規格

この手順書では以下の規格を参照、又は引用している：
JIS Z8819-1:1999 粒子径測定結果の表現－第１部：図示方法
JIS Z8819-2:2001 粒子径測定結果の表現－第２部：粒子径分布からの平均粒子径又は平均粒子直径
及びモーメントの計算
JIS Z8826: 2005

粒子径解析－光子相関法

ISO 13321:1996, Particle size analysis — Photon correlation spectroscopy
ISO 22412: 2008, Particle size analysis — Dynamic light scattering (DLS)
JIS Z 8803: 1991, 液体の粘度－測定方法
JIS K 2283：2000, 原油及び石油製品－動粘度試験方法及び粘度指数算出方法
ISO 13099-2:2012, Colloidal systems -- Methods for zeta-potential determination -- Part 2:
Optical methods
3.

用語、定義、及び記号

3.1
3.1.1

用語、及び定義（計測法）
動的光散乱（DLS： Dynamic Light Scattering）

液体中でブラウン運動している粒子に光を当て、その結果散乱される散乱光の時間的揺らぎから拡
散係数を決定し、さらに Stokes-Einstein 式を用いて拡散係数から粒子径を算出する測定方法。
3.1.2

電気泳動光散乱（ELS： Electorophorertic Light Scattering）

液体中の粒子に一定方向の電場を掛け、その結果、各粒子の表面電位に応じた電気泳動移動度をド
ップラーシフトから決定し、さらに Smoluchowski の式を用いて電気泳動移動度からゼータ電位を
算出する測定方法。
3.1.3

ラマン分光

ナノ粒子または液体中の粒子に、特定波長を照射し、分子・結晶の振動モードによる固有波長変調
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をラマン散乱光として観測する分析法。ラマン顕微では分光法と光学顕微鏡を組み合わせ、局所的
な部分の構造や成分解析する方法。
3.1.4

流動場分離法（FFF：Field Flow Fractionation）

液中に分散した粒子のサイズに依存した自己拡散現象と外部から拡散と逆方向に力を与えることに
より、粒径によるサイズ分離を行う方法。このとき外部から与える力として流れ、遠心力、熱、磁
場、静電エネルギー、パルスなど多々ある。
3.1.5

分散媒

CNT を分散させる液相。インビトロ生体毒性評価では通常培養液、例えば DMEM（ダルベッコ変法イ
ーグル培地）を使用する。
3.1.6

分散剤

CNT をばらばらにして分散媒に溶しやすくするために使用する物質。本手順書では主に BSA を対象
としている。
3.1.7 分散試料、及び粒子試料
元の CNT 原末などを粒子試料、又はナノ粒子試料と呼ぶ。また、粒子試料を適当な分散媒に分散さ
せてできた液体を分散試料と呼ぶ。
3.1.8

粒子径 d

粒子の形を球に仮定した場合の直径。粒子が真の球であれば、まさにその直径となる。
3.1.9

粒子径分布、及び平均粒子径

散乱強度平均粒子径（(intensity-weighted) average diameter） d DLS は次式で得られる平均粒子
径の一種である：
N

d ∆LS =

∑ ∆Q
i =1
N

∑
i =1

int,i

∆Qint,i
di

ここで、N は区間数、 d i はその区間での平均粒子径、及び ∆Qint,i は対応する散乱光強度である。その
他、体積基準（又は、重量）平均の粒子径 dw、又は個数基準（又は、数）平均粒子径 dn も装置によ
って計算される。これらの平均粒径の定義は装置の説明書等により確認することを推奨する。
3.1.10

ゼータ電位

流体力学的な粒子表面に形成する電気二重層中の、液体流動が起こり始める「すべり面」の電位で
通常 mV で表わす。粒子表面の電位とは厳密には異なるが、表面電位として利用される。
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3.1.11

GD 比

G-バンドと D-バンドの強度比（G/D 比）から表面の結晶欠陥に関するひとつの指標として使用する。
本手順書ではグラファイト構造に由来する 1600 cm-1 付近のピークと欠陥由来の 1350 cm-1 付近のピ
ーク強度比を GD 比として算出する。
3.2

記号

d DLS

散乱強度平均粒子径

nm

dw

体積基準（又は、重量）平均粒子径

nm

dn

個数基準（又は、数）平均粒子径

nm

Is

散乱光強度

c

分散試料中の粒子濃度（単位体積あたりの粒子数又は質量）

η

粘度

ξ

ゼータ電位

4
4.1

cP（=0.01 g s-1 cm-1）
mV

原理
DLS

液体中に分散されたナノ粒子、又はその凝集体は周囲の液体分子の衝突を受けてでたらめで小刻み
な運動である“ブラウン運動”をしている。これに光を当てると、ブラウン運動に応じた散乱光強
度の時間的変動が観測される。この時間的変動から粒子の拡散係数 D が求められ、温度 T と液体の
粘度 η がわかれば、Stokes-Einstein 式
d=

k BT
3πηD

から粒子径 d が決定される。ここで、 k B はボルツマン定数である。試料には粒径分布があるので、
上式で決まる粒径はある種の平均粒径となる。
4.2

ELS

液体中に分散されたナノ粒子、又はその凝集体はその表面にプラスないしマイナス電荷をもつ。こ
のとき一定方向に電場をかけると、表面電位量と関連付けられた移動が観測される。移動度を元に
Smoluchowski 法を用いた、
ξ∝

ηU
ε

からゼータ電位は評価される。ここで、η：溶媒粘度、U：移動度、ε：溶媒誘電率を指し、誘電率
は水の誘電率を暫定的に使用し評価する。試料には表面電位分布があるので、上式で決まるゼータ
電位はある種の平均値となる。
4.3

ラマン分光

ナノ粒子または液体中の粒子に、特定波長を照射すると、散乱光を観測することができる。散乱光
は基本的に照射光と同じ波長であるが、で分子・結晶の振動モードに応じた固有波長変調が生じ、
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これをラマン散乱光として観測することができる。この周波数のシフト幅を観測することで、分子
の振動数を知ることができる。またラマン顕微では基本的に分散型ラマンの分光器で、回折格子を
用いてラマン散乱光を分光し、顕微鏡を搭載し、分析エリアを絞った 1 ミクロン以下の空間分解能
にて、局所的な部分の構造や成分解析する方法。
4.4

FFF

液中に分散された CNT 分散液において、粒径の大きいものは自己拡散速度が小さく、粒径の小さな
粒子の自己拡散速度が大きい。この現象を利用し、FFF 分離セル内において粒度分布を縦方向に作
製し、

さらに粒子の拡散方向と逆に外部場を加え、さらに層流場での流れの不均一さを利用して

粒子の配置に依存した流出時間の違いが現れ粒径分級することができる。

たとえば、この外部場

は Flow-FFF ではクロスフロー（交叉流）となる。

tr =

πhdw 2 Vcross
•
2kT
Vchannel

ここで、d は試料の粒径、w はチャネルのスペーサー厚、η は溶媒粘度、k はボルツマン定数、T は
温度、Vcross はクロスフロー流量、Vchannel はチャネル流量となる。 温度が不変であるとするな
らば、クロスフロー流量ならびにチャネル流量を一定にすることで、サンプルの溶出時間はサイズ
に比例し、粒径分離することが可能となる。
5.

装置

5.1

DLS

5.1.1 装置の種類
本手順書は市販の DLS 装置を使用することを前提としている。
5.1.2 妥当性確認
標準物質などを使用して装置の妥当性をあらかじめ確認する。たとえば、よく値づけされたポリス
チレンラテックス標準物質を測定し、認証値と測定値が不確かさの範囲内で一致するかどうか評価
をする。例えば平均粒子径が 100 nm の単分散ポリスチレンラテックス標準物質を使って装置の妥当
性を評価することが推奨される。測定値の認証値からの偏りは±2％以内で、繰り返しの再現性は相
対実験標準偏差で 2％以下が望ましい（ISO 22412 参照）。
5.1.3 温度制御
DLS 装置は、必要とされる温度範囲に測定セルの温度が収まる機能を有していなければならない。
推奨される温度精度は±0.3℃以内である（ISO 22412 参照）。必要に応じて外部循環の恒温水槽な
どを用いて温度制御する。
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5.1.4 出力データ
装置は、散乱強度平均粒子径、体積基準平均粒子径、個数基準平均粒子径、粒子径分布、および多
分散度が計算でき、それらの結果を出力する機能を持たなければならない。また、必要に応じて時
間相関関数又はパワースペクトルが表示され、出力されることが望ましい。
5.2

ELS

5.2.1 装置の種類
本手順書は市販の ELS 装置を使用することを前提としている。
5.2.2 妥当性確認
標準物質などを使用して装置の妥当性をあらかじめ確認する。たとえば、よく値づけされたポリス
チレンラテックス標準物質を測定し、認証値と測定値が不確かさの範囲内で一致するかどうか評価
をする。例えば平均粒子径が 60 mV の単分散ポリスチレンラテックス標準物質を使って装置の妥当
性を評価することが推奨される。測定値の認証値からの偏りは±10 ％以内で、繰り返しの再現性は
相対実験標準偏差で 10 ％以下が望ましい。特に電極を直接分散液に液浸させるタイプの ELS では、
電極が容易に汚染され測定値に影響を与えるため、頻繁に当操作を実施することが望まれる。
5.2.3 温度制御
ELS 装置は、必要とされる温度範囲に測定セルの温度が収まる機能を有していなければならない。
推奨される温度精度は±1.0℃以内である。必要に応じて空冷ペルチェなどを用いて温度制御する。
5.2.4 出力データ
装置は、電気移動度、分散液電導度、ゼータ電位が計算でき、それらの結果を出力する機能を持た
なければならない。また、必要に応じてパワースペクトルが表示され、出力されることが望ましい。
5.3

ラマン分光

5.3.1 装置の種類
本手順書は市販のラマン分光装置を使用することを前提としている。
5.3.2 妥当性確認
標準物質などを使用して装置の妥当性をあらかじめ確認する。たとえば、よく値づけされたポリス
チレン標準物質やネオンランプを測定し、認証値と測定値が不確かさの範囲内で一致するかどうか
評価をすることが推奨される。測定値の認証値からの偏りは±3cm-1 以内で、繰り返しの再現性は相
対実験標準偏差で 3 ％以下が望ましい。アライメントすなわち顕微鏡のピントと光学系調整は各測
定装置に依存したアライメントツールを使用するが、測定開始時に毎回実施することが望ましい。
5.3.3 出力データ
装置は、ラマンスペクトルを表示でき、それらの結果を出力する機能を持たなければならない。
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5.4

FFF

5.4.1 装置の種類
本手順書は市販の FFF 装置を使用することを前提としている。またフラクトグラムを出力するため
にオンライン濃度検出器として UV 検出器等が接続されている必要がある。各フラクションの粒径値
を検出するために、多角度光散乱検出器等の光散乱検出器が接続されていることは望ましい。
5.4.2 妥当性確認
標準物質などを使用して装置の妥当性をあらかじめ確認する。たとえば、よく値づけされたタンパ
ク質標準物質を測定し、分離が妥当であるかどうか評価をする。例えば市販の Cytochrome C・
Myoglobin equine 混合試料やポリスチレンラテックス性粒径分布標準物質を使って装置の妥当性を
評価することが推奨される。前者では各タンパク質に該当するピークが分離することを確認するこ
と、後者では測定値の粒径分布認証値からの偏りは±10 ％以内で、繰り返しの再現性は相対実験標
準偏差で 10 ％以下が望ましいが望ましい。特に CNT 分散液は系内を汚染するため、適度な頻度で
問う操作を実施することが推奨される。
5.4.3 温度制御
オンライン濃度検出器は、必要とされる温度範囲に測定セルの温度が収まる機能を有していなけれ
ばならない。推奨される温度精度は±1.0℃以内である。
5.4.4 出力データ
装置は、FFF フラクトグラムが表示でき、それらの結果を出力する機能を持たなければならない。
6.

試薬と器具

6.1 試薬
測定セルを洗浄したり、希釈したりするための溶媒は微粒子、特に分散試料中の粒子よりも大きな
微粒子を含まない清浄なものでなければならない。例えば、分散に使う溶媒を水にするのであれば、
フィルターにより濾過されたいわゆる超純水を使用するとよい。
備考：この手順書では“超純水”を、“イオン交換フィルターや 0.2 μm 以下のフィルターで精製
された、電気抵抗率 18 MΩ・cm 以上で有機炭素濃度が 5 ppb 以下の微粒子を含まない清浄な水”と
定義しておく。
6.2 標準物質
標準物質の特性値に対してトレーサビリティーが明言されているものを使用することが望ましい。
粒径標準物質ならば水に分散された 100 nm 程度のポリスチレンラテックス使用することが推奨され
る。ただし、標準物質は凍らせたりして会合や沈殿が起きないように注意すべきである。
6.3 器具
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通常の容器や分注器を使用してよい。ただし、分散試料の物理化学的状態（例えば pH）を変化させ
る容器や器具を使用しない。例えば、通常のソーダガラス器具が pH を変化させる可能性があるため、
石英製を使用することが望ましい場合がある。一方で、ラマン顕微測定では pH の影響はないため、
通常市販のスライドガラス等を基板として利用することで問題ない。
6.4 デジタルカメラ
分散試料の状態を記録するために用いることが推奨される。
6.5 粘度計
分散試料の粘度を決定するために使用する。分散試料の動粘度に合わせた粘度計を使用する。希薄
な水溶液であれば動粘度は 0.894 cP mL g-1 （25℃）であり、例えばウベローデ粘度計やキャノン・
フェンスケ粘度計などが使用できる。
備考：Stokes-Einstein 式に代入すべきは粘度であり、動粘度ではないことに注意する。
7.

操作

7.1 DLS
7.1.1 装置の設置
装置は、清浄な環境に設置されるべきである。また、電気ノイズ、機械的振動、又は直射日光など
を避けなければならない（ISO 22412

8.1 節参照）。

警告： DLS 装置は光源として目に障害を与えうるレーザー光を使用している。入射光を直接見ない
ように、また、反射光が目に入らないようにしなければならない。設置されている場所に適用され
る安全規定を遵守しなければならない。
7.1.2 分散試料の調製
事前にナノ粒子が分散された分散試料は分散媒である培地の腐敗を避けるために冷蔵庫など低温下
で静置し保存する。このとき試料の凍結は行ってはならない。
データの再現性を重視する場合、測定試料は静置された分散液の一定の箇所から採取することが推
奨される。例えば、分散試料の表面から一定の深さから常に採取するなどである。安定な分散液で
も濃度勾配は重力によって徐々に形成され、同じように調製された分散試料であっても試料中の採
取場所によって濃度が顕著に異なる場合も想定されるからである。
分散試料は基本的に超音波洗浄器などを用いた攪拌など前処理を行わずに室温下で測定する。塵埃
からの散乱光を避けるために、測定に関係するすべての試料は清浄な環境下で調製されるべきであ
る。
7.1.3 分散試料の目視観察
分散試料の入手時および DLS 測定の前後に沈殿の生成の有無を目視で確認し沈降の度合いを記録す
る。可能であればデジタルカメラなどを用いて画像として記録する。
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7.1.4 粘度の測定
信頼できる文献値がある場合は文献値を使用してよい。しかし、信用できる文献値がない場合、分
散試料の粘度を測定することが推奨される。
備考：分散媒を細胞培養液とする場合はウベローデ粘度計等を使用でき、恒温水槽に粘度計を浸し
温度を±0.1℃以下に制御するとよい。
備考：CNT 存在により分散試料の粘度が著しく上昇することがある。このような場合、分散媒の粘
度が媒体中の蛋白質濃度と比例する関係を利用し、適切な計測法（たとえば流動場分離法やゲル電
気泳動）を用いて蛋白質濃度を計測し、分散媒粘度を算出することが推奨される。
7.1.5 DLS 測定に用いる器具の洗浄
分散試料に接触する試料容器や実験器具はすべて微粒子から、又は前に使用した粒子試料からの汚
染を避けなければならない。例えば繰り返し使用する測定セルや注射器は“光学洗浄”を行うこと
を推奨する。また、通常の使い捨て（ディスポーザブル）のパスツールピペットなどはそのまま使
用できる場合が多いが、心配な場合は光学洗浄する。光学洗浄できない場合は、フィルターで濾過、
又は蒸留した無塵の溶媒で器具を洗浄する。汚染が確認された測定セル、容器、又は溶媒などは使
用しない。
備考：繰返し使用する器具を洗浄する“光学洗浄”は沸騰させたアセトン蒸気の還流を利用する洗
浄法である。冷水を流した冷却管により凝縮させて滴下してくるアセトンの液滴により器具を３０
分間程度洗い乾燥させる。通常の還流装置に似ているが、器具を立てるための工夫が必要である。
7.1.6 ブランク測定
実際に汚染粒子がないことを確認するため事前にブランク測定を実施する。通常は、測定セルの洗
浄や試料の希釈に用いる水などの散乱強度を測定する。汚染があると強い散乱が観測される。
備考：装置からセルを取り外せない場合は、セルを清浄な溶媒で繰り返し洗浄するか試料で共洗い
し、散乱光を観測して汚染の有無を評価すべきである。
7.1.7 測定
7.1.7.1 技能
DLS 装置は、よく訓練され適切に操作できる者によって操作されなければならない。測定技量の有
無は、例えば粒子径標準物質の認証値と一致する値を報告できるかどうかなどであらかじめ評価し
ておくべきである。
7.1.7.2 測定環境
装置は清浄な環境に設置されることはもちろん、器具を取り扱う環境、試料調製を行う環境、又は
測定者の実験衣なども清浄であることが推奨される。特に水は測定の邪魔をする塵埃を取り込みや
すいので注意が必要である。
7.1.7.3

DLS 装置の準備
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測定をする前に装置の暖機運転をしておかなければならない。安定したデータを取得するためであ
る。
測定を開始する前に測定セルはあらかじめ設定した温度に達していなければならない。また、測定
中も温度は規定した温度範囲に収まらなければならない。温度範囲としては±0.3℃以内が推奨され
る。
備考：レーザーの安定度はレーザー装置の種類によって大きく変わるが、レーザー強度と測定セル
の温度を安定させるため通常は 15 分間から 30 分間は必要とされる。
備考：実際に測定セルが設定温度になっているかどうかを事前に評価しておくことが推奨される。
測定試料の液量が大きい（例えば内径 9 mL で容積が 2 mL）場合、設定温度に達する(22 ℃から
25.0℃±0.1 ℃までに 45 分以上必要な場合がある。
備考：一般的に CNT 試料は広波長領域にわたり強い吸光係数を持ち、透過型 DLS では超希薄試料を
除いて粒径計測を実施することが困難である。CNT 試料からの散乱光強度が異常に低下している場
合は、DLS 装置が信頼性の高い粒径計測を実施できない可能性があるため注意が必要である。
7.1.7.4 測定と解析
各装置の手順書に従って測定し解析する。測定の繰り返し精度を評価するため、最低３回の繰り返
し測定を実施することが望ましい。
7.1.7.5 記録
以下の実験条件を記録する：分散試料の情報、測定時刻、測定時間、分散試料の温度、分散試料の
屈折率、分散試料の粘度、分散試料の濃度、レーザー波長、ブランクと分散試料の散乱強度など。
以下の結果を記録する：装置等により計算された散乱強度平均粒子径、散乱強度、および多分散度。
必要な場合は、体積基準平均粒子径、個数基準平均粒子径、粒子径分布、及び分散試料の外観など。
7.2 ELS
7.2.1 装置の設置
装置は、清浄な環境に設置されるべきである。また、電気ノイズ、機械的振動、又は直射日光など
を避けなければならない（ISO 22412

8.1 節参照）。

警告： ELS 装置は光源として目に障害を与えうるレーザー光を使用している。入射光を直接見ない
ように、また、反射光が目に入らないようにしなければならない。設置されている場所に適用され
る安全規定を遵守しなければならない。
7.2.2 分散試料の調製
事前にナノ粒子が分散された分散試料は分散媒である培地の腐敗を避けるために冷蔵庫など低温下
で静置し保存する。このとき試料の凍結は行ってはならない。
データの再現性を重視する場合、測定試料は静置された分散液の一定の箇所から採取することが推
奨される。例えば、分散試料の表面から一定の深さから常に採取するなどである。安定な分散液で
も濃度勾配は重力によって徐々に形成され、同じように調製された分散試料であっても試料中の採
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取場所によって濃度が顕著に異なる場合も想定されるからである。
分散試料は基本的に超音波洗浄器などを用いた攪拌など前処理を行わずに室温下で測定する。塵埃
からの散乱光を避けるために、測定に関係するすべての試料は清浄な環境下で調製されるべきであ
る。
7.2.3 分散試料の目視観察
分散試料の入手時および ELS 測定の前後に沈殿の生成の有無を目視で確認し沈降の度合いを記録す
る。可能であればデジタルカメラなどを用いて画像として記録する。
7.2.4 粘度の測定
信頼できる文献値がある場合は文献値を使用してよい。しかし、信用できる文献値がない場合、分
散試料の粘度を測定することが推奨される。
備考：分散媒を細胞培養液とする場合はウベローデ粘度計等を使用でき、恒温水槽に粘度計を浸し
温度を±0.1℃以下に制御するとよい。
備考：CNT 存在により分散試料の粘度が著しく上昇することがある。このような場合、分散媒の粘
度が媒体中の蛋白質濃度と比例する関係を利用し、適切な計測法（たとえば流動場分離法やゲル電
気泳動）を用いて蛋白質濃度を計測し、分散媒粘度を算出することが推奨される。
7.2.5 ELS 測定に用いる器具の洗浄
分散試料に接触する試料容器や実験器具はすべて微粒子から、又は前に使用した粒子試料からの汚
染を避けなければならない。例えば繰り返し使用する測定セルや注射器は“光学洗浄”を行うこと
を推奨する。また、通常の使い捨て（ディスポーザブル）のパスツールピペットなどはそのまま使
用できる場合が多いが、心配な場合は光学洗浄する。光学洗浄できない場合は、フィルターで濾過、
又は蒸留した無塵の溶媒で器具を洗浄する。汚染が確認された測定セル、容器、又は溶媒などは使
用しない。
備考：繰返し使用する器具を洗浄する“光学洗浄”は沸騰させたアセトン蒸気の還流を利用する洗
浄法である。冷水を流した冷却管により凝縮させて滴下してくるアセトンの液滴により器具を３０
分間程度洗い乾燥させる。通常の還流装置に似ているが、器具を立てるための工夫が必要である。
7.2.6 ブランク測定
実際に汚染粒子がないことを確認するため事前にブランク測定を実施する。通常は、測定セルの洗
浄や試料の希釈に用いる水などの散乱強度を測定する。汚染があると強い散乱が観測される。
備考：装置からセルを取り外せない場合は、セルを清浄な溶媒で繰り返し洗浄するか試料で共洗い
し、散乱光を観測して汚染の有無を評価すべきである。
7.2.7 測定
7.2.7.1 技能
ELS 装置は、よく訓練され適切に操作できる者によって操作されなければならない。測定技量の有
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無は、例えば粒子径標準物質の認証値と一致する値を報告できるかどうかなどであらかじめ評価し
ておくべきである。
7.2.7.2 測定環境
装置は清浄な環境に設置されることはもちろん、器具を取り扱う環境、試料調製を行う環境、又は
測定者の実験衣なども清浄であることが推奨される。特に水は測定の邪魔をする塵埃を取り込みや
すいので注意が必要である。
7.2.7.3

ELS 装置の準備

測定をする前に装置の暖機運転をしておかなければならない。安定したデータを取得するためであ
る。
測定を開始する前に測定セルはあらかじめ設定した温度に達していなければならない。また、測定
中も温度は規定した温度範囲に収まらなければならない。温度範囲としては±0.3℃以内が推奨され
る。
備考：レーザーの安定度はレーザー装置の種類によって大きく変わるが、レーザー強度と測定セル
の温度を安定させるため通常は 15 分間から 30 分間は必要とされる。
備考：一般的に CNT 試料は広波長領域にわたり強い吸光係数を持ち、透過型 ELS では超希薄試料を
除いて粒径計測を実施することが困難である。CNT 試料からの散乱光強度が異常に低下している場
合は、ELS 装置が信頼性の高い粒径計測を実施できない可能性があるため注意が必要である。
7.2.7.4 測定と解析
各装置の手順書に従って測定し解析する。測定の繰り返し精度を評価するため、最低３回の繰り返
し測定を実施することが望ましい。
7.2.7.5 記録
以下の実験条件を記録する：分散試料の情報、測定時刻、測定時間、分散試料の温度、分散試料の
屈折率、分散試料の粘度、分散試料の濃度、レーザー波長、ブランクと分散試料の散乱強度など。
以下の結果を記録する：装置等により計算されたゼータ電位、電気移動度、電導度、ベース周波数、
ドップラーシフト量。
7.3 ラマン分光
7.3.1 装置の設置
装置は、清浄な環境に設置されるべきである。また、電気ノイズ、機械的振動、又は直射日光など
を避けなければならない。
警告：ラマン分光は光源として目に障害を与えうるレーザー光を使用している。入射光を直接見な
いように、また、反射光が目に入らないようにしなければならない。設置されている場所に適用さ
れる安全規定を遵守しなければならない。
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7.3.2 測定試料の調製
カーボンナノチューブ原末試料は適度な分散させたものをマイクロスライドガラス上に直接設置す
る。分散試料の場合、マイクロスライドガラス上へ分散液を滴下し乾燥させたものを測定に使用す
る。
警告：ナノ粒子粉末を利用するため、飛散等生じない条件で調製すること。また取り扱いの際には
防護眼鏡、手袋、マスクなどナノ安全規定を遵守すること。
7.3.3 測定に用いる器具の洗浄
通常の使い捨て（ディスポーザブル）のスライドグラスを使用することが推奨される。汚染が確認
された測定器具などは使用しない。
7.3.4 測定
7.3.4.1 技能
ラマン分光は、よく訓練され適切に操作できる者によって操作されなければならない。測定技量の
有無は、例えば標準物質のラマンスペクトルと一致するスペクトルを測定できるかどうかなどであ
らかじめ評価しておくべきである。
7.3.4.2 測定環境
装置は清浄な環境に設置する事はもちろん、器具を取り扱う環境、試料調整を行う環境、測定者の
試験衣等も清浄である事が望ましい。
7.3.4.3

ラマン分光装置の準備

安定したデータを取得するため測定前に装置の暖機運転をしておく。レーザーの安定度はレーザー
装置の種類によって大きく変わるが、レーザー強度を安定させるため、通常 15～30 分間の暖機運転
が必要である。また測定精度向上のため、装置付属のアライメントツールを使用し分光器及びレー
ザーの光軸調整と、正しいスペクトルを得るための機器校正を行う。特に微小試料の測定において
は 1 日の測定開始前に必ず行わなければならない。
7.3.4.4 測定と解析
各装置の手順書に従って測定し、解析する。測定の繰り返し精度を評価するため、異なる 3 か所の
測定位置ならびに最低 3 回の繰り返し測定を実施する事が推奨される。
7.3.4.5 記録
以下の実験条件を記録する：測定試料の情報、測定時刻、測定時間、レーザー波長。
以下の結果を記録する：測定結果：G-バンドラマンスペクトル、D-バンドラマンスペクトル。
7.4 FFF
7.4.1 装置の設置
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装置は、清浄な環境に設置されるべきである。また、電気ノイズ、機械的振動、又は直射日光など
を避けなければならない。
警告：オンライン粒径検出器装置として多角度光散乱検出器等光散乱装置を使用する場合、光源と
して目に障害を与えうるレーザー光を使用している。入射光を直接見ないように、また、反射光が
目に入らないようにしなければならない。設置されている場所に適用される安全規定を遵守しなけ
ればならない。
7.4.2 分散試料の調製
事前にナノ粒子が分散された分散試料は分散媒である培地の腐敗を避けるために冷蔵庫など低温下
で静置し保存する。このとき試料の凍結は行ってはならない。
データの再現性を重視する場合、測定試料は静置された分散液の一定の箇所から採取することが推
奨される。例えば、分散試料の表面から一定の深さから常に採取するなどである。安定な分散液で
も濃度勾配は重力によって徐々に形成され、同じように調製された分散試料であっても試料中の採
取場所によって濃度が顕著に異なる場合も想定されるからである。
分散試料は基本的に超音波洗浄器などを用いた攪拌など前処理を行わずに室温下で測定する。塵埃
からの散乱光を避けるために、測定に関係するすべての試料は清浄な環境下で調製されるべきであ
る。
7.4.3 分散試料の目視観察
分散試料の入手時および FFF 測定の前後に沈殿の生成の有無を目視で確認し沈降の度合いを記録す
る。可能であればデジタルカメラなどを用いて画像として記録する。
7.4.4

FFF 測定に用いる器具の洗浄

分散試料に接触する試料容器や実験器具はすべて微粒子から、又は前に使用した粒子試料からの汚
染を避けなければならない。例えば繰り返し使用する測定セルや注射器は“光学洗浄”を行うこと
を推奨する。また、通常の使い捨て（ディスポーザブル）のパスツールピペットなどはそのまま使
用できる場合が多いが、心配な場合は光学洗浄する。光学洗浄できない場合は、フィルターで濾過、
又は蒸留した無塵の溶媒で器具を洗浄する。汚染が確認された測定セル、容器、又は溶媒などは使
用しない。
備考：繰返し使用する器具を洗浄する“光学洗浄”は沸騰させたアセトン蒸気の還流を利用する洗
浄法である。冷水を流した冷却管により凝縮させて滴下してくるアセトンの液滴により器具を３０
分間程度洗い乾燥させる。通常の還流装置に似ているが、器具を立てるための工夫が必要である。
7.4.5 ブランク測定
実際に汚染粒子がないことを確認するため事前にブランク測定を実施する。通常は、測定セルの洗
浄や試料の希釈に用いる水などの散乱強度または UV 吸光度を測定する。汚染があると強い散乱や特
異的な吸収が観測される。
備考：装置から測定セルを取り外せない場合は、セルを清浄な溶媒で繰り返し洗浄するか試料で共
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洗いし、散乱光または UV 吸光度を観測して汚染の有無を評価すべきである。
7.4.6 測定
7.4.6.1 技能
FFF 装置は、よく訓練され適切に操作できる者によって操作されなければならない。測定技量の有
無は、例えば粒子径分布標準物質の認証値と一致する値を報告できるかどうかなどであらかじめ評
価しておくべきである。
7.4.6.2 測定環境
装置は清浄な環境に設置されることはもちろん、器具を取り扱う環境、試料調製を行う環境、又は
測定者の実験衣なども清浄であることが推奨される。特に水は測定の邪魔をする塵埃を取り込みや
すいので注意が必要である。
7.4.6.3

FFF 装置の準備

測定をする前に装置、特に検出器の暖機運転をしておかなければならない。安定したデータを取得
するためである。
測定を開始する前に測定セルはあらかじめ設定した温度に達していなければならない。また、測定
中も温度は規定した温度範囲に収まらなければならない。温度範囲としては±0.3℃以内が推奨され
る。
備考：オンライン光散乱検出器のレーザーの安定度はレーザー装置の種類によって大きく変わるが、
レーザー強度と測定セルの温度を安定させるため通常は 15 分間から 30 分間は必要とされる。オン
ライン UV 検出器も同様であることを付記する。
7.4.6.4 測定と解析
各装置の手順書に従って測定し解析する。測定の繰り返し精度を評価するため、最低３回の繰り返
し測定を実施することが望ましい。
8.4.6.5 記録
以下の実験条件を記録する：

分散試料の情報、測定時刻、測定時間、分散試料の温度、分散試料

の屈折率、分散試料の粘度、分散試料の濃度、レーザー波長、UV 波長、ブランクと分散試料の散乱
強度ならびに UV 強度など。
以下の結果を記録する：装置等により表示された FFF フラクトグラム、各フラクションの粒径値と
光強度または UV 強度。算出された目的フラクション（培地中の BSA 量）の減少量（重量％が望まし
い）。
8.

データの解析

8.1 値の算出
平均粒子径や散乱強度、GD 比などの報告値は繰り返しの平均値として決定する。平均値の算出方法
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は選択できるが、どのように算出したかを報告しなければならない。
8.2 不確かさ評価
報告値に対して不確かさを評価することが推奨される。その際、不確かさ評価の方法を報告に明示
しなければならない。評価法の妥当性を示すためである。たとえば DLS 測定の詳細な不確かさ評価
は困難を伴うので、主要な不確かさ要因についてのみ概算してよい。不確かさの要因としては、装
置の種類、測定方式、解析方法、および繰り返しなどがある。
その装置がもつ他の装置からの偏りをあらかじめ評価することができない場合は公開された資料か
ら推定してもよい。ただし、資料の出典を報告に示す。
9.

報告

以下の事項を報告する。：
9.1 一般
a)

分散試料を特定するための詳細情報（例：粒子試料の情報、分散調製法、分散媒の情報、分散

試料の入手日、搬送方法）
b)

測定日、測定者名、および測定機関名

c)

装置の妥当性確認に用いた標準物質の情報（生産者名も含む）、および妥当性確認を実施した日

付
d)

分散試料の保存条件（例：保存温度、保存場所、保存期間）

e)

沈澱生成に関する目視観察の結果（例：デジタルカメラによる画像）

9.2 装置および実験・解析条件
a)

装置名、型式、および製造者名

b)

妥当性確認に用いた粒子径標準物質等と確認の結果

c)

測定セル等の洗浄条件

d)

希釈した場合は希釈に用いた試薬の情報

e)

可能な場合は分散試料中の粒子試料濃度

f）

分散液の屈折率と粘度（文献値の場合は、文献情報）

g）

測定温度

h)

測定方式（DLS ならば時間相関か周波数解析、ラマンならば分散型か FT か）、および解析法（DLS

ならばキュムラント法等）
i)

測定角度

j)

分散媒の組成情報（定性情報も可）

k)

セルに入れた分散試料の容量

l)

報告値の算出方法（例：平均の方法）

m)

不確かさの算出方法、および必要に応じて資料の出典

n)

測定繰返し回数
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9.3 結果
9.3.1 DLS
a)

散乱強度平均粒子径またはその変動分率とその繰り返し標準偏差、又は不確かさ

b)

体積基準（又は重量）平均粒子径または個数基準（又は数）平均粒子径の繰り返し標準偏差、

又は不確かさ
d)

散乱強度またはその変動分率とその繰り返し標準偏差、又は不確かさ

9.3.2 ELS
a)

ゼータ電位とその繰り返し標準偏差、又は不確かさ

9.3.3 ラマン分光
a)

G-バンド及び D-バンドのスペクトル比による G/D 比とその繰り返し標準偏差又は不確かさ

b)

単層カーボンナノチューブならば RBM スペクトル値と算出された直径値、その繰り返し標準偏

差又は不確かさ
9.3.4 FFF
a)

培地中のフリータンパク質量（BSA 量）または減少量の重量％とその繰り返し標準偏差、又は

不確かさ
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附属書 A
各物性評価手順の体系図

動的光散乱法
装置の校正ならびに
技量の妥当性評価

粘度測定
平均粒径

光散乱強度
有害性評価期間内
の変動評価

各特性値の変化量
不確かさ評価

分散安定性評価
図 A.1

本手順書における分散安定性評価手順の流れ

電気泳動光散乱法

粘度測定

装置の校正ならびに
技量の妥当性評価

不確かさ評価

表面電位評価
図 A.2

本手順書における表面電位評価手順の流れ
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ラマン分光法
装置の校正ならびに
技量の妥当性評価

ラマンスペクトル
不確かさ評価

GD比評価
図 A.3

本手順書における GD 比評価手順の流れ

流動場分離法
装置の校正ならびに
技量の妥当性評価

FFFフラクトグラム

BSA濃度の変化量
不確かさ評価

培地中BSA量評価
図 A.4

本手順書における培地中成分量（特にウシ血清アルブミン(BSA：bovine serum albumin)）

量）評価手順の流れ
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附属書 B
実施例：SG 単層 CNT 試料における DLS 計測結果例
B. 1

評価期間におけるの分散液の安定性評価（濃度）

図 B.1 に各 SG 単層 CNT 分散試料における光散乱強度の日間変動についてプロットした結果を示す。
光散乱強度は式(B.1)であらわされるため、仮に粒径が同じであるとすると相対屈折率差がほぼ同じ
である粒子同士で比較することで粒子個数を予測することが可能となる。ここで、d は粒径、I0 は
入射光強度、I は実測光強度、r は距離、c は粒子個数濃度、m は相対屈折率である。

c
I ∝ I0 2
2r

2
 2π   d  m − 1

  
2
 λ  2 m +2
4

6

2

(B.1)

全試料において許容不能な散乱強度変化は観測されず、すべての試料は非常に安定と評価される。
この結果は DLS 測定による粒径値の大幅な変化や明白な重量沈降が発生していないことを当結果は
反映しているといえる。

1.6

Int. (a.u.)

1.4
1.2

SWCNT_A
SWCNT_B
SWCNT_C

1.0
0.8
0.6
0.4

1

2

3

day
図 B.1 SG 単層 CNT 分散試料における相対光散乱強度変化の時間依存プロット。相対強度は 1 日目
に対しての値としてプロットしてある。
B.2

評価期間における分散液の安定性評価と粒径評価（二次粒子径）

まず、粒径算出方法と不確かさ評価の詳細を下記に示す。
B.2.1

計測平均値の算出

各平均粒径値( d における下付き： n｛個数平均｝、l｛光強度平均｝)について、解析法（括弧内 :
C｛Cummulantt 法｝、M｛Marquadt 法｝）、測定日（時間）を下付文字右{測定日（1 日目を 1、2 日目
を 2、3 日目を 3 とし、繰り返し測定 1 回目ならばさらに 1、2 回目ならば 2、と組み合わせる）で
表した。全ての測定値の単純数平均値により最終計測値を算出した。また前述したように最も信頼
性の高い解析方法が Marquadt 法であるため、当方法に基づいた粒径解析方法による算出値を基準と
した粒径値として算出した。
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p
m
 n
 ∑ d n (M )1,i + ∑ d n (M )2,i + ∑ d n (M )3,i
i =1
i =1
i =1
d n = d n (M ) = 
n+m+ p


+ 


(B.2)

p
m
 n

 ∑ dl (M )1,i + ∑ dl (M )2,i + ∑ dl (M )3,i 
i =1
i =1
i =1
 (B.3)
dl = dl (M ) = 
n+m+ p

B.2.2

解析法間不確かさ

解析法間不確かさ（umethod）の算出については Cummlant 法と Marquadt 法の 2 種類の測定法間におけ
る不確かさを Type B として（B.4）、（B.5）式に従い算出した。Cummlant 法に基づく平均粒径値は
式（B.6）、(B.7)に基づき算出した値を使用している。

( )

u method d n =

( )

d n (M ) − d n (C )

u method d l =

(B.4)

3
d l (M ) − d l (C )

(B.5)

3

p
m
 n

 ∑ d n (C )1,i + ∑ d n (C )2,i + ∑ d n (C )3,i 
i
=
1
i
=
1
i
=
1
 (B.6)
d n (C ) = 
n+m+ p

p
m
 n

 ∑ dl (C )1,i + ∑ dl (C )2,i + ∑ dl (C )3,i 
i =1
i =1
i =1

dl = dl (C ) = 
n+m+ p

(B.7)

B.2.3 装置間不確かさ
機種間（装置 A、B、C とする）の標準不確かさは全日程を通じた平均値間の相違で評価した。

( ) (d ( A) − d ) + (d (B )2− d ) + (d (C ) − d )
2

uapp d n =

n

2

n

n

2

n

n

( ) (d ( A) − d ) + (d (B )2− d ) + (d (C ) − d )
2

uapp d l =

B.2.4

l

l

2

l

l

2

l

(B.8)

n

l

(B.9)

日間変動不確かさ・繰り返し不確かさ

日間変動不確かさならびに繰り返し不確かさについては各測定日・繰り返しにおける測定値の信頼
性の重みが全て均等であると仮定し評価を行った。
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 i =1
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m
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dl =
2

( )

2

(B.10)

2

(B.11)

B.2.5 合成標準不確かさ
合成不確かさは式(B.12)、(B.13)により評価した。

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2

2

u d n = umethod d n + uday d n + uapp d n

2

2

u d l = umethod d l + uday d l + uapp d l

2

2

(B.12)

(B.13)

B.2.6 測定結果

600

dl / nm

400

200

0

SWCNT_A
SWCNT_B

1

2

3

day
図 B.2

SG 単層 CNT 粒子分散試料における光子相関法を用いた測定結果を Marquadt（ 改良ヒストグ

ラム）解析して求めた光強度平均二次粒径変化時間依存プロット。3 日にわたる DLS 測定において
明白な粒径変化は観測されなかった。
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表 B.3 培養液中の SG 単層 CNT 二次粒子の各平均粒径とその不確かさ

(nm)

sample
SWCNT_A

dl
dn

SWCNT_B

dl
dn

SWCNT_C

dl
dn

441.9
169.6
364.7
141.8
385.7
136.3

合成標準偏差 日間/繰り返し
(nm)
変動 (nm)

34.2
66.6
9.9
28.8
78.1
36.8

14.6
3.4
6.4
2.5
3.0
14.9
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装置間変動
(nm)

解析法間変動
(nm)

24.4
57.5
6.8
11.1
77.7
33.0

19.0
33.5
3.3
26.5
7.3
6.4

附属書 C
実施例：SG 単層 CNT 試料における ELS 計測結果例
測定結果例を表 C.1 にまとめた。ゼータ電位は類似したマイナスの値を取り、絶対値についてはそ
れほど大きくないことが確認された。

表 C.1 各 SG 単層 CNT 分散試料のゼータ電位値測定結果
sample

SWCNT

測定回数（回） ゼータ電位(mv) 電気移動度(cm2/Vs) 電気伝導度(mS/cm) ベース周波数(Hz)

1
2
3
Avg

-2.38
-3.05
-3.00
-2.81

-1.85E-05
-2.37E-05
-2.34E-05
-2.187E-05
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0.0128
0.0015
0.0060
0.0068

243.9
243.3
243.4
243.5

附属書 D
実施例：SG 単層 CNT 試料におけるラマン分光計測結果例
測定結果例を表 D.1 にまとめた。超音波分散によって GD 比の大幅な減少は確認された。
表 D.1 SG 単層 CNT 分散試料の GD 比測定結果

繰り返し
1
2
3
Aｖｇ
SD
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G/D比
7.03
8.51
7.09
7.55
0.84

附属書 E
実施例：SG 単層 CNT 試料における FFF 計測結果例
図 E.1、表 E.1 に SG 単層 CNT の培地分散試料におけるフリーBSA 量の FFFF による定量結果例を示す。
コントロールに対した BSA 量の低下は確認されなかった。

Int

BSA

Secondary CNTcolloidal particle

8

Figure E.1

10

12

14

16

18

elution time / min

20

22

UV absorption at 210 nm for CNT sample separated by the Field Flow Fractionation

method. Peaks: BSA, 7–12 min; carbon black colloidal particles: 20–25 min.

表 E.1. FFF によるフリーBSA 定量結果

コントロール中の 1/10希釈の フ 1/100希釈のフ 1/1000希釈のフ
BSA量
リーBSA量
リーBSA量
リーBSA量
SWCNT_A
3.51
3.58
3.57
3.60
SWCNT_B
3.51
3.60
3.64
試料種類

Ⅳ.の執筆担当者
加藤晴久、中村文子、衣笠晋一
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Ⅴ.

カーボンナノチューブ分散液試料中の濃度評価

序文
このⅤ.では、液体中、特に細胞を用いたインビトロ試験用に培養液中に分散されたカーボンナノチ
ューブ凝集体の濃度を評価する手順を定める。本手順は既知の濃度のカーボンナノチューブ分散液
により検量線を作製し、未知の試料の濃度を測定する評価法である。
1.

適用範囲

測定の対象は液体中に分散されたカーボンナノチューブ凝集体である。
2.

引用規格

この手順書では以下の規格を参照、又は引用している：
ISO 11358:1997

Plastics -- Thermogravimetry (TG) of polymers -- General principles

ISO/TS 11308:2011

Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon nanotubes

using thermogravimetric analysis
3.

用語、定義、及び記号

3.1
3.1.1

用語、及び定義
紫外可視吸収分光器（UV-Vis absorption Spectroscopy）

吸収媒体に分光した各波長の光を照射し、その透過光を観測師 Lambert-Beer 則に従い吸光度を算
出する測定方法。
3.1.2

熱重量分析（TGA: Thermogravimetric Analysis）

特定流量の空気または不活性ガスを流通させ、電気炉中で媒体を加熱し、温度を変化させる、また
は一定の温度に保って、媒体の重量変化重量を計測する手法。
3.1.3

分散媒

カーボンナノチューブを分散させる液相。 細胞を用いたインビトロ試験では通常培養液、例えば
DMEM（ダルベッコ変法イーグル培地）を使用する。
3.1.4

分散剤

カーボンナノチューブをばらばらにして分散媒に溶しやすくするために使用する物質。本手順書で
は主に BSA を対象としている。
3.1.5 分散試料、及び粒子試料
元のカーボンナノチューブ原末などを粒子試料、又はナノ粒子試料と呼ぶ。また、粒子試料を適当
な分散媒に分散させてできた液体を分散試料と呼ぶ。
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3.2

記号

I obs

実測透過光強度

nm

I0

入射光強度

nm

ε

モル吸光係数

nm

c

分散試料中の粒子濃度（単位体積あたりの質量）

l

セル長

4.
4.1

cm

原理
UV-Vis absorptison Spectroscopy

液体中に分散されたナノ粒子、又はその凝集体に特定波長を照射すると、物質に応じた特定波長の
光が吸収され、透過光は入射光と異なる波長分布を持つ。このとき、吸収される光強度は物質の濃
度と比例的な関係をもつ。そこで透過光強度と入射光強度を測定し、Lambert-Beer 式

I
log obs
 I0


 = −εcl


から濃度 c が決定される。
4.2

TGA

ナノ粒子を特定流量の空気を流通させ、電気炉中で媒体を加熱し、温度を変化させる、または一定
の温度に保って重量変化重量を計測すると、明白に燃焼温度の違う物質間の重量比を求めることが
できる。たとえば CNT と触媒を準定量的に求めることができる。
5.
5.1

装置
UV-Vis absorptison Spectroscopy

5.1.1 装置の種類
本手順書は市販の UV-Vis absorptison Spectroscopy 装置を使用することを前提としている。
5.1.2 妥当性確認
標準物質などを使用して装置の妥当性をあらかじめ確認する。たとえば、よく値づけされた特定波
長校正フィルターを測定し、認証値と測定値が不確かさの範囲内で一致するかどうか評価をするこ
とが推奨される。装置アライメントは各測定装置に依存したアライメントツールと特定ランプ輝線
を使用するが、測定開始時に毎回実施することが望ましい。
5.1.3 温度制御
UV-Vis absorptison Spectroscopy 装置は、必要とされる温度範囲に測定セルの温度が収まる機能
を有していることが推奨される。
5.1.4 出力データ
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装置は、UV-Vis スペクトルを表示でき、それらの結果を出力する機能を持たなければならない。
5.2

TGA

5.2.1 装置の種類
本手順書は市販の TGA 装置を使用することを前提としている。
5.2.2 妥当性確認
標準物質などを使用して装置の妥当性をあらかじめ確認する。たとえば、電気炉の妥当性評価につ
いては特定物質のキュリーポイント測定し、測定値が不確かさの範囲内で一致するかどうか評価を
する。質量計測の妥当性評価は、特定質量標準分銅を使用して評価しておくことが望ましい。
5.2.3 温度制御
TGA 装置は、必要とされる温度範囲に測定セルの温度が収まる機能を有していなければならない。
5.2.4 出力データ
装置は、熱重量変化を特定間隔で保存ならびに結果を出力する機能を持たなければならない。
6.

試薬と器具

6.1 試薬
測定セルを洗浄したり、希釈したりするための溶媒は微粒子、特に分散試料中の粒子よりも大きな
微粒子を含まない清浄なものでなければならない。例えば、分散に使う溶媒を水にするのであれば、
フィルターにより濾過されたいわゆる超純水を使用するとよい。
備考：この手順書では“超純水”を、“イオン交換フィルターや 0.2 μm 以下のフィルターで精製
された、電気抵抗率 18 MΩ・cm 以上で有機炭素濃度が 5 ppb 以下の微粒子を含まない清浄な水”と
定義しておく。
6.2 標準物質
標準物質の特性値に対してトレーサビリティーが明言されているものを使用することが望ましい。
校正用フィルターならば、たとえば JCSS で校正証明書が発行されているフィルター、且つ、測定す
る波長付近を校正できるフィルターを選択することが推奨される。
6.3 器具
通常の容器や分注器を使用してよい。ただし、分散試料の物理化学的状態（例えば pH）を変化させ
る容器や器具を使用しない。例えば、通常のソーダガラス器具が pH を変化させる可能性があるため、
石英製を使用することが望ましい場合がある。
7.

操作

7.1 UV-Vis absorption Spectroscopy
7.1.1 装置の設置
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装置は、清浄な環境に設置されるべきである。また、電気ノイズ、機械的振動、又は直射日光など
を避けなければならない。
警告：UV-Vis absorption Spectroscopy 装置は光源として目に障害を与えうるランプ光を使用して
いる。入射光を直接見ないように、また、反射光が目に入らないようにしなければならない。設置
されている場所に適用される安全規定を遵守しなければならない。
7.1.2 測定試料の調製
事前にナノ粒子が分散された分散試料は分散媒である培地の腐敗を避けるために冷蔵庫など低温下
で静置し保存する。このとき試料の凍結は行ってはならない。
データの再現性を重視する場合、測定試料は静置された分散液の一定の箇所から採取することが推
奨される。例えば、分散試料の表面から一定の深さから常に採取するなどである。安定な分散液で
も濃度勾配は重力によって徐々に形成され、同じように調製された分散試料であっても試料中の採
取場所によって濃度が顕著に異なる場合も想定されるからである。
分散試料は基本的に超音波洗浄器などを用いた攪拌など前処理を行わずに室温下で測定する。塵埃
からの散乱光を避けるために、測定に関係するすべての試料は清浄な環境下で調製されるべきであ
る。
7.1.3 較正用分散試料の調製
目的とするナノ粒子の濃度が既知である標準分散液を調製する。このとき、分散試料の濃度につい
ては質量天秤における仕込み濃度だけではなく、別の測定法、たとえば全有機炭素計などで事前に
評価し、その値の信頼性を確保しておかなければならない。
7.1.4 UV-Vis absorption Spectroscopy 測定に用いる器具の洗浄
分散試料に接触する試料容器や実験器具はすべて微粒子から、又は前に使用した粒子試料からの汚
染を避けなければならない。例えば繰り返し使用する測定セルや注射器は“光学洗浄”を行うこと
を推奨する。また、通常の使い捨て（ディスポーザブル）のパスツールピペットなどはそのまま使
用できる場合が多いが、心配な場合は光学洗浄する。光学洗浄できない場合は、フィルターで濾過、
又は蒸留した無塵の溶媒で器具を洗浄する。汚染が確認された測定セル、容器、又は溶媒などは使
用しない。
7.1.5 ブランク測定
実際に汚染粒子がないことを確認するため事前にブランク測定を実施する。通常は、測定セルの洗
浄や試料の希釈に用いる水などの散乱強度を測定する。汚染があると強い散乱が観測される。
備考：装置からセルを取り外せない場合は、セルを清浄な溶媒で繰り返し洗浄するか試料で共洗い
し、散乱光を観測して汚染の有無を評価すべきである。
7.1.6 測定
7.1.6.1 技能
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UV-Vis absorption Spectroscopy 装置は、よく訓練され適切に操作できる者によって操作されなけ
ればならない。測定技量の有無は、例えば特定フィルターの認証値と一致する値を報告できるかど
うかなどであらかじめ評価しておくべきである。
7.1.6.2 測定環境
装置は清浄な環境に設置されることはもちろん、器具を取り扱う環境、試料調製を行う環境、又は
測定者の実験衣なども清浄であることが推奨される。
7.1.6.3

UV-Vis absorption Spectroscopy 装置の準備

測定をする前に装置の暖機運転をしておかなければならない。安定したデータを取得するためであ
る。
温調付き UV-Vis absorption Spectroscopy を実施する場合は、測定を開始する前に測定セルはあら
かじめ設定した温度に達していなければならない。また、測定中も温度は規定した温度範囲に収ま
らなければならない。温度範囲としては±0.3℃以内が推奨される。
備考：ランプの安定度は装置の種類によって大きく変わるが、ランプ強度と測定セルの温度を安定
させるため通常は 15 分間から 30 分間は必要とされる。
備考：実際に測定セルが設定温度になっているかどうかを事前に評価しておくことが推奨される。
測定試料の液量が大きい）場合、設定温度に達する(22 ℃から 25.0℃±0.1 ℃までに 1 時間以上必
要な場合がある。
備考：一般的に CNT 試料は広波長領域にわたり強い吸光係数を持つ。CNT 試料からの透過光強度が
異常に低下している場合は、装置が信頼性の高い吸光強度計測を実施できない可能性があるため注
意が必要である。
7.1.6.4 測定と解析
各装置の手順書に従って測定し解析する。測定の繰り返し精度を評価するため、最低３回の繰り返
し測定を実施することが望ましい。また測定は校正用標準分散液と同一の測定条件（たとえばバン
ド幅）で測定すること。
7.1.6.5 記録
以下の実験条件を記録する：分散試料の情報、測定時刻、測定時間、分散試料の温度など。
以下の結果を記録する：装置等により計算された UV-Vis 吸収スペクトルなど。
7.2 TGA
7.2.1 装置の設置
装置は、清浄な環境に設置されるべきである。また、電気ノイズ、機械的振動、又は直射日光など
を避けなければならない。
警告：TGA 装置は、最大 1500℃まで温度が上昇するため、取り扱いに注意しなければならない。設
置されている場所に適用される安全規定を遵守しなければならない。
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7.2.2 分散試料の調製
原末試料は適度な分散させたものを白金容器等に直接設置する。
警告：ナノ粒子粉末を利用するため、飛散等生じない条件で調製すること。また取り扱いの際には
防護眼鏡、手袋、マスクなどナノ安全規定を遵守すること。
7.2.3 TGA 測定に用いる器具の洗浄
分散試料に接触する試料容器や実験器具はすべて微粒子から、又は前に使用した粒子試料からの汚
染を避けなければならない。例えば繰り返し使用する測定セルや注射器は“光学洗浄”を行うこと
を推奨する。また、通常の使い捨て（ディスポーザブル）のパスツールピペットなどはそのまま使
用できる場合が多いが、心配な場合は光学洗浄する。光学洗浄できない場合は、フィルターで濾過、
又は蒸留した無塵の溶媒で器具を洗浄する。汚染が確認された測定セル、容器、又は溶媒などは使
用しない。
7.2.4 ブランク測定
実際に汚染粒子がないか、装置が妥当に動いているかことを確認するため事前にブランク測定を実
施する。汚染があると熱重量変化が観測される。
7.2.5 測定
7.2.5.1 技能
TGA 装置は、よく訓練され適切に操作できる者によって操作されなければならない。測定技量の有
無は、例えば燃焼温度が既知の物質と一致する値を報告できるかどうかなどであらかじめ評価して
おくべきである。
7.2.5.2 測定環境
装置は清浄な環境に設置されることはもちろん、器具を取り扱う環境、試料調製を行う環境、又は
測定者の実験衣なども清浄であることが推奨される。
7.2.5.3

TGA 装置の準備

測定をする前に装置の一度加熱運転をしておかなければならない。系内に残存する塵等を燃焼させ
清浄な状態にし、安定したデータを取得するためである。
7.2.5.4 測定と解析
各装置の手順書に従って測定し解析する。測定の繰り返し精度を評価するため、最低３回の繰り返
し測定を実施することが望ましい。
7.2.5.5 記録
以下の実験条件を記録する：試料の情報、測定時刻、測定時間など。
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以下の結果を記録する：装置等により記録された熱重量減少曲線など。
8.

データの解析

8.1 値の算出
測定試料濃度などの報告値は繰り返しの平均値として決定する。平均値の算出方法は選択できるが、
どのように算出したかを報告しなければならない。
8.2 不確かさ評価
報告値に対して不確かさを評価することが推奨される。その際、不確かさ評価の方法を報告に明示
し な け れ ば な ら な い 。 評 価 法 の 妥 当 性 を 示 す た め で あ る 。 た と え ば UV-Vis absorptison
Spectroscopy 測定の詳細な不確かさ評価は困難を伴うので、主要な不確かさ要因についてのみ概算
してよい。不確かさの要因としては、装置の種類、測定方式、解析方法、および繰り返しなどがあ
る。
その装置がもつ他の装置からの偏りをあらかじめ評価することができない場合は公開された資料か
ら推定してもよい。ただし、資料の出典を報告に示す。
9.

報告

以下の事項を報告する。
9.1 一般
a)

分散試料を特定するための詳細情報（例：粒子試料の情報、分散調製法、分散媒の情報、分散

試料の入手日、搬送方法）
b)

校正用分散試料を特定するための詳細情報（例：粒子試料の情報、分散調製法、分散媒の情報、

分散試料の入手日、搬送方法）
c)

測定日、測定者名、および測定機関名

d)

装置の妥当性確認に用いた標準物質の情報（生産者名も含む）、および妥当性確認を実施した日

付
e)

分散試料の保存条件（例：保存温度、保存場所、保存期間）

9.2 装置および実験・解析条件
a)

装置名、型式、および製造者名

b)

妥当性確認に用いた粒子径標準物質等と確認の結果

c)

測定セル等の洗浄条件

d)

希釈した場合は希釈に用いた試薬の情報

e）

測定温度

f)

分散媒の組成情報（定性情報も可）

g)

セルに入れた分散試料の容量

h)

報告値の算出方法（例：平均の方法）

i)

不確かさの算出方法、および必要に応じて資料の出典
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j)

測定繰返し回数

9.3 結果
9.3.1 UV-Vis absorption Spectroscopy
a)

算出濃度とその繰り返し標準偏差、又は不確かさ

9.3.2 TGA
a)

算出した触媒等濃度とその繰り返し標準偏差、又は不確かさ
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附属書 A
CNT 濃度評価の流れ

TGA

濃度既知の標準試料の調製
濃度妥当性評価

UV-Vis absorption
Spectroscopy

本試料の残触媒量評価

装置の校正ならびに
技量の妥当性評価

検量線

本試料の吸収スペクトル

不確かさ評価

CNT濃度評価

図 A.1

本手順書における CNT 濃度評価手順の流れ
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附属書 B
実施例：SG 単層 CNT 試料における TGA 計測
1500℃までの加熱での残渣については基盤起源の不純物であると仮定し、CNT の炭素濃度純度評価
を行った。測定結果例を図 B.1、結果を整理した結果を表 B.1 にまとめた。表内の標準偏差は繰り
返し 3 回の測定結果の標準不確かさを評価している。
2.5

weight / mg

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

図 B.1

表 B.1.

200

400

600

800

temp

1000

1200

1400

SG 単層 CNT 分散試料の TGA 測定結果

SG 単層 CNT 分散試料の TGA 測定により算出された C 純度（表中単位は wt%）

sample
SWCNT

TGA 測定による C 純度 繰り返し標準不確かさ
98.2
1.2
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附属書 C
実施例：SG 単層 CNT 試料における UV 計測
C.1 UV 吸収測定におけるバックグラウンドの評価
既定濃度に調製した SG 単層 CNT 標準分散液について、吸収スペクトルを測定し、650 nm 以上の波
長（650 nm、700 nm、750 nm、800 nm）で、濃度と吸光度の関係を多点検量線を用いて評価した。
C.2 検量線
本試料を用いて作製された各種濃度に調整された分散試料について、吸収スペクトルを測定し、650
nm 以上の波長においての多点での濃度と吸光度の関係をプロットした（図 B.1）。
(b)

3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

Abs.

Abs.

(a)

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.0
0.00

0.12

0.02

conc. (mg/mL)

0.04

0.06

0.08

3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.0
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

conc. (mg/mL)

conc. (mg/mL)

図 C.1

0.12

(d)

Abs.

Abs.

(c)

0.0
0.00

0.10

conc. (mg/mL)

SG 単層 CNT 分散試料における吸光度の各波長における濃度依存性例

(a) 650 nm、（b）

700 nm、(c) 750 nm、(d) 800 nm における測定結果。図中のバーは各濃度における 3 回の繰り返し
測定標準偏差。当波長範囲内では、分散媒が変化することで、観測される吸光度はほとんど変化し
ない。また繰り返し標準偏差は濃度算出の評価には使用していない。
C.3 SG 単層 CNT 濃度算出結果例
C3.1

SG 単層 CNT の計測平均価の算出
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後述するが、各波長における比例回帰直線近似での回帰に起因する不確かさはほぼ同一であった。
このため、すべての計算平均値がすべて均等であるとし、単純平均化により SG 単層 CNT 濃度を算
出した。

c SWCNT =

C3.2

c cal ,650 nm + c cal ,700 nm + c cal ,750 nm + c cal ,800 nm

(C.1)

n

比例回帰直線近似による不確かさ

検量線の比例回帰直線近似による不確かさは、下記式より算出した。Ai は各濃度における実測吸光
度、Aii は各濃度における検量線近似式より算出された吸光度、n は検量線作製時のデータ点数、 m
は測定繰り返し数、Acal は求める濃度における検量線近似式より算出された吸光度、ci は各測定点
における SG 単層 CNT 濃度、b は近似直線の傾き、上付きバーは各値の平均値を示す。本報告書にお
ける不確かさ評価では、750 nm において評価された不確かさを採用した。 n 数については 10 点で
ある。


2 
 ∑ [Ai − Acal ,i ] 


s y / x (c cal ) =  i =1

n−2





0.5

(C.2)



2
s y / x (c cal )  1 1
Acal − A 
u cal (c cal ) =
 + + 2
2 
b
 m n b ∑ ci − c 
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(

C.3.3

(

)

0.5

(C.3)

)

各波長における計測値の平均化による不確かさ

各波長における計測値の平均化による不確かさは下記式を用いて算出した。

u av (c SWCNT ) =

C.3.4

(c

− c SWCNT ) + (c cal , 700 nm − c SWCNT ) + (c cal , 750 nm − c SWCNT ) + (c cal ,800 nm − c SWCNT )
2

cal , 650 nm

2

2

2

(C.4)

3

セルが異なることによる計測値の不確かさ

本測定においてはディスポセルを使用したが、短波長側にしか吸収を持たないはずである PA 製のセ
ルの吸光度の違いによる不確かさが測定値に影響を与える可能性がある。そこで、ランダムに 3 種
類のセルを抽出し、25℃一定での吸光度測定における評価を実施した。さらに表 C.1 に異なるディ
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スポセルを使用することに起因する計測吸光度の標準偏差について評価した結果を示す。すべての
波長においても約 1.5 ×10-4 を示した。
0.30
0.25

cell 1
cell 2
cell 3

Abs.

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
300

図 C.2.
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500

600

Wavelength / nm

700

800

ランダムに抽出した異なるディスポセルの吸収スペクトル測定結果、セル間に大きな差は

観測されなかった。

表 C.1 セル間差起因の計測吸光度の標準偏差

波長 (nm) 異なるセルによる吸光度の標準偏差
-4
650
1.5 × 10
700
1.8 × 10-4
750
1.1 × 10-4
800
1.7 × 10-4

C.3.5

BSA 濃度の不安定さに伴う計測値の不確かさ

本試料の分散試料作製方法上、BSA 濃度が一定にならないため、分散媒中の BSA 濃度の違いに伴う
計測値の違いについても同様に検討した。図 C.3 ならびに表 C.2 に結果をまとめた。現実的には 10
mg/mL には調整濃度はなり得ないが、本測定では不確かさを見積もるために当濃度範囲における計
測を行い評価した。どの波長においても約 3.0 ×10-3 を示した。
7
6

BSA 3.3 mg/mL
BSA 6.6 mg/mL
BSA 10.0 mg/mL

Abs.

5
4
3
2
1
0

図 C.3
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BSA 濃度が変化した際の吸収スペクトル測定結果
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表 C.2 BSA 濃度変化起因の計測吸光度の標準偏差

波長 (nm) BSA濃度が異なることによる計測吸光度の標準偏差
650
3.7 × 10-3
700
3.0 × 10-3
750
2.3 × 10-3
800
2.3 × 10-3

C.3.6

測定時の pH の不安定さに伴う計測値の不確かさ

図 C.4 に 25℃一定における pH を変化させた際のフェノールレッドにおける吸収波長変化の評価結
果を示す。 各波長（650 nm、700 nm、750 nm、800 nm）における pH 変動起因の計測吸光度の標準
偏差を表 C.3 にまとめた。どの波長においても約 3.5 ×10-4 を示した。
3
pH3.98
pH4.784
pH6.867
pH7.138
pH7.417
pH7.745
pH8.317
pH8.838
pH9.290

Abs.

2

1

0
300

図 B.4

400

500

600

Wavelength / nm

700

800

培地中の長波長側吸収成分フェノールレッドにおける吸収スペクトル pH 依存性、650 nm

以上の吸収波長においてはその影響がないことが確認できる。

表 C.3. pH 変動起因の計測吸光度の標準偏差

波長 (nm) pH変動起因の吸光度の標準偏差
650
3.5 × 10-4
700
3.5 × 10-4
750
3.8 × 10-4
800
3.5 × 10-4

C.3.7

検量線作成用試料調製時における CNT 質量測定と全有機炭素測定間で評価される不確かさ

検量線作成用試料調製時における CNT 質量測定と全有機炭素測定間で評価される不確かさは、最大
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で約 10%程度異なる。このため、不確かさを Type B とし、検量線試料作製時に生じる不確かさとし
て 5.8 %をすべての試料の測定値の不確かさとして評価に加えた。
C.3.8

本評価における測定日が変化することによる測定の不確かさ

試料量によっては測定が日を跨ぐことがあり、これにより、検証されていたバックグラウンド評価
が本測定に反映されない可能性がある。そこで、日間と繰り返し測定における分散分析を実施し検
証した。BSA 溶液について、700 nm の波長で計測した結果を表 C.4 に整理した。F0 値は限界水準を
大きく超えたため、日間を跨ぐ計測は避けるべきという結果が得られた。 仮に日間を跨いだ計測が
実施された場合は当評価された不確かさを考慮する必要がある。すなわち、試料の不均質性に関す
る不確かさ評価は表 C.4 の分散分析結果を用いて評価した日間の不均質性に由来する標準偏差 (=
5.72 × 10-3)が、繰り返し測定に由来する不確かさ (= 7.93 × 10-5)よりも大幅に大きく、日を跨
ぐ計測を実施した場合には前者を不確かさとして評価する必要がある。ここで各評価は式(C.5)、
(C.6)で計算される。

V A − VE
r

sbb =

u bb =

VE
r

(C.5)

2

uV

(C.6)

E

表 C.4 日間における吸収測定に伴う吸光度の変化の分散分析結果
平方和

変動要因

自由度
-6

日間
4.1000 × 10
繰り返し 4.2179 × 10-7
-6
合計
4.5218 × 10

C.3.9

4
10
14

平均平方(分散)
-6

1.0251 × 10
-8
4.2179 × 10

F 0値
24.304

限界水準

3.478

不確かさの合成

C3.2-3.7 の 6 項目における不確かさを合成して、定量された SG 単層 CNT 濃度の不確かさとした。

u (c SWCNT ) = u cal (c cal ) + u av (c cal ) + u cell (c cal ) + u BSA (c cal ) + u pH (c cal ) + u concA (c cal )
2

C.4

2

2

2

2

2

(C.7 )

SG 単層 CNT 濃度評価結果

以上の評価方法に基づき、表 C.5 に本試験に使用した培地分散液中の SG 単層 CNT 濃度の算出結果
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と不確かさをまとめた。

表 C.5 各 SG 単層 CNT の濃度評価値 （単位は mg/mL）、不確かさは標準不確かさ
sample

c SWCNT

合成不確かさ
-2

5.65 × 10
-4
5.55 × 10
5.31 × 10-4
-5
6.30 × 10
-5
6.12 × 10

-3

6.03 × 10

A
B
C
D
E

9.76 × 10
-3
9.59 × 10
9.15 × 10-4
-1
1.09 × 10
-2
1.06 × 10

F

1.04 × 10

検量線の回帰

-3

-4

1.3 × 10
-6
9.64 × 10
9.88 × 10-7
-4
1.3 × 10
-6
9.64 × 10

-5

9.88 × 10

-7

平均化

セル
-4

2.00 × 10
-5
2.23 × 10
1.15 × 10-6
-5
8.17 × 10
0
1.00 × 10

BSA
-7

2.16 × 10
-7
2.16 × 10
-7
2.16 × 10
-7
2.16 × 10
-7
2.16 × 10
-7
2.16 × 10

-6

Ⅴ.の執筆担当者
加藤晴久、中村文子、衣笠晋一
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7.47 × 10
-7
7.47 × 10
7.47 × 10-7
-7
7.47 × 10
-7
7.47 × 10

-6

7.47 × 10

4.52 × 10
-6
4.52 × 10
4.52 × 10-6
-6
4.52 × 10
-6
4.52 × 10
4.52 × 10

検量線用
CNT濃度

pH
-6

-7

5.64 × 10
-4
5.54 × 10
5.29 × 10-5
-3
6.30 × 10
-4
6.12 × 10

-3

-7

6.01 × 10

-5

Ⅵ.

カーボンナノチューブ分散液試料中の金属濃度の分析

序文
このⅥ.では、単層カーボンナノチューブに関する細胞を用いたインビトロ試験で用いるカーボンナ
ノチューブ分散液試料中の金属分析手順を示す。ここでは、試料中の培地成分としての金属イオン
（ナトリウムやカルシウムなど）が CNT の分散調製により変化していないことを確認するための濃
度測定法及び単層カーボンナノチューブ製造に用いられる触媒金属などの不純物の含有量を確認す
るための濃度測定法について示す。具体的には、試料を酸で分解し、ICP-AES 又は ICP-MS で金属イ
オンを分析する方法を示す。
1

適用範囲

ウシ血清アルブミン (Bovine Serum Albumin, BSA)水溶液中に分散された単層カーボンナノチュー
ブ分散液中及びそれを DMEM などの培地に希釈した調製液中の金属の分析方法を示す。
2

引用規格など

この手順書では以下の規格を参照、又は引用している
JIS K 0116

発光分光分析通則

JIS K 0133

高周波プラズマ質量分析通則

3

用語、定義及び記号

3.1 調製原液
BSA 水溶液中に単層カーボンナノチューブを分散した懸濁液。
3.2 培地調製液
細胞を用いたインビトロ試験で使用する単層カーボンナノチューブの懸濁液であり、試験に用いる
培地によって調製原液を所定の倍率に希釈したもの。
3.3 誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）
高電圧によりプラズマ化したアルゴンガスの誘導結合プラズマによりイオン化した金属元素を質量
分析することにより定性・定量を行なう方法。質量分析法としては四重極型や二重収束型が存在す
る。
3.4 誘導結合プラズマ発光分析（ICP-AES）
高電圧によりプラズマ化したアルゴンガスの誘導結合プラズマにより励起された金属元素が基底状
態に戻る際に発する光のスペクトルの分析により、定性・定量を行なう方法。
4

装置・器具

4.1 加熱装置
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酸処理用容器中の酸液を加熱することのできるもので、ホットプレートやマイクロ波分解装置を指
す。±10℃程度の温度調整能を有し、最高温度 200℃まで達する能力のあるもの。
4.2 酸処理用容器
ホットプレート用の酸処理容器としては、PTFE 製や石英製などの耐熱性かつ耐酸性を有する 100 mL
のビーカーと蓋としての時計皿。マイクロ波分解装置用の酸処理容器としては、PTFE 製の耐熱性か
つ耐酸性を有する容器。
4.3 遠心分離機
遠心強度として 8,000G まで操作可能な遠心機。
4.4 限外ろ過フィルター
15 mL の用量を限外ろ過できるフィルター。分画分子量は 50,000 程度とする。
4.5 漏斗および濾紙
酸処理後の残渣が分析機器中に混入しないための濾過用の耐酸性の漏斗と濾紙。
4.6 メスフラスコ
濾過後の酸液を希釈・メスアップするための容器。濃度によって希釈倍率が異なるため、10～100 mL
のものを用いる。一時的な使用であるため、ガラス製でもかまわない。
4.7 遠心管
保存用に用いる耐酸性の容量 50mL のチューブ。
4.8 ICP-MS
不純物金属分析や金属イオン分析のための市販の ICP-MS 装置。前処理した試料溶液をプラズマ中に
噴霧し、プラズマ中で生成する測定対象元素のイオン種を質量分析計で分離・定量するもの。対象
の金属種によっては、マトリクス成分の干渉を受けやすいため、二重収束型の質量分析器が必要な
場合もある。
4.9 ICP-AES
金属イオン分析のための市販の ICP-AES 装置。前処理した試料溶液をプラズマ中に噴霧し、プラズ
マ中で生成する測定対象元素が基底状態に戻る際の発光スペクトルにより定性・定量するもの。
5 試薬
5.1 硝酸
重金属分析用の高純度分析用規格またはこれと同等以上の純度のものを用いる。測定対象元素の含
有量が 0.1ng/mL 以下のもの。測定対象元素の汚染がないことを確認した後に用いる。
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5.2 過酸化水素
重金属分析用の高純度分析用規格またはこれと同等以上の純度のものを用いる。測定対象元素の含
有量が 0.1 ng/mL 以下のもの。測定対象元素の汚染がないことを確認した後に用いる。
5.3 超純水
蒸留、イオン交換したもので、JIS K 0557 に規定する微量分析用に用いるものを使用する。測定対
象物質が不純物として含まれないこと。ICP-MS 用の純水製造装置で製造したものもしくは金属分析
用超純水として市販のもの。
5.4 標準溶液
標準溶液や内部標準溶液やチューニング用標準溶液の原液は、重金属用の精密分析用規格またはそ
れと同等以上のものを用いる。多くの元素を混合した金属混合標準液（混合標準原液）が発売され
ているので、それを使用してもよい。その場合、トレーサビリティが保証されているものを用いる。
一般的な金属分析の際に内部標準物質として用いられることの多い金属が単層カーボンナノチュー
ブの製造時の触媒として使用されて含有されていることもあるため、試料中に内部標準とする元素
が含まれていないかを確認して選定する。
6. 試料溶液中の金属分析手順
6.1 器具の洗浄
ビーカーなどの器具は、使用前に 3 規定程度の希硝酸で洗浄し、超純水により十分にすすぐ。
6.2 金属イオン成分の分離
培地調製液を 5 mL ずつ 3 本の限外ろ過用チューブに入れ、6000G で 2 時間遠心に掛けて、限外濾過
を行なう。限外濾過チューブの残渣に 2 mL の超純水を追加して 6000G で 30 分の遠心を掛けること
を、2 回繰り返す。
備考：限界ろ過用チューブの種類によっては、遠心分離時にセットする向きによって濾過の効率が
落ちるため、遠心力が濾紙方向に掛かるような向きで入れるように注意する。
6.3 共存物質（有機物）の分解及び金属の溶解
分散液中の金属イオン成分に対しては 6.2 の濾液をそれぞれ全量、不純物金属粒子については分散
液を 5 mL ずつを PTFE 製もしくは石英製ビーカーに入れ、5%硝酸水溶液を追加し、ホットプレート
上で約 160 ºC にて約 8 時間熱を掛ける。マイクロ波分解装置を用いる場合は、PTFE 製容器に入れ、
5%硝酸水溶液を追加した後、マイクロ波分解装置内で約 100 ºC にて 10 分加熱後、段階的に昇温し、
最終的には約 200 ºC で 30 分加熱する。適宜、過酸化水素を加えて生体成分としての有機物の分解
を促進させる。液が透明になるまで継続する。
6.4 濾過
58

6.3 で有機物の分解及び金属の溶解をした酸溶液を濾過しながらメスフラスコに移し、ビーカー及
び濾紙を 5%硝酸水溶液で数回洗浄した後、メスアップする。メスフラスコの用量は、検量線範囲と
試料溶液中の目的金属成分の濃度から判断する。
6.5 分析
ナトリウムやカルシウムなどの培地中の金属イオン成分については ICP-AES もしくは ICP-MS により
分析する。鉄やニッケルやコバルトなどの金属触媒の不純物については ICP-MS により分析する。1
試料につき 3 サンプルずつ分析しているため、結果はそれらを平均したものを用いる。それら 3 サ
ンプルのばらつきが大きい際には、再度酸処理からやり直す。
6.6 ブランクの分析
コントロール群用の単層カーボンナノチューブを含まない BSA 溶液のみの調製原液及び培地調製液
についても、6.2～6.5 と同様の操作により酸処理・分析を行なう。また、これらの液の代わりに超
純水を用いて同じ操作を行なうことで、操作ブランクの測定も併せて行う。操作ブランクを 5 回測
定した変動（標準偏差の 10 倍）から定量下限値を決定する。
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附属書 A
実施例：CNT 懸濁液試料中金属分析
A.1

概要

eDIPS 単層カーボンナノチューブに関する細胞を用いたインビトロ試験で用いる培地中カーボンナ
ノチューブ懸濁液試料（培地調製液）中の金属の分析を手順書に従って行った例を示す。培地調製
液としては、10 mg/mL の BSA 水溶液中に eDIPS 単層カーボンナノチューブを約 1 mg/mL で分散した
ものを DMEM により 10 倍希釈したものを対象として測定を行なった。
培地調製液中の金属イオン成分は、限外濾過による分離を行なった上で、分析を行った。
A.2

前処理

A.2.1 酸液の準備
金属分析用超純水（超純水 超微量分析用、和光純薬工業(株) ）を用いて、硝酸（硝酸 1.42
Ultrapur-100、関東化学㈱）を希釈し、器具洗浄用の 3 規定程度の希硝酸や、希釈及び ICP の分析
に用いる 5%硝酸水溶液を調製した。
A.2.2 器具の洗浄
PTFE 製 100 mL ビーカー（ビーカー（PTFE）、アズワン）、PTFE 製時計皿（時計皿（PTFE）、アズワン）、
濾過用漏斗（ポリロート、アズワン）、メスフラスコ（メスフラスコ スーパーグレード、柴田科学
㈱）を、使用前に 3 規定程度の希硝酸で洗浄し、金属分析用超純水（超純水 超微量分析用、和光純
薬工業(株)）により十分にすすいだ。
A.2.3 限外濾過
培地調製液を 5 mL ずつ 3 本の限外ろ過用チューブ（分画分子量 50000、遠心濃縮器 VIVASPIN20、ザ
ルトリウス・メカトロニクス・ジャパン）に入れ、遠心分離器（高速冷却遠心機 Suprema21、TOMY）
により 6000G で 2 時間遠心に掛けて、限外濾過を行った。更に、限外濾過チューブの残渣に 2 mL
の金属分析用超純水を追加して 6000G で 30 分の遠心を掛けることを、2 回繰り返した。
A.2.4 共存物質（有機物）の分解及び金属の溶解（酸処理）
限外濾過後の濾液を全量もしくは培地調製液を 5 mL、PTFE 製ビーカーに入れ、5%硝酸水溶液を約
70mL 追加し、ホットプレート（サンドバス型ホットプレート、東京硝子器械株式会社）上で約 160 ºC
にて約 8 時間熱を掛けた。適宜、過酸化水素（過酸化水素 原子吸光分析用、和光純薬工業(株)）を
加えて生体成分としての有機物の分解を促進させた。液が透明になるまで加熱処理を継続させた。
A.2.5 濾過
酸処理後の酸溶液を、漏斗を用いて定量濾紙（定量ろ紙 No.5C、ADVANTEC）で濾過しながら 50 mL
メスフラスコに移し、PTFE 製ビーカー及び濾紙を 5%硝酸水溶液で数回洗浄した後、メスアップした。
ナトリウム分析用の液は、更に 100 倍希釈を行なった。
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A.2.6 ICP-MS による分析
ICP-MS（高分解能 ICP 質量分析計、Thermo Scientific）により分析を行った。1 サンプルにつき N=3
での分析を行なった。検量線作成用の標準溶液としては、カルシウム（Ca 標準液、和光純薬工業(株)）、
りん（P 標準液、和光純薬工業(株)）、ナトリウム（Na 標準液、和光純薬工業(株)）、ニッケル（Ni
標準液、和光純薬工業(株)）、鉄（Fe 標準液、和光純薬工業(株)）、チタン（Ti 標準液、和光純薬工
業(株)）、イットリウム（Y 標準液、和光純薬工業(株)）を、内部標準物質としてはスカンジウム（Sc
標準液、和光純薬工業(株)）を用いた。検量線の一例を、図 A.1 に示す。分析結果を、希釈倍率（50
倍もしくは 5000 倍）及び処理した培地調製液量（5 mL）で割り戻して、培地調製液中の金属イオン
濃度及び不純物金属濃度を算出した。
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図 A.1 検量線の一例
A.2.7 ICP-MS による分析
測定した培地調製液中の金属イオン濃度及び不純物金属濃度を表 A.1 に示す。培地調製液中の金属
イオンはコントロールと同等であり、CNT への吸着などでの減少は認められなかった。また、不純
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物金属としては、4.4～5.5 μg/mL 程度の鉄の存在が確認された。

表 A.1 培地調製液中の金属イオン濃度及び不純物金属濃度

金属イオン
[μg/mL]

金属イオン
＋
不純物金属
[μg/mL]

P
Ca
Na
Y
Ni
Fe
P
Ca
Na
Y
Ni
Fe

B038-1
34
66
2600
N.D. (<0.04)
N.D. (<0.1)
N.D. (<0.7)
B038-1
32
79
2900
N.D. (<0.04)
N.D. (<0.1)
4.4

B033-1
33
64
2600
N.D. (<0.04)
N.D. (<0.1)
N.D. (<0.7)
B033-1
36
80
2500
N.D. (<0.04)
N.D. (<0.1)
5.5

Ⅵ.の執筆担当者
篠原直秀、内野加奈子
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コントロール
34
65
2400
N.D. (<0.04)
N.D. (<0.1)
N.D. (<0.7)
コントロール
32
78
2600
N.D. (<0.04)
N.D. (<0.1)
N.D. (<0.7)

Ⅶ.

安全性評価のための細胞を用いたインビトロ試験方法

序文
このⅦ．では、カーボンナノチューブの簡易で迅速な安全性評価を行うための細胞を用いたインビ
トロ試験についての手順を示す。ここでは、ヒトの吸入暴露による肺の炎症を中心とした生体指標
（エンドポイント）を、より適切に反映する細胞を用いたインビトロ試験の項目を選択し、かつ、
細胞培地中に分散調製したカーボンナノチューブに阻害されずに適切に測定が可能な細胞を用いた
インビトロ試験方法を述べる。
1.

適用範囲

細胞を用いたインビトロ試験用に分散したカーボンナノチューブの懸濁液試料を用いて、その安全
性響評価を行うための細胞を用いたインビトロ試験方法を示す。
2.

引用規格

特になし。
3.
3.1

用語、定義及び記号
インビトロ試験

試験管内、シャーレ中等の人工的に構成した条件下、すなわち、各種の試験条件を人為的にコント
ロールした試験環境。細胞培地を用いた試験がこれに当たる。
3.2

抗菌抗真菌剤

ヒトおよび動物細胞の培養において、細菌や真菌の汚染を防ぐ目的で、培地に加える抗生物質及び
抗真菌物質の混合液。濃縮液が市販されており、培地に添加して用いる。多くの場合、抗生物質と
してペニシリン及びストレプトマイシン等を、抗真菌物質としてアンホテリシン B 等を含む。
3.3

細胞培地

ヒトおよび動物細胞の培養に適した生育環境を提供する液体。細胞の生育に必要なアミノ酸、ビタ
ミン類、塩類等を含む。pH も細胞の成育に最適な中性付近に調整してある。多くの場合、上記基礎
培地に、さらに、細胞の成育に必要な牛胎児血清を 10 %程度加えて用いる。イーグル基礎培地、ダ
ルベッコ変法イーグル培地、RPMI1640 培地等、いくつかの代表的な処方が確立されている。
3.4

調製原液

BSA 水溶液でカーボンナノチューブを分散した懸濁液。
3.5

培地調製液

細胞を用いたインビトロ試験で使用するカーボンナノチューブ懸濁液。細胞を用いたインビトロ試
験で用いる細胞培地によって調製原液を所定の倍率に希釈して調製する。
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4.

試験方法

4.1

細胞株

カーボンナノチューブの簡易で迅速な安全性評価を対象とする呼吸器のモデルとなる細胞株を用い
る。例えば、II 型肺胞上皮細胞のモデルとしてヒト肺胞基底上皮腺癌細胞（A549）や、マクロファ
ージのモデルとしてラットマクロファージ細胞（NR8383）等を利用する。細胞株の保存及び準備は、
所定の方法に準じ行う。
4.2

細胞培養

対数増殖期の細胞を所定の濃度で、試験項目に合わせたウェル数のマルチウェルプレートに植える。
１試料につき、４ウェル程度を使用して試験を行うことが望ましい。最適な温度、湿度、二酸化炭
素濃度条件下で一晩程度培養後、倒立顕微鏡等細胞の状態を観察し、適切に生育したことを確認後、
アスピレータで細胞培地を吸引除去し、培地調製液を置換もしくは添加する。培地調製に用いる分
散剤は、細胞生存等に大きく影響するので、あらかじめ予備試験により、その種類や濃度等を確認
することが望ましい（Horie et al, 2014）。この際の培地調製液をカーボンナノチューブ処理群と
するが、この他、陰性対象群および陽性対象群を用意する。陰性対象群は、カーボンナノチューブ
を含まない調製原液を細胞培地に添加して培養した細胞を用いる。陽性対象群は、それぞれのエン
ドポイントの指標となるものを選択し、これを細胞培地に添加して培養した細胞を用いる。陰性対
象群および陽性対象群の細胞試験の結果は、それぞれの細胞試験系の信頼性およびカーボンナノチ
ューブの影響の相対的な評価の指標となる。その後、所定の培養時間後に、それぞれの下記に示す
試験を行う。
4.3

細胞生存能力試験

細胞生存能力試験には、生細胞中のミトコンドリア脱水素酵素によるテトラゾリウム塩のホルマザ
ン色素への変換を発色測定するもの（例：WST-1 法 (WST：Water soluble Tetrazolium salts)等）、
コロニー形成能による細胞増殖能力を測定するものがあり、適宜これらを選択して利用する。培地
調製液で培養した所定の時間毎に測定を行う。ミトコンドリアの酵素活性をエンドポイントとする
MTT 法(3-(4,5-di-methylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, yellow tetrazole）
は、添加したカーボンナノチューブにより比色定量が阻害されるため不適と考える（Wörle-Knirsch
et al, 2006）。
4.4

細胞内反応性酸素種活性測定試験

カーボンナノチューブにより、活性酸素種（ROS: reactive oxygen species）が発生し、酸化スト
レスを誘導することが報告されている（Fujita et al, 2013）。このため、ROS 用細胞浸透性蛍光プ
ローブ（例：DCFH-DA (2’, 7’-Dichlorodihydrofluorescin diacetate)）を使い、培地調製液で
培 養 し た 所 定 の 時 間 に 、 細 胞 中 に 取 り 込 ん だ こ れ ら の 蛍 光 プ ロ ー ブ （ 例 ： DCFH (2’,
7’-Dichlorodihydrofluorescin)）の蛍光強度を細胞内反応性酸素種活性として測定する。ラット
などのげっ歯類を使った動物試験において、これらの細胞内 ROS を測定することにより、害性評価
手法の妥当性の検証における有用なバイオマーカーになると考える。
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4.5

細胞周期解析

カーボンナノチューブにより、特定の細胞周期への阻害が報告されている（Sargent et al, 2009）。
このため、DNA 二重らせんに対するインターカレーターする蛍光プローブを使い、培地調製液で培
養した所定の時間に、細胞中に取り込んだこれらの蛍光プローブを測定し、細胞周期のどの状態で
あるかを明らかにして、特定の細胞周期への阻害を解析する。
4.6

炎症性サイトカイン測定

カーボンナノチューブにより、炎症性サイトカインが産生されることが報告されている（Herzog et
al, 2009）。炎症性サイトカインは、生体内における様々な炎症症状を引き起こす原因因子として関
与するため、有用な指標となる。さらに、ラットなどのげっ歯類を使った動物試験において、これ
らの炎症性サイトカインを測定することにより、害性評価手法の妥当性の検証における共通のバイ
オマーカーになると考える。炎症性サイトカインは、動物種（ヒト、ラット用等）に応じて、数種
類（例：IL-1β、MCP-1 等 MIP-1α、IL-1β、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、MCP-1、TNF-α 等）
あるが、この中から最適なものを選択し、複数のサイトカインを同時に、あるいは単独で、培地調
製液で培養した所定の時間の細胞培養上清液を用いて、各種の炎症性サイトカイン測定を測定する。
4.7

遺伝子発現解析

カーボンナノチューブにより誘導もしくは抑制される遺伝子は、生体指標（エンドポイント）を明
らかにすることや、ラットなどのげっ歯類を使った動物試験による安全性評価手法の妥当性の検証
のために有用なバイオマーカーになると考える。培地調製液で培養した所定の時間の細胞を用いて、
トータル RNA を抽出し、これを基に、定量 PCR（qRT-PCR: Quantitative polymerase chain reaction）
や DNA マイクロアレイにより、特定もしくは網羅的な遺伝子発現を解析する。
4.8

電子顕微鏡による細胞試料観察

カーボンナノチューブの細胞への取り込みや、取り込まれたカーボンナノチューブの形状等の特性
は、各々の生体指標（エンドポイント）を考察する際の有効なデータとなると考える。培地調製液
で培養した所定の時間の細胞を用い、リン酸緩衝液等による洗浄、グルタールアルデヒド等による
前固定、洗浄、四酸化オスミウム等による後固定、細胞の脱水処理、細胞の樹脂包埋、超薄切片の
調製、超薄切片の染色及び補強を行う。その後、これらの細胞試料を用いて電子顕微鏡による観察
を行う。
5.報告
以下の事項を報告する。
5.1 一般
a)

分散試料を特定するための詳細情報（例：粒子試料の情報、分散調製法、分散媒の情報、分散

試料の入手日、搬送方法、液中分散試料の特性評価）
b)

測定日、測定者名、および測定機関名
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c)

装置の妥当性確認を実施した日付

d)

分散試料の保存条件（例：保存温度、保存場所、保存期間）

e)

沈澱生成に関する目視観察の結果（例：デジタルカメラによる画像）

5.2 装置および測定試薬、実験・解析条件
a)

装置名、型式、および製造者名

b)

妥当性確認に用いた陽性対象物質等と確認の結果

c)

測定試薬名、および製造者名

d)

解析に用いたソフトウェアー名、および製造者名

5.3 結果
5.3.1 細胞生存能力試験
a)

陰性対照群と比較したカーボンナノチューブ処理群の細胞生存割合とその繰り返し標準偏差。

5.3.2 細胞内反応性酸素種活性測定試験
a)

全ての群における細胞 ROS レベルの絶対値（例：DCF 値）あるいは、陰性対照群と比較したカ

ーボンナノチューブ処理群の細胞 ROS レベルとその繰り返し標準偏差。
5.3.3 細胞周期解析
a)

全ての群における各細胞周期（G1 期、S 期、G2 期、M 期）の割合とその繰り返し標準偏差。

5.3.4 炎症性サイトカイン測定
a)

全ての群における各炎症性サイトカインの値とその繰り返し標準偏差。

5.3.5 遺伝子発現解析
a)

陰性対照群と比較したカーボンナノチューブ処理群の遺伝子発現変動比。場合により、発現遺

伝子の機能グループ解析等の有意差解析や、階層クラスタリング等のクラスタリング、あらにはパ
スウェーデータベース等とのネットワーク解析等。
5.3.6 電子顕微鏡による細胞試料観察
a)

全ての群における細胞試料の観察記録。
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附属書 A
安全性評価のための細胞を用いたインビトロ試験方法の体系図
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附属書 B
実施例：A549 細胞を用いた SG 単層 CNT のインビトロ試験方法
B.1

概要

手順書に従って実施したヒト肺胞基底上皮腺癌細胞（A549）を用いた細胞を用いたインビトロ試験
方法の事例を示す。A549 細胞株に対して、SG 単層カーボンナノチューブ（SG 単層 CNT)の培地調製
液（濃度約 0.1 mg/mL）を、48 時間暴露させ、細胞生存能力試験、細胞内反応性酸素種活性測定試
験、細胞周期解析を行うとともに、網羅的遺伝子発現解析、透過型電子顕微鏡を用いた細胞形態観
察を行った（Fujita et al, 2013）。
B.2

使用試料の調製および特性評価

培地調製液は、本手順書の III.細胞を用いたインビトロ試験のための試料調製方法により作製した。
調製原液および培地調製液中のそれぞれの試料の特性評価については、本手順書のⅣ.細胞を用いた
インビトロ試験のための液中分散試料の特性評価、Ⅴ.カーボンナノチューブ分散液試料中の濃度評
価、Ⅵ.カーボンナノチューブ分散液試料中の金属濃度の分析に準拠した。
B.3

細胞および培養条件

培養細胞を用いた細胞試験には、A549 細胞株（RIKEN）を用いた。10%FBS 添加 DMEM 培地中、5%CO2
下 37℃で培養し、上記の培地調製液ｘ1、ｘ10、ｘ100 を置換し、これを暴露 0 時間とし、その後
48 時間培養を行った。各試料のコード名称を以下に略す。SG1-1 および SG1-2 の詳細については、
本手順書のⅢ.細胞を用いたインビトロ試験のための調製方法、附属書 A を参照されたい。

B.4

＃

試料

コード

希釈条件

１

SG 単層 CNT 培地調製液

SG1-1

x1

２

SG 単層 CNT 培地調製液

SG1-2

x10

３

SG 単層 CNT 培地調製液

SG1-3

x100

４

SG 単層 CNT 培地調製液

SG2-1

x1

5

SG 単層 CNT 培地調製液

SG2-2

x10

6

SG 単層 CNT 培地調製液

SG2-3

x100

7

陰性対照培地（含 BSA）

Control

-

細胞生存能力試験

SG 単層 CNT による細胞生存への影響 による細胞生存への影響（暴露 24 時間および 48 時間） を、
生細胞のミトコンドリア脱水素酵活性を指標とする WST-1（タカラバイオ株式会社）および WST-8
（キシダ化学株式会社）により測定を行った。WST-1 および WST-8 による各群の細胞増殖能を測定
した結果、いずれも有意差は認められなかった。なお、いずれの試験にても 100μ M Mitomycin C
などの陽性対照群を設け、その試験系の確認を行った結果、問題なく試験系は成立した。
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B.5

細胞内反応性酸素種活性測定試験

SG 単層 CNT による酸化ストレス誘導への影響（暴露 24 時間および 48 時間）を、DCFH（2',
7'-Dichlorodihydrofluorescin diacetate）法により、フロ-サイトメトリー（Merck Millipore）
を用いて、細胞内反応性活性酸素種（ROS：reactive oxygen species）の産生レベルの測定により
行った。この結果、SG-SWCNT の濃度に依存して経時的に、陰性対照群と比較した ROS 産生レベルの
上昇が認められた。
B.6

細胞周期解析

フロ-サイトメトリー（Merck Millipore）により、暴露後の細胞を M1（Mitotic 1 phase）、G1（Gap
1 phase）、S（Synthesis phase）、M2（Mitotic 2 phase）により分画し、SG 単層 CNT による細胞周
期への影響（暴露 24 時間）を検討した。この結果、いずれの群においても、それぞれの群に分画さ
れる細胞の割合は同様であった。SG 単層—CNT による細胞周期への影響は小さいと考える。なお、細
胞周期進行阻害剤である 10μM Nocodazole を陽性対照群を設け、その試験系の確認を行った。
B.7

網羅的遺伝子発現解析

SG 単層 CNT による網羅的遺伝子発現への影響（暴露 24 時間および 48 時間）を、DNA マイクロアレ
イにより解析を行なった。培養後、市販のキット（Qiagen）により細胞のトータル RNA を抽出し、
その後、NanoDrop 2000(Thermo)および Bioanalyzer (Agilent)により、これらのの分解等の品質に
ついて確認した。トータル RNA を基に、ヒト DNA マイクロアレイ(Agilent)により、網羅的遺伝子
発現解析を行なった。この結果、炎症やアポトーシス、酸化ストレス、細胞外分解酵素等に関連す
る主な遺伝子の有意な発現は認められなかった。SG 単層—CNT による遺伝子発現への影響は小さいと
考 え る 。 結 果 の 詳 細 に つ い て は 、 米 国 国 立 生 物 工 学 情 報 セ ン タ ー （ National Center for
Biotechnology Information、NCBI）の遺伝子発現情報データベース GEO（Gene Expression Omnibus）
の Accession #:GSE41101 に収めている。
B.8

電子顕微鏡による細胞試料観察

透過型電子顕微鏡（TEM、日立製作所 H-7000） により、暴露後の細胞内の形状や SG 単層 CNT の取
り込みなどへの影響（暴露 24 時間および 48 時間）を検討した。この結果、SG-1 群および SG-2 群
の暴露 24 時間および 48 時間いずれにおいても、SG 単層—CNT の取り込みが認められた（図 B.1）。
SG 単層 CNT と考えられる細い束状が数個の塊状になり、空胞（vacuole）と考えられる箇所に局在
した。Control 群の暴露 24 時間および 48 時間いずれにおいても、これらは認められなかった。い
ずれの群においても、細胞の異常な形態は認められなかった。
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図 B.1 透過型電子顕微鏡による 24 時間ばく露した A549 内の SG 単層—CNT。B は、CNT-1 にばく露し
た細胞の拡大図。 D は、CNT-2 にばく露した細胞の拡大図。
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附属書 C
知見：A549 細胞を用いた SG 単層 CNT のインビトロ試験方法の適性について
附属書 B 実施例における各試験項目について、SG 単層 CNT のインビトロ試験方法としての技術的な
適性について示す。また、各試験項目における既存文献での実施数を調査結果についても記載する。

エンドポイント

細胞生存率

試験方法

MTT

試験方

実施例で得られた知見

既存文献（2005-10）にお

法とし

ける細胞を用いたインビ

ての適

ト ロ 試 験 の 実 施 数 （ 137

性

報）

×

暴露 CNT により比色定量値が阻害

45

されるため不適。
細胞生存率

WST-1

○

適切な方法と考える。

9

細胞生存率

WST-8

○

WST-1 より、やや高感度。

3

細胞障害

LDH 放出

×

暴露 CNT により比色定量値が阻害

19

されるため不適。
アポトーシス

カスパーゼ

○

適切な方法と考える。

4

酸化ストレス

DCFH

○

細胞内の活性酸素種（ROS）の上昇。 12

細胞周期
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可能。
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炎症マーカー

サイトカイン
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サイトカイン 13 種類から、数種を
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選択。
遺伝子発現解析

DNA ﾏｲｸﾛｱﾚｲ, q-PCR
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遺伝子発現によるマーカー探索や
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ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ
細胞形態や CNT の

透過型電子顕微鏡

○

細胞の前固定方法に工夫が必要。
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