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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 

 



目次                                
              

目次-1 

 

目  次 
                                                                         

第 I 章 序論         

1. 本評価書の対象と目的      I-3 

   1.1 対象物質       I-3 

   1.2 対象集団       I-3 

   1.3 目的        I-3 

2. 本評価書の構成       I-4 

3. 参考文献 (第 I 章)       I-6 

 

第 II 章 基本的情報        

1. 物理化学的特性       II-2 

1.1 TiO2の一般的な特性      II-2 

1.2 顔料級 TiO2の特性      II-3 

1.3 TiO2ナノ材料の特性      II-3 

1.4 TiO2粒子の存在形態      II-4 

2. 製造・用途        II-5 

2.1 需要，出荷量，価格      II-5 

2.2 顔料級 TiO2の製造法      II-6 

2.3 TiO2ナノ材料の製造法       II-7 

2.4 用途        II-7 

3. 既往の安全性評価       II-8 

3.1 TiO2に関する安全性評価      II-8 

3.2 TiO2ナノ材料に関する安全性評価     II-9 

4. 参考文献 (第 II 章)        II-11 

 

第 III 章 暴露評価        

1. 現場調査        III-2 

1.1 既存研究       III-2 

1.2 NEDO プロジェクトの研究     III-7 

1.3 考察およびまとめ           III-11 

2. 模擬排出試験       III-13 

2.1 既存研究       III-13 

2.2 NEDO プロジェクトの研究     III-18 



目次                                
              

目次-2 

2.3 考察およびまとめ      III-28 

3. 暴露評価        III-31 

   3.1 暴露が起こりやすい状況や工程     III-31 

      3.1.1 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 III-31 

      3.1.2 TiO2ナノ材料の暴露が起こりやすい工程   III-31 

3.2 現場調査の結果における暴露濃度の整理    III-32 

3.3 TiO2ナノ材料の種類による比較     III-33 

3.4 粒径(凝集サイズ)別の重量濃度     III-34 

4. 現場における暴露管理と計測      III-35 

 4.1 注意すべき工程と暴露管理     III-35 

 4.2 現場における計測      III-36 

5. まとめ        III-38 

6. 参考文献 (第 III 章)       III-38 

            

第 IV 章 有害性評価             

  1. 有害性情報        IV-1 

    1.1 吸入毒性                                                 IV-2 

      1.1.1 吸入暴露試験      IV-2 

      1.1.2 気管内投与試験      IV-6 

 (a) 炎症反応と粒子径・粒子表面積との関係に関する既存研究  IV-6 

 (b) 炎症反応と粒子の表面化学特性との関係に関する既存研究  IV-7 

 (c) 本研究プロジェクトで実施した研究    IV-9 

1.2 発がん性       IV-14 

     1.2.1 吸入暴露試験      IV-14 

      1.2.2 気管内投与試験      IV-18 

1.2.3 腹腔内投与試験      IV-20 

   1.2.4 皮下投与試験      IV-22 

   1.2.5 経口 (混餌) 投与試験      IV-22 

   1.2.6 考察および結論      IV-24 

  1.3 遺伝毒性       IV-25 

   1.3.1 in vitro 遺伝毒性試験      IV-25 

 (a) DNA 損傷 (コメット・アッセイ) 試験    IV-25 

 (b) 微生物を用いた遺伝子突然変異性試験    IV-30 

 (c) ほ乳動物細胞を用いた遺伝子突然変異性試験   IV-30 

(d) 染色体異常試験および姉妹染色分体交換試験   IV-33 



目次                                
              

目次-3 

(e) 小核試験       IV-35 

   1.3.2 in vivo 遺伝毒性試験      IV-39 

      1.3.3 考察および結論      IV-42 

  1.4 生殖発生毒性       IV-43 

   1.4.1 in vivo 生殖発生毒性試験     IV-43 

   1.4.2 in vitro 生殖発生毒性試験     IV-44 

   1.4.3 生殖発生毒性のまとめ     IV-45 

  2. 種々の投与経路による体内分布と毒性     IV-47 

  2.1 吸入暴露         IV-47 

  2.2 鼻腔内投与         IV-50 

  2.3  経皮暴露         IV-53 

  2.4 経口投与         IV-60 

  2.5 静脈内注射         IV-63 

  2.6 腹腔内投与         IV-63 

  2.7 皮下注射         IV-64 

  2.8 関節内投与         IV-65 

  2.9 考察および結論       IV-68 

  3. 毒性発現メカニズム       IV-70 

  4. 他の物質との生体反応の比較      IV-71 

    4.1 結晶性シリカの気管内投与試験     IV-71 

    4.2 酸化ニッケルナノ粒子の気管内投与試験    IV-73 

    4.3 生体反応の比較のまとめ      IV-75 

 5. まとめ        IV-75 

 6. 参考文献 (第 IV 章)       IV-77 

 

第 V 章 作業環境における許容暴露濃度 (PL:時限) の導出    

  1. 許容暴露濃度 (PL) 導出の枠組み     V-1 

 2. 試験動物に対する無毒性量 (NOAEL) の決定    V-3 

    2.1 評価エンドポイントの設定                                 V-3 

    2.2 評価に用いる用量の指標 (dose metric) の選択               V-5 

2.2.1 個数，表面積，重量                      V-5 

  (a) 粒子サイズと有害性との関係に関する既往研究に基づく考察 V-5 

  (b) 作業環境でのリスク判定の観点からの考察   V-6 

     2.2.2 肺胞沈着速度と肺保持量          V-7 

2.2.3 種間外挿のための用量の基準化    V-9 



目次                                
              

目次-4 

2.3 吸入暴露試験の結果に基づく NOAEL の評価                   V-9 

  3. 作業環境における許容暴露濃度 (PL) の導出    V-11  

3.1 試験動物の NOAEL のヒトへの外挿    V-11 

3.2 不確実性係数の決定      V-13 

 (a) TK の違いに関する不確実性 (種間外挿)    V-13 

 (b) TD の違いに関する不確実性 (種間外挿)    V-13 

 (c) 用量指標の選択 (肺胞沈着速度と肺保持量) 

に関する不確実性 (種間外挿)     V-14 

 (d) 暴露期間の外挿に関する不確実性     V-15 

 (e) 個人差に関する不確実性      V-15 

3.3 作業環境における許容暴露濃度 (PL)    V-15 

  4. 多様な TiO2 ナノ粒子の相対比較     V-16 

  5. 他機関による許容暴露濃度等との比較     V-23 

  6. まとめ        V-25 

  7. 参考文献 (第 V 章)       V-26 

 

第 VI 章 リスク評価        

1. 作業環境におけるリスク評価      VI-1 

 1.1 評価の前提       VI-1 

 1.2 許容暴露濃度       VI-2 

 1.3 作業者の暴露濃度      VI-3 

 1.4 リスクの判定：暴露濃度と許容暴露濃度の比較   VI-5 

2. 参考文献 (第 VI 章)       VI-6 

 

第 VII 章 総括 

1. 本評価書の結論       VII-1 

2. 許容暴露濃度 (PL) の提案      VII-3 

3. 本リスク評価の意義       VII-4 

4. 今後の課題        VII-5 

5. 参考文献 (第 VII 章)       VII-6 

 

第 VIII 章  外部レビュアーのコメントと筆者らの対応 

伊藤潤平レビュアーからのコメントと筆者らの対応   VIII-2 

市原学レビュアーからのコメントと筆者らの対応    VIII-10 

櫻井治彦レビュアーからのコメントと筆者らの対応   VIII-13 



目次                                
              

目次-5 

高橋道人レビュアーからのコメントと筆者らの対応   VIII-16 

谷口武俊レビュアーからのコメントと筆者らの対応   VIII-17 

 

 

付録 

  A  一次粒径の異なる 3 つの TiO2ナノ粒子を用いたラット気管内投与試験 

  B  凝集状態の異なる 3 つの TiO2ナノ粒子を用いたラット気管内投与試験 

  C  皮膚暴露試験まとめ (鳥取大学医学部) 

  D  NIOSH による勧告暴露限界の導出 (2005, Draft) に関する考察 

  E  主なエアロゾル計測器の種類と概要 

  F  粒径分布の縦軸単位 (dN/dlog Dp，dM/dlog Dp) の説明 

  G 「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 

  H  略語集 



 



第 I 章 序論 
小倉 勇，蒲生昌志 

I-1 

 

第 I 章 
 

 

 

序論 
 

 

 

 

ナノ材料 (ナノマテリアル) とは，ISO 等の国際機関において，「元素等を原材料として製造さ

れた固体状の材料であって，大きさを示す三次元のうち少なくとも一つの次元が約 1～100 nm (ナ

ノメートル，=10-9 m) であるナノ物質およびナノ物質により構成されるナノ構造体 (ナノ物質の

凝集した物体を含む) である」とされている (ISO 2008; 経済産業省 2009) (ただし，この定義は

討議中のものであり，確定ではない)． 

ナノ材料は，そのサイズゆえに，新たな機能の発現，あるいは従来の材料の持つ機能の大幅な

強化が期待されている．しかし，ナノ材料が体内に取り込まれた際の健康影響についての懸念も

広がっている．特に，近年開発が進みつつあるカーボンナノチューブなどの新規開発材料につい

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が上がっている． 

ナノ材料のリスクへの懸念は 2000 年代前半から存在し，本リスク評価を実施している研究プロ

ジェクト＝新エネルギー・産業技術総合開発機構  (New Energy and Industrial Technology 

Development Organization: NEDO) 受託研究プロジェクト (P06041) 「ナノ粒子特性評価手法の研

究開発」 (以下，「NEDO プロジェクト (P06041)」と表記する) は 2006 年 (–2010 年度) に開始さ

れたが，我が国における行政的な取り組みは 2008 年に活発化した． 

厚生労働省 (2008) が，2008 年 2 月に労働基準局長通知「ナノマテリアル製造・取扱い作業現

場における当面のばく露防止のための予防的対応について」 (平成20年2月7日付基発第 0207004

号) を発出すると，厚生労働省，経済産業省，環境省は，それぞれ，学識者や産業界の意見を集

約するための検討会や研究会を立ち上げ，2009 年 3 月にはそれらの成果が取りまとめられた．厚

生労働省 (2009) は，検討会での議論を踏まえ，先の通知を差し替える形で労働基準局長通知「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 日付基発

第 0331013 号) を発出し，単に予防的で厳重な暴露防止措置を促すだけであった内容に，より現

実的な対応の観点が加えられた．すなわち，材料，プロセス，取扱量等の実態に合わせた暴露防

止対策等に努めることとされた．また，経済産業省 (2009a) は，「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」の報告書をとりまとめ，ナノ材料の取り扱い事業者による自主
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的な安全管理と，事業者と国による情報収集と発信の重要性が述べられた．この過程で，経済産

業省 (2009b) は，製造産業局長通知「ナノマテリアルに関する安全対策について」 (平成 21 年 7

月 13 日付 平成 21・07・09 製局第 3 号) を発出し，関係業界に対して，作業環境や一般環境での

暴露防止，安全性情報の収集・発信を促した．さらに環境省により組織されたナノ材料環境影響

基礎調査検討会 (2009) は，「工業用ナノ材料に関する環境影響防止ガイドライン」を公表した．

これは，「環境経由でヒトや動植物がナノ材料にばく露されることによって生ずる影響を未然に防

止することを目的として策定し，あわせて現時点で得られている知見及び今後の課題についても

整理したもの」となっている． 

既に広く使用されているが，実はナノサイズ (<100 nm) の構造を持ち，ナノ材料の定義に当て

はまる物質として，二酸化チタン (TiO2)，カーボンブラック，非晶質シリカなどがある．これら

は既に過去数十年，生産・使用されてきており，生産量・使用量も多く，既に我々に身の回りの

いたるところで使われているものである． 

本評価書では，この中の TiO2を対象として取り上げる．TiO2 は，ナノサイズ (<100 nm) よりも

少し大きな粒子 (一次粒子 (構成単位粒子) の大きさがおよそ 200～400 nm) として，戦前より，

主に白色顔料として使用されているが，一次粒子の大きさがナノサイズ (数 nm～数十 nm) の粒

子の開発・使用も 1980 年代より進み，日焼け止め化粧品や光触媒などに使われている (TiO2の種

類や用途については，第 II 章「基本的情報」に示す)．本評価書では，顔料用の TiO2 を「顔料級

TiO2」，一次粒子の大きさが 100 nm 以下の TiO2を「TiO2ナノ材料」 (または「TiO2ナノ粒子」) と

呼ぶ．TiO2 ナノ材料の安全性に関しては，粒子サイズが小さく重量当たりの表面積が大きいこと

から，生体との相互作用が増加し，顔料級 TiO2に比べて反応性が高い可能性等が示唆されている 

(Donaldson et al. 2001; Oberdörster et al. 2005)．TiO2は，比較的文献情報があり，TiO2ナノ材料とそ

れより大きな顔料級 TiO2の情報から，粒子サイズによる比較が可能である．TiO2は不溶性で不活

性であるため，一般には人体に影響の少ない化合物とされているが，粒子サイズが小さくなるこ

とで，どのような影響が起きるのか，情報を整理・解析する．得られる情報は，類似の構造や特

性を持つ，開発中のその他のナノ材料の安全性についての参考にもなる．TiO2 は，難溶解性低毒

性 (PSLT: poorly soluble, low toxicity) 粒子の代表例といえる． 

 本評価書では，TiO2ナノ材料およびその関連物質に関する文献情報および NEDO プロジェクト 

(P06041) での成果をまとめ，TiO2ナノ材料を取り扱う作業者の安全管理を念頭に，ヒト健康リス

クの定量的な評価とリスク管理に関する提言を行う． 
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1. 本評価書の対象と目的 

 

1.1 対象物質 

本評価書の対象物質は TiO2ナノ材料，すなわち，一次粒子径が 100 nm 以下の TiO2粒子および

その凝集体である (TiO2粒子の凝集状態については，第 II 章 1.4 節参照)．また，比較のために，

顔料級 TiO2などの情報も可能な限り取り扱う． 

 

1.2 対象集団 

本評価書においては，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． 

TiO2 ナノ材料への暴露を考えた場合，TiO2 ナノ材料を粉体として直接取り扱う作業における作

業者および周辺住民の暴露 (たとえば，TiO2 ナノ材料の製造・使用現場など) と，TiO2 ナノ材料

が含まれた製品 (たとえば，化粧品や塗料) のライフサイクル (製造・使用・消費・廃棄・リサイ

クルなど) における作業者，周辺住民，使用者の暴露などが考えられるが，本評価書では，より

高暴露の状況が想定されることと，ある程度の利用可能な情報があることから，TiO2 ナノ材料を

粉体として直接取り扱う作業者の暴露を対象とする． 

作業者への暴露経路は，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 つに大きく分けられるが，TiO2ナノ材料を取り扱う作業者の も主要な暴露経路と考えられ

る吸入暴露を主対象とする (経口暴露，経皮暴露の有害性については，第 II 章 3 節およびで第 IV

章の 2 節で触れる)． 

 

1.3 目的 

本評価書の目的は，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利用して，TiO2 ナノ材料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．本評価書では，利用可能な有害性情報

を基に有害性評価を行い，作業環境における許容暴露濃度を評価することで，作業環境における

管理濃度を提案する．得られる情報は，類似の構造や特性を持つその他のナノ材料 (特に PSLT 粒

子) の安全性についての参考にもなる． 

もう一つの目的は，ナノ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．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として，本評価書は位置付けられる．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，こ

れを読むことによって，ナノ材料の製造者や使用者が同様の手法により，自社のナノ材料につい

て独自の評価を行うことが可能であると考えられる．本評価書は，ナノ材料の製造者・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． 
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2. 本評価書の構成 

 

本評価書の構成を図 I.1 に示す． 

第 II 章「基本的情報」では，TiO2の物理化学的特性や製造・用途，既往の安全性評価などにつ

いてまとめる． 

第 III 章「暴露評価」では，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 TiO2粒子の気中濃度，サイズ，形状，凝集状態などの情報

を整理する．そして，TiO2ナノ材料を取り扱う作業者の TiO2粒子吸入暴露濃度を整理する．また，

現場における暴露管理と計測について述べる． 

第 IV 章「有害性評価」では，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，TiO2 ナノ材料の有害性情報について整理し，さらに体内分布・体内

動態および毒性発現メカニズムについて考察する．また，本評価に特に重要と考えられる吸入暴

露に関しては，TiO2以外の他の微粒子の有害影響についても整理し，TiO2との比較を行う． 

第 V 章「作業環境における許容暴露濃度の導出」では，第 IV 章「有害性評価」で整理した有

害性情報に基づいて，吸入暴露を対象とした，作業環境における許容暴露濃度を導出する．また，

多様な TiO2ナノ材料の相対比較を行う． 

第 VI 章「リスク評価」では，第 III 章の「暴露評価」で得られた作業者の暴露濃度と，第 V 章

の「作業環境における許容暴露濃度の導出」において求められた許容暴露濃度から，リスクの大

きさを評価する． 

第 VII 章「総括」では，本評価書の結論，許容暴露濃度の提案，本リスク評価の意義，今後の

課題について述べる．  
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図 I.1 本評価書の構成 
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二酸化チタン (titanium dioxide: TiO2) は，チタンの酸化物であり，チタニア (titania) とも呼ば

れる．チタン元素は，地球を構成する地殻の元素の中でも存在率が 9 番目に大きく，比較的安価

であるため，TiO2 は広い用途で使われている．TiO2 のおおまかな分類とその一次粒子径や用途に

ついて，表 II.1 に示す． 

TiO2は，20 世紀初頭より，主に顔料として，広く用いられてきた．TiO2 は優れた白色顔料であ

り，塗料，印刷インキ，プラスチック，化学繊維，製紙など白いものはもちろん，色のついたも

ののほとんどに使用されている．顔料として使われている TiO2の一次粒子径 (構成単位粒子の大

きさ：1.4 節参照) は，隠蔽力 (被塗物の色を隠し，認識できなくする能力) がより発揮されるよ

う 200～400 nm 程度である．本評価書では，顔料として使われる TiO2を顔料級 TiO2 (または顔料

グレード TiO2) と記す． 

顔料級 TiO2に対して，一次粒子径がより小さく，平均一次粒子径がナノサイズ (100 nm 以下)

の TiO2粒子は，超微粒子酸化チタンと呼ばれ，1980 年代より開発が進み，日焼け止め化粧品や

光触媒などに使われている．本評価書内では，一次粒子径が 100 nm 以下の超微粒子酸化チタン

を TiO2ナノ材料 (または TiO2ナノ粒子，ナノ TiO2) と記す．本評価書の主対象は，この TiO2ナ

ノ材料である．顔料級 TiO2と TiO2ナノ材料の対比として，前者を微粒子 (fine) ，後者を超微粒

子 (ultrafine) と呼ぶ場合もある． 

顔料級 TiO2に対して，一次粒子径がより大きく，平均一次粒子径が 700～1,000 nm の TiO2 粒子

は，赤外線遮蔽 (遮熱) の効果を持ち，塗料 (道路，外壁) などに使われている (テイカ株式会社

2003)． 

本章では，TiO2 ナノ材料だけでなく，TiO2 全般について，その物理化学的特性や製造・用途，

安全性評価や管理の状況などの基本的情報をまとめる． 
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表 II.1 TiO2 の種類と粒子径や用途 

 結晶形 機能 主な供給形態 
平均一次

粒子径 a 
[nm] 

平均二次

粒子径 b

[nm] 

比表 
面積 c 
[m2/g] 

用途 

TiO2ナノ 
材料 

アナターゼ 
光活性 

高比表面積 
透明性 

粉体 
分散体，ゾル 
コーティング剤

6～30 

200～ 

10～
300 

光触媒 
工業用触媒担体

(太陽電池) 

ルチル 

透明性 
紫外線遮蔽 
高屈折率 
環境安定性 

粉体 
分散体 10～50 20～

150 

化粧品，塗料， 
トナー外添剤 
ゴム充填剤 
 反射防止膜 

顔料級 
TiO2 

ルチル 
アナターゼ 

高隠蔽力 
可視光散乱 粉体 200～400 550～ 5～15 塗料，インキ， 

樹脂，紙，化粧品

大粒径 
TiO2 

ルチル 赤外線遮蔽 粉体 700～
1,000 700～ 1～5 塗料 (道路，外壁)

化粧品 
出典：日本酸化チタン工業会 (2008) (一部改変) 
a：透過型電子顕微鏡撮影画像の画像解析による 
b：試料調製方法や測定原理 (動的光散乱，レーザー光散乱法) によって数値は変動する 
c：BET 法．表面コーティングしたものは，しないものより比表面積は若干小さくなる． 

 

 

1. 物理化学的特性 

 

1.1 TiO2 の一般的な特性 (清野 1991，長倉ら 2005，野坂&野坂 2004) 

TiO2 の化学式量は 79.90 である．TiO2 には，ルチル (Rutile)，アナターゼ (Anatase)，ブルッカ

イト (Brookite) の 3 種の結晶形態とアモルファス (非結晶質) がある．3 種の結晶形態は，それぞ

れ，鉱物のルチル鉱 (金紅石)，鋭錐石，板チタン石に対応する．いずれも Ti に O が 6 配位した

ゆがんだ 8 面体の稜が共有された構造をとる．Ti-O 結合のイオン性と共有性は，ほぼ半々といわ

れているが，8 面体の稜の共有数が増えるほど，イオン性が減少するといわれており，イオン性

はルチル，ブルッカイト，アナターゼの順に低下し，共有性が強くなる．ルチルが最も安定であ

り，アナターゼとブルッカイトは，加熱によりルチルに転移する．ブルッカイトは，他に比べて，

不安定であり，純粋な結晶を合成するのは難しい．TiO2 で工業的に広く利用されているのは，ル

チルとアナターゼである．各結晶形の物性値を表 II.2 に示す． 

TiO2 は，絶縁体で，屈折率が高く，可視光を吸収しない，化学的安定性に優れるなどの特徴を

持つ．水に不溶で，フッ化水素酸，熱濃硫酸，溶融アルカリ塩には溶解するが，それ以外の酸，

アルカリおよび有機溶剤には溶解しない． 

 



第 II 章 基本的情報 
小倉 勇 

II-3 

表 II.2 TiO2 の各結晶形の物性値 
 ルチル アナターゼ ブルッカイト 

結晶系 正方晶系 正方晶系 斜方晶系 
ユニットセルの体積 [Ǻ3] 136.1 62.4 257.6 
1 モル当たりの体積 [Ǻ3] 34.0 31.2 32.2 

密度 [g cm-3] 4.27 3.90 4.13 
モース硬度 7.0～7.5 5.5～6.0 5.5～6.0 
融点 [℃] 1825 ルチルに転移 ルチルに転移 
屈折率 nD 2.72 2.52 2.63 

バンドギャップ [eV] 3.06 (直接), 3.01 (間接) 3.2 3.2 
 出典：清野 (1991); 野坂&野坂 (2004) 

 

1.2 顔料級 TiO2 の特性 (清野 1991) 

 TiO2 は，白色顔料として使われる．塗料の隠蔽力は，白色顔料の場合には，光の散乱力に依存

するが，TiO2 は，高い屈折率を持つことから，隠蔽力が大きい．一般に，粒子による光の散乱効

率は，その粒子径が光の波長 (380～780 nm) の半分程度 (光学的に Mie 領域と呼ばれる領域) の

とき最大になることから，顔料級 TiO2の一次粒子径は平均径 200～400 nm に調製され，最高の隠

蔽力を発揮すべく設計されている．少々古いデータではあるが，顔料級 TiO2の一次粒子の粒度分

布の測定結果によれば，一次粒子径の平均値が 200 nm 程度の場合，100 nm 以下の粒子の重量割

合は数%程度，一次粒子径の平均値が 300 nm 程度の場合，100 nm 以下の粒子の重量割合は 0.1～

1%程度である (吉川ら 1964)．粉末の外観は，白色であり，一次粒子は，ほぼ球状のものと，米

粒状 (紡錘状) のものがある． 

 

1.3 TiO2 ナノ材料の特性 (清野 1991; 野坂&野坂 2004; 日本酸化チタン工業会 2008) 

 TiO2 が顔料級 TiO2 の一次粒子径 (平均径 200～400 nm) より小さくなり，光の波長 (380～780 

nm) の半分よりさらに小さくなると (光学的に Mie 領域から Rayleigh 領域に移行すると)，光散乱

能力が低下して透明に近づき，その一方で，紫外線を効果的に吸収するようになる．この効果よ

り，TiO2 ナノ材料は，日焼け止め化粧品や紫外線遮蔽塗料などに広く使用されている．これらの

用途に用いられるのは，ルチル型の TiO2である．TiO2ナノ材料は，粒子の大きさが非常に小さい

ことから一般に凝集しやすいが，その分散性改善と，さらに表面の光触媒活性の抑制のために，

一般に表面処理が施される (2.3 節参照)．市販品の一次粒子径は 10～50 nm 程度である． 

光触媒として利用される TiO2の一次粒子径もナノサイズである．1972 年，東京大学の藤嶋，本

多が，TiO2 の単結晶と白金を電極とする研究で，TiO2 に光を当てると，水が酸素と水素に分解す

ることを発表し (本多‐藤嶋効果)，TiO2 の光触媒効果が注目されるようになった．TiO2 に光 (紫

外線) を当てると，電子が励起されて TiO2表面で光触媒反応 (強い酸化・還元作用) が起こるが，

この強い酸化力による，空気中や水中，そして土壌中の有機物の酸化除去を目的とした研究が活

発に行われ，特に，防汚，脱臭，抗菌，浄化といった用途で実用化されている (大古 2007)．また，

1995 年には，TiO2に紫外線を照射すると，表面の水との濡れ性が高くなるという効果 (光誘起超

親水性) が発見された．親水化した TiO2の表面に接触した水滴は一様に濡れ広がり，曇らず，ま
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た，付着した汚れは，水で容易に洗い流せることから，防曇性コーティング材料や降雨によるセ

ルフクリーニング材料といった用途で実用化されている (宮内 2007)．光触媒による防汚の効果は，

酸化力と親水性の両方の作用が寄与している． 

一般に，粒子径が小さくなるほど活性が高くなると考えられるが (比表面積の増加，表面の結

晶面のカドの増加に伴う活性点の増加，表面近くで光が吸収されることによる電子・正孔の表面

到達時間の減少，量子サイズ効果による価電子帯シフトに伴う酸化力の増大など)，逆に粒子径が

小さくなるほど活性が低下する効果もあり (再結合反応が速くなる，量子サイズ効果により長波

長の光に対する感度が低下する，空間電荷層ができにくくなる)，また分散性も考慮され，市販品

の一次粒子径は 6～30 nm 程度となっている．なお，光触媒として一般に利用されているのは，光

触媒活性が比較的強いとされるアナターゼ型 (例：石原産業STシリーズ，テイカAMTシリーズ)，

または，ルチルとアナターゼの混合態 (例：Evonik Degussa 社 (および子会社の日本アエロジル社) 

製 P25 は，アナターゼ：ルチルが 8:2) である．ただし，近年では，ルチル型やブルッカイト型を

ベースとする光触媒の有用性も研究されている． 

TiO2 ナノ材料の一次粒子は，ほぼ球状のものと，米粒状 (紡錘状) のものがあり，粉末の外観

は，白色である． 

 

1.4 TiO2 粒子の存在形態 

 顔料級 TiO2，TiO2ナノ材料は共に，粒子の大きさが非常に小さいため，通常，粒子同士は凝集

した状態で存在する．TiO2粒子の凝集状態についての概要を図 II.1 に示す．これは，顔料級 TiO2

および TiO2ナノ材料に共通である．TiO2の単結晶からなる構成単位粒子を一次粒子と呼ぶ．上述

のとおり，一次粒子の大きさは，顔料級 TiO2がおよそ 200～400 nm，化粧品等用の TiO2ナノ材料

がおよそ 10～50 nm，光触媒用の TiO2ナノ材料がおよそ 6～30 nm であり，球状に近い形態のもの

と，米粒状 (紡錘状) の形態のものがある．一次粒子径は，電子顕微鏡観察や BET 表面積などか

ら求められる． 

図 II.1 に示したように，粒子同士の凝集は，Van der Waals 力などによる粒子の点接触，表面処

理剤による粒子の面接触，TiO2 結晶相互間の面接触 (製造時の熱工程での溶融・焼結化) などが

考えられる．実際は，さらにこれらが混ざり合って，図 II.1 の最下段のような状態で存在してい

るといえる．Van der Waals 力などによる点接触のような比較的弱い結合はアグロメレート 

(agglomerate)，結晶相互間の焼結化のような比較的強い結合はアグリゲート (aggregate) と呼ばれ

るが (ISO 2008; 経済産業省 2009)，実際の気中や液中での存在状態において，これらを厳密に区

別するのは難しいため，本評価書では，いずれにおいても凝集という言葉を用いる．また，凝集

した粒子を二次粒子または凝集粒子と呼び，その大きさを二次粒子径または凝集粒子径と呼ぶ．

エアロゾル計測器などで通常計測されるのは，二次粒子径である．  

顔料級 TiO2および TiO2ナノ材料について，乾燥粉体が気中に飛散した際の二次粒子径は，数百

nm～数 µm 程度である (第 III 章参照)． 
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TiO2単結晶からなる構成粒子 一次粒子

凝集粒子
(二次粒子)

表面コーティングなし 表面コーティングあり

Van der Waals力などによる点接触
アグロメレート(agglomerate)

表面処理剤による面接触

TiO2結晶相互間の面接触
(熱工程での溶融・焼結化) 
アグリゲート(aggregate)

上記の形態が混ざり点接触したもの
アグロメレート(agglomerate)

 
 

図 II.1 TiO2 粒子の凝集状態の概要 
参考：清野 (1991); Oberdörster et al. (2007) 

 

 

2. 製造・用途 

 

2.1 需要，出荷量，価格 

TiO2の需要と出荷量について，表 II.3 にまとめる． 
化粧品等 (UV カット化粧品や紫外線遮蔽フィルムなど) に用いられる TiO2 ナノ材料の世界需

要は 2,100～2,500 t (2006～2010 年)，国内需要は 1,000 t (2008 年) と推定されている (化学工業日

報 2008, 2010; 富士キメラ総研 2009)．これらは，顔料級 TiO2の世界需要 470 万 t (2010 年：化学

工業日報 2010) および国内需要 23 万 t (2006 年度：日本酸化チタン工業会 2008) のそれぞれ約 1/20

である．富士キメラ総研 (2009) の推定によれば，TiO2ナノ材料 (化粧品等) の世界需要の大半が

国内メーカーの生産によると考えられている． 

 光触媒に用いられる TiO2ナノ材料の国内需要は約 250～500 t (2006～2008 年) と推定されてい

る (化学工業日報 2008, 2010; 富士キメラ総研 2009)． 

 
表 II.3 TiO2 の需要と出荷量 

 世界需要 [t] 国内需要 [t]
国内生産 (出荷量) [t] 

国内出荷 輸出 計 
顔料級 TiO2 4,700,000 a 230,000 b 110,000 c 57,000 c 168,000 c 

TiO2ナノ材料 (化粧品等) 2,500 d 1,000 d 1,000 d 1,500 d 2,500 d 
TiO2ナノ材料 (光触媒) – 250 d 250 – – 

a：2010 年推計：化学工業日報 (2010) 
b：2006 年推計：日本酸化チタン工業会 (2008) 
c：2009 年実績：日本酸化チタン工業会 (2010) 
d：2008 年推計：富士キメラ総研 (2009) 
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化粧品用の TiO2ナノ材料粉末の価格は 3,000～5,000 円/kg，光触媒用の TiO2ナノ材料粉末の価

格は 3,000～6,000 円/kg と推定されている (富士キメラ総研 2009)．顔料級 TiO2 (一般用 370～420

円/kg，電子関連用 400～440 円/kg，高純度品 1,000 円/kg 以上：2000 年代前半の値：シーエムシー

出版 2002) に比べると，高価格である． 

 

2.2 顔料級 TiO2 の製造法 (清野 1991; 野坂&野坂 2004) 

顔料級 TiO2の工業的な製造法としては，硫酸法と塩素法の 2 種類がある．Ti 元素の原料には，

硫酸法では主にイルメナイト鉱 (チタン鉄鉱：理想化学組成 FeTiO3の複酸化物) が，塩素法では，

ルチル鉱 (金紅石) や，イルメナイト鉱から製造された合成ルチルやチタンスラグが用いられる．

硫酸法は，液相反応を主とした回分式工程が多く，かつ工程が長いが，塩素法は，気相反応を主

とした連続式工程で，工程は短いが，厳しい管理が必要である．一般的に，塩素法の方が，気相

で製造するために，分散性が良い粒子が得られやすく，また，不純物の分離が簡単で白色のもの

が容易に得られやすい． 

硫酸法は，フランスの Thann 社によって工業化された製法が基本となっており，メーカーごと

に部分的に相違はあるが，基本工程は，次の 6 工程からなる． 

 ①鉱石の反応・溶解，②溶液の清澄，③加水分解による含水 TiO2の沈殿， 

④含水 TiO2の洗浄，⑤焼成，⑥粉砕・表面処理 

 一方，塩素法は，主に，米国，西欧で行われている製法で，基本工程は，次の 4 工程からなる． 

 ①塩素化，②精留，③酸化 (燃焼)，④粉砕・表面処理 

硫酸法の場合，③の加水分解によって得られる含水TiO2は，アナターゼ型結晶構造を持つため，

ルチル型に転移させる場合には，加水分解時または焼成前に転移を促すシードが加えられる．含

水 TiO2の一次粒子径はナノサイズであり，⑤焼成の工程で，顔料に適した一次粒子径 (200～400 

nm) に成長させる． 

塩素法では，TiO2 の一次粒子径は，③酸化 (燃焼) の工程の条件で決定される．酸化後の TiO2

は通常ルチル型である． 

硫酸法の⑥粉砕・表面処理と，塩素法の④粉砕・表面処理はほぼ同様で，塊状になった TiO2を

粉砕し (凝集した粒子をほぐす，この工程で一次粒子径や結晶形は変化しない)，使用目的別の表

面処理が施される．ルチルのほとんどの製品とアナターゼの一部製品は表面処理が施される．表

面処理は，分散性，耐候性，耐変色性，比表面積，耐薬品性などの特徴を付与する上で重要な後

処理である．無機金属による表面処理としては，アルミナ，シリカ，無定形の含水 TiO2およびそ

れらの組み合わせが主であり，アルミナは親油性と触媒活性抑制 (耐候性向上)，シリカは親水性，

含水 TiO2 は触媒活性抑制 (耐候性向上) が主な効果である．一方，有機物処理としては，ポリオ

ール系，アルカノールアミン系，シリコン系などがあり，分散性の向上が主な効果である．表面

処理後は，ろ過・洗浄，乾燥，粉砕 (乾燥時に凝集した粒子をほぐす) 工程を経て，通常，乾燥粉
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体として包装，出荷される． 

 

2.3 TiO2 ナノ材料の製造法 

TiO2ナノ材料も顔料級TiO2と同様に硫酸法および塩素法での工業生産がなされている．例えば，

化粧品等に用いるルチル型TiO2ナノ材料は，国内主要メーカーにおいて硫酸法で製造されている．

また，代表的な光触媒用 TiO2ナノ材料である Evonik Degussa 社 (および子会社の日本アエロジル

社) 製 P25 は，塩素法で製造されている．化粧品等の用途に用いられる TiO2ナノ材料は，顔料級

TiO2 と同様に，触媒活性抑制 (耐候性向上) や親油性または親水性などを目的とした表面処理が

通常施される．表面処理剤としては，アルミナ，水酸化アルミニウム，シリカ，ステアリン酸，

メタリン酸ナトリウム，シリコンなどが使われている (テイカ株式会社 2011; 石原産業株式会社 

2011; 堺化学工業株式会社 2011)． 

 TiO2 ナノ材料の製造法については，硫酸法および塩素法以外にも，実験レベルも含めて，多く

の方法が提案されている (Chen & Mao 2007)． 

 

2.4 用途 

 TiO2の種類別の機能や用途は，表 II.1 に示した通りである． 

顔料級 TiO2の国内用途別実績割合 (2009 年) と各用途の代表的な例を表 II.4 に示す．TiO2は身

の回りの白いものはもちろん，色のついたものにも淡彩色や彩色仕上げ用としても広く使用され

ている．食品添加物 (ホワイトチョコレートなど) としても利用されている． 
 

表 II.4 顔料級 TiO2 の国内用途別実績割合と各用途の代表的な例 

用途 国内用途別実績割合 
(2009 年) 代表的な例 

塗料 45% 
自動車，車輌，船舶，航空機，冷蔵庫，洗濯機，機械類の塗装． 
建物外壁，橋梁，構造物の塗装． 
ロッカー，椅子，机，事務用品，玩具など雑貨の塗装． 

インキ・顔料 a 27% 
缶詰，ビール缶，ジュース缶，油缶などの表面印刷． 
菓子，ラーメン，食品などの包装袋フィルムの印刷． 
グラビア印刷，ダンボール箱などの印刷． 

合成樹脂 10% 水道管，電線被覆，波板，化粧板，バケツ，ビン類など各種成型

品．シート，フィルム，スーパーのバッグなど 

製紙 4.6% アート紙，高級包装箱用紙，絵葉書，などのコート． 
辞書用紙，紙コップなどのすき込み． 

化繊 1.8% レーヨン，ナイロン，テトロンなど化繊の艶消し． 
ゴム 1.3% 白タイヤ，白ペダル，消しゴム． 

電子セラミックス 0.4% コンデンサー 

その他 9.3% ほうろう，標識用ガラスビーズ， 
食品添加物 (ホワイトチョコレートなど) 

出典：清野 (1991); 日本酸化チタン工業会 (2010) 
a：インキ・顔料の用途例は，インキに対するものである．インキ・顔料の中の顔料は，主に合成樹脂に使われる． 

 

TiO2ナノ材料の各用途と，機能，代表的な例を表 II.5 に示す．光触媒用 TiO2ナノ材料の国内需

要における用途別割合は，外装材が 60%，内装材が 14%，清浄機器が 10%，その他が 16%である 
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(2008 年推計値：富士キメラ総研 2009)．化粧品等の TiO2ナノ材料の世界需要における用途別割合

は，化粧品が 72%，工業用が 28%である (2008 年推計値：富士キメラ総研 2009)． 

 
表 II.5 TiO2 ナノ材料の用途，機能，および代表的な例 

用途  機能 代表的な例 

光触媒 

防汚効果 
(酸化作用と超親水化) 

トンネルの照明カバー，道路鏡，テント，外装建材，

浴室タイル，セルフクリーニングガラス，自動車ボ

ディーコーティング 

空気浄化 (酸化作用) 空気清浄機・エアコン，舗装用コンクリート・アス

ファルト，脱臭装置 
水質浄化 (酸化作用) 水質浄化用機器 
抗菌作用 (酸化作用) タイル，内装材 
防曇効果 (超親水化) 自動車ミラー，鏡 

化粧品等 

化粧品 紫外線遮蔽，透明性 サンスクリーン，ファンデーション，化粧下地，口

紅，化粧水，クリームなど 

その他 

紫外線遮蔽 紫外線遮蔽フィルム 
紫外線遮蔽 (変色防止) 塗料，プラスチック添加剤 

透明性，高屈折率 反射防止膜 
電化調整，流動性調整 トナー 

可視光散乱 メタリック塗料 
吸着材 太陽電池 

出典：大古 (2007); 富士キメラ総研 (2009); 化学工業日報 (2010); 清野 (1991) 

 

 

3. 既往の安全性評価 

 

3.1 TiO2 に関する安全性評価 

TiO2 は不溶性で不活性であるため，一般には人体に影響の少ない化合物とされ，食品の添加物

としても使用されている．国連の食糧農業機関 (FAO: Food and Agriculture Organization) および世

界保健機関 (WHO: World Health Organization) が設置した FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議 

(JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) による安全性評価では，TiO2 は毒性の

低い A (1) に分類され，毒性学的に摂取量を制限する必要がないとされており (JECFA 1970)，日

本および各国において，食品添加物として認可されている (Kuznesof 2006)．実際，ホワイトチョ

コレートやホワイトチーズの着色料として，また，医薬品カプセルの不透明化剤などとしても，

TiO2は使用されている (石橋 2007)．このように，経口摂取においては，TiO2の毒性は一般に低い

と考えられている． 

しかし，TiO2 は微粒子かつ不溶性であるため，粉じんとして吸引した場合の肺への影響は懸念

されている．これは，TiO2 固有の有害性というよりは，不溶性の粒子全般に共通なものとして捉

えられており，TiO2は難溶解性低毒性 (PSLT: poorly soluble, low toxicity) 粒子のひとつとして，し

ばしば扱われている (Maynard & Kuempel 2005; Borm et al. 2004; IARC 2010)．TiO2粒子は，動物試

験では，しばしば陰性対照 (有害性が低いものの指標としての対照) として用いられている (大神

2005; NIOSH 2005)． 
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2006 年，発がん性に関する WHO の IARC (International Agency for Research on Cancer: 国際がん

研究機関) の作業部会では，カーボンブラック，TiO2，タルクをまとめて，化学的に不活性な難

溶解性粒子として，発がん性評価を再検討した．その結果，TiO2は，1989 年のグループ 3 (ヒトに

対する発がん性が分類できない) という分類が，グループ 2B (ヒトに対する発がん性が疑われる) 

に変更された (IARC 2010)．疫学データについては，発がん性の証拠は不十分とされたが，動物

試験において，顔料級 TiO2 および TiO2 ナノ材料に関する吸入暴露および気管内投与による結果は，

肺での発がん性を示す証拠として十分であると判断された (経口，皮下，腹膜内投与においては，

腫瘍の増加なし)． 

TiO2 の粉じんとしての職業暴露の暴露限界等を表 II.6 に示す．値は，総粉じん (一定流量で吸

引した場合に捕集される粉じん，基本的に気中の全粒径の粒子を捕集するものであるが，10 µm

を超えるような粗大粒子の捕捉率は，サンプリングヘッドや吸引流量に依存する) として 4～15 

mg/m3，吸入性粉じん (粗大粒子を除去できる分級装置を通過する粉じん，一般に 4 µm 粒子の透

過率が 50%，詳細な定義は，第 III 章の図 III.1 を参照) として 1～5 mg/m3である． 

 
表 II.6 TiO2 の職業暴露の暴露限界等 

 総粉じん [mg/m3] 吸入性粉じん [mg/m3] 
ACGIH TLV-TWA 10 – 
OSHA PEL-TWA 15 5 

DFG MAK – 1.5 
日本産業衛生学会 第 2 種粉じん 4 1 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 米国産業衛生専門家会議 
OSHA: Occupational Safety and Health Administration 米国労働安全衛生庁 
DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft ドイツ学術振興会 
TLV: Threshold Limit Values 暴露限界値 
PEL: Permissible Exposure Limit 許容暴露限界 
MAK: Maximal Arbeitsplats-Konzentrationen 最大職場濃度 
TWA: Time Weighted Average 通常 1 日 8 時間および週 40 時間の労働時間に対する時間荷重平均濃度． 
第 2 種粉じん：遊離珪酸 10%未満の鉱物性粉じん，酸化鉄，カーボンブラック，石炭，酸化亜鉛，二酸化チタン，

ポートランドセメント，大理石，線香材料粉じん，穀粉，綿塵，木粉，革粉，コルク粉，ベークライト 
 

 

3.2 TiO2 ナノ材料に関する安全性評価 

 TiO2ナノ材料の粉じんとしての職業暴露の暴露限界等を表 II.7 に示す． 

2005 年に，米国国立労働安全衛生研究所 (NIOSH: National Institute for Occupational Safety and 

Health) は，「酸化チタンの健康有害性評価と作業環境暴露に関する勧告」(Evaluation of Health 

Hazard and Recommendations for Occupational Exposure to Titanium Dioxide)の草案 (draft) を公表し

た (NIOSH 2005)．NIOSH は，TiO2に関するヒト，動物，および in vitro 試験の再評価やメカニズ

ムに関する検討を基礎として，がん (肺腫瘍) と非発がん (肺の炎症) 反応に対するラットの用量

反応データを解析し，45 年間の作業期間中暴露しても有意な健康影響が生じない TiO2 気中濃度 

(勧告暴露限界 (recommended exposure limit: REL)) を算出した．肺がんの過剰リスクが 1/1000 とな

る用量を線形外挿で求め，TiO2微粒子 (fine: 一次粒子径が 100 nm 以上の吸入性粒子) の REL を
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1.5 mg/m3，TiO2 超微粒子 (ultrafine: 一次粒子径が 100 nm 未満の吸入性粒子) の REL を 0.1 mg/m3

とした．この文書の詳細および考察は付録 D に示した (注：この文書は本評価書の完成後に確定

版が出され (2011 年 4 月)，TiO2微粒子 (fine) の REL は 2.4 mg/m3，TiO2超微粒子 (ultrafine) の

REL は 0.3 mg/m3 とされた (NIOSH 2011) )． 

 NIOSH の草案に関しては，米国化学工業協会 (ACC: American Chemistry Council) と欧州化学工

業連盟  (Cefic: European Chemical Industry Council) に属する TiO2 製造関連の協会  (Titanium 

Dioxide Manufacturers Association および Physical Sunscreen Manufacturers Association) が，連名で原

稿の改訂を要求するコメント (高用量での腫瘍の結果からの線形外挿ではなく，閾値モデルを使

い，実際の暴露レベルに関連した影響を評価すべき等) を出している (ACC&Cefic 2006)． 

DuPont も NIOSH の草案に関する反論 (ACC&Cefic と同様なコメントや，TiO2ナノ材料の種類

によっても有害性の強さは異なることなど)を述べる共に，独自に TiO2 ナノ材料の許容暴露限界 

(AEL: acceptable exposure limit) を提案している (Du Pont 2008)．ラットの気管内投与試験の結果に

おいて，自社の TiO2ナノ材料 (ルチル型) 2 種と顔料級 TiO2の肺への影響の強さはほぼ同等であ

ること，そして，顔料級 TiO2については，吸入暴露試験のデータもあり，AEL は 5 mg/m3 である

こと，ただし，TiO2 ナノ材料については情報が限られていることも考慮し，TiO2 ナノ材料 (ルチ

ル型) 2 種に対する AEL は 5 mg/m3 より厳しい 2 mg/m3 とした．また，有害性試験でしばしば用い

られる Evonik Degussa 社製 P25 については，ラット，マウス，ハムスターへの 2 mg/m3，1 日 6 時

間，13 週吸入毒性試験 (Bermudez et al. 2004) で軽微で回復可能な炎症反応が最も敏感な種である

ラットにのみ見られただけであること，そして，重量濃度ベースでみれば，顔料級の TiO2よりは，

肺への影響の強さは大きいと考えられることを考慮し，P25 の AEL は 1 mg/m3 とした． 

 2008～2009 年に掛けて，欧州では，欧州委員会 (EC: European Commision) のファンドの下で，

エジンバラ・ネピア大学 (ENU: Edinburgh Napier University)，英国産業医学研究所 (IOM: Institute of 

Occupational Medicine)，デンマーク工科大学 (DTU: Technical University of Denmark)，欧州委員会

共同研究センターの健康・消費者保護研究所 (JRC: Institute for Health and Consumer Protection of the 

European Commission’s Joint Research Centre)，(IoN: Institute of Nanotechnology)が連携して，工業ナ

ノ材料の健康・環境安全評価  (ENRHES: Engineered Nanoparticles: Review of Health and 

Environmental Safety) プロジェクトが実施された．フラーレン (C60)，カーボンナノチューブ 

(CNT)，銀ナノ粒子，TiO2を主対象として，製造/使用/暴露・有害性・生態毒性・疫学・リスク評

価に関する工業ナノ材料の包括的な科学的知見のレビューが行われ，2010 年に最終報告書が公開

された (EC 2010)．ラットの 1 日 6 時間，13 週吸入毒性試験 (Bermudez et al. 2004) の結果から無

毒性濃度を 0.5 mg/m3 とし，これに，暴露時間の補正 (ラット 1 日 6 時間と作業者 1 日 8 時間の比) 

と，呼吸量の補正 (ヒトの安静時8時間の呼吸量6.7 m3と作業者の軽作業時の8時間の呼吸量10 m3

の比) と，アセスメントファクター (ラットとヒトの種差として 1.5，個人差として 5，試験期間

が短いことから 2 の合計 15) を考慮して，TiO2 ナノ材料の作業者に対する導出無影響量 (DNEL: 

derived no effect level) を 0.017 (=0.5*(6/8)*(6.7/10)/15) mg/m3 とした．ただし，補足として，ラット
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の 13 週吸入毒性試験 (Bermudez et al. 2004) では，2 mg/m3 でも軽微な影響しか見られていないの

で，この値を無毒性濃度して同様な方法で DNEL を求めると DNEL は 0.07 mg/m3 になると記載さ

れている． 

上記の暴露限界等と，本評価書の第 V 章で提案する許容暴露濃度との計算方法や仮定の比較に

ついては，第 V 章 5 節でまとめる． 

 
表 II.7 TiO2 ナノ材料の職業暴露の暴露限界等 

 
エンド

ポイン

ト 
主に根拠とした結果の対象 TiO2 

暴露限界等
[mg/m3] 備考 出典 

NIOSH REL-TWA 肺腫瘍 Evonik Degussa 社製 P25 0.1 a 吸入性粉じん NIOSH (2005)
DuPont 社 AEL 肺炎症 自社 TiO2 (ルチル) 2 製品 2 吸入性粉じん Du Pont (2008)
DuPont 社 AEL 肺炎症 Evonik Degussa 社製 P25 1 吸入性粉じん Du Pont (2008)

欧州 ENRHES DNEL 肺炎症 Evonik Degussa 社製 P25 0.017  EC (2010) 
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health 米国国立労働安全衛生研究所 
ENRHES: Engineered Nanoparticles: Review of Health and Environmental Safety プロジェクト 
REL: Recommended Exposure limit 勧告暴露限界 
AEL: Acceptable Exposure Limit 許容暴露限界 
DNEL: Derived No Effect Level 導出無影響量 
TWA: Time Weighted Average 1 日 10 時間までおよび週 40 時間の労働時間に対する時間荷重平均濃度． 
a：NIOSH (2005)の草案は，2011 年 4 月に確定版が出され，REL は 0.3 mg/m3とされた (NIOSH 2011)． 

 

 TiO2 ナノ材料は化粧品として，広く利用されているが，皮膚を介した体内への取り込みについ

ては，多くの研究がある．ヒトに関するデータからは，少なくとも正常な皮膚では，角質層の最

外層までしか TiO2は入らないと考えられている (IARC 2010)．既存の報告を総合すると，TiO2は

皮膚の深部までは浸透せず，生体への有害性はほとんどない可能性が高いと考えられている (石

橋 2007)．NEDO プロジェクト (P06041) の鳥取大学の成果報告 (Adachi et al. 2010 および付録 C) 

でも，ラットの試験で，表皮，毛包の生細胞領域への侵入は見られないという結果が得られてい

る． 
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暴露評価 
 

 

 

 

 TiO2 ナノ材料 (一次粒子径が 100 nm 以下の TiO2 粒子とその凝集体) に関わるリスクを評価

するには，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． 

 TiO2 ナノ材料への暴露を考えた場合，TiO2 ナノ材料を粉体として直接取り扱う作業における

暴露 (たとえば，TiO2 ナノ材料の製造・使用現場などの作業環境) と，TiO2 ナノ材料が含まれ

た製品 (たとえば，化粧品や塗料) のライフサイクル (製造・使用・消費・廃棄・リサイクル

など) における暴露に大別されるが，本評価書では，より高暴露の状況が想定されることと，

ある程度の利用可能な情報があることから，TiO2 ナノ材料を粉体として直接取り扱う作業者の

暴露を対象とする． 

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 つに大きく分けられるが，ここでは，TiO2 ナノ材料を取り扱う作業者の も主要な暴露経

路と考えられる吸入暴露を対象とする． 

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，超微粒子であるナノ材料は，一次粒子サイズ，結晶構造，形状，

凝集状態 (凝集サイズ)，表面状態 (表面処理) などが様々であり，単一の指標ではその多様な

性質の違いを表すことができない．また，そ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よりむしろ技術的な適用性

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球形近似の

粒子径に基づく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．現状において，ナノ

材料への暴露量を考える場合には，実際に測定可能な複数の情報を組み合わせていく必要があ

るといえる．付録 E に主なリアルタイムエアロゾル計測器についての概要を示す．付録 E には，

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，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
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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． 

TiO2 粒子の排出・暴露に関する研究としては，実際の TiO2 製造・使用現場で環境濃度や個人

暴露濃度を測定した研究 (現場調査) と，実験室で模擬的に TiO2 粒子を排出させた研究 (模擬

排出試験) がある．本章では，1 節および 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 TiO2 粒子の気中濃度，

サイズ，形状，凝集状態などの情報を整理する．そして，3 節では，TiO2 ナノ材料を取り扱う

作業者の TiO2 暴露濃度を整理する．また，4 節では，現場における暴露管理と計測について述

べる． 

 

1. 現場調査 

 

表 III.1 および表 III.2 にそれぞれ TiO2 ナノ材料および顔料級 TiO2 の現場の環境濃度や暴露濃

度の報告例をまとめる．以下，現場調査に関する既存研究を 1.1 節に，NEDO プロジェクト 

(P06041) の研究を 1.2 節にまとめ，考察およびまとめを 1.3 節に示す． 

 

1.1 既存研究 

TiO2 ナノ材料を対象とした現場調査の既存研究として，Wake et al. (2001, 2002)，Ichihara et al. 

(2008, 2009)，Berges et al. (2007)，Methner et al. (2010b) の報告がある． 

Wake et al. (2001, 2002) は，化粧品や日焼け止めを製造するために TiO2 ナノ材料を取り扱う

英国の小さなプラント (TiO2 ナノ材料は主に日本から購入) で現場調査を行っている．TiO2 ナ

ノ材料を乳化剤の中へ投入する際や容器間で移し変えをする際，その他施設内および屋外の気

中粒子個数濃度が，凝縮粒子計数器 (condensation particle counter: CPC) により測定された (粒

径範囲およそ 20 nm～1 µm の総数)．粒子個数濃度は，袋詰め時が 4,150～16,615 個/cm3，Dust prep

時 (Dust prep の詳細は不明) が 4,998～21,167 個/cm3 であった (施設内の結果について，原著内

記載はこの 2 つのみ)．ただし，同時に測定された屋外の濃度は，それぞれ 9,718～58,355 個/cm3，

7,268～48,523 個/cm3 であり，屋外の方が濃度は高かった．この理由として，屋外は道路に近く，

一方，屋内は循環型局所排気装置があったためと著者らは述べている．CPC では，TiO2 粒子と

屋外から流入するバックグラウンドの気中粒子を区別することはできないため，作業時の屋内

の粒子個数濃度は，TiO2 粒子以外のバックグラウンド粒子を含むものであると考えられる． 

Ichihara et al. (2008, 2009) は，中国上海にある TiO2 ナノ材料を使用する工場において，現場

調査を行っている．この工場は，中国の中でも特にワーストケース的な工場であり，中国の標

準的な工場ではないとされている (測定後に新工場になり改善)．TiO2 は主に台湾から輸入され，

この工場では，開封，混合装置への投入，混合，粉砕装置への投入 (スコップで)，粉砕，袋詰

めが局所排気装置などの暴露対策がない状態で行われていた．粒子は，大体がアナターゼ型で

あり，一次粒子の大きさは 100 nm 未満であった．CPC (粒径範囲およそ数十 nm～1 µm の総数)
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による気中粒子個数濃度の計測値は，袋詰めエリアと，オフィス内で大きく変わらなかった．

しかし，インパクター (エアロゾルを捕集する装置での個人暴露サンプリング) による空気力

学径 1 µm より大きな粒子の重量濃度は，袋詰めエリアの方がオフィスより約 500 倍高かった．

インパクターによる粒径別の重量濃度の粒径分布は，0.25～10 µm の範囲で右上がりであり，

粒子サイズが大きくなるほど，重量濃度は高くなった．袋詰めエリアの PM10 (空気力学径 10 µm

以下の粒子) は約 100 mg/m3，PM2.5 (空気力学径 2.5 µm 以下の粒子) は約 18 mg/m3 であった (図

より読み取り)． 

Berges et al. (2007) は，TiO2 ナノ材料の製造施設において，現場調査を行っている．容器詰

めエリアにおいて，走査型移動度粒径測定器 (scanning mobility particle sizer: SMPS) により測定

された気中粒子個数濃度 (粒径範囲 14～673 nm，電気移動度径) は 15,000～156,000 個/cm3 であ

り，粒径分布の 頻値は 20～30 nm であった． 高濃度は，漏れのためで (外気の漏れなのか，

装置の漏れなのか，詳細は不明)，漏れをふさいだ後は，濃度が 29,000 個/cm3 まで減少した (粒

径の 頻値は 20 nm)．屋外の濃度は，およそ 13,000 個/cm3 であった (ただし，施設内と同時間

に測定されたものではない)．容器詰めエリアでの作業環境サンプリングでは，吸引性粉じん 

(定義は図 III.1 参照) 濃度が 0.232 mg/m3，吸入性粉じん (定義は図 III.1 参照) 濃度が 0.10 mg/m3

であった．同エリアにおける個人暴露サンプリングでは，吸入性粉じん濃度が 0.141 mg/m3 で

あった．透過型電子顕微鏡 (transmission electron microscope: TEM) 観察により，フィルター表

面の粒子のほとんどはアグロメレートまたはアグリゲートとして凝集していることが確認され

た．一次粒子径は 25～100 nm であり，これらの粒子の主要元素はチタンであった． 

Methner et al. (2010b) は，一次粒子径が 40 nm の TiO2 ナノ材料を取り扱う工場において，ス

ラリー形成およびオーブン内噴霧乾燥時のエアロゾル排出を調査している．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，光散乱径が 0.3～

>10 µm の粒子の粒径別個数) により，疑われる排出源に可能な限り近い位置のエアロゾル個数

濃度が計測された (作業者が直接暴露する濃度ではない)．CPC および OPC の濃度増加が見ら

れた工程は，ブース内における手作業でのトレイへの移し変え，局所排気ありでの混合タンク

への投入 (CPC のみ)，噴霧乾燥ドラムの交換，HEPA フィルターなしの業務用掃除機 (Shop 

vacuum) の使用であった．CPCの濃度増加が 3,500～144,800個/cm3，OPC (光散乱径が 0.3～1 µm) 

の濃度増加が 178～898 個/cm3 であった． 

Witschger et al. (2010) は，2 種の TiO2 ナノ材料 (Nano (A), Nano (B)) の大袋 (600 kg の TiO2

が入る) への袋詰め工程における暴露濃度を調査している．Nano (A) および Nano (B) は，ア

ナターゼ型であり，一次粒子の大きさは，それぞれ 15–25 nm および 5–10 nm であった．発生

源 (ホッパーと袋の連結口) から 1 m 以内の場所で計測された吸入性粉じん濃度は，Nano (A)

が 0.084～0.284 mg/m3，Nano (B) が 0.401～0.763 mg/m3 であった．走査型電子顕微鏡 (scanning 

electron microscope: SEM) で見られた も小さなTiO2ナノ材料の凝集体は，約 100 nmであった． 



第 III 章 暴露評価 
小倉 勇 

III-4 

表 III.1 TiO2 ナノ材料の製造現場などにおける環境濃度や暴露濃度 

出典 材料，物性 施設 工程 個数濃度 [個/cm3] 重量濃度 [mg/m3] 備考 

Wake et al. 
(2001, 2002) 一次粒子径：20–100 nm 

二次製品の

製造施設

屋外 CPC 20–1000 nm: 9,800–58,000 – 
電子顕微鏡観察

なし 
袋詰め CPC 20–1000 nm: 4,200–17,000 – 
屋外 CPC 20–1000 nm: 7,300–49,000 – 

Dust prep CPC 20–1000 nm: 5,000–21,000 – 

Ichihara et al. 
(2008, 2009) 

一次粒子径：100 nm 未満， 

アナターゼ 
製造施設

バックグラウンド CPC 10–1000 nm: 30,000–>100,000 a PM2.5: 0.1 a 中国の中でも特

にワーストケー

ス的な工場 
開封，混合装置への投入，混合，粉

砕装置への投入，粉砕，袋詰め 
CPC 10–1000 nm: 20,000–70,000 a PM2.5: 18 a 

Berges et al. 
(2007) 一次粒子径：25–100 nm 製造施設

屋外 SMPS 14–673 nm: 13,000 – TEM で見られ

た，フィルター

表面の粒子のほ

とんどは凝集 
容器詰め SMPS 14–673 nm: 15,000–156,000 吸引性粉じん b: 0.23 

吸入性粉じん b: 0.10–0.14

Methner et al. 
(2010b) 一次粒子径：40 nm 製造施設

バックグラウンド 
CPC 10–1000 nm: 33,500 

OPC 300–500 nm: 9.7 
OPC 500–1,000 nm: 3.3 

– 

電子顕微鏡観察

なし 

ブース内における手作業でのトレ

イへの移し変え 

CPC 10–1000 nm: 49,000 
OPC 300–500 nm: 120 
OPC 500–1,000 nm: 72 

– 

混合タンクへの投入 
(局所排気あり) 

CPC 10–1000 nm: 37,000 
OPC 300–500 nm: 濃度増加見られず 

OPC 500–1,000 nm: 濃度増加見られず

– 

噴霧乾燥ドラムの交換 
CPC 10–1000 nm: 180,000 

OPC 300–500 nm: 230 
OPC 500–1,000 nm: 150 

– 

業務用掃除機 
(HEPA フィルターなし) 

CPC 10–1000 nm: 110,000 
OPC 300–500 nm: 510 

OPC 500–1,000 nm: 400 
– 

業務用掃除機 
(HEPA フィルターあり) 

CPC 10–1000 nm: 濃度増加見られず 
OPC 300–500 nm: 濃度増加見られず 

OPC 500–1,000 nm: 濃度増加見られず

 

Witschger et al. 
(2010) 

Nano (A), 一次粒子径：

15–25 nm，アナターゼ，

BET 比表面積：87 m2/g 
製造施設 袋詰め (600 kg 大袋)  吸入性粉じん b: 

0.084–0.28 SEM で見られた

も小さな TiO2

の凝集体は，約
100 nm 

Nano (B),一次粒子径：

5–10 nm，アナターゼ，

BET 比表面積：350 m2/g 
製造施設 袋詰め (600 kg 大袋)  吸入性粉じん b: 0.40–0.76

a：図より読み取り．b：吸入性粉じん，吸引性粉じんの定義については，図 III.1 参照． 
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表 III.2 顔料級 TiO2 の製造現場などにおける環境濃度や暴露濃度 

出典 材料，物性 施設 工程 
重量濃度 [mg/m3] 

吸入性粉じん a 
or PM2.5 

吸引性粉じん a or 総粉塵 

Witschger et al. (2010) 一次粒子径：～200 nm，アナターゼ，

BET 比表面積：9 m2/g 製造施設 袋詰め (25 kg 紙袋) 0.046–0.117  

Tsai et al. (2010) Fine 製造施設 袋詰め 0.325±0.119 b  

Fryzek et al. (2003) 顔料級 製造施設 

袋詰め，粉砕，再利用  6.2±9.4 b 
メンテナンス  1.1±1.1 b 
鉱石取り扱い  2.5±6.9 b 

dry and wet treatment  2.0±7.6 b 
その他  0.6±0.9 a 

Boffetta et al. (2003) 顔料級 製造施設 

硫酸法：black end 0  
硫酸法：white end 0.31–1.5–4.2 c  
塩素法：black end 0–1.1–3.1 c  

表面処理，乾燥，包装，混合 3.1–7.8–25 c  
メンテナンス 0.25–1.3–3.3 c  
酸プラント 0  

その他 0–1.3–5.3 c  
a：吸入性粉じん，吸引性粉じんの定義については，図 III.1 参照 
b：算術平均値±標準偏差． 
c：25–50–75 パーセンタイル値．年間積算暴露量推定値．元データが吸引性粉じん濃度の場合は，係数 0.3 として吸入性粉じん濃度に換算(Boffetta et al. 2003)． 
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TiO2ナノ材料を対象としたものではないが，顔料級 TiO2の製造現場を対象とした研究報告がい

くつかある．第 II章 2 節で述べたとおり，顔料級 TiO2の主要な製造法は硫酸法と塩素法であるが，

TiO2 ナノ材料も硫酸法や塩素法により製造され，顔料級 TiO2 と TiO2 ナノ材料で，多くの工程は

共通している． 

Witschger et al. (2010) は，上記の 2 種の TiO2ナノ材料の袋詰め工程に加え，顔料級 TiO2の袋詰

め工程 (25 kg の TiO2 が入る紙袋) においても，調査を行っている．吸入性粉じん濃度は，0.046

～0.117 mg/m3であった． 

Tsai et al. (2010) は，TiO2微粒子 (Fine) の袋詰め工程において，調査を行っている．局所排気

装置と，全体換気がある状況で，袋詰めは行われた．吸入性粉じん濃度は 0.325±0.119 mg/m3，PM0.1 

(空気力学径が 100 nm 以下の粒子濃度) は 0.0114±0.00382 mg/m3 であった． 

Fryzek et al. (2003) は，米国の 4 つの顔料級 TiO2製造工場における作業者の疫学研究の中で，

1976～2000 年の長期個人暴露サンプル (914 サンプル) を基に，作業者の TiO2粒子への暴露濃度 

(総粉じん) を推定している．作業カテゴリーごとの暴露濃度 (算術平均値) は，粉砕 (袋詰め前の

終工程)・袋詰め・再利用 (床にこぼれた材料をすくって容器に回収) が 6.2 mg/m3，メンテナン

スが 2.5 mg/m3，鉱石取り扱いが 1.1 mg/m3，乾式湿式処理 (dry and wet treatment) が 2.0 mg/m3，そ

の他が 0.6 mg/m3 であった．濃度は年々減少傾向にあり，1976–80 年が 13.7 mg/m3 であったのが，

1996–2000 年が 3.1 mg/m3 であった． 

Boffetta et al. (2003) は，欧州 (フィンランド，フランス，ドイツ，イタリア，ノルウェー，イ

ギリス) の顔料級 TiO2を製造する 11 工場の作業者に対する疫学研究の中で，作業者の TiO2粒子

への暴露濃度を評価している．暴露濃度は，吸入性粉じん濃度としてまとめられており，元デー

タが総粉じんや吸引性粉じん濃度である場合は，総粉じんから吸引性粉じんの換算係数として 1.2，

吸引性粉じんから吸入性粉じんの換算係数として 0.3 を使って換算している．1950～1970 年ごろ

から 2000 年ごろまでのデータによれば，新しい包装システムや局所排気システムの導入，自動化

などにより，TiO2 暴露濃度は減少傾向にあったと考えられた．作業カテゴリーごとの推定年間吸

入性粉じん濃度 (中央値) は，硫酸法 black end (沈殿より前の工程) が 0 mg/m3，硫酸法 white end 

(沈殿以降の工程) が 1.47 mg/m3，塩素法 black end が 1.10 mg/m3，表面処理・乾燥・包装・混合が

7.75 mg/m3，メンテナンスが 1.26 mg/m3，酸プラントが 0 mg/m3，その他が 1.31 mg/m3であった．

著者らは，特に暴露濃度が高い作業として，再利用/混合，清掃 (sweeper&cleaner)，包装，乾燥，

貯蔵，メンテナンスを挙げている． 
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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 

出典：ISO (1995)：ISO7708. 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． 

 

1.2 NEDO プロジェクトの研究 

 NEDO プロジェクト (P06041) の研究として，国内のある TiO2ナノ材料製造施設において現場

調査を行った．この調査は，労働安全衛生総合研究所 (安衛研) と連携して同時に調査が行われた

が，安衛研のデータに関しては，未発表であるので，ここでは，NEDO プロジェクトの結果につ

いてのみ示す．調査時に製造されていた TiO2ナノ材料は 2 種で，どちらも一次粒子径が 15 nm の

ルチル型で，化粧品などに使われるものであり，一方は親油性表面処理が施されたもの (材料A1，

代表的な品種)，もう一方は表面処理なし (材料 A2) であった．製造法は硫酸法であり，材料 A1

については，含水酸化チタンの表面処理から袋詰めまでの工程 (表面処理，濾過洗浄，乾燥，粉

砕，袋詰め)，材料 A2 については，袋詰め工程の環境調査を行った．表面処理，濾過洗浄，乾燥，

粉砕は 24 時間運転 (基本的に自動)，袋詰めは 1 回約 1～2 時間で 10 kg 入り 100 袋程度の袋詰め

が，手作業で 1 日約 2 回行われた． 

作業場近傍 (およそ 50 cm～1 m) と屋外の気中粒子個数濃度をCPC (粒径範囲およそ 10 nm～>1 

µm の総数) と OPC (粒径範囲 300～500 nm, 500 nm～1 µm, 1～3 µm, 3～5µm, 5～10 µm, >10 µm の

6 区分の個数，光散乱径) で測定した．また，カスケードインパクターによる粒径別重量濃度の測

定およびサイクロン式吸入性粉じんサンプラーによる吸入性粉じん (定義は図 III.1 参照) 重量濃

度の測定も行った．結果の概要を表 III.3 に示す． 
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表 III.3 TiO2 ナノ材料製造施設の現場調査 

 工程 

個数濃度 a  

CPC 
約 10～1,000 

nm 
[個/cm3] 

個数濃度 a 

OPC 
光散乱径 300
～1,000 nm 

[個/cm3] 

個数濃度 a

OPC 
光散乱径 1,000
～10,000 nm 

[個/cm3] 

重量濃度 a 
吸入性粉じん

濃度(サイクロ

ン) 
[mg/m3] 

重量濃度 a 
PM2.5 (インパ

クター) 
[mg/m3] 

材料
A1 

表面処理，濾過洗浄 – – – 0.067 (0.051) – 

乾燥 20,000 (21,000), 170 b (210 b) 6.8 (1.8) 0.033–0.039 
(0.051) 0.079 (0.029)

袋詰め(10 kg/袋，約

50～100 袋/h) 

17,000 (36,000),
17,000 (85,000),
13,000 (35,000),

– 

180 b (220 b),
190 b (95 b), 
290 b (140 b),
320 b (230 b) 

55 (1.7),
39 (2.0), 

100 b (6.5), 
79 (3.9) 

0.98–1.5 
(0.15–0.27) 

0.78–1.7 
(0.029–0.10)

材料
A2 

袋詰め(10 kg/袋，約

50～100 袋/h) 
26,000 (33,000) 220 b (190 b) 13 (1.5) 0.12 (0.051) 0.12 (0.029) 

a：括弧内の数値は対応する対照エリアの濃度．太字の数値は，TiO2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． 
 

CPC による約 10～1,000 nm の大きさの粒子の個数濃度は，施設内および屋外で 10,000 個/cm3

を越えており，製造施設内よりむしろ屋外で高く，作業と関連した明確な濃度上昇は見られなか

った．一方，OPC による光散乱径 300 nm 以上の大きさの粒子の濃度およびインパクターや吸入

性粉じんサンプラーによる重量濃度は，作業に関連した濃度上昇が認められ，袋詰めで濃度は高

く，表面処理，濾過洗浄，乾燥工程付近の濃度は相対的に低かった (表 III.3)．OPC による袋詰め

エリアのエアロゾルの粒径分布について，屋外との比較を，2 種の TiO2 について，それぞれ図 III. 

2 および図 III.3 に示す． 

カスケードインパクターにより得られた粒径 (空気力学径) 別の重量濃度を図 III.4 に示す．屋

外に比べて，施設内で濃度は高く，特に空気力学径 2.5 µm 以上の大きな粒子の割合が高かった．

注意として，インパクターでは，粒子の捕集面における粒子の跳ね返りや，一度捕集された粒子

の吹き飛ばしにより，大きな粒子が本来落ちる段より下の段に移行してしまうことがしばしば起

こりうる．また，凝集粒子の場合，ノズルの部分での加速や捕集面への衝突の際に，凝集粒子が

ばらばらになって小さい粒子が発生してしまう可能性がある (山本ら 1977; 山本&菅沼 1983; 

Froeschke et al. 2003; Seipenbusch et al. 2007)．このように，インパクター下段の値は若干過大とな

っている可能性がある． 

図 III.5 に，袋詰めエリアで捕集した粒子の電子顕微鏡観察を示す．数百 nm から数 µm に凝集

した粒子が多数観察された．TiO2ナノ材料の一次粒子単体または 100 nm 以下の凝集粒子について

は，大きな凝集粒子がフィルターに捕集された際の衝撃により分散したものである可能性がある

こと，また，電子顕微鏡の分解能の限界により他の粒子との区別が難しいことから，気中で TiO2

ナノ材料が一次粒子単体または 100 nm 以下の凝集粒子として存在しているかどうかについては，

電子顕微鏡観察の結果からはよく分からなかった． 
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袋詰めは，粉体が貯められているホッパーからの粉の取り出し口に局所排気装置があり，また，

袋に入れる粉体の量を微調整するはかりの近くには，スポット式の局所排気装置があった．ただ

し，局所排気装置の有効範囲は限られ，局所排気装置のないところでも作業がなされていた．材

料 A1 の袋詰め時は，材料 A2 の袋詰め時より高濃度であったが，材料 A1 の袋詰めエリアは，小

部屋のようになっており，発生した粒子は滞留していた．一方，材料 A2 の袋詰めエリアは，比

較的開放的な空間であったため，発生した粒子がこもるような状態ではなかった．また，粒子の

性質として，材料 A2 の方が，材料 A1 より巻き上がりにくいようであった (2.2 節の模擬排出試

験参照)．材料 A1 の袋詰めエリアについては，この調査の後に，改善対策がなされた．なお，作

業者は，保護衣，保護マスク，ゴーグル，手袋を身につけた状態で作業が行われていた．  
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図 III.2 材料 A1 の袋詰め時の個数濃度基準の粒径分布 

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 F 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 材料 A2 の袋詰め時の個数濃度基準の粒径分布 

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 F 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.4 TiO2 ナノ材料製造施設の現場調査：粒径別重量濃度 

袋詰め (材料 A1) は袋詰めエリア内 2 箇所の計 3 つの計測値の平均値 
粒子径は空気力学径である． 
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袋詰め 1 (材料 A1) 

 

 
袋詰め 2 (材料 A2) 

 
図 III.5 TiO2 ナノ材料製造施設の現場調査：排出粒子の電子顕微鏡写真 

一次粒子径 (カタログ値) は，材料 A1，A2 共に 15 nm であり，米粒型をしている． 
数百 nm から数 µm に凝集した粒子が多数観察された． 

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． 

 

1.3 考察およびまとめ 

現場調査で問題となるのが，対象粒子とその他の粒子の識別である．一般に，気中粒子の計測

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 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，それ以下の粒子排出は検出が難しい．また，近くに熱プ

ロセスや燃焼プロセスなどがあると，そこから発生するナノ粒子 (揮発ガス成分の凝縮粒子など) 

の影響を受けてしまう． 

Wake et al. (2001, 2002)，Ichihara et al. (2008, 2009)，および NEDO プロジェクトの調査では，ナ

ノサイズの気中粒子個数濃度の測定に CPC (球相当径約 10 nm～1 μm の総個数) が使われたが，作

業場の粒子数は，屋外やオフィスなどの対照エリアと変わらないかむしろ低く，バックグラウン

ドを超えるほどの粒子排出は見られなかった． 
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一方，Methner et al. (2010b) の調査では，CPC による粒子個数濃度の計測で，ブース内におけ

る手作業でのトレイへの移し変え，局所排気ありでの混合タンクへの投入，噴霧乾燥ドラムの交

換，HEPA フィルターなしの業務用掃除機 (Shop vacuum) の使用時に，バックグラウンドを超え

る濃度上昇 (3,500～144,800 個/cm3) が見られた．また，Berges et al. (2007) は，SMPS により 14

～673 nm の範囲の粒子個数濃度を測定しているが，容器詰めエリアにおいて，漏れがあったとき

の濃度は 大 156,000 個/cm3 で屋外の濃度 (およそ 13,000 個/cm3) よりも高く，特に 20～30 nm の

粒子の濃度が高かった．ただし，これらの濃度増加がTiO2粒子によるものかどうかは明確でない．

Berges et al. (2007) は，電子顕微鏡観察により，TiO2粒子のほとんどは凝集していたとしている．

Methner et al. (2010b) は，電子顕微鏡観察を行っていない． 

数百 nm 以上の大きさの粒子については，バックグラウンド粒子の個数が相対的に少ないこと

とから，排出の検出が比較的容易であった．電子顕微鏡観察でも，数百 nm から数 µm に凝集した

TiO2粒子が見られている． 

エアロゾル計測器は球形粒子を元に評価されており，非球形の凝集粒子の場合，得られる濃度

やサイズは，過大または過小評価している可能性がある (エアロゾル計測器の測定値の不確実性

については，2.3 節で触れる)． 

 

以下に結果をまとめる． 

・ ナノサイズの気中粒子個数濃度は，多くの報告で，バックグラウンドレベルを超える上昇が

見られていないが，一部の報告では濃度上昇が報告されている．ただし，それらの濃度増加

が TiO2粒子によるものかどうかは明確でない．電子顕微鏡観察等で，TiO2ナノ材料の一次粒

子単体または 100 nm 以下の凝集粒子としての排出は十分な確認ができていない．  

・ 数百 nm 以上の粒子個数濃度は，作業と関連した上昇が見られ，電子顕微鏡観察でも，数百

nm から数 µm に凝集した粒子が多く見られている． 

・ 粒子重量濃度の測定においても，ほぼすべての調査で，作業場は対照エリアに比べて高く，

作業に関連した濃度上昇が見られている．吸入性粉じん濃度は，中国のワーストケース的な

工場を除けば，袋詰め工程でおよそ 0.10～1 mg/m3 であった． 

・ TiO2ナノ材料と顔料級 TiO2の製造工程は多くで共通しており，暴露が起こりやすい工程など

は，顔料級 TiO2の情報が参考になるといえる．TiO2 ナノ材料と顔料級 TiO2の両方のデータか

ら，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，特に袋詰めはその代表

的なものと考えられた．その他に，投入，容器の移し変え，粉砕，再利用，清掃，乾燥，貯

蔵，メンテナンスも暴露が起こりやすい工程として挙げられていた． 
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2. 模擬排出試験 

 

粒子の模擬的な排出試験として，ダスティネス (dustiness) 試験がある (Hamelmann & Schmidt 

2003; Lidén 2006)．ダスティネスとは，粉体の取り扱い時の気中へ飛散性を意味する．ダスティネ

スは，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．様々な

ダスティネス試験が考案されているが (Hamelmann & Schmidt 2003)，EU の標準法としては，回転

ドラム法  (rotating drum method) と連続落下法  (continuous drop method) が選ばれている 

(European Committee for Standardization 2006)．これらの方法は，どちらも粒子の落下が伴う一般的

なハンドリング (袋詰め，投入，秤量，撹拌など) を模擬したものであるといえる．ダスティネス

の結果は相対的なものであり，試験の方法や装置，環境条件，粒子計測法に依存する． 

ナノ材料を対象としたダスティネス評価も，近年になりいくつか行われてきている．ただし，

EU の標準法も含め，これまでに開発されてきたダスティネス試験の多くは，1 回の試験に用いる

粒子量が多い，重量濃度での評価が主体など，そのままでは必ずしもナノ材料の評価に適したも

のではないため，試験装置の小型化や新たな試験方法の開発，ナノ領域まで測定可能な気中粒子

個数濃度計測器の適用など，ナノ材料の評価に適した開発・改良がなされている． 

表 III.4にTiO2粒子を対象としたダスティネス評価などの模擬排出試験の結果をまとめる．以下，

模擬排出試験に関する既存研究を 2.1 節に，NEDO プロジェクト (P06041) の研究を 2.2 節にまと

め，考察およびまとめを 2.3 節に示す． 

 

2.1 既存研究 

(1) 回転ドラム法 

回転ドラム法とは，ドラムの中にある決まった量の試験粉体を入れ，ドラムを回転させながら，

ドラム内に空気を流し，出てくる気中粒子を測定するものである (図 III.6)．ドラム内には数枚(標

準法では 8 枚)の羽根がついており，ドラムを回転させることで，試験粉体はドラム内で繰り返し

持ち上げられて落下する． 

 Tsai et al. (2009) は，標準的な回転ドラム法と，さらにそれに気中粒子個数濃度計測器を組み合

わせた方法により，TiO2ナノ材料 (Degussa P25，一次粒子径：21 nm，アナターゼ：ルチル=8：2，

かさ密度 0.13 g/cm3) のダスティネスを評価している．試験粒子量は 35 cm3 (4.5 g)，ドラム径は 300 

mm，ドラム体積は 22.3 L，回転速度は 4 rpm，空気流量は 38 L/min，ドラム内羽根 8 枚であった．

試験粒子は試験前に 105℃，2 時間の乾燥がなされた．まず，標準的なダスティネス試験として，

1分間の回転により排出する吸引性粉じん，咽頭通過性粉じん, 吸入性粉じん (定義は図 III.1参照) 

の測定が 2 段のフォームステージとバックアップフィルターにより行われた．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 6713，576，15 mg/kg であった (これらを気

中濃度に換算すると 800，69，1.8 mg/m3 になる)． 



第 III 章 暴露評価 
小倉 勇 

III-14 

 

 

 

表 III.4 TiO2 粒子を対象とした模擬排出試験の結果 

出典 材料，物性 模擬排出試

験の方法 

個数濃度 [個/cm3] 
 

重量濃度 [mg/m3] 
測定 備考 <100 nm 100 nm

–1 µm 1–10 µm 総数 
吸入性粉

じん b
咽頭通過

性粉じん b
吸引性粉

じん b 
TiO2ナノ材料             

Tsai et al. (2009)
Degussa P25，一次粒子

径：21 nm，アナターゼ/
ルチル 

回転ドラム

法 
1.87 400 a 86 a 500 a  1.0–1.8 69 804 

SMPS，APS，
インパクター，

SEM 
 

Schneider & 
Jensen (2008) 

Kemira UV-TITAN M111，
一次粒子径：18.6 nm，ル

チル 

小型回転ド

ラム法 
48 a 1,600 a 810 a 2,300 a   910  FMPS，APS，

フィルター 

連続落下 60 秒およ

びその後 120 秒の

平均濃度 

Ibaseta & Biscans 
(2007, 2008) 

Millennium Inorganic 
Chemicals G5，一次粒子

径：5–12 nm，アナターゼ
落下法 1,400 a 1,000 a 2,200 a 4,600 a     ELPI，SEM 

粒子量 49.5g，落下

高さ 50cm，測定高

さ 50cm，落ちた瞬

間のピーク濃度 

Maynard (2002)
Degussa P25，一次粒子

径：20 nm，アナターゼ/
ルチル 

撹拌法 
(vortex shaker

法) 
        SMPS，APS，

TEM 

粒径分布のみで，

濃度の絶対値の報

告なし 
             
顔料級 TiO2             

Schneider & 
Jensen (2008) 

一次粒子径：130-150 nm，

アナターゼ/ルチル 
小型回転ド

ラム法 - 13 a 28 a 41 a   3.4  FMPS，APS，
フィルター 

 

Bard et al. (2008); 
Mark et al. (2007)

一次粒子径：150 nm， 

アナターゼ 
回転ドラム

法 
        SMPS，APS，

CPC  

a：図より値を読み取り． 
b：吸入性粉じん，咽頭通過性粉じん，吸引性粉じんの定義については，図 III.1 参照． 
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清浄空気 粒子計測

断面図
回転

 
図 III.6 回転ドラム法の概要 

 

次に，排出粒子の粒径分布を得る為に 30 分間の回転が行われ，SMPS (粒径範囲：15～650 nm，

電気移動度径) とエアロダイナミックパーティクルサイザー (aerodynamic particle sizer: APS，粒径

範囲：約 500 nm～20 µm，空気力学径) により粒径別個数濃度の測定が，多段インパクター 

(MOUDI MSP110，粒径範囲：56 nm～18 µm，10 段，空気力学径) により粒径別重量濃度の測定が

行われた．30 分間の平均粒径分布を図 III.7 に示す (論文の図より値を読み取り複製)．分布が途中

で区切れているが，左側が SMPS による測定値，右側が APS による測定値である．回転時間の経

過とともに，排出粒子濃度は減少する傾向にあったが，粒径分布の形は大きく変わらず，SMPS

の個数濃度の粒径中央値は356～391 nm (電気移動度径)，APSの個数濃度の粒径中央値は898～835 

nm (空気力学径) であった．SMPS による測定において，100 nm 以下の粒子の個数濃度は非常に

少なかった (1.87 個/cm3)．多段インパクターにより測定された 100 nm 以下の粒子の重量濃度は

0.0016 mg/m3 であり，正確な秤量の検出限界 (0.0049 mg/m3 相当) 以下であった． 
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図 III.7 TiO2 の模擬排出試験における排出粒子の個数濃度基準の粒径分布 
*Maynard (2002) の濃度の絶対値は arbitrary であり，実際の濃度ではない． 

N は個数濃度，Dp は粒子径．dN/dlog Dp の意味については，付録 F を参照． 
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多段インパクターにより測定された吸入性粉じんのダスティネスインデックスは 8.32 mg/kg で

あった (気中濃度に換算すると 1.0 mg/m3)．上記の標準的な方法により求めた吸入性粉じんのダス

ティネス (15 mg/kg) より値が若干低いが，回転時間の経過とともに，排出粒子濃度は減少する傾

向にあったので，妥当な結果といえる． 

捕集粒子の SEM 観察で，ふわふわ (fluffy) した TiO2粒子凝集体が観察された(論文内の写真は

ミクロンサイズの凝集体)． 

Schneider & Jensen (2008) は，標準的なものよりスケールダウンした回転ドラムと気中粒子個数

濃度計測器を組み合わせて，TiO2ナノ材料 (Kemira UV-TITAN M111，一次粒子径：18.6 nm (X 線

回折分析)，ルチル，比表面積 100 m2/g，かさ密度 0.66 g/cm3) と顔料級 TiO2 (一次粒子径：アナタ

ーゼ 149.7 nm &ルチル 135.5 nm (X 線回折分析)，アナターゼ：ルチル=98：2，比表面積 10 m2/g，

かさ密度 0.70 g/cm3) のダスティネスを評価している．試験粒子量は 6 g，ドラム径は 163 mm，ド

ラム体積は 5.93 L，回転速度は 11 rpm，空気流量は 11 L/min，ドラム内羽根 3 枚であった．はじ

めに，単回落下による効果を見るために，ドラムを 180°だけ回転して，その後 120 秒間の測定

が行われた．次に，連続落下の効果を見るために．ドラムを 60 秒間回転して，その後 120 秒まで

の間の計 180 秒間の測定が行われた．排出粒子の粒径別個数濃度の測定には，リアルタイム粒子

解析装置 (fast mobility particle sizer: FMPS，粒径範囲：6～523 nm，電気移動度径) と APS (粒径範

囲：約 500 nm～20 µm，空気力学径) が使われた．また，重量濃度の測定は，孔径 0.8 µm のメン

ブレンフィルターにより粒子を捕集することで行われた． 

TiO2ナノ材料について，FMPS による個数濃度は，単回落下が 20.6 個/cm3，連続落下が 580 個

/cm3，APS による個数濃度は，単回落下が 65 個/cm3，連続落下が 445 個/cm3 であった．一方，顔

料級 TiO2については，FMPS では排出粒子を検出できず，APS による個数濃度は，単回落下が 0.19

個/cm3，連続落下が 1.3 個/cm3 であった．単回落下，連続落下ともに，APS による個数濃度は，顔

料級 TiO2より TiO2ナノ材料の方が約 300 倍高かった．TiO2ナノ材料と顔料級 TiO2ともに，回転

時間の経過とともに，排出粒子濃度は減少する傾向があった． 

連続落下時の粒径分布を図 III.7 中に示す (論文の図より値を読み取り複製)．分布が途中で区切

れているが，左側が FMPS による測定値，右側が APS による測定値である．FMPS による測定に

おいて，100 nm 以下の粒子の個数濃度は非常に少なかった (TiO2ナノ材料では約 20 個/cm3，顔料

級 TiO2では検出できず，論文の図より値を読み取り)．なお，50 nm 未満の値は首尾一貫したもの

ではなく，50 nm 未満の粒子の排出が本当にあるかどうかは不確実であるとしている． 

フィルターに捕集した粒子の重量から求めたダスティネスインデックス (配管通過時の粒子損

失により，吸引性粉じんと咽頭通過性粉じんの中間に相当) は，TiO2ナノ材料が 8,338 mg/kg，顔

料級 TiO2が 31 mg/kg であった (これらを気中濃度に換算するとそれぞれ 910，3.4 mg/m3になる)．

上記の APS による個数濃度の結果と同様に，TiO2 ナノ材料は顔料級 TiO2 に比べて，約 300 倍濃

度が高かった． 

Bard ら (Mark et al. 2007; Bard et al. 2008) は，Tsai et al. (2009) と同様に，標準的な回転ドラム



第 III 章 暴露評価 
小倉 勇 

III-17 

法と，さらにそれに気中粒子個数濃度計測器を組み合わせた方法により，顔料サイズの TiO2粒子 

(一次粒子径：150 nm，アナターゼ) のダスティネスを評価している．試験粒子量は 35 cm3，ドラ

ム径は 300 mm，回転速度は 4 rpm，空気流量は 38 L/min，ドラム内羽根 8 枚であった．標準的な

ダスティネス試験 (1 分間の回転) による吸引性粉じん，咽頭通過性粉じん, 吸入性粉じんのそれ

ぞれのダスティネスインデックスは 610，60，20 mg/kg であった．次に，気中粒子個数濃度計測

器による測定が行われた．CPC (粒径範囲およそ 20～1000 nm の総数) の値は，回転時間の経過と

ともに，減少する傾向が見られた．SMPS と APS により測定された排出粒子の粒径分布を図 III.7

に示す (図より値を読み取り複製，実数軸の図より読み取ったので低濃度部は不確実)．分布が途

中で区切れているが，左側が SMPS による測定値，右側が APS による測定値である．1 µm 程度

に凝集した粒子が多く排出していた． 

 

(2) 落下法 

落下法とは，ある高さから試験粉体を落下させ，落下時の拡散や床面への衝突により発生する

気中粒子を測定するものである． 

Ibaseta ら (Ibaseta & Biscans 2007；Ibaseta et al. 2008) は，落下法により，TiO2 ナノ材料 

(Milleniumm Inorganic Chemicals G5，一次粒子径 5–12 nm，アナターゼ) のダスティネスを評価し

ている．試験チャンバーは，ステンレス製で 180×50×80 cm の大きさであり，落下させる粒子の

量は 5.5，49.5 g，落下高さは 50，80，120，160 cm，測定高さは 50，100，150 cm のいずれかで

あった．発生粒子の測定には，気中粒子の粒径別個数濃度を秒単位で測定可能な電子式低圧イン

パクター (electrical low pressure impactor: ELPI) が使われた (粒径範囲：およそ 30 nm～10 µm，空

気力学径)．結果を代表して，粒子量 49.5g，落下高さ 50cm，測定高さ 50cm，落ちた瞬間のピー

ク濃度を図 III.7 に示す (図より値を読み取り複製)．試験チャンバー内での TiO2 粒子の落下によ

り，ミクロンサイズの粒子と 100 nm 以下の粒子の双山の粒径分布の粒子発生が見られた．ミクロ

ンサイズの粒子の 頻値は 1.21 µm (空気力学径) であり，これらの粒子は元の凝集粒子 (アグロ

メレート) の再飛散に対応すると考えられた．一方，100 nm 以下の粒子の発生は，凝集粒子の破

損や分裂による粒子と考えられた．100 nm 以下の粒子の存在は，SEM による観察でも確認された 

(100 nm 弱の粒子)．ただし，100 nm 以下の粒子の発生濃度の再現性は非常に悪かった．落下高さ

が高いほど，そして，落下させる粒子の量が多いほど，発生する粒子濃度は高くなった．しかし，

落下高さによって，粒径分布は大きくは変わらなかった．エアロゾルは，主に試験チャンバーの

床への衝突により発生していると考えられた．同時に評価がなされたフュームドシリカに比べて，

TiO2は密に詰まった凝集体構造を持っており，粒子発生しにくく，凝集体が壊れにくかった． 

 

(3) その他の方法 

Maynard (2002) は，TiO2ナノ材料 (Degussa P25，一次粒子径：約 20 nm，アナターゼ：ルチル

=8：2) を対象に，2 コンパートメントの流動床粒子発生法 (彼らの別の論文 (Maynard et al. 2004) 
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から，ビーズと粉体を遠沈管に入れて撹拌する方法と思われる (vortex shaker 法，図 III.8)) により

発生する粒子の測定を行っている．SMPS と APS により粒径別個数濃度が測定された．また，静

電捕集器で粒子を捕集し，TEM 観察により粒径別の粒子個数がカウントされた．結果を図 III.7

に示す (論文の図より値を読み取り複製，報告濃度は Arbitrary で実際の濃度ではない，粒子径は

投影面積等価径)．SMPS と APS による粒径分布および TEM 観察による粒径分布は共に， 頻値

が 300～400 nm であった．SMPS による測定において，100 nm 以下の粒子の個数濃度は非常に少

なかったが，TEM 観察では，SMPS による測定よりも相対的に多くの 100 nm 以下の粒子が観察

された．この理由として，静電捕集器では，捕集時に大きな凝集体が壊れて小さな粒子ができる

ことや，空気のせん断力で大きな粒子が取り除かれる (そして粒子の一部が捕集面に残る) こと，

強い電場における荷電の効果により大きな粒子が取り除かれることなどが可能性として考えられ

ている．TEM 観察による粒径分布は，静電捕集の条件によっても変わり，流量とチャージ電流を

下げることで，TEM 観察による粒径分布と SMPS&APS による粒径分布は近くなった． 

 

HEPA
フィルター

空気
測定

 

図 III.8 撹拌法 (Vortex shaker 法) の概要 

 

2.2 NEDO プロジェクトの研究 

NEDO プロジェクト (P06041) では，Maynard et al. (2004) の用いた模擬的な排出試験 (撹拌法)

とほぼ同様な方法 (図 III.8，ただし，ビーズは入れなかった) により，様々な TiO2ナノ材料につ

いて，模擬排出試験を行い，材料による排出特性を評価した．撹拌法は，回転ドラム法や落下法

に比べて簡易で汎用品で構成でき，1 回の試験に用いる粒子量がわずかで，連続的に粒子発生が

できるという利点がある．その一方で，現実のプロセスの状況を直接的に表すものではない．た

だし，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内壁

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．

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． 

外径 25 mm，長さ 20 cm の試験管に，約 1 cm3の TiO2ナノ材料を入れた．空気流量は 5 L/min

とした．対象とした TiO2ナノ材料について，物性値等を表 III.5 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，カスケードインパクターにより粒径別重量

濃度を，吸入性粉じんサンプラー (粗大粒子をカット (4 µm の粒子を 50%カット) するサイクロ

ンとテフロン繊維フィルター) 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
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ター捕集または静電捕集して，SEM や TEM による形態観察を行った． 

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.9 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が，100 nm 以下の粒子の個数濃度は相対的に少

なく，気中に巻き上がる TiO2ナノ材料の多くは数百 nm から数 µm に凝集した状態であった． 

重量濃度基準の粒径分布の結果を図 III.10 に示す．右上がりの分布であり，総重量に対する寄

与は，1000 nm 以上の粒子が支配的であると考えられた． 

 

表 III.5 NEDO プロジェクトによる模擬排出試験の対象 TiO2 ナノ材料 a 

材料 製造法 結晶形 主な用途 表面性状 
(表面処理) 

粒子の

形状 
一次粒子

径[nm] 
比表面積

[m2/g] 
かさ密度
[g/cm3]

A1b 硫酸法 ルチル 化粧品 
(サンスクリーン)

疎水性(水酸化アル

ミニウム，ステアリ

ン酸) 

米粒状

(紡錘状)
15 60 0.23 c 

A2b 硫酸法 ルチル 

電子写真材料，塗料，

インキ，プラスチッ

ク，セラミックス，

ゴム，繊維 

親水性 米粒状

(紡錘状)
15 110 0.26 c 

B1 湿式法 アナターゼ 光触媒 親水性 球状 7 300 0.25 c 
B2 湿式法 アナターゼ 光触媒 親水性 球状 20 50 0.34 c 

C1 塩素法 
(気相法) 

アナターゼ/
ルチル(9:1) 

光触媒，触媒担体，

シリコーンゴムの熱

安定剤 
親水性 枝分か

れ状 
14 90 0.067 c, 

0.12 

C2 塩素法 
(気相法) 

アナターゼ/
ルチル(8:2) 

光触媒，触媒担体，

シリコーンゴムの熱

安定剤 
親水性 枝分か

れ状 
21 50 0.082 c, 

0.13 

D1 硫酸法 ルチル 化粧品 
(サンスクリーン)

疎水性(シリカ，ア

ルミナ，有機ポリシ

ロキサン) 

米粒状

(紡錘状)
20×100 70 0.16 c, 

0.12 

a：特に説明がない値はカタログ値． 
b：1.2 節の現場調査と同じもの． 
c：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． 
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図 III.9 TiO2 ナノ材料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 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 F 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.10 TiO2 ナノ材料の模擬排出時の重量濃度基準の粒径分布 (NEDO プロジェクト) 

30 分間 (材料 A1 のみ 90 分間) の撹拌の 1 回の試験の値．粒子径は空気力学径である．  
M は重量濃度，Dp は粒子サイズ．縦軸単位の dM/dlog Dp の意味については付録 F を参照． 
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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.6 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，TiO2ナノ材料の種類によりおよそ 1 桁程度異なって

いた．相対的に濃度が高かったのは，材料 C2 であり，特に 1 µm 以下の粒子の個数が多かった．

材料C2は塩素法 (気相法) で作られたものであり，かさ密度が小さいという特徴を持つ．しかし，

同様に気相法で作られ，かさ密度が小さい材料 C1 は，相対的に濃度は低く，排出特性の違いの要

因は明確ではなかった．材料 A1 と材料 A2 は，表面処理以外はほぼ同等のものであるが，材料

A1 の方が濃度は高かった．材料 A1 および材料 A2 は，湿式の硫酸法で製造されたものであるが，

材料 A2 のように表面処理なしや親水性表面処理の TiO2ナノ材料は，製造工程の脱水・乾燥工程

で吸着水分が除去される際に TiO2粒子同士が固く凝集しやすく，一方，材料 A1 のように疎水性

表面処理がなされたものはそのような影響を受けにくいため，凝集の強さが比較的弱く，相対的

に気中排出しやすいのではないかと推測される．その他，各 TiO2ナノ材料の一次粒子径，比表面

積，かさ密度，結晶形 (表 III.5 参照) と，排出濃度の間に，明確な傾向は見出せなかった． 

模擬排出試験では，それぞれ約 1 cm3 の TiO2ナノ材料を使って試験をしているので，表 III.6 の

値は，TiO2ナノ材料の単位体積当たりの排出濃度の比較結果であると言える．表 III.7 に，試験で

使用した TiO2ナノ材料の重量で基準化した場合の排出濃度 (TiO2ナノ材料の単位重量当たりの排

出濃度の比較) を示す．表 III.6 で も濃度が高かった材料 C2 は，かさ密度が小さいので，重量

で基準化した場合，さらに他の TiO2ナノ材料との差が大きくなった． 

現実のプロセスでは，TiO2 ナノ材料の取扱量 (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，TiO2 ナノ材料の

重量より体積に依存すると考えられることから，TiO2 ナノ材料の種類による排出しやすさの違い

としては，TiO2 ナノ材料の体積当たりの排出濃度の比較である表 III.6 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思われる． 
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表 III.6 TiO2 ナノ材料の体積当たりの排出濃度の比較 (NEDO プロジェクト) a 

記号 
個数濃度[個/cm3] 

吸入性粉じん 
重量濃度 [mg/m3] SMPS: 

<100 nm 
CPC: 

10 nm–>1µm
APS: 

1–10 µm 
A1 0.042 (1.9) 290 (2.3) 158 (2.4) 2.9 (2.9) 
A2 0.11 (1.5) 280 (1.2) 151 (1.2) 2.1 (1.1) 
B1 0.18 (1.9) 58 (1.6) 109 (1.4) 0.89 (1.3) 
B2 0.12 (1.2) 240 (1.3) 175 (1.1) 1.1 (1.4) 
C1 0.53 (1.2) 49 (1.6) 18 (1.9) 0.19 (2.3) 
C2 3.3 (3.8) 310 (2.1) 82 (2.4) 5.0 (2.7) 
D1 2.3 (1.2) 250 (1.3) 48 (1.4) 0.91 (1.1) 

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.7 TiO2 ナノ材料の重量当たりの排出濃度の比較 (NEDO プロジェクト) a 

記号 
基準化個数濃度[(個/cm3)/g] 基準化吸入性粉

じん重量濃度 
[(mg/m3)/g] 

SMPS: 
<100 nm 

CPC: 
10 nm–>1µm

APS: 
1–10 µm 

A1 0.18 (1.8) 1,200 (2.2) 680 (2.3) 13 (3.1) 
A2 0.41 (1.5) 1,100 (1.2) 580 (1.2) 8.0 (1.2) 
B1 0.73 (2.0) 230 (1.7) 440 (1.5) 3.6 (1.4) 
B2 0.36 (1.2) 710 (1.3) 520 (1.1) 3.2 (1.5) 
C1 7.8 (1.3) 720 (1.7) 260 (2.0) 2.8 (2.5) 
C2 39 (4.0) 3,800 (2.2) 980 (2.5) 61 (2.7) 
D1 14 (1.2) 1,500 (1.4) 290 (1.4) 5.6 (1.1) 

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． 

 

捕集粒子の TEM 観察写真 (B1 のみ) を図 III.11 に，SEM 観察写真を図 III.12 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)．一次粒子径は

7～数十 nm であるが，その粒が凝集して，数百 nm から数 µm になった凝集粒子が多く観察され

た． 

 

500 nm 2 µm1 µm

 

図 III.11 NEDO プロジェクトの模擬排出試験における排出粒子の TEM 写真 (材料 B1) 
材料 B1 の一次粒子径 (カタログ値) は，7 nm である． 

一次粒子が凝集して，主に数百 nm から数 µm の凝集体になっている． 
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図 III.12 NEDO プロジェクトの模擬排出試験における排出粒子の SEM 写真 (1/4) 

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.12 NEDO プロジェクトの模擬排出試験における排出粒子の SEM 写真 (2/4) 

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． 



第 III 章 暴露評価 
小倉 勇 

III-26 

 
図 III.12 NEDO プロジェクトの模擬排出試験における排出粒子の SEM 写真 (3/4) 

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.12 NEDO プロジェクトの模擬排出試験における排出粒子の SEM 写真 (4/4) 

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． 

 

材料 A1 と材料 A2 については，現場調査も行っているので (1.2 節)，模擬排出試験の結果と現

場調査の結果を比較してみる．現場調査では，CPC による 10 nm～>1 µm の粒子総個数は，バッ

クグラウンドレベルであり，作業に伴う濃度増加は見られなかったので，濃度増加が見られた OPC

による光散乱径 0.3 µm 以上の値について，両者の比較を図 III.13 に示す (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)．模擬排出試験の粒径分布の形は，現場の袋詰めの

粒径分布の形に対して，光散乱径 3～5 µm のあたりが若干高かったが，現場の濾過洗浄・乾燥の

粒径分布の形とは，ほぼ同じであった． 

NEDO プロジェクトでは，TiO2 以外にも，様々なナノ材料について，現場調査と模擬排出試験

を行っているが，その多くで，OPC による粒径分布の形は，現場調査と模擬排出試験で似ていた．

なお，本模擬排出試験は，排出濃度の絶対値を予測するように設計されたものではなく，その絶

対値は，撹拌強度や導入する空気流量に依存するので，それ自体に意味を持つものではないが，

本模擬排出試験の排出濃度は，同じ材料の現場プロセスにおける濃度より概して高かった． 
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図 III.13 NEDO プロジェクトの模擬排出試験と現場調査の比較 

OPC による測定値．模擬排出試験については，3 回の測定の平均値． 
「袋詰め：材料 A1」については，4 回の測定の平均値． 

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． 

 

2.3 考察およびまとめ 

 模擬排出試験の排出濃度の絶対値は，試験方法や試験装置に依存するものであり，別の試験方

法の結果を直接比較することはできない．また，得られた濃度を現実の排出濃度や暴露濃度とみ

なすのは適切でない．たとえば，希釈空気量が増えれば濃度は薄まり，また，模擬操作のはげし

さ (粉体にかかる単位時間，単位重量当たりのエネルギー) はそれぞれで異なる．ただし，同一の

試験内での材料間比較はある程度可能といえる．また，模擬排出試験の結果からは，排出粒子の

およそのサイズ分布や凝集状態に関する情報を得ることができる． 

図 III.7 に既存の報告について，各試験における排出粒子の個数濃度基準の粒径分布の結果をま

とめた．また，図 III.9 に NEDO プロジェクトの模擬排出試験における排出粒子の個数濃度基準の

粒径分布の結果をまとめた．TiO2 ナノ材料の種類やテストの方法が多様であるにもかかわらず，

多くの試験で数百 nm から数 µm の凝集粒子の排出が主であり，100 nm 以下や 10 µm 以上の排出

粒子個数は少なかった．ただし，Ibaseta ら (Ibaseta & Biscans 2007; Ibaseta et al. 2008) の結果と，

Maynard (2002) の静電捕集/TEM の結果では，100 nm 以下の粒子の相対的な排出割合が他に比べ

て高かった． 

Ibaseta らの試験は落下法であり，ドラム法に比べれば高所からの落下であるため，衝突のエネ

ルギーが大きく，凝集粒子がばらばらになり，より小さい粒子が発生しやすい可能性がある．ま

た，秒単位のピーク濃度の値であり，小さい粒子の瞬間的な排出を捉えている可能性も考えられ

る．さらに，使用した TiO2ナノ材料の種類が，たまたま分散しやすいものだった可能性もありう

る．一方，100 nm 以下の粒子は測定上の誤差である可能性もある．Ibaseta らは他の研究と異なり

ELPI という装置を使っているが，ELPI はインパクターにより粒子を捕集しているため，捕集面

における粒子の跳ね返りや，一度捕集された粒子の吹き飛ばしにより，大きな粒子が本来落ちる

段より下の段に移行してしまうことが起こりうる．また，凝集粒子の場合，インパクター内のノ
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ズルによる加速や捕集面への衝突の際に，凝集粒子がばらばらになって小さい粒子が発生してし

まう可能性がある．この場合，小さな粒子が過大評価となりうる．Ibaseta らの試験において，100 

nm 以下の粒子の濃度は，試験間のばらつきが大きく，不確実なものであった．SEM による観察

で 100 nm を若干下回る大きさの粒子の存在は確認されているが，定量的な評価はなされていない． 

Maynard (2002) の結果において，100 nm 以下の粒子の相対的な排出割合は，静電捕集/TEM と

SMPS で結果が異なっていた．これについては，前述のように，静電捕集に伴う誤差がいくつか

考えられている． 

ナノ領域からミクロンサイズまでの広い範囲の粒子個数濃度を測定するために，Ibaseta らが

ELPI 一台で測定している以外，他の報告では 2 台の測定器が使われている (SMPS と APS，FMPS

と APS など)．そして，そのほとんどの報告で，2 台の測定器による値の間に粒径分布の谷があっ

た．これは，2 台の測定器で粒径分離の原理や粒径の定義が異なることや，検出率の低下や誤差

により作られた人工的な分布である可能性がある． 

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 や FMPS で得ら

れるのは電気移動度径，APS や ELPI 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．APS や ELPI では，上述のように，ノズルによる加速 (APS および ELPI) や捕集面

への衝突 (ELPI) の際に，凝集粒子がばらばらになって小さい粒子が発生してしまう可能性があ

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．そのため，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．TiO2 は屈折率が大きいが，凝集粒子の場合は，空隙が

あるので，凝集粒子としての屈折率は定かでない．また，これらの粒子径は，すべて球形近似の

径であり，非球形の凝集粒子の場合，その幾何的な大きさを直接表しているわけではなく，その

解釈は簡単ではない．SMPS，FMPS，ELPI 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いるが，凝集粒子のような非球形粒子の場合，この理論的な粒子荷電率

が成り立たず，補正が必要な可能性がある．この誤差は，濃度と粒径の両方に影響する． 

Schneider & Jensen (2008) は，TiO2ナノ材料と顔料級 TiO2を比較し，TiO2ナノ材料の方が顔料

級 TiO2より排出濃度は高い (粒子発生しやすい) ことを示している．顔料級 TiO2は，FMPS (粒径

範囲：6～523 nm) で排出粒子が検出されず (検出限界値は書かれていないが，TiO2ナノ材料の方

が少なくとも 2 桁程度は濃度が高いと考えられる)，APS (粒径範囲：約 500 nm～20 µm) の値は，

TiO2ナノ材料の方が顔料級 TiO2より 300 倍程度高かった．一方，Tsai et al. (2009) と Bard ら (Mark 

et al. 2007; Bard et al. 2008) は，同様の試験方法により，それぞれ TiO2ナノ材料，顔料級 TiO2の

ダスティネスを評価しているので，それらの結果を比較してみると，SMPS の値 (粒径範囲：数十

～数百 nm) は TiO2ナノ材料の方が顔料級 TiO2より 2 桁程度高いが，APS のおよそ 1 µm 以上の

値は TiO2ナノ材料と顔料級 TiO2でほぼ同レベルであった．顔料級 TiO2については，一次粒子径
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が 200～300 nm 程度ということもあり，それと同程度およびそれ以下の大きさの粒子排出が少な

いことは，理にかなっているといえる．一方，ミクロンサイズの凝集状態としての粒子排出は，

TiO2ナノ材料の方が顔料級 TiO2よりも排出しやすいという結果と，あまり変わらないという結果

があり，明確な傾向はまだ分からない．  

 排出粒子の電子顕微鏡観察では，数百nmから数µmの凝集粒子が多く観察されている (Tsai et al. 

2009; Ibaseta & Biscans 2007；Ibaseta et al. 2008; Maynard 2002; NEDO プロジェクト)．定量的な存在

割合については必ずしも明確でないが，100 nm 以下の粒子の存在も観察されている (Ibaseta et al. 

2008; Maynard 2002)． 

 

 以下に結果をまとめる． 

＜排出粒子のサイズ，凝集状態＞ 

・ 多くの試験で数百 nm から数 µm の凝集粒子の排出が主であり，100 nm 以下や 10 µm 以上の

排出粒子個数は少なかった 

・ いくつかの報告では，100 nm 以下の粒子としての排出が数百 nm から数 µm の粒子としての排

出と同レベルであった．ただし，測定上の誤差など，不確実な要素はある． 

・ 電子顕微鏡観察では，数百 nm から数 µm の凝集粒子が多く見られた．また，定量的な存在割

合については必ずしも明確でないが，100 nm 以下の粒子の存在も確認された． 

 

＜顔料級 TiO2との比較＞ 

・ 非常に限られたデータからの解釈であるが，同一の試験方法による TiO2 ナノ材料と顔料級

TiO2の模擬排出試験を比較すると，数百 nm 以下の粒子としての排出は，TiO2ナノ材料の方が

多かったが，ミクロンサイズの凝集状態としての粒子排出は，TiO2 ナノ材料の方が多いとい

うケースと，あまり変わらないというケースの両方が見られた． 

 

＜計測上の問題＞ 

・ ほとんどの報告で，2 台の測定器による値の間に粒径分布の谷があった．これは，2 台の測定

器で粒径分離の原理や粒径の定義が異なることや，検出率の低下や誤差により作られた人工

的な分布である可能性がある． 

・ エアロゾル計測器は球形粒子を基に評価されており，非球形の凝集粒子の場合，得られる濃

度やサイズは，ある程度の不確実性が伴ったものである． 

 

 



第 III 章 暴露評価 
小倉 勇 

III-31 

 

3. 暴露評価 

 

本節では，TiO2 ナノ材料を取り扱う作業者の TiO2粒子吸入暴露について，暴露の起こりやすい

状況や工程，暴露濃度，TiO2 ナノ材料の種類による違い，サイズ分布について整理する．第 VI

章「リスク評価」では，ここでまとめた濃度を基にリスク評価を行う． 

 

3.1 暴露が起こりやすい状況や工程 

3.1.1 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.8 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，磨耗や研磨によりナノ材料や樹脂自体の粉末が飛散するような場合を除き，ナノ材料の

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，ナノ材料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，

ナノ材料粉体を乾燥状態で取り扱う工程であるといえる． 

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． 

 
表 III.8 ナノ材料の取扱形態，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 
取扱形態 暴露管理 作業規模 e 

暴露ポテンシャル

(低 1～5 高) 

A 樹脂等に練りこまれるなど

固定化された状態 a 
- - 1 

B 液中ナノ材料 b - - 2 
C 

乾燥ナノ材料粉体， 

固定化された樹脂等の研磨，

液中ナノ材料の飛沫飛散 

密閉化・無人化・自動化 c - 1 
D1 

局所排気装置 d 
小 2 

D2 大 3 
E1 

個人保護具のみ d 
小 3 

E2 大 4 
F1 

暴露管理なし d 
小 4 

F2 大 5 
a：磨耗や研磨によりナノ材料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，作業者がナノ材料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． 

 

3.1.2 TiO2 ナノ材料の暴露が起こりやすい工程 

 TiO2ナノ材料や顔料級 TiO2の製造現場の計測結果において (1 節参照)，暴露が起こりやすい工
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程は粉体を乾燥状態で扱う工程であり，その代表は袋詰めで，その他に，投入，容器の移し変え，

粉砕，再利用，清掃，乾燥，貯蔵，メンテナンスなども暴露が起こりやすい工程と考えられた．  

 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 G 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． 

 

3.2 現場調査の結果における暴露濃度の整理 

1 節に示した TiO2ナノ材料の現場調査の結果について，表 III.9 にまとめる．TiO2ナノ材料のリ

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

2.2 節で議論するが，第 V 章において 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 (吸入性粉じん) であるので，ここでは，吸入性粉じん濃度についてまとめた．参考として，

データがあるものについては，個数濃度についてもまとめた．これらの濃度は，作業者の直接的

な個人暴露濃度を測定したものではないが，発生源近傍または，作業エリアにおいて計測された

ものである．第 VI 章では，これらの濃度を近似的に暴露濃度とみなして，リスク評価を行う．ほ

とんどのデータが工業生産規模の工場における袋詰め工程のものである．これらの暴露濃度は，

表 III.8 の区分の F2 におよそ相当するといえる． 

Ichihara et al. (2008, 2009) のデータは，中国の中でもワーストケースといえる状況でのものであ

る．インパクターによる PM2.5の値であるが，非常に高濃度であるため，2.5 µm 以上の大きな粒

子も含んでいる可能性があり，値は吸入性粉じんとしてよりも過大である可能性がある． 

その次に濃度が高かったのは，NEDO プロジェクトの結果の材料 A1 の袋詰めであった．材料

A1 の袋詰めは，粉体が貯められているホッパーからの粉の取り出し口に局所排気装置があり，ま

た，袋に入れる粉体の量の微調整 (秤量) 時には，スポット式の局所排気装置が使われていた．し

かし，局所排気装置の有効範囲は限られていたのと，局所排気装置のないところでも作業は行わ

れており，また，袋詰めエリアは周囲が囲い込まれており，発生した粒子が作業エリア内に滞留

した状態であった． 
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表 III.9 現場調査の結果から得られた暴露濃度 

出典 材料 工程 暴露管理等

(保護具以外)

吸入性粉じ

ん濃度等 

[mg/m3] 

個数濃度 
CPC 

10–1000 nm 
[個/cm3] 

個数濃度
OPC 

>300 nm 
[個/cm3] 

Ichihara et al. 
(2008, 2009) 

一次粒子径：100 nm 未

満，アナターゼ 袋詰め なし 18 (PM2.5) a 
  

Berges et al. 
(2007) 一次粒子径：25–100 nm 容器詰め  0.14 

2,000 
–143,000 b 

(SMPS 
14–673 nm) 

 

Witschger et 
al. (2010) 

Nano (A), 一次粒子径：

15–25 nm，アナターゼ，

BET 比表面積：87 m2/g 

袋詰め 
(600 kg 大袋) 

 0.18 
  

Nano (B),一次粒子径：

5–10 nm，アナターゼ，

BET 比表面積：350 m2/g 

袋詰め 
(600 kg 大袋) 

 0.54 
  

Methner et al. 
(2010b) 一次粒子径：40 nm 

手作業でのトレイへの

移し変え ブース内  15,500 b 178 b, c 

混合タンクへの投入 局所排気  3,500 b 0 b 
噴霧乾燥ドラムの交換   144,800 b, c 363 b, c 

業務用掃除機 HEPA フィル

ターなし 
 80,700 b 898 b, c 

業務用掃除機 HEPA フィル

ターあり 
 0 b 0 b 

NEDO プロ

ジェクト
(P06041) 

材料 A1，一次粒子径：

15nm，ルチル，親油性表

面処理，BET 比表面積：
60 m2/g 

表面処理，濾過洗浄 自動工程 0.016 b   

乾燥 自動工程 0 b 0 b  7 b, c 

袋詰め 局所排気 
(限定的) 

0.95 b 0 b  98–250 b, c

材料 A2，一次粒子径：

15nm，ルチル，表面処理

なし，BET 比表面積：110 
m2/g 

袋詰め 局所排気 
(限定的) 

0.072 b 0 b  41 b, c 

a：インパクターによる PM2.5 の値 (図より読み取り)． 
b：バックグラウンドの濃度を差し引いた． 
c：計測可能上限濃度 (5%計測損失等) を超えた値． 
 

3.3 TiO2 ナノ材料の種類による比較 

 現場調査のまとめ (表 III.9) において，材料 A1 の袋詰めは，比較的高濃度の吸入性粉じん濃度

であった．ここで，模擬排出試験の結果 (表 III.6) の吸入性粉じん濃度について，材料 A1 の値を

1 としたときのその他の TiO2ナノ材料の相対値を表 III.10 に示す．材料 A1 は，様々な TiO2ナノ

材料の中でも比較的飛散しやすいものであった． 
 

表 III.10 模擬排出試験の結果の吸入性粉じん濃度の相対比較 

材料 一次粒子径 
[nm] 

比表面積
[m2/g] 

吸入性粉じん濃度 
[mg/m3] 材料 A1 との比 

材料 A1 15 60 2.9  1.0  
材料 A2 15 110 2.1  0.7  
材料 B1 7 300 0.89  0.3  
材料 B2 20 50 1.1  0.4  
材料 C1 14 90 0.19  0.07  
材料 C2 21 50 5.0  1.7  
材料 D1 20×100 70 0.91  0.3  
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3.4 粒径(凝集サイズ)別の重量濃度 

図 III.4 に示した NEDO プロジェクトによる TiO2ナノ材料製造施設における袋詰め時の粒径別

の重量濃度について，軸を別の形で表した図を，材料 A1 について図 III.14 に，材料 A2 について

図 III.15 に示す．また，それぞれの気中濃度の分布について，粒径別の肺胞沈着率 (図 III.16) を

掛け合わせた分布を，それぞれの図の下段に示す．肺胞沈着率は，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ものであり，単位

密度 (1 g/cm3) の球形粒子の肺胞への沈着率である (算出に用いたパラメータは第 V 章の表 V.2

参照)． 

肺に沈着する粒子の総重量のうちの大半は，1 µm 以上の凝集体の寄与であると考えられた． 

2.2 節の模擬排出試験の結果 (図 III.10) から分かるように，重量濃度基準の粒径分布の形は，

TiO2ナノ材料の種類によって，大きくは変わらない． 
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図 III.14 TiO2 ナノ材料製造施設における袋詰め時の重量濃度基準の粒径分布：材料 A1 

上段：インパクター (<0.25，>0.25，>0.5，>1，>2.5 µm) による気中濃度．上限を 10 µm，下限を 0.01 µm と仮

定した．4 回の測定の平均値．曲線は対数正規フィット． 
下段：気中濃度に MPPD2 モデル (ARA 2011)によるヒトの肺胞沈着率 (図 III.16) を掛け合わせたもの． 
M は重量濃度，Dp は粒子サイズ．dM/dlog Dp の意味については，付録 F を参照．  
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図 III.15 TiO2 ナノ材料製造施設における袋詰め時の重量濃度基準の粒径分布：材料 A2 

上段：インパクター (<0.25，>0.25，>0.5，>1，>2.5 µm) による気中濃度．上限を 10 µm，下限を 0.01 µm と仮

定した．曲線は対数正規フィット． 
下段：気中濃度に MPPD2 モデル (ARA 2011) によるヒトの肺胞沈着率 (図 III.16) を掛け合わせたもの． 
M は重量濃度，Dp は粒子サイズ．dM/dlog Dp の意味については，付録 F を参照．  
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図 III.16 気中粒子の粒径別のヒト肺胞沈着率 

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第 V 章の表 V. 2 参照． 

 

 

4. 現場における暴露管理と計測 

 

4.1 注意すべき工程と暴露管理 

一般的に吸入暴露の可能性が高いのは，TiO2 ナノ材料粉体を乾燥状態で取り扱う工程であると

考えられ，実際，TiO2 ナノ材料と顔料級 TiO2 の両方の製造・使用現場の計測報告 (1 節) におい

て，TiO2 粒子の排出・暴露が起こりやすい工程は，袋詰め，投入，容器の移し変え，粉砕，再利

用，清掃，乾燥，貯蔵，メンテナンスなどであった．これらの工程の際の排出・暴露には注意す
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る必要があるといえる． 

TiO2 ナノ材料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，工業ナノ材料

の排出暴露抑制にも効果的であることが報告されている (NIOSH 2009; Methner 2008; Methner et 

al. 2010b)．Methner et al. (2010b) は，TiO2ナノ材料を取り扱う製造施設において，業務用掃除機

の HEPA フィルターありとなしで，ありの場合は排出濃度が 0 と報告している． 

 

4.2 現場における計測 

作業環境におけるナノ材料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．付録 E に主なリアルタイムエアロゾル計測器についての概要を示した．ナノ材料

は通常凝集しているが，リアルタイムエアロゾル計測器で得られる粒子径は，二次粒子径 (凝集

粒子径) であり，球形近似の値である．付録 E には，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，光散乱径など) について，簡単な説明を示

した．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．ナノ材料は，一

次粒子はナノサイズであるが，凝集してミクロンサイズの大きな粒子になることから，ナノサイ

ズからミクロンサイズまでの広い範囲の計測が必要となる． 

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． 

TiO2ナノ材料の製造・使用現場の計測報告および模擬排出試験の結果 (1 節および 2 節) から，

TiO2 ナノ材料は，数百 nm から数 µm の凝集状態の粒子としての排出が主であると考えられる．
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TiO2ナノ材料が，一次粒子単体，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． 

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，TiO2ナノ材料の製造・

使用現場の計測報告および模擬排出試験の結果 (1 節および 2 節) が示しているように，TiO2ナノ

材料の一次粒子単体，または 100 nm 以下の凝集粒子としての排出は少なく，一般には，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，どのようなサイズの粒子が排出するかは，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り確認することが，ひと

つの方法といえる． 

多くの場合，一次粒子単体，または 100 nm 以下の凝集粒子の排出は，数百 nm から数 µm 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，数百 nm から数 µm の凝集粒子の濃度が抑制できれば，一次粒子単体や 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，数百 nm から数 µm 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．数百 nm

から数 µm 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． 

本評価書では，許容暴露濃度を提案するが (第 V 章)，この値は吸入性粉じん濃度としての値で

ある．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，図 III.1 を参照)．インパクターでは，凝集粒子が，ノズルの部の加速や

捕集面への衝突の際に，ばらばらに分散し (山本ら 1977; 山本&菅沼 1983; Froeschke et al. 2003; 

Seipenbusch et al. 2007)，下段の濃度は過大となる可能性があるので注意が必要といえる． 

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場合や，バックグラウンド濃度が非常に高い場合など，TiO2 粒子

の特定・定量が必要な場合には，気中粒子をフィルター等で捕集して，電子顕微鏡で形態観察，

エネルギー分散型 X 線分析でチタン元素の特定，または，捕集粒子を溶解させて誘導結合プラズ

マ発光分光分析や質量分析 (ICP-AES や ICP-MS) でチタン元素の量を定量するという方法がある． 
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5. まとめ 

 

本章では，TiO2 ナノ材料を粉体として直接取り扱う作業者の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，TiO2粒子の暴露濃度，サイズ，形状，凝集状態などの情報を整理した． 

TiO2ナノ材料や顔料級 TiO2の製造現場の情報から，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，その代表は袋詰めで，その他に，投入，容器の移し変え，粉砕，再利用，

清掃，乾燥，貯蔵，メンテナンスなども暴露が起こりやすい工程と考えられた． 

現場調査および模擬排出試験の両方の結果から，TiO2 ナノ材料は，個数的には，数百 nm から

数 µm の凝集粒子としての排出が主であり，100 nm 以下や 10 µm 以上の排出粒子個数は少ないと

考えられた．電子顕微鏡観察でも，数百 nm から数 µm の凝集粒子が多く見られた．一方，重量で

見た場合には，ミクロンサイズの寄与が高くなり，肺に沈着する粒子の総重量のうちの大半は，1 

µm 以上の凝集体の寄与であると考えられた． 

中国のほぼワーストケースと考えられる工場での PM2.5は 18 mg/m3 であったが，その他の袋詰

めの報告の吸入性粉じん濃度は，約 0.1～1 mg/m3 であった． 

模擬排出試験による TiO2 ナノ材料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 1 桁程度であった． 
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有害性評価 
 

 

  

 

本章では，一次粒子径が 100 nm 以下の TiO2ナノ粒子ならびにそれらの凝集体をヒトが暴露し

た場合の有害性に関する情報を整理し，評価を行う． 

本章の記載内容は以下のとおりである． 初に，既存の研究報告および本研究プロジェクト

(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，TiO2ナノ粒子の有害性情

報について整理する (1 節)．さらに，TiO2 ナノ粒子の暴露による体内分布・体内動態に関する情

報 (2 節) および毒性発現メカニズム (3 節) について考察する．また，本評価に特に重要と考え

られる，吸入による暴露に関しては，TiO2 以外の他の微粒子の有害影響についても整理し，TiO2

との比較を行う (4 節)． 後に，本章で収集・解析した情報について整理し，本章のまとめを示

す (5 節)． 

 

 

1. 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本研究プロジェクトにおいて実施した

研究結果に基づいて，TiO2 ナノ粒子の有害性に関する情報を整理する．TiO2 ナノ粒子の有害性に

関する研究として，ヒトの疫学研究は数少ないため，本節では，試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 も重要と考えら

れる吸入毒性 (1.1 節) について 初に記載し，発がん性 (1.2 節)，遺伝毒性 (1.3 節)，および生殖

発生毒性 (1.4 節) についても併せて記載した．ただし，吸入毒性以外の毒性については，一次粒

子径がナノサイズのTiO2粒子の研究に限定した場合，その研究報告は極めて少なくなることから，

ナノサイズより大きな顔料級 TiO2粒子の研究報告に関しても併せてレビューした． 
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1.1 吸入毒性 

TiO2 ナノ粒子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) 試験が行

われている．そこで以下ではこれら 2 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． 

 

1.1.1 吸入暴露試験 (表 IV.1)  

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，試験動物に吸気と

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 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

物質の粒子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． 

現時点において，一次粒子径がナノサイズの TiO2粒子の吸入暴露試験は，暴露期間が 3 ヶ月 (13

週) までの比較的短期の暴露試験が 3例 (Oberdörster et al. 1994; Bermudez et al. 2004; Grassian et al. 

2007)，暴露期間が 1–2 年 (13.5–24 ヶ月) の長期の暴露試験が 1 例 (Heinrich et al. 1995) 報告され

ている． 

これらの試験のうち， も長期間の暴露試験である Heinrich et al. (1995) の研究は，主な評価エ

ンドポイントが腫瘍発生率の変化であるため，発がん性に関する評価の節 (1.2 節) に他の発がん

研究と併せて記載し，ここでは残りの 3 例の研究報告についてレビューする． 

Oberdörster et al. (1994) は，平均一次粒子径が 20 および 250 nm のアナターゼ型 TiO2粒子を，

いずれもおよそ 23 mg/m3の気中濃度で雄性 Fischer 344 (F344) ラット (週齢不明，暴露開始時の体

重 177 ± 12 g) に 12 週間吸入暴露し，暴露終了直後，6 ヶ月後，および 1 年後の 3 観察時点におい

て，被験物質の体内残存量を測定するとともに，気管支肺胞洗浄液 (bronchoalveolar lavage fluid: 

BALF) 中の好中球やマクロファージなどの炎症細胞数，乳酸脱水素酵素 (lactate dehydrogenase: 

LDH)，タンパク濃度など，炎症や細胞毒性に関連する因子の測定を行った．その結果，一次粒子

径 20 nm の TiO2粒子の方が，肺からのクリアランス速度がより遅く，また，暴露終了直後におい

て，BALF 中の総細胞，好中球，およびマクロファージ数が対照群と比べて有意な高値を示した．

ただし，これら炎症細胞数やバイオマーカーの増加は，暴露終了後 6 ヶ月時点においては対照群

との間に有意差は認められておらず，可逆的な変化であった．また，20 nm の TiO2粒子を暴露し

た群においては，一般に「肺の過負荷 (lung overload)」と呼ばれる，肺胞内に存在するマクロフ

ァージの処理能力を超えた量の粒子が肺胞内に沈着する現象 (Morrow et al. 1988) が起きていた
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ことが示されており，このことが原因となって 20 nm 粒子の暴露群では一過性の炎症反応が引き

起こされたものと推測している．一方，一次粒子径 250 nm の TiO2粒子を暴露した群においては，

上記全ての炎症細胞数およびバイオマーカーの増加は見られなかった．著者らはこのような群間

の差を，肺内に沈着した TiO2粒子の表面積の違いで説明できると考察している．すなわち，吸入

暴露させた TiO2粒子の気中濃度は各群とも重量ベースでは同じであるが，表面積に換算すると 20 

nm の TiO2粒子の方が，250 nm の粒子と比べて 12.5 倍程度大きいことになる．なお，この試験に

おいては，吸入暴露時の粒子径 (いわゆる二次粒子径) 計測も行われており，それによると，平均

一次粒子径 20 および 250 nm の TiO2粒子の平均二次粒子径はそれぞれ 0.71 および 0.78 μm と両者

に大きな違いはなく，また，かなり凝集していることが分かる． 

Bermudez et al. (2004) は，一般に P25 という製品名で広く知られている，Evonik Degussa 社製の

アナターゼ 80%／ルチル 20%の混合相を持つ TiO2ナノ粒子 (平均一次粒子径：21 nm) を用いて，

雌性 F344 ラット，雌性 B6C3F1 マウス，および雌性 SYR ハムスター (いずれも暴露開始時に 6

週齢，体重不明) の 3 種類の動物に対して，0.5，2，および 10 mg/m3 の 3 段階の気中濃度でいず

れも 13 週間 (6 時間/日，5 日/週) の吸入暴露を行い，暴露終了後 4，13，26，および 52 週時点で

の肺やリンパ節における TiO2粒子負荷量および肺の反応について調査している．その結果，動物

種によって反応が著しく異なった．すなわち，これら 3 種の動物の中では，ラットにおいて も

反応が鋭敏であり，ハムスターにおいて も反応が鈍感であった．ラットやマウスにおいては，2 

mg/m3 以下の気中 TiO2粒子濃度に暴露した群ではほとんど影響が認められなかったが，10 mg/m3

の気中濃度に暴露した群では，BALF 中の LDHやタンパク濃度の有意な増加が認められ，さらに，

肺内からの TiO2粒子のクリアランスが有意に低下した．また，この濃度の TiO2粒子を吸入暴露し

たラットおよびマウスの群では，上述した「肺の過負荷」が起きていることが示されており，こ

のことが原因となって，これらの群において持続性の炎症反応が起こったと著者らは考察してい

る．一方，ハムスターにおいては，10 mg/m3 の気中 TiO2濃度に暴露した群においても，上記の炎

症バイオマーカーの有意な増加や，肺からの TiO2 クリアランスの低下は見られなかった．また，

この試験において 10 mg/m3 の気中 TiO2 濃度に暴露した 3 種の動物群の反応は，著者らが過去に行

った顔料級 (すなわち一次粒子径がサブミクロンサイズ) のTiO2粒子の 13週の連続吸入暴露試験 

(Bermudez et al. 2002) における，50 mg/m3 の気中 TiO2濃度暴露群の反応と同程度であった．この

ことから，TiO2 ナノ粒子の方が顔料級 TiO2粒子よりも低濃度の暴露で同等の影響が認められ，さ

らに暴露濃度を粒子重量 (mg/m3) ではなく粒子表面積 (m2/m3) で表わした場合に，両試験の暴露

濃度は同程度になると著者らは考察している．しかし，Bermudez et al. (2002) の試験で用いた顔

料級 TiO2粒子は結晶相がルチル型であり，Bermudez et al. (2004) の試験で用いたアナターゼ 80%

／ルチル 20%の TiO2ナノ粒子とは結晶相が異なる粒子であることに注意が必要である． 

Grassian et al. (2007) は，米国の Nanostructured & Amorphous Materials Inc (NanoAmor) 社製の平

均一次粒子径 5 nm のアナターゼ型 TiO2粒子を，雄性 C57BL/6 マウス (6 週齢，体重約 22 g) に

0.77 および 7.22 mg/m3 の気中濃度で 1 日 (4 時間)，あるいは 8.88 mg/m3 の気中濃度で 10 日間 (4
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時間/日) 連続吸入暴露させ，1 日の試験では暴露終了直後に，10 日間の試験では暴露終了直後に

加え，暴露終了後 1，2，および 3 週間時点に BALF 検査を実施した．1 日の吸入暴露試験におい

ては，いずれの気中濃度に暴露したマウス群においてもわずかな変化しか示さなかった．すなわ

ち，7.22 mg/m3 の気中濃度に暴露した群においては，BALF 中のマクロファージ数の有意な高値が

認められたものの，BALF 中の好中球およびリンパ球数，LDH およびタンパク濃度については有

意な増加はなかった．また，0.77 mg/m3 の気中濃度に暴露した群においては，上記のいずれの測

定項目についても有意な変化は認められなかった．一方，10 日間の吸入暴露試験においては，マ

ウスにおいて，暴露終了後 2 週間まで，BALF 中のマクロファージ数の有意な増加が認められた

が，3 週間時点では回復が確認されており，その変化は一過性であった．また，BALF 中の好中球

およびリンパ球数，LDH，タンパク，サイトカイン (IFN-γ，IL-6，IL-1β) 濃度については，10 日

間の暴露群においても対照群と比べて有意な変化は認められていない． 
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表 IV.1 TiO2 ナノ粒子の吸入暴露試験 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察時点 観察項目
暴露濃度 

原体 気中 [mg/m3] [m2/m3] [個/m3]

Oberdörster et 

al. (1994) 

- (TiO2-D) Anatase 77a 20 710 
雄 

F344 ラット
12 週 

暴露開始後

4, 8, 12, 41, 
64 週 

BALF 
23.5 1.8 b 3.2×1010 c 41 週で回復傾向 

- (TiO2-F) Anatase 6.2a 250 780 22.3 0.14 b 2.3×1010 c
変化なし 

Bermudez et 

al. (2004) 

Evonik 

Degussa 
P25 

Anatase (80)

/Rutile (20)
73a 21 

1450

雌 
B6C3F1 
マウス 
(6 週齢) 

13 週 
(6 時間/日，

5 日/週) 

暴露終了後

0, 4, 13, 26, 
52 週 

肺病理

BALF 

0.5 0.04 b 8.1×107 c
変化なし 

2 0.15 b 3.2×108 c
変化なし 

10 0.73 b 1.6×109 c
52 週まで炎症持続 

1440

雌 

F344 ラット

(6 週齢) 

13 週 
(6 時間/日，

5 日/週) 

暴露終了後

0, 4, 13, 26, 
52 週 

肺病理

BALF 

0.5 0.04 b 8.2×107 c
変化なし 

2 0.15 b 3.3×108 c
変化なし 

10 0.73 b 1.6×109 c
52 週まで炎症持続 

1290

雌 

SYR 

ハムスター

(6 週齢) 

13 週 
(6 時間/日，

5 日/週) 

暴露終了後

0, 4, 13, 26,
 49 週 

肺病理

BALF 

0.5 0.04 b 1.1×108 c
変化なし 

2 0.15 b 4.6×108 c 変化なし 

10 0.73 b 2.3×109 c 変化なし 

Grassian et al.

(2007) 
NanoAmor - Anatase 219 5 

120 
雄 

C57BL/6

マウス 

(6 週齢) 

1 日 

(4 時間) 

暴露終了後

0 日 

肺病理

BALF 

0.77 0.17 b 2.2×1011 c 変化なし 

123 7.22 1.58 b 1.9×1012 c
わずかな変化 

128 
10 日 

(4 時間/日) 

暴露終了後

0, 1, 2, 3 週

肺病理

BALF 8.88 1.94 b 2.1×1012 c
3 週で炎症回復 

-：論文中に記載なし，a：一次 (原体) 粒子径から計算，b：比表面積から計算，c：文献で報告された気中粒子径と TiO2の真密度に基づく概算 
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1.1.2 気管内投与試験 (表 IV.2)  

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試験

動物の気管内に直接注入し，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，肺に液体を注入すること

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)．本評価書では，

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 TiO2 ナノ粒子の有害性を推定するために用いる(第 V

章参照)． 

現在までに報告されている TiO2ナノ粒子を用いた既存の気管内投与試験のうち，有害性評価を

行う上で特に重要と思われるものを表 IV.2 に報告年順に整理した．また，TiO2ナノ粒子と合わせ

てTiO2サブミクロン粒子あるいはミクロン粒子の影響を調べているものについてはそれらも合わ

せて記載した．以下では，それぞれの研究について概要を記述する． 

 

(a) 炎症反応と粒子径・粒子表面積との関係に関する既存研究 

Oberdörster et al. (1992) は，一次粒子径 20 および 250 nm のアナターゼ型 TiO2粒子を雄性 F344

ラット (週齢不明，体重約 220 g) にいずれも 500 μg/rat の用量で気管内投与し，投与後 24 時間時

点における BALF 検査や体内残存量の測定を行い，BALF 中のバイオマーカーの炎症反応の強さ

と投与した粒子サイズとの関係について考察している．この試験における BALF 検査の結果を要

約すると，一次粒子径 20 nm の TiO2粒子を投与したラット群は， BALF 中の総細胞数，マクロフ

ァージ数，好中球割合のいずれについても対照群と比較して有意な高値を示し，250 nm の TiO2

粒子を投与した群と比べてより重度の炎症反応を引き起こした．また，投与した TiO2粒子の量と

BALF によって回収された TiO2粒子量との差として算出した，体内に残存する TiO2粒子量につい

ても異なる粒子径の TiO2粒子を暴露した群間で有意な差が認められた．すなわち，20 nm の TiO2
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粒子暴露群の方が 250 nm の TiO2粒子暴露群よりも BALF による回収量が少なく，体内残存量が

多い結果となった．このことから，20 nm の TiO2粒子の方が，250 nm の TiO2粒子よりも肺胞上

皮細胞に取り込まれやすいと著者らは考察している． 

Renwick et al. (2004) は，Evonik Degussa 社製の一次粒子径 29 nm の TiO2 粒子および Tioxide Ltd.

社製の一次粒子径 250 nm の TiO2粒子 (どちらの TiO2粒子も結晶構造に関する記述なし) を雄性

Wistar ラット (体重 370–470 g) にどちらも 125 と 500 μg/rat の 2 用量で気管内投与し，投与後 24

時間時点における BALF 検査結果を異なる TiO2粒子暴露群間で比較した．BALF 検査の結果を要

約すると，BALF 中の総細胞数については，両群ともに対照群との違いが認められなかったが，

好中球割合，γ-グルタミルトランスペプチダーゼ (γ-glutamyl transpeptidase: γ-GTP) 活性，タンパ

ク濃度，LDH 濃度については，粒子径 29 nm の TiO2粒子 500 μg を投与したラット群のみにおい

て，対照群と比べて有意な増加が認められている． 

上記の 2つの報告は，気管内投与後 24時間時点のみの結果とそれに対する考察が示されている．

前述したように気管内投与試験は一度に大量の試料を肺内に注入する試験であることから，投与

直後における生体に対する負荷は非常に大きい．また，投与後 24 時間後の反応は，肺内への液体

の注入という人為的な影響も大きいことから，この反応をそのまま被験物質由来の生体影響とみ

なすことはできない．この点に注意して結果を評価しなければならない． 

Sager et al. (2008) は，Evonik Degussa 社製の平均一次粒子径 21 nm の TiO2ナノ粒子 (P25) を雄

性 F344 ラット (10 週齢，体重 200–300 g) に 0.26，0.52，および 1.04 mg/rat の 3 用量で気管内投

与し，投与後 24 時間，7 日，および 42 日時点における肺の組織病理および BALF 検査を実施し

た．また，この研究においては，粒子径 1 μm の Sigma Aldrich 社製のルチル型 TiO2粒子 (#224227) 

を，TiO2 ナノ粒子 (P25) と表面積用量が同等になるように 5.35，10.7，および 21.41 mg/rat の 3

用量で気管内投与し，影響を比較している．TiO2ナノ粒子 (P25)，粒子径 1 μm の TiO2 粒子を投与

したラット群ともに，いずれの用量においても，投与後 42 日時点まで BALF 中の好中球数，LDH，

アルブミン濃度，およびサイトカイン (TNF-α，MIP-2，IL-2βなど) 濃度の有意な増加が持続した

が，TiO2 ナノ粒子 (P25) の方がより低い用量 (粒子重量ベース) で大きな変化が見られた．しか

し，用量を粒子表面積で表した場合に，2 種類の TiO2粒子の用量反応関係にはほとんど差が見ら

れなくなることから，著者らは，ナノ粒子暴露の用量の指標 (dose metric)としては，粒子表面積

が 適であると提案している．しかし，このような見解は，吸入暴露試験の項に記載した Bermudez 

et al. (2002, 2004) の研究での考察と同様に，粒子径だけでなく結晶構造の異なる TiO2粒子の試験

結果の比較によって得られた結論であることに注意が必要であると考えられる． 

 

(b) 炎症反応と粒子の表面化学特性との関係に関する既存研究 

一方，上記の 3 研究の見解とは異なり，TiO2ナノ粒子と，TiO2サブミクロン粒子の肺毒性には

大きな差がないと結論している研究も幾つか存在する．それらの研究概要を以下に記述する． 

Warheit et al. (2006) は，DuPont 社製の一次粒子径 300 nm のルチル型 TiO2粒子 (R-100)，幅 20–35 
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nm，長さ 92–233 nm のロッド形状をしたアナターゼ型 TiO2粒子 (nano rod)，一次粒子径 5.8–6.1 nm

のアナターゼ型TiO2粒子 (nano dot) の3種類の粒子を雄性Sprague–Dawley (SD) ラット (8週齢，

体重 240–255 g) にいずれも 1 および 5 mg/kg の 2 用量で気管内投与し，投与後 24 時間，1 週，1

ヶ月，および 3 ヶ月時点における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

オマーカーの計測を行い，群間での影響の比較を行った．これらの被験物質は， 大で 30 倍程度

の比表面積の違いがあるにも関わらず (R-100：6 m2/g，nano rod：26.5 m2/g，nano dot：169.4 m2/g)，

これらの TiO2粒子を暴露したラット群間における影響の違いは認められなかった．すなわち，い

ずれの TiO2粒子暴露群においても，1 mg/kg 暴露群ではほとんど影響が認められず，5 mg/kg 暴露

群では投与後 1 週間時点までには対照群と同程度まで回復する，炎症バイオマーカーのわずかな

増加のみが認められた．このような結果を受けて，著者らは，「粒子の肺に対する毒性は粒子径や

表面積とは無関係である」と考察している． 

さらに，Warheit et al. (2007a) は，粒子径の異なる 4 種類の TiO2粒子を用いたラット気管内投与

試験の結果から，「肺に対する毒性は粒子の表面化学に依存している」と結論した．この研究では，

上述の一次粒子径 300 nm のルチル型 TiO2粒子 (R-100) の他に，DuPont 社製の粒子径約 140 nm

のルチル型 TiO2粒子 2 種類 (uf-1 および uf-2)，および Evonik Degussa 社製の P25 (uf-3) をいずれ

も 1 および 5 mg/kg の 2 用量で雄性 SD ラット (8 週齢，体重 210–280 g) に気管内投与し，投与後

24 時間，1 週，1 ヶ月，および 3 ヶ月時点における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測定結果を比較している．その結果，uf-3 以外の 3 種類の TiO2粒

子暴露群については，1 mg/kg 暴露群においてはほとんど影響が認められず，5 mg/kg 暴露群にお

いては，Warheit et al. (2006) の結果と同様，一過性の軽微な炎症が引き起こされた．また，これ

らの TiO2粒子の間には粒子径および表面積に 大で 6 倍程度の違いがあるものの，これらの TiO2

粒子暴露群間における影響の違いは認められなかった．一方，uf-3 TiO2粒子を暴露したラット群

においては，1 mg/kg 暴露群においても投与後 1 週から 1 ヶ月程度で回復する一過性の BALF 中の

炎症細胞数・炎症バイオマーカーの増加が認められ，さらに 5 mg/kg 暴露群においては，投与後 3

ヶ月時点まで持続する炎症細胞数・炎症バイオマーカーの増加および肺組織の炎症所見が認めら

れた．uf-3 TiO2 粒子は，ビタミン C 黄変アッセイ (vitamin C yellowing assay) によって測定される

粒子表面の化学反応性が，投与した 4 種の TiO2粒子の中で も高い値であったことから，著者ら

は表面化学が肺への毒性に対して影響を与える も重要な因子であると考察している． 

また，Rehn et al. (2003) は，同じ一次粒子径を持つが表面処理が異なる 2 種類の TiO2ナノ粒子

を用いて，反応の違いを調べている．この研究では，Evonik Degussa 社製の P25 (一次粒子径約 20 

nm，表面処理なし) あるいは T805 (一次粒子径約 20 nm，trimethoxyoctylsilane による表面処理あ

り) を，雌性 Wistar ラット (週齢不明，体重 180–220 g) にいずれも 0.15，0.3，0.6，および 1.2 mg/rat 

(体重当たりの用量に換算するとそれぞれ 0.75，1.5，3.0，および 6.0 mg/kg) の 4 用量で気管内投

与し，投与後 3 日，21 日および 90 日時点における 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，いずれの TiO2粒子暴露群においても上記の因子の変化は軽
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微であり，表面処理の違いによる影響の違いも認められなかったと結論している．しかし，第 V

章の 4 節に後述するように，BALF 中の炎症細胞数での結果を見ると，P25 の方が T805 よりも反

応性が強いことが分かる．  

 

(c) 本研究プロジェクトで実施した研究 

本研究プロジェクトにおいても，一次粒子径および凝集状態の異なる TiO2粒子ナノ粒子を用い

た 2 回のラット気管内投与試験を実施し，投与後の各観察時点における肺組織の病理検査や 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い，各 TiO2粒子暴露群間での影響の比較を

行った (Kobayashi et al. 2009; 付録 A，B 参照)．1 回目の試験では，石原産業社製の一次粒子径の

異なる 3 種類のアナターゼ型 TiO2粒子 (一次粒子径 5，23，および 154 nm) をいずれも 5 mg/kg

の用量で雄性 SD ラット (8 週齢，体重 279–335 g) に気管内投与し，体重の経時変化を調べると

ともに，投与後 24 時間，3 日，1 週，および 1 ヶ月時点における肺組織の病理学的検査，投与後

3 日および 1 ヶ月時点における肺重量の測定，投与後 24 時間および 1 週時点における BALF 中の

炎症細胞数および炎症バイオマーカー測定を実施した．試験に用いた TiO2粒子は，製造者や製法

が同じ粒子であるため，粒子径の違いによる生体影響の違いを調べるのに適していると考えられ

る．2 回目の試験では，上記の一次粒子径 5 nm の TiO2粒子を用いて，これを異なる分散方法を用

いることによって液中で 3 段階の異なる凝集状態 (二次粒子径) を作り出したもの (二次粒子径

18，65，および 300 nm) を，いずれも 5 mg/kg の用量で雄性 SD ラット (8 週齢，体重 279–335 g) に

気管内投与し，体重の経時変化を調べるとともに，投与後 24 時間，3 日，1 週，1 ヶ月，および 3

ヶ月時点において，肺重量，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

イオマーカー測定を実施した．上記の 2 回の試験結果をまとめると，いずれの TiO2粒子暴露群に

おいても，投与後 1 週間あるいは 1 ヶ月時点までで回復する一過性の炎症反応が認められた．こ

のような炎症反応の持続性に関しては，投与した TiO2粒子の一次粒子径や凝集状態によらずほぼ

同じ回復傾向が認められた．しかし，投与後 1 週間時点までの短期の影響のみに着目した場合は，

TiO2粒子暴露群間で若干の差が認められ，一次粒子径がより小さな TiO2粒子を暴露した群におい

て炎症反応がより大きい傾向にあった．一方，一次粒子径が同じで凝集状態が異なる TiO2粒子を

暴露したラット群間の反応を比較すると，投与後 1 週間までの短期の影響についてもほとんど違

いが認められなかった． 
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表 IV.2 TiO2 ナノ粒子の気管内投与試験 (1/4) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 試験結果 

製造元
製品名 

(試料名) 
結晶構造 (%)

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

投与後 
観察時点 

観察項目
用量 

1d 3d 1w 1m 3m 
原体 液中 [mg/kg] [m2/kg] [個/kg] 

Oberdörster et 

al. (1992) 

- (TiO2-D) Anatase 77a 20 
- 

 

雄 

F344 

ラット 

(週齢不明)

1 日 BALF 

2.3 b 0.18 c - ▲ - - - - 

- (TiO2-F) Anatase 6.2a 250 - 2.3 b 0.014 c - ▲ - - - - 

Rehn et al. 

(2003) 

Evonik

Degussa

P25 - 77a 20 - 

雌 

Wistar 

ラット 

(週齢不明)

3, 21, 90 日 BALF 

0.75 0.06 c - - ○ - ○ ○ 

1.5 0.12 c - - ▲ - ○ ○ 

3.0 0.23 c - - ▲ - ▲ ○ 

6.0 0.46 c - - ▲ - ▲ ▲ 

T805 

- 

(trimethoxy

octylsilane

で表面処理)

77a 20 - 

0.75 0.06 c - - ○ - ○ ○ 

1.5 0.12 c - - ▲ - ○ ○ 

3.0 0.23 c - - ▲ - ○ ○ 

6.0 0.46 c - - ▲ - ○ ○ 

-：論文中に記載なし，a：一次 (原体) 粒子径から計算，b：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，c：比表面積から計算，d：文献で報告された液中粒子径

と TiO2の真密度に基づく概算 
●：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.2 TiO2 ナノ粒子の気管内投与試験 (2/4) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 試験結果 

製造元
製品名 

(試料名) 
結晶構造 (%)

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

投与後 
観察時点 

観察項目
用量 

1d 3d 1w 1m 3m 
原体 液中 [mg/kg] [m2/kg] [個/kg] 

Renwick et al. 

(2004) 

Evonik 

Degussa
- - 49.8 29 - 

雄 Wistar 

ラット 

(週齢不明)

1 日 BALF 

0.3 b 0.015 c - ▲ - - - - 

1.2 b 0.059 c - ▲ - - - - 

Tioxide - - 6.6 250 - 
0.3 b 0.002 c - ○ - - - - 

1.2 b 0.008 c - ○ - - - - 

Warheit et al. 

(2006) 
DuPont

(R100) Rutile 6 300 - 

雄 SD ラット

(8 週齢) 

1 日，1 週，

1, 3 ヶ月 

肺病理

BALF 

1 0.006 c - ○ - ○ ○ ○ 

5 0.030 c - ▲ - ○ ○ ○ 

(nano-rod) Anatase 26.5 
20 × 

233 
- 

1 0.027 c - ○ - ○ ○ ○ 

5 0.13 c - ▲ - ▲ ○ ○ 

(nano-dot) Anatase 169.4 6 - 
1 0.17 c - ○ - ○ ○ ○ 

5 0.85 c - ▲ - ○ ○ ○ 

-：論文中に記載なし，a：一次 (原体) 粒子径から計算，b：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，c：比表面積から計算，d：文献で報告された液中粒子径

と TiO2の真密度に基づく概算 
●：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.2 TiO2 ナノ粒子の気管内投与試験 (3/4) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 試験結果 

製造元
製品名 

(試料名) 
結晶構造 (%)

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

投与後 
観察時点 

観察項目
用量 

1d 3d 1w 1m 3m 
原体 液中 [mg/kg] [m2/kg] [個/kg] 

Warheit et al. 

(2007a) 

DuPont

(R100) Rutile 5.8 300 2667

雄 SD ラット

(8 週齢) 

1 日，1 週，

1, 3 ヶ月 

肺病理

BALF 

1 0.006 c 2.4×107 d
○ - ○ ○ ○ 

5 0.029 c 1.2×108 d
▲ - ○ ○ ○ 

(uf-1) Rutile 18.2 140 2144
1 0.018 c 4.5×107 d

○ - ○ ○ ○ 

5 0.091 c 2.3×108 d
▲ - ○ ○ ○ 

(uf-2) Rutile 35.7 140 2891
1 0.036 c 1.9×107 d

○ - ○ ○ ○ 

5 0.18 c 9.3×107 d
▲ - ▲ ○ ○ 

Evonik 
Degussa

P25 
(uf-3) 

Anatase (80)
/Rutile (20)

53.0 25 2692
1 0.053 c 2.5×107 d

▲ - ▲ ▲ ○ 

5 0.27 c 1.3×108 d ▲ - ▲ ▲ ● 

-：論文中に記載なし，a：一次 (原体) 粒子径から計算，b：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，c：比表面積から計算，d：文献で報告された液中粒子径

と TiO2の真密度に基づく概算 
●：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.2 TiO2 ナノ粒子の気管内投与試験 (4/4) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 試験結果 

製造元
製品名 

(試料名) 
結晶構造 (%)

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

投与後 
観察時点 

観察項目
用量 

1d 3d 1w 1m 3m 
原体 液中 [mg/kg] [m2/kg] [個/kg] 

Sager et al. 

(2008) 

Evonik 

Degussa
P25 

Anatase (80)
/Rutile (20)

73 a 21 204 

雄 F344 

ラット 

(10 週齢) 

1, 7, 42 日 
肺病理

BALF 

1.0 b 0.076 c 5.8×1010 d ▲ - ▲ ▲ - 

2.1 b 0.15 c 1.2×1011 d ▲ - ▲ ▲ - 

4.2 b 0.31 c 2.4×1011 d ▲ - ▲ ▲ - 

Sigma 

Aldrich
#224227 Rutile 1.5 a 1000 - 

21 b 0.033 c - ▲ - ▲ ▲ - 

43 b 0.066 c - ▲ - ▲ ▲ - 

86 b 0.13 c - ▲ - ▲ ▲ - 

Kobayashi et 

al. (2009) 

*NEDO プロ 

石原産業

ST-01 Anatase 316 5 19 

雄 SD ラット

(8 週齢) 

1, 3, 7,  

28 日 

肺病理

BALF 

5 1.58 c 3.6×1014 d
● ● ● ○ - 

ST-21 Anatase 66 23 28 5 0.33 c 1.1×1014 d
● ● ● ○ - 

ST-41 Anatase 10 154 176 5 0.05 c 4.5×1011 d
● ● ○ ○ - 

石原産業 ST-01 Anatase 316 5 

18 

1, 3, 7,  

28, 91 日 

肺病理

BALF 

5 1.58 c 3.6×1014 d ● ● ● ○ ○ 

65 5 1.58 c 8.9×1012 d ● ● ○ ○ ○ 

300 5 1.58 c 9.1×1010 d ● ● ○ ○ ○ 

-：論文中に記載なし，a：一次 (原体) 粒子径から計算，b：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，c：比表面積から計算，d：文献で報告された液中粒子径

と TiO2の真密度に基づく概算 
●：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 発がん性 

ヒト健康影響に関して，TiO2，カーボンブラック，ディーゼル排出微粒子などの難溶解性粒子

の高濃度の暴露により吸引された粒子は長期に体内に残留するため，それらの吸入部位における

発がん性が懸念されている．国際がん研究機関 (International Agency for Research on Cancer: IARC) 

は TiO2の発がん性について，グループ 3 (ヒトに対する発がん性が分類できない) に分類していた

が，2006 年 6 月に IARC 作業グループは，顔料グレードおよびウルトラファイン TiO2 に関する

吸入および気管内投与による動物試験の結果は，動物における TiO2の発がん性を示す証拠として

十分であると結論し，グループ 2B (ヒトに対する発がん性が疑われる) に分類した (IARC 2010)．

化学物質の安全性評価を行う上で発がん性について検証することは必要不可欠な 重要事項であ

る．そこで本節では，ナノサイズを含めて TiO2の発がん性に関して公表されている科学論文を収

集整理してまとめる (江馬ら 2010a)． 

 

1.2.1 吸入暴露試験 (表 IV.3)  

8週齢の雌雄各 50匹のSDラットに 15.95 mg/m3のTiO2塵埃粒子 (標準サイズ：0.5 μm超を 99.9%

含有) を 12 週間 (6 時間/日，5 日/週) 吸入暴露し，試験開始後 140 週に剖検した (Thyssen et al. 

1978)．140 週後の死亡率は雄で 88%，雌で 90%であった．気道に腺腫および扁平上皮乳頭腫が雄

の各 1 例の気道に中等度から重篤な炎症を伴って観察され，細気管支肺胞腺腫が雌 1 例に観察さ

れた．また消化器官，泌尿生殖器官，内分泌器官および乳腺等における腫瘍の組織学的類型，局

在性，発生率および潜伏期間は試験実施施設の背景データと同様であった．本試験では，一般状

態，体重，生存率および腫瘍発生率に TiO2暴露による影響は認められず，TiO2の発がん性を示す

所見も示されなかった． 

雌雄の CD ラットに 10, 50 または 250 mg/m3 の吸入性サイズの TiO2 (空気力学的中央粒子径: 

1.5–1.7 μm) を 24 ヶ月間 (6 時間/日，5 日/週) 吸入暴露した (Lee et al. 1985)．一般状態の異常，

体重変化，死亡率上昇はいずれの TiO2暴露群にもみられなかった．肺の白色巣が 10 mg/m3 で散在

性にみられ，50 mg/m3 では白色巣のサイズおよび数が増加し，250 mg/m3 では大量にみられた．肺

重量は 50 mg/m3 で増加し，250 mg/m3 では対照群の 2 倍に達した．気管気管支リンパ節の肥大が

暴露量依存的に観察された．鼻炎，気管炎および肺炎が全ての TiO2暴露群にみられ，重篤度は暴

露量に依存していた．10 mg/m3 では，吸入された粒子の大部分は肺胞マクロファージに貪食され，

肺胞立方内膜細胞のわずかな過形成がみられた．50 mg/m3では，粒子を貪食したマクロファージ

が肺胞管と近接した肺胞に凝集し，微細コラーゲン線維が沈着した肺胞壁の著しい過形成がみら

れた．肺胞腔は泡沫マクロファージ，粒子を貪食したマクロファージおよび過形成した肺胞上皮

細胞に占有されていた．泡沫マクロファージの変性に伴うコレステロール肉芽と肺胞タンパク症

がみられた．限局性胸膜炎も観察された．250 mg/m3 では，粒子を貪食したマクロファージと泡沫

マクロファージが増加し，肺胞管に も多くみられた．肺胞細胞の肥大，コレステロール肉芽，

肺胞タンパク症，限局性胸膜炎が顕著であった．雄 77 匹中および雌 74 匹中，細気管支肺胞腺腫
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が雄で 12 匹，雌で 13 匹に観察され，扁平上皮癌が雄で 1 匹，雌で 13 匹に観察された．リンパ節

および他の器官への腫瘍の転移は認められなかった．上記の試験結果は Trochimowicz et al. (1988) 

により別の論文として簡略に記述されている．以上のように，10 mg/m3 でも TiO2に対する有害影

響は認められたが，10 および 50 mg/m3 では催腫瘍性は認められなかった．250 mg/m3 においては

催腫瘍性が認められたが，本論文の著者は TiO2の過剰な負荷および肺クリアランスの著しい低下

に基づく結果であり，ヒトにおける肺腫瘍発生への生物学的関連性は無視しうると記述している． 

経済協力開発機構 (OECD) の優良試験所規範 (GLP) および試験ガイドライン 453 に準拠した

試験が行われている．5 mg/m3 の TiO2 (Bayertitan T, 99.5%ルチル型, 空気力学的中央粒子径: 1.1 μm, 

吸入性画分: 78%, Bayer AG)を 8 週齢の雌雄の F344 ラットに乾式分散により 24 ヶ月間 (6 時間/

日，5 日/週) 全身吸入暴露した (Muhle et al. 1991)．一般状態，体重，摂餌量および肺重量には TiO2

暴露の影響はみられなかった．24 ヶ月における肺への TiO2蓄積は 2.72 mg/肺であった．気管支肺

胞洗浄液中のマクロファージ比の低下，多核白血球およびリンパ球比の上昇が 15 ヶ月以降にみら

れたが，細胞質およびリソソーム酵素，総タンパク量には変化はみられなかった．粒子を含有し

たマクロファージが暴露時間とともに増加していた．TiO2 群における肺腫瘍の発現頻度 (肺腫瘍

発生率は 2/100：腺腫および腺癌が各 1 例) は対照群および肺腫瘍の自然発生頻度と同様であった．

これらの試験結果については別の論文 (Muhle et al. 1989, 1995)として簡単にまとめられている． 

P25 (アナタ－ゼ型約 80% + ルチル型約 20%，一次粒子径：15–40 nm，Degussa) を乾式分散に

より，7 週齢の雌 Wistar ラット[Crl: (WI) BR]に 24 ヶ月間，1 日 18 時間，週 5 日全身吸入暴露させ，

さらにラットを 6 ヶ月間清浄な空気下で飼育した後剖検した (Heinrich et al. 1995)．暴露濃度は，

初の 4 ヶ月間：7.2 mg/m3，続く 4 ヶ月間：14.8 mg/m3，9 ヶ月から試験終了まで：9.4 mg/m3 (平

均：10.4 mg/m3) であり，累積暴露量は 88.1 g/ m3 x 時間 (24 ヶ月)であった．24 ヶ月間暴露後の

ラットの死亡率は 60%であり，130 週 (2 年間の暴露期間および 6 ヶ月の間清浄な空気下での飼育

期間) の試験終了時の死亡率は 90%に達した．P25 暴露群では対照群に比べて生存期間は短縮し，

400 日以降の体重は低かった．肺重量は試験の進行とともに増加した．肺負荷量は，3 ヶ月：5.2 mg/

肺，6 ヶ月：23.2 mg/肺，12 ヶ月：34.8 mg/肺，18 ヶ月：40.1 mg/肺，22 ヶ月：37.8 mg/肺，24 ヶ

月：39.3 mg/肺であった．肺胞半減期は，3 ヶ月：208 日，12 ヶ月：403 日，18 ヶ月：357 日であ

った．気管支肺胞の中から重度の過形成が 6 ヶ月で 20 匹中 20 匹，全試験期間で 100 匹中 99 匹に

観察された．6 ヶ月で軽微から軽度，24 ヶ月で軽度から中等度の間質性線維化がみられた．粒子

を貪食したマクロファージおよび肺胞部の粒子が暴露ラットの肺に認められた．18 ヶ月で肺に

初の腫瘍発生がみられ，P25 投与群で観察された肺腫瘍は 20 匹中，良性扁平上皮腫瘍および腺癌

が 2 匹，扁平上皮癌が 3 匹にみられ，腫瘍を有する総ラットが 20 匹中 5 匹となり，対照群に比べ

て有意に高頻度であった．24 ヶ月では，9 匹中，良性扁平上皮腫瘍が 2 匹，腺癌が 1 匹，扁平上

皮癌が 2 匹に観察され，腫瘍を有する総ラットは 9 匹中 4 匹となり，対照群に比べて有意に高頻

度であった．30 ヶ月の試験終了時では，100 匹中，良性扁平上皮腫瘍が 20 匹，扁平上皮癌が 3 匹，

腺腫が 4 匹，腺癌が 13 匹にみられ，肺腫瘍を有する総ラットは 100 匹中 32 匹であった．以上の



第 IV 章 有害性評価 
小林憲弘，江馬眞 

IV-16 

ように，P25 はラットで催腫瘍性 (発がん性) を示すが，同時に実施されたラットのディーゼル排

ガス群 (0.8, 2.5, 7.0 mg/m3) の 低暴露量群 (0.8 mg/m3) では腫瘍の発生は認められず，難溶解性

粒子 (PSPs) の催腫瘍性には閾値が存在することがうかがわれた．なお，TiO2 を同様に与えたサ

テライト群のラット肺に DNA 付加体は認められなかった (Gallagher et al. 1994)． 

上記の試験に用いたものと同じ P25 を 7 週齢の雌 NMRI (Crl:NMRI BR) マウスに 13.5 ヶ月間，

1 日 18 時間，週 5 日全身吸入暴露し，さらに 長 9.5 ヶ月間清浄な空気下で飼育した後剖検した 

(Heinrich et al. 1995)．暴露濃度は， 初の 4 ヶ月間：7.2 mg/ m3，続く 4 ヶ月間：14.8 mg/ m3，9

ヶ月から試験終了：9.4 mg/m3 (平均：10.4 mg/m3) であり，累積暴露量は 51.5 g/m3 × 時間 (13.5 ヶ

月)であった．マウス体重は暴露 8 ヶ月では低値であったが，暴露 終の 1 ヶ月では対照群と同様

であった．暴露開始後 13.5 ヶ月のマウスの死亡率は 33% (対照群：10%) であった．肺重量は試験

の進行とともに増加した．肺負荷量は，3 ヶ月：0.8 mg/肺，6 ヶ月：2.5 mg/肺，12 ヶ月：5.2 mg/

肺であった．TiO2 暴露マウスで観察された肺腫瘍は，腺腫 (11.3%) と腺癌 (2.5%) だけであり，

腺腫と腺癌を合わせた発生率は 13.8%であり，対照群のマウスでの発生率 (30%) より低かった 

これらの吸入暴露試験の結果，250 mg/m3 の吸入性サイズ TiO2 または 10 mg/m3 のナノサイズ

TiO2を 24 ヶ月間吸入暴露したラットにおいて催腫瘍性が認められている． 
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表 IV.3 TiO2 粒子の発がん性試験 (吸入暴露)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察期間 
暴露濃度 

原体 気中 [mg/m3] [m2/m3] [個/m3]

Thyssen et 

al. (1978) 
- 

TiO2 Dust 

particles 
- - < 500 - 

雌雄 

SD ラット

 (8 週齢) 

12 週 

(6 時間/日，

5 日/週) 

140 週 15.95 - - 気道腫瘍の発現頻度増加なし 

Lee et al. 

(1985) 
- 

Respirable 

TiO2 
- - - 

1500–

1700 

雌雄 

CD ラット

24 ヶ月 

(6 時間/日，

5 日/週) 

暴露開始後

24 ヶ月 

10, 50, 

250 
- - 

↑250 mg/m3雌雄の細気管支

肺胞腺腫 

↑250 mg/m3雌の扁平上皮癌 

Muhle et al. 

(1989, 1991, 

1995) 

Bayer 
AG 

Bayertitan 
T Rutile - - 1100 

雌雄 
F344 ラット

 (8 週齢) 

24 ヶ月 
(6 時間/日，

5 日/週) 

暴露開始後

24 ヶ月 
5 - 1.7×109 c 肺腫瘍の発現頻度増加なし 

Heinrich et 

al. (1995) 

Evonik 

Degussa
P25 

Anatase (80)

/Rutile (20)
48 15–40 800 

雌 Wistar

ラット 

(7 週齢) 

24 ヶ月 

(18 時間/

日，5 日/週)

暴露開始後

30 ヶ月 
10 0.48 b 8.7×109 c

↑肺腫瘍を有するラット 

↑腺腫の発現頻度 

雌 

NMRI 

マウス 

(7 週齢) 

13.5 ヶ月 

(18 時間/

日， 

5 日/週) 

暴露開始後

23 ヶ月 
10 0.48 b 8.7×109 c 肺腫瘍の発現頻度増加なし 

-：論文中に記載なし，a：一次 (原体) 粒子径から計算，b：比表面積から計算，c：文献で報告された気中粒子径と TiO2の真密度に基づく概算 
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1.2.2 気管内投与試験 (表 IV.4)  

雌雄の Syrian golden ハムスターに 3 mg/0.2 mL の TiO2塵埃粒子 (平均サイズ：0.5 μm) を週 1

回，15 週にわたって気管内投与した (Stenbäck et al. 1976)．粉砕した TiO2を生理食塩水に縣濁し，

使用前に超音波処理を行った．試験期間中のハムスターの体重には TiO2暴露による有害影響は認

められなかった．試験開始後 80 週では無処置対照群の生存率は 46%であったが，TiO2 暴露ではす

べてのハムスターが死亡した．TiO2 暴露ハムスターの肺に間質の線維化および軽度の炎症が観察

されたが，肉芽腫形成や腫瘍は認められなかった． 

雄 Syrian golden ハムスターに TiO2 塵埃粒子を 0.15 mL の生理食塩水に縣濁して 1 

mg/hamster/week を 8 回気管内投与した (Mohr et al. 1984)．試験期間は 130 週であった．TiO2暴露

の 135 匹のハムスターには肺がんおよび中皮腫は認められず，2 匹に胸部肉腫が観察されただけ

であった． 

ファイン (F) TiO2 (粒子サイズ：0.25 μm) の 10 mg/rat/week を 6 回，または，ウルトラファイン 

(UF) TiO2 (粒子サイズ：21 nm) 6 mg/rat/week を 5 回，Wistar CPR/WU ラットに気管内投与し，129

週後にラットを剖検した (Borm et al. 2000)．対照群には 0.5% Tween 80 を含む生理食塩水を気管内

投与した．免疫組織化学染色を行った肺組織のマクロファージおよび顆粒球を計数して炎症を評

価した．F-TiO2 および UF-TiO2 ともに慢性炎症を惹起した．腫瘍発生率は対照群で 5%，F-TiO2

群で 20.9%，UF-TiO2 群で 50%であった．F-TiO2群の腫瘍発生率は肺胞マクロファージおよび顆粒

球の増加の程度と相関していたが，UF-TiO2 群では肺胞マクロファージおよび顆粒球増加の程度が

低いにも関わらず，腫瘍発生率は高かったと記載されている．しかしながら，本論文では腫瘍の

種類について記述されていない．本論文の著者は，腫瘍発生がオーバーロードおよびその後の組

織反応よりもむしろ高度な間質化と直接的に関連していることを示唆していると述べている． 

これらの気管内投与暴露試験の結果，10 mg/rat/week の F-TiO2 を 6 回気管内投与，または 6 

mg/rat/week の UF-TiO2を 5 回気管内投与したラットにおいて催腫瘍性が認められている． 
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表 IV.4 TiO2 粒子の発がん性試験 (気管内投与)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元

製品名 
(試料名) 

結晶構造 (%)
比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察期間
用量 

原体 液中 [mg/kg] [m2/kg] [個/kg] 

Stenbäck et al.

(1976) 
- TiO2 - - 500 - 

雌雄 

Syrian golden 

ハムスター

15 週 80 週 3 - - 
肺腫瘍の発現頻度増加

なし 

Mohr et al. 

(1984) 
- 

Granular 

dust TiO2 
- - - - 

雄 

Syrian golden 

ハムスター

8 週 130 週 1 - - 
肺腫瘍の発現頻度増加

なし 

Borm et al. 

(2000) 

- 
Fine 

TiO2 
- - 250 - 

雌 

Wistar ラット

6 週 

129 週 

10 - - 

↑肺腫瘍の発現頻度 

- 
Ultrafine 

TiO2 
- - 21 - 5 週 6 - - 

-：論文中に記載なし 
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1.2.3 腹腔内投与試験 (表 IV.5)  

粉砕した TiO2 を 100 mg/mL の濃度で生理食塩水に懸濁し，5–6 ヶ月齢の雄 Marsh-Buffalo マウ

スに25 mg/mouseを1回腹腔内注射し，注射後18ヶ月にマウスを剖検した (Bischoff & Bryson 1982)．

対照群 30 匹中，3 匹に頸部，腹膜または脾臓における組織球性リンパ肉腫，1 匹に肝臓における

肉腫がみられた．TiO2注射群 32 匹中，3 匹にリンパ節過形成，1 匹に白血病が観察されたが，TiO2

投与と腫瘍発生との関連性は認められなかった． 

TiO2 (P25，アナターゼ型，Degussa) の生理食塩水懸濁液を 1–3 分超音波処理して調製した投与

液を週 1 回腹腔内注射したのち，自然死または一般状態悪化によると殺までラットを観察し，ま

た試験開始後 2.5 年に計画と殺を行った (Pott et al. 1987)．子宮の腫瘍を除いた腹部における肉腫，

中皮腫および癌腫を有するラットを腫瘍発生ラットとして試験結果を集計した．腫瘍を有するラ

ットの頻度は，9 週齢の雌 Wistar ラットに 5 回腹腔内注射 (総投与量 90 mg/rat) した群で 5.3%，8

週齢の雌 SDラットに 5 mg/ratを単回腹腔内注射した群で 3.8%，4週齢の雌Wistarラットに 5 mg/rat

を単回腹腔内注射した群で 0%，5 週齢の雌 Wistar ラットに 3 回腹腔内注射 (2 + 4 + 4 mg/rat，総

投与量 10 mg/rat) した群で 0%，また，8 週齢の雌 Wistar ラットに 20 回腹腔内注射 (5 mg/rat を 20

回，総投与量 100 mg/rat) した群で 9.4%であった．生理食塩水を腹腔内注射した 5 つの対照群の

腫瘍発生ラットの発現率は 0-6.3%であり，TiO2による腫瘍発現頻度の上昇はみられなかった． 

以上のように，腹腔内投与では，顔料グレードおよびナノサイズの TiO2の催腫瘍性は認められ

ていない． 



第 IV 章 有害性評価 
小林憲弘，江馬眞 

IV-21 

表 IV.5 TiO2 粒子の発がん性試験 (腹腔内投与)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 (%)
比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察期間 用量 
原体 液中

Bischoff & 

Bryson (1982) 
Aldrich TiO2 - - - - 

雄 

Marsh-Buffalo 

マウス 

 (5-6 ヶ月齢) 

単回投与 18 ヶ月 25 mg/mouse 催腫瘍性なし 

Pott et al. 

(1987) 
Degussa P25 Anatase - - - 

雌 

SD ラット

 (8 週齢) 

単回投与 30 ヶ月 5 mg/rat 

腫瘍を有するラットの

増加なし 
雌 

Wistar ラット

 (4-9 週齢) 

単回投与 30 ヶ月 5 mg/rat 

3 週 30 ヶ月 2+ 4 + 4 mg/rat 

5 週 30 ヶ月 合計 90 mg/rat 

20 週 30 ヶ月 5 mg/rat/週 

-：論文中に記載なし 
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1.2.4 皮下投与試験 (表 IV.6)  

13 週齢の雌雄の SD ラットに二酸化ケイ素含有量の異なる 3 種類 (0, 0.7 または 10.5%) の顔料

グレードの TiO2生理食塩水懸濁液 (30 mg/mL/rat) を右脇腹に 1 回皮下注射し，126–146 週の観察

期間後に剖検したところ，3種類のTiO2による腫瘍発生は認められなかった (Maltoni et al. 1982)．

本論文では試験条件および試験結果に関する詳細な記述は行われていない． 

 

1.2.5 経口 (混餌) 投与試験 (表 IV.7)  

顔料グレードの TiO2 (Unitane 0-220，アナターゼ型，98% TiO2，American Cyanamid Co.) を 25000

または 50000 ppm 含有した飼料を雌雄の F344 ラットまたは雌雄の B6C3F1 マウスに 103 週間与え

て，104 週に剖検した (NTP, 1979)．試験終了時の生存率は，雌マウスの 50000 ppm 群で 66%，25000 

ppm 群で 78%，対照群で 90%となり TiO2投与の影響がうかがわれたが，雄マウスおよび雌雄ラッ

トの生存率には TiO2投与の影響はみられなかった．雌雄のマウスおよびラットの体重に TiO2投与

の影響は認められなかった．雌雄のマウスおよびラットで被験物質と同色の白色便が観察された

以外には一般状態に TiO2投与の影響はみられなかった．雌雄のラットおよびマウスに TiO2投与に

よる腫瘍発生の上昇は認められなかった． 

TiO2表面修飾雲母 Flamenco Superpearl 100 (Mearl Corporation) と Afflair 100 Silverpearl (E. Merk) 

を 1:1 で混合した被験物質 ( 終含量：28% TiO2および 72%雲母， 長径：10–35 μm) を 1.0, 2.1

または 5.0%の濃度で飼料に添加混合し，6 週齢 (体重：雄 104–166 g, 雌 91–125 g) の F344 ラット

に 130 週間与えた (Bernard et al. 1989)．生存率，体重増加，血液生化学および臨床化学パラメー

タに TiO2表面修飾雲母投与による変化は認められなかった．TiO2表面修飾雲母投与の雄ラットに

用量依存的な肉眼的な白内障の発現がみられたが，顕微鏡検査では対照群を含むすべての群の雌

雄とも発現率は同様であった．高用量群の雄で副腎髄質過形成の発現がわずかに増加したが，褐

色細胞腫への増殖性変化を示す所見は認められなかった．高用量群の雄で 終剖検時に単核細胞

白血病の発現が上昇したが，被験物質投与との関連性はないと判断された．これらの結果から，

F344ラットに 130週にわたって混餌投与したTiO2表面修飾雲母は毒性および催腫瘍性を示さない

と結論される． 

以上のように，混餌投与では TiO2の催腫瘍性は認められていない． 
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表 IV.6 TiO2 粒子の発がん性試験 (皮下投与)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察期間 用量 
原体 液中

Maltoni et al. 

(1982) 
- 

Pigmentary 

TiO2 
- - - - 

雌雄 

SD ラット

 (13 週齢) 

単回投与 126–146 週 30 mg/rat 催腫瘍性なし 

-：論文中に記載なし 
 
 

表 IV.7 TiO2 粒子の発がん性試験 (経口/混餌投与)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察期間 用量 
原体 液中

NTP (1979) 
American 

Cyanamid 

Unitane 

0-220 
Anatase - - - 

雌雄 

F344 ラット
103 週 104 週 餌料中に 25000, 50000 ppm  発がん性なし. 

雌雄 B6C3F1 

マウス 

Bernard et al. 

(1989) 

Mearl 

Corp./E. 

Merk 

Flamenco 

Superpearl 

100/Afflair 

Silverpearl 

- - 
10000–

35000
- 

雌雄 

F344 ラット

 (6 週齢) 

130 週 130 週 餌料中に 1.0, 2.0, 5.0% 催腫瘍性なし. 

-：論文中に記載なし 
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1.2.6 考察および結論 

ナノサイズの TiO2を含め TiO2の発がん性試験について，公表されている科学論文を収集して精

査したところ，吸入性サイズ，顔料グレードまたはナノサイズの TiO2をラットに吸入または気管

内投与暴露したときに腫瘍発生が認められている．TiO2 を吸入暴露されたラットの肺腫瘍には良

性扁平上皮腫瘍，細気管支肺胞腺腫，扁平上皮癌および腺癌が含まれると記述されている (Lee et 

al. 1985; Heinrich et al. 1995)．ヒトのリスク評価におけるげっ歯類の良性扁平上皮嚢胞 (ラット肺

における増殖性角質嚢胞および嚢胞性角化損傷) の意義については論争されているところである 

(Carlton 1994; Boorman et al. 1996)．NIOSH (2005) はラット肺の扁平上皮角化腫瘍とヒト肺病変と

の関連性はないとしているが，一方では TiO2に暴露されたラットで認められた肺の腺腫と腺癌は

ヒトの肺腫瘍と同様であるとも考えられている (Maronpot et al. 2004)．Warheit & France (2006) は

吸入性サイズ TiO2のラット 2 年間吸入毒性試験 (Lee et al. 1985) において，肺の嚢胞性角化扁平

上皮癌と診断された 16 の増殖性扁平上皮損傷病変について顕微鏡による病理ピアレビューによ

る再検討を行った結果，2 病変は扁平上皮化生，1 病変は不完全な角化扁平上皮癌であり，13 病

変については非腫瘍性嚢胞であり，増殖性扁平上皮損傷病変は悪性腫瘍ではないと診断している．

また，彼らは，これらの角質嚢胞は粒子のオーバーロード (肺のクリアランス能力を超えた粒子

の過剰負荷) によるラット肺に特有な種特異的病変であると述べている．Lee et al. (1985) の試験

では，扁平上皮癌が雄の対照群で 0/79 および 250 mg/m3 群で 1/77，雌の対照群で 0/77 および 250 

mg/m3 群で 13/74 に観察されているが，これらを催腫瘍性の評価から除外すると，細気管支肺胞腺

腫が雄の対照群で 2/79 および 250 mg/ m3 群で 12/77 (p=0.00472)，雌の対照群で 0/77 および 250 mg/ 

m3 群で 13/74 (p=0.0000523) に観察されており，試験結果は良性腫瘍のみの発現を惹起すると評価

される．また，ナノサイズの TiO2を暴露した Heinrich et al. (1995) の試験では，雌ラットの扁平

上皮癌が対照群で 0/217 および TiO2暴露群で 3/100 に観察されているが，これらをヒトのリスク

に関連しないとして評価から除外しても，腺腫が対照群で 0/217 および TiO2群で 4/100 に観察さ

れ，腺癌が対照群で 1/217 および TiO2 暴露群で 13/100 (対照群およびディーゼル排ガス粒子群に

比べて有意に高い) に観察されており，催腫瘍性の評価には影響を及ぼさない．これらのことは，

TiO2 をラットに吸入暴露したとき，吸入性サイズでは良性腫瘍，ナノサイズでは悪性腫瘍を発現

させることを示唆している． 

粒子による遺伝毒性発現には，肺の炎症を欠いた状態で粒子によって誘発される遺伝子損傷を

指す直接的遺伝毒性と粒子により誘発された炎症中に産生された活性酸素種 (ROS) や活性窒素

種 (RNS) による酸化的 DNA 侵襲に起因する遺伝子損傷を指す間接的遺伝毒性があり，TiO2のよ

うな難溶解性粒子 (PSPs) については，間接的な遺伝毒性による腫瘍発生が示唆されている 

(Knaapen et al. 2004; Greim & Ziegler-Skylakakis 2007; Schins & Knaapen 2007; Azad et al. 2009)．ナノ

サイズ TiO2は顔料グレード TiO2よりもフリーラジカル活性が強く (Donaldson et al. 1996)，ナノサ

イズの TiO2 が，発がん物質活性化，DNA 損傷，腫瘍プロモーション等の発がん過程に関与する

酸化的ストレスを惹起することが示唆されている (Gurr et al. 2005)．これらの知見は，ナノサイズ
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の TiO2 の遺伝毒性試験において示された陽性反応には ROS/酸化ストレスが関わっていることを

示している．ROS/酸化ストレスを介して発現する遺伝毒性には実用的閾値があるとされている 

(Pratt & Barron 2003; 森田ら 2005)．ナノ粒子による ROS/酸化ストレスを介して発現する炎症反応

の発現には閾値が存在し，このような炎症に関連した間接的な遺伝毒性発現には閾値があると考

えられている (Schins & Knaapen 2007; Wiegand et al. 2009)．これらのことは炎症を介した間接的遺

伝毒性に起因した発がん性の発現には閾値が存在することを示唆している (Bolt et al. 2004)． 

顔料グレード TiO2を雌ラット，マウスまたはハムスターに 1 日 6 時間，週 5 日，13 週間吸入暴

露し，4, 13, 26 または 52 (ハムスターは 46) 週に剖検したところ，TiO2の肺負荷量はマウスで

も高く，肺における TiO2のオーバーロードはラットおよびマウスでみられ，ハムスターで弱くみ

られた (Bermedez et al. 2002)．肺の炎症はラット，マウスおよびハムスターで観察されたが，ラ

ットでは線維増殖病変および肺胞上皮化生を伴った重篤な持続性炎症が特徴的に認められ，これ

らの病変がラットにおける TiO2 等の PSPs の催腫瘍性に関連していると考えられる．また，ヒト

の鉱山労働者でのコホート研究において，非常に高い PSPs 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)．TiO2による腫瘍発生はラットでしか確認

されておらず、肺の慢性炎症を伴った粒子のオーバーロードに起因する可能性が高いと考えられ、

Hext et al. (2005) は TiO2の催腫瘍性は肺におけるオーバーロードとクリアランスメカニズムの低

下による持続性炎症に起因し，ラットに特有であると記述している． 

 以上に示したように，TiO2 の発がん性試験について，公表されている科学論文を収集整理した

ところ，吸入性サイズ，顔料グレードまたはナノサイズの TiO2をラットに吸入または気管内投与

暴露したときに腫瘍発生が認められている．しかしながら，TiO2 のマウス，ハムスターへの吸入

および気管内投与暴露，また，腹腔内および皮下注射，経口投与では催腫瘍性は認められていな

い． 

 

1.3 遺伝毒性 

以下では，ナノサイズおよびミクロンサイズの TiO2粒子の遺伝毒性に関する既存研究を，試験

の種類ごとに整理して記述する (江馬ら 2009 に情報を追記)． 

 

1.3.1 in vitro 遺伝毒性試験 

(a) DNA 損傷 (コメット・アッセイ) 試験 (表 IV.8)  

DNA 損傷性を電気泳動により細胞単位で評価するコメット・アッセイ (菊池ら 1995) が行われ

ている． 

p-25 (アナターゼ型，平均サイズ：21 nm，Nippon-Aerosil)，WA (アナターゼ型，平均サイズ：255 

nm，Wako)，WR (ルチル型，平均サイズ：255 nm，Wako)，TP-3 (ルチル型，平均サイズ：420 nm，

Fuji titan) の 4 種の TiO2を Earle’s balanced salt solution (EBSS) に懸濁し，マウス・リンパ腫 L5178Y
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細胞を用いてコメット・アッセイを行った (Nakagawa et al. 1997)．光遺伝毒性 (紫外線や可視光

に暴露されることにより，励起され，遺伝毒性を示すこと) を検討するために，光照射はほぼ太

陽光と同一な UV/vis により光照射を行った (UVA:UVB = 25:1)．p25 および TP3 については非

UV/vis 照射下では DNA 損傷はみられなかったが，UV/vis 照射下では DNA 損傷が観察された．こ

れらの TiO2 では光遺伝毒性がみられた濃度において細胞生存率の低下が認められた．試験した

TiO2 のうちでは p-25 の影響が も大きかった．WA については UV/vis 照射の有無にかかわらず

DNA 損傷がみられ，DNA 損傷は UV/vis 照射下で顕著であった．WR については UV/vis 照射の有

無にかかわらず，DNA 損傷はみられなかった． 

市販の日焼け防止剤から有機溶媒 (アセトニトリル，アセトン，クロロフォルム) で洗浄して抽

出したアナターゼ型/ルチル型の種々の割合の TiO2 (直径：20–50 nm)を 0.0125%の濃度でヒト線維

芽細胞 (MRC-5) を用いたコメット・アッセイを太陽光と同様な光照射下で実施したところ，酸

化的 DNA 損傷 (ROS などによる DNA 損傷) が認められた (Dunford et al. 1997)． 

アナターゼ型の直径 10 nm (Hombikat UV100)，20 nm (Millenium PC500)，200 nm (40167-01, Kanto 

Chemical) および 200 nm 以上 (T8141, Aldrich-Sigma) の TiO2，ルチル型の直径 200 nm (40982-30, 

Kanto Chemical) TiO2の 5 種類の TiO2を 120 °C，2 時間加熱滅菌したのち，リン酸生理食塩水緩衝

液 (PBS) に懸濁し，使用時まで 4 °C で保存して試験を行った (Gurr et al. 2005)．ヒト気管支上皮

細胞 (BEAS-2B) 培養液中に TiO2 を添加し，暗所にてコメット・アッセイを実施したところ，酸

化的 DNA 損傷が 10 μg/mL で直径 10 および 20 nm のアナターゼ型，直径 200 nm ルチル型でみら

れたが，直径 200 および 200 nm 以上のアナターゼ型ではみられなかった．また，アナターゼ型 (200 

nm) /ルチル型 (200 nm) の 10 μg/mL 液のそれぞれの 10 μL の混合液による酸化的 DNA 損傷惹起

作用はアナターゼ型またはルチル型の TiO2単独よりわずかに強かった． 

ヒト B 細胞リンパ芽球様株化細胞 (WIL2-NS) を用いて UF-TiO2 (純度 99%，アナターゼ型，サ

イズ中央値：6.57 nm，比表面積：148 m2/g，Sigma-Aldrich) のコメット・アッセイが行われてい

る (Wang et al. 2007a; Sanderson et al. 2007)．TiO2は培地 (RPMI 1640) に懸濁し，超音波処理の後，

遠心分離した上澄をろ過滅菌 (20 μm) して-20 °Cに保存した．65 μg/mLの24時間暴露によりDNA

損傷が報告されている． 

自然の水域環境における影響を検討するために魚類細胞を用いて試験が行われている． 

TiO2 (アナターゼ型，平均粒子サイズ：5 nm) を滅菌 PBS に懸濁し，1, 10 または 100 μg/mL の

濃度を用いて金魚皮膚初代株化細胞によるコメット・アッセイを実施した (Reeves et al. 2008)．紫

外線 (UV) 非照射下の 24 時間培養のすべての濃度および 2 時間培養の 10 μg/mL で酸化的 DNA

損傷がみられ，UV 照射下では酸化的 DNA 損傷が増強された． 

ニジマス性腺由来線維芽株化細胞 (RTG-2) を用いて，ナノ粒子 TiO2 (アナターゼ型 25% + ルチ

ル型 75%，平均直径：24.4 nm，Degussa) を超純水に懸濁し，コメット・アッセイを行ったところ，

高濃度 (50 μg/mL) の UV 照射下でのみ DNA 損傷がみられた (Vevers & Jha 2008)． 

成人健康女性から採取した抹梢血リンパ球を用いて，コメット・アッセイを行った (Kang et al. 
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2008)．Degussa Aeroxide P25 (アナターゼ型 70–85% + ルチル型 15–30%，粒子サイズ：約 30 nm, 日

表面積：50 m2/g) を 120 °C，2 時間加熱滅菌したのち，滅菌 PBS に 20, 50 または 100 μg/mL の濃

度で懸濁した．使用時には 30 分超音波処理を行った．コメット・アッセイにより不対 DNA 鎖切

断を示す Olive tail moment の増加が観察され，抗酸化剤 N-Acetylcysteine を加えてコメット・アッ

セイを行ったところ，TiO2 による DNA 損傷の減弱がみられた．また，50 μg/mL では細胞内の ROS

の産生が認められ，Degussa Aeroxide P25 はリンパ球において ROS を産生することにより DNA 損

傷を惹起することが示唆された． 

ヒト健康男性ボランティアから採取した精子およびリンパ球を用いて，3.73, 14.92, 29.85 または

59.7 μg/mL の TiO2 (アナターゼ型，粒子サイズ：40–70 nm，Sigma-Aldrich) を DMSO に懸濁し，

コメット・アッセイを行った (Gopalan et al. 2009)．精子およびリンパ球の生存率はすべての試験

条件下で 70%以上であった．精子については，精子頭部の DNA 量の減少が非 UV 照射下，TiO2

添加前 UV 照射下および添加後 UV 照射下においてもみられたが，UV 照射による影響は明らかで

はなかった．リンパ球については，DNA 損傷が非 UV 照射下，TiO2添加前 UV 照射下および添加

後 UV 照射下においてもみられ，UV 照射による DNA 損傷の増強が，TiO2 添加前 UV 照射下の

高濃度および TiO2添加後 UV 照射下の 14.92 μg/mL 以上で観察された． 

ヒト 2 倍体気管支線維芽細胞 (IMR-90) および SV-40 ウイルス変換 BEAS-2B 細胞を用いて，

TiO2-NP (アナターゼ型，直径：100 nm 未満，比表面積：49.7 m2/g, Degussa) についてコメット・

アッセイを実施した (Bhattacharya et al. 2009)．TiO2-NP はいずれの細胞においても 2–50 μg/m2 の

濃度で DNA 損傷を惹起しなかった． 

以上のように，魚類の皮膚細胞および性腺由来線維芽細胞，マウス・リンパ腫細胞，ヒト線維

芽細胞，気管上皮細胞，B 細胞，リンパ球および精子等を用いたコメット・アッセイにおいて，

TiO2による DNA 損傷が惹起されることが示されており，アナターゼ型/ルチル型，光照射/非光照

射にかかわらず，ナノサイズの TiO2 で陽性反応が観察されている．また，光照射は TiO2 による

DNA 損傷を増強することも観察されている．しかしながら，コメット・アッセイにより観察され

る DNA 鎖切断の多くは修復される (Singh et al. 2009) ので，コメット・アッセイの陽性所見のみ

で持続的な遺伝的異常をもたらすと判断することは困難である． 
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表 IV.8 TiO2 粒子の in vitro DNA 損傷 (コメット・アッセイ) 試験 (1/2) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

一次粒子径

[nm] 
比表面積

[m2/g] 
使用細胞 暴露濃度 

Nakagawa et al. 

(1997) 

Nippon- 

Aerosil 
p-25 

Anatase 
(100) 

21 - 

マウス・リンパ腫細胞 
(L5178Y)  

12.5–200 μg/mL
陽性 (UV/vis 照射)  

Wako WA 
Anatase 

(100) 
255 - 

50–3200 μg/mL 

3200 μg/mL 陽性 (UV/vis 非照射)  

Wako WR Rutile (100) 255 - 50–3200 μg/mL 陰性 (UV/vis 照射/非照射)  

Fuji titan TP-3 Rutile (100) 420 - 200–3200 μg/mL 陽性 (UV/vis 照射)  

Dunford et al. 
(1997) 

日焼け防止剤 
から抽出 

- 
Anatase/Rutile
(種々の割合)

20–50 - ヒト線維芽細胞 (MRC-5) 0.0125% 陽性 (光照射)  

Gurr et al. (2005)

Gift from 

Yang 

Hombikat 
UV100 

Anatase 
(100) 

10 - 

ヒト気管支上皮細胞

(BEAS-2B) 
10 μg/mL 陽性 (暗所)  

Millenium 
PC500 

Anatase 
(100) 

20 - 

Kanto 
Chemical 

cat no. 
40167-01 

Anatase 
(100) 

200 - 

Aldrich-Sigm
a 

cat no. 
T8141 

Anatase 
(100)  200 - 

Kanto 
Chemical 

cat no. 
40982-30 

Rutile (100) 200 - 

-：論文中に記載なし 
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表 IV.8 TiO2 粒子の in vitro DNA 損傷 (コメット・アッセイ) 試験 (2/2) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

一次粒子径

[nm] 
比表面積

[m2/g] 
使用細胞 暴露濃度 

Wang et al. 
(2007a), 

Sanderson et al. 
(2007) 

Sigma- 
Aldrich 

UF-TiO2 Anatase (100) 6.57 148 
ヒト B 細胞リンパ芽球様株

化細胞(WIL2-NS) 
65 μg/mL 陽性 

Reeves et al. 
(2008) 

Sigma 
TiO2 

nanoparticl
es 

Anatase (100) 5 - 
金魚皮膚初代株化細胞 

(GFSK-S1)  
1–100 μg/mL 陽性 (UV 照射/非照射)  

Vevers et al. 

(2008) 
DeGussa TiO2-ENPs

Anatase (25) 

/Rutile (75) 
24.4 - 

ニジマス性腺由来線維芽株

化細胞 (RTG-2)  
50 μg/mL 陽性 (UV 照射)  

Kang et al. 
(2008) 

Degussa 
Degussa 

Aeroxide P25
Anatase (70–85)
/Rutile (30–15)

30 50 
成人健康女性抹梢血リンパ

球 
20–100 μg/mL 陽性 

Gopalan et al. 
(2009) 

Sigma 
Aldrich 

P25 Anatase 40–70 - 
成人健康男性精子およびリ

ンパ球 
3.73–59.7 μg/mL 陽性 (UV 照射/非照射)  

Bhattacharya et 
al (2009) 

Degussa TiO2-NP Anatase (100) < 100 49.7 

ヒト2倍体気管支線維芽細胞

(IMR-90) および SV-40 ウイ

ルス変換 BEAS-2B 

2–50 μg/cm2 (in 
IMR-90 and 
BEAS-2B) 

陰性 

-：論文中に記載なし 
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(b) 微生物を用いた遺伝子突然変異性試験 (表 IV.9)  

サルモネラ菌あるいは大腸菌を用いて復帰突然変異を検出するための試験が行われている． 

p-25 (アナターゼ型, 平均サイズ：21 nm, Nippon-Aerosil) を蒸留水に懸濁し，サルモネラ菌 

(Salmonella typhimurium TA98, TA100 および TA102) を用いた突然変異性試験 (エームス試験) を

行ったところ，5–40 mg/mL の試験濃度において UV/vis 照射の有無にかかわらず突然変異誘発作

用はみられなかった (Nakagawa et al. 1997)． 

米国環境保護庁 (US EPA) および経済協力開発機構 (OECD) ガイドラインに従って，ultrafine 

TiO2 (uf-C，アナターゼ型 21% + ルチル型 79%，水中粒子サイズ：140 nm, 比表面積：38.5 m2/g， 

DuPont) の Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535 および TA1537，Escherichia coli WP2urvA

を用いた突然変異性試験を行った (Warheit et al. 2007c)．滅菌水を溶媒とした 100, 333, 1000, 3333 

または 5000 μg/plate のいずれの濃度においても，代謝活性化存在下および非存在下においても

uf-C の突然変異誘発作用は認められなかった． 

このように，光照射および代謝活性化の有無にかかわらず，細菌を用いた試験では TiO2は突然

変異誘発作用を有していないことが示されているが，陰性結果の原因の一つとして被験物質が細

菌の細胞壁を通過し難いことが考えられる (Landsiedel et al. 2009)． 

 

(c) ほ乳動物細胞を用いた遺伝子突然変異性試験 (表 IV.9)  

p-25 (アナターゼ型，平均サイズ 21 nm, Nippon-Aerosil) を EBSS に縣濁し，マウス・リンパ腫

細胞 (L5178Y) を用いた突然変異性試験を行った結果，UV/vis 照射の有無にかかわらず突然変異

誘発は観察されなかった (Nakagawa et al. 1997)． 

ヒ ト B 細 胞 リ ン パ 芽 球 様 株 化 細 胞  (WIL2-NS) を 用 い た Hypoxanthine-guanine 

phosphoribosyltransferase (hprt) 遺伝子突然変異性試験の結果が報告されている (Wang et al. 2007a; 

Sanderson et al. 2007)．TiO2 (純度 99%，アナターゼ型，サイズ中央値：6.57 nm，比表面積：148 m2/g，

Sigma-Aldrich) では，突然変異発現頻度と濃度との間に直線関係がみられ，変異の発現頻度は 24

時間暴露の 130 μg/mL で 2.5 倍，65 μg/mL で 1.7 倍と報告されている． 

突然変異を検出するためのレポーター遺伝子を導入した gpt delta トランスジェニック・マウス

の妊娠 14 日に胚を採取して得た初代培養胚線維芽細胞 (MEF) を用いて，TiO2 5 nm (アナターゼ

型，平均一次粒子直径：5 nm, 比表面積：114 m2/g, Sigma-Aldrich)，TiO2 40 nm (アナターゼ型，平

均一次粒子直径：40 nm, 比表面積：38.2 m2/g, Inframat Advanced Materials LLC)，TiO2 -320 mesh (直

径：-325 mesh, 比表面積：8.9 m2/g, Sigma-Aldrich) の突然変異誘発作用を調べた (Xu et al. 2009)．

TiO2 5 nm および TiO2 -325 mesh は細胞生存率に影響を与えなかったが，TiO2 40 nm は濃度依存的

な細胞致死作用を示し，LC50は約 30 μg/mL であった．TiO2 5 nm は 0.1 μg/mL で突然変異が背景

対照値の 2.2 倍に増加したが，より高濃度 (1–30 μg/mL) では突然変異の頻度の上昇は認められな

かった．TiO2 40 nm については濃度依存的な突然変異の発現頻度上昇がみられ，0.1 μg/mL で突然

変異の頻度が有意に上昇した．TiO2 -325 mesh では突然変異誘発作用は認められなかった． 
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このように，哺乳類細胞を用いた試験では，マウス・リンパ腫細胞では陰性であったが，hprt

遺伝子突然変異誘発試験およびトランスジェニック MEF を用いた遺伝子突然変異誘発試験にお

いてアナターゼ型のナノサイズの TiO2 で遺伝子突然変異誘発作用が観察されている．また，gpt 

delta トランスジェニック MEF を用いた試験においてはナノサイズの TiO2は突然変異誘発作用が

みられた． 
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表 IV.9 TiO2 ナノ粒子の in vitro 突然変異性試験 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

一次粒子径 
[nm] 

比表面積 
[m2/g] 

試験 使用細胞 暴露濃度 

Nakagawa et 
al. (1997) 

Nippon- 
Aerosil 

p-25 
Anatase 

(100) 
21 - エームス試験 

S. typhimurium 
(TA100, TA98, TA102)

5–40 mg/mL 陰性 (光照射/非照射)  

Warheit et al. 
(2007c) 

DuPont uf-C 

Anatase 
(21) 

/Rutile 
(79) 

140 
 (液中)  

38.5 エームス試験 

S. typhimurium (TA98, 
TA100, TA1535, 

TA1537) 
E. coli (WPurvA) 

100–5000 μg/plate
 (代謝活性化/非代

謝活性化)  
陰性 

Nakagawa et 
al. (1997) 

Nippon- 
Aerosil 

p-25 
Anatase 

(100) 
21 - 

哺乳類細胞突然変

異性試験 
マウス・リンパ腫細

胞 (L5178Y)  
250–2000 μg/mL 陰性 (光照射/非照射)  

Wang et al. 
(2007a), 

Sanderson et 
al. (2007) 

Sigma- 
Aldrich 

UF-TiO2 
Anatase 

(100) 
6.57 148 

hprt 遺伝子突然変

異性試験 

ヒト B 細胞リンパ芽

球様株化細胞

(WIL2-NS) 
65–130 μg/mL 陽性 

Xu et al. (2009)

Sigma- 
Aldrich 

- 
Anatase 

(100) 

5 114 

トランスジェニッ

クマウス突然変異

試験 

gpt delta トランスジ

ェニックマウス初代

培養胚線維芽細胞 
(MEF) 

0.1 μg/mL 陽性 

–325 mesh 8.91 0.1–30 μg/mL 陰性 

Inframat 
Advanced 
Materials 

LLC 

- 
Anatase 

(100) 
40 38.2 0.1 μg/mL 陽性 

-：論文中に記載なし 
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(d) 染色体異常試験および姉妹染色分体交換試験 (表 IV.10)  

細胞の分裂中期における染色体異常を観察する試験 (菊池ら 1995) が行われている． 

チャニーズ・ハムスター肺細胞 (CHL/IU) を用いて行った染色体異常試験では，p-25 (アナター

ゼ型, 平均サイズ：21 nm, Nippon-Aerosil) は非 UV/vis 照射下では染色体異常の増加を示さなかっ

たが，UV/vis 照射下において 12.5–50 μg/mL の濃度で濃度に依存して染色体異常の頻度が上昇し

た．主な構造異常は染色体切断および染色体交換であったが，倍数体の増加は 6.25–50 μg/mL の

濃度で 2–5 倍であった (Nakagawa et al. 1997)． 

US EPA および OECD ガイドラインに従って実施したチャイニーズ・ハムスター卵巣細胞 

(CHO) を用いた染色体異常試験が報告されている (Warheit et al. 2007c)．ultrafine TiO2 (uf-C，アナ

ターゼ型 21% + ルチル型 79%，水中平均サイズ：140 nm, 比表面積：38.5 m2/g, DuPont) を Milli-Q

水で調製し 750, 1250 または 2500 μg/mL の濃度を用いて非代謝活性化存在下で 4 時間培養，62.5, 

125 または 250 μg/mL の濃度を用いて代謝活性化存在下で 4 時間培養，25, 50 または 100 μg/mL の

濃度を用いて非代謝活性化存在下で 20 時間培養した． 高濃度の浸透圧および pH に変化はなく，

細胞発育 50%抑制はいずれの濃度でも認められなかった．代謝活性化存在下の 4 時間培養の結果，

750 μg/mL 以上および 20 時間非代謝活性化存在下のすべての濃度において，有糸分裂抑制がみら

れた．いずれの条件下のいずれの濃度においても染色体の構造および数的異常の増加は認められ

なかった． 

チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞 (CHO-WBL) を用いて，8 種のナノサイズ TiO2の染色体異

常誘発性を検討した (Theogaraj et al. 2007)． 高濃度を 5000 μg/mL として細胞毒性が 50%より低

い濃度を用いて試験を行った．いずれの試料でも UV 照射の有無にかかわらず，染色体異常の頻

度は低く，陰性対照の背景デーダの範囲内の頻度であった．いずれの TiO2についても UV 照射に

よる染色体異常の発現の増強は認められなかった． 

姉妹染色分体の部分的な交換 (2 本の姉妹染色分体の間で同じ部位が入れ替わること) を利用

して遺伝毒性を検出する姉妹染色分体交換 (SCE) 試験 (菊池ら 1995) が行われている．チャイニ

ーズ･ハムスター卵巣細胞 (CHO-K1) を用いて，TiO2 (Standard solution, Merk)の SCE 誘発作用を調

べたところ，細胞毒性のみられない 1–5 μM (0.080–0.4 μg/mL に相当) の範囲で濃度依存的に SCE

頻度が増加した (Lu et al. 1998)． 
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表 IV.10 TiO2 粒子の in vitro 染色体異常試験および姉妹染色分体交換試験 

出典 

試料キャラクタリゼーション  試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 (%) 
一次粒子径

[nm] 
比表面積 

[m2/g] 
試験 使用細胞 暴露濃度 

Nakagawa et 
al. (1997) 

Nippon-
Aerosil 

p-25 Anatase (100) 21 -  
染色体異常

試験 
チャイニーズ・ハムス

ター肺細胞 (CHL/IU)
12.5–50 μg/mL

陽性 
 (UV/vis 照射下)  

Warheit et al. 
(2007c) 

DuPont (uf-C) Anatase (21)/Rutile (79) 
140 

 (液中) 
38.5  

染色体異常

試験 
チャイニーズ・ハムス

ター卵巣細胞 (CHO)

25–2500 μg/mL
(代謝活性化/非
代謝活性化) 

陰性 

Theogaraj et 
al. (2007) 

Degussa

(A) 
Anatase (80) /Rutile (20), 

Trimethoxy caprylsilane coating 
21 - 

 
染色体異常

試験 

チャイニーズ・ハムス

ター卵巣細胞 
(CHO-WBL) 

< 800 μg/mL 

陰性 
 (光照射/非照射)  

(B) 
Anatase (80) /Rutile (20), 
droped di-iron trioxide (2) 

21 - 

(C) Anatase (80) /Rutile (20) 21 - 

(D) Rutile (100) Alumina (8-11) coating 14 - < 3000 μg/mL

(E) 
Anatase (100), 

Alumina (37), silica (12–18) coating 
60 - 

< 5000 μg/mL

(F) Rutile (100), Alumina (5–6.5) coating 20 - 

(G) Rutile (100), Alumina (3–8) coating 15 - < 1950 μg/mL

(H) 
Rutile (100), 

Alumina (10.5–12.5), silica (3.5–5) coating
20–22 - < 5000 μg/mL

Lu et al. 
(1998) 

Merk 
Standard 
solution - - -  

姉妹染色分

体交換 
(CSE) 試験

チャイニーズ・ハムス

ター卵巣細胞 
(CHO-K1) 

1–5 μM 陽性 

-：論文中に記載なし 
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(e) 小核試験 (表 IV.11)  

小核 (染色体の構造異常または分裂装置の損傷により，細胞分裂後に細胞中に取り残された染

色体断片，あるいは 1 から数本の染色体に由来する小さな核) の誘発を検出するための小核試験 

(菊池ら 1995) が行われている． 

P25 (アナターゼ型，結晶サイズ：20 nm，Degussa AG)，UV-TITAN M160 (ルチル型，水酸化ア

ルミニウムおよびステアリン酸による表面修飾，結晶サイズ：20 nm，Kemira) および顔料 TiO2 (ア

ナターゼ型，結晶サイズ：170 nm，Kemira) のラット肝上皮細胞を用いた小核試験を行った 

(Linnainmaa et al. 1997) ところ，5–200 μg/cm2 の濃度範囲では，UV 照射および非 UV 照射下いず

れにおいても細胞毒性はみられなかった．5, 10 または 20 μg/cm2 で実施した小核試験でもいずれ

の TiO2とも UV 照射および非 UV 照射下いずれの条件においても小核の発現頻度の上昇は認めら

れなかった． 

チャイニーズ･ハムスター卵巣細胞 (CHO-K1) を用いて，TiO2 (Standard solution, Merk)の小核誘

発作用を調べたところ，1–20 μM (0.08–1.6 μg/mL に相当) の濃度範囲でわずかであるが，有意な

小核の増加がみられた (Lu et al. 1998)． 

UF-TiO2 (粒子サイズ：20 nm 以下) および Fine-TiO2 (粒子サイズ：200 nm 超) を 120 °C，2 時間

加熱滅菌したのち，PBS に 1 μg/μL の濃度で懸濁し，0.5, 1.0, 5.0 または 10 μg/cm2 を，胎齢 13 日

のシリアン・ハムスター胚線維芽細胞の培養液中に添加して，12, 24, 48, 66 または 72 時間培養し

た (Rahman et al. 2002)．Fine-TiO2では小核の増加はみられなかったが，UF-TiO2の 0.5–5.0 μg/cm2

の濃度で 12 時間以上の培養により小核の発現頻度が上昇した．10 μg/cm2 では細胞毒性がみられ

た． 

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) 試験の結果が報告されている． 

チャイニーズ･ハムスター卵巣細胞 (CHO-K1) を用いて，サイトカラシン B を添加し，TiO2 

(Standard solution, Merk)を 24 時間暴露した CBMN 試験では，1–20 μg/mL の濃度でサイトカラシン

B を添加しない通常の小核試験よりも高頻度で小核が認められた (Lu et al. 1998)． 

TiO2を 120 °C，2 時間加熱滅菌したのち，PBS に懸濁し，使用時まで 4 °C で保存し，BEAS-2B

細胞培養液中に 10 μg/mL の濃度で TiO2を添加し，暗所で 24 時間培養して CBMN 試験を行った 

(Gurr et al. 2005)．直径 10および 200 nmアナターゼ型TiO2で小核の増加がみられたが，直径 200 nm

以上のアナターゼ型および 200 nm のルチル型 TiO2では小核の増加は観察されなかった． 

UF-TiO2 (純度 99%，アナターゼ型，サイズ中央値：6.57 nm，比表面積：148 m2/g，Sigma-Aldrich) 

のヒト B 細胞リンパ芽球様株化細胞 (WIL2-NS) を用いた CBMN 試験を行ったところ，65 μg/mL

の 24 時間暴露および 130 μg/mL の 6 時間暴露で小核の増加が認められた (Wang et al. 2007a; 

Sanderson et al. 2007)． 

ニジマス性腺由来線維芽株化細胞 (RTG-2) を用いて，ナノ粒子 TiO2 (アナターゼ型 25% + ルチ

ル型 75%，平均直径：24.4 nm，Degussa) を超純水に懸濁し，CBMN 試験を行ったところ，UV 照
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射の有無にかかわらず小核の増加はみられなかった (Vevers & Jha 2008)． 

成人健康女性から採取した抹梢血リンパ球を用いて，Degussa Aeroxide P25 (アナターゼ型

70–85% + ルチル型 15–30%，粒子サイズ：25 nm, 比表面積：50 m2/g, Degussa) の CBNM 試験を

行ったところ，濃度依存的に小核の発現頻度の上昇がみられ，50 および 100 μg/mL では有意の上

昇がみられた (Kang et al. 2008)． 

以上のように，ナノサイズの TiO2はハムスターおよびヒトの細胞を用いた小核試験ではサイトカ

ラシン B 添加の有無にかかわらず非光照射下において，陽性反応が示されている． 
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表 IV.11 TiO2 粒子の in vitro 小核試験 (1/2) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 (%)
一次粒子径 

[nm] 
比表面積

[m2/g] 
試験 使用細胞 暴露濃度 

Linnainmaa et 
al. (1997) 

Degussa 

P25 Anatase 20 - 

小核試験 ラット肝上皮細胞 5–20 μg/cm2 陰性 (UV 照射/非照射)  
UV-TITAN 

M160 

Rutile coated 
by Al(OH)3 & 

stearic acid 
20 - 

Kemira 
AFDC 

Pigmentary 
TiO2 

Anatase 170 - 

Lu et al. (1998) Merk 
Standard 
solution 

- - - 小核試験 
チャイニーズ・ハム

スター卵巣 細胞 
(CHO-K1)  

1–20 μM 陽性 

Rahman et al. 

(2002) 

(gift from 
Oberdörster) 

UF -  20 - 
小核試験 

シリアン・ハムスタ

ー胚線維芽細胞

0.5–5 μg/cm2 
陽性 

Fine - > 200 - 0.5–10μg/cm2 

-：論文中に記載なし 
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表 IV.11 TiO2 粒子の in vitro 小核試験 (2/2) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 (%)
一次粒子径 

[nm] 
比表面積

[m2/g] 
試験 使用細胞 暴露濃度 

Lu et al. (1998) Merk 
Standard 
solution 

- - - 
細胞質分裂ブロック

小核 (CBMN) 試験
CHO-K1 1–20 μM 陽性 

Gurr et al. 
(2005) 

Gift from 
Yang 

Hombikat 
UV100 

Anatase 10 - 

CBMN 試験 
ヒト気管上皮細胞

(BEAS-2B) 

10 μg/mL 陽性 (暗所)  

Kanto 
Chemical 

cat no. 
40167-01 

Anatase 200 - 10 μg/mL 陽性 (暗所)  

Sigma- 
Aldrich 

cat no. 
T8141 

Anatase  200 - 10 μg/mL 陰性 (暗所)  

Kanto 
Chemical 

cat no. 
40982-30 

Rutile 200 - 10 μg/mL 陰性 (暗所)  

Wang et al. 
(2007a) 

Sigma- 
Aldrich 

UF Anatase 6.57 148 CBMN 試験 
ヒト B 細胞リンパ

芽球様株化細胞

(WIL2-NS) 
65–130 μg/mL 陽性 

Vevers et al. 
(2008) 

DeGussa AG TiO2-ENPs 
Anatase (25) 
/Rutile (75) 

24.4 - CBMN 試験 
ニジマス性腺由来

線維芽株化細胞 
(RTG-2)  

10–50 μg/mL 陰性 (UV 照射/非照射)  

Kang et al. 
(2008) 

Degussa 
Degussa 

Aeroxide P25 
Anatase (70–85)
/Rutile (30–15)

25 50 CBMN 試験 
成人健康女性梢消

血リンパ球 
50–100 μg/mL 陽性 

-：論文中に記載なし 
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1.3.2 in vivo 遺伝毒性試験 (表 IV.12)  

10.4 mg/m3 の TiO2 (P25，一次粒子サイズ：15–30 nm，比表面積：40 m2/g, Degussa)を 7 週齢雌

Wistar ラットに 18 時間/日，5 日/週，2 年間全身暴露した (Gallagher et al. 1994)．暴露濃度は，試

験開始：7.5 mg/m3，開始 4 ヶ月：15 mg/m3，その後の 4 ヶ月：10 mg/m3，9 ヶ月から試験終了：

10 mg/m3 (平均：10.4 mg/m3) であり，肺負荷量は，6 ヶ月：23.2 mg/肺，終了時：39.3 mg/肺であ

った．2 年の暴露終了時にラット肺の DNA を分離し，DNA 付加体の有無を調べたところ，DNA

付加体の増加はみられなかった． 

TiO2 (アナターゼ型，直径：180 nm，比表面積：8.8 m2/g, Fisher Scientific) を 120 °C，2 時間加熱

滅菌したのち，滅菌生理食塩水に懸濁し，雌 F344 ラットに 5 または 50 mg/kg/日の濃度で 2 日連

続気管内投与した (Driscoll et al. 1997)．15 ヶ月後にラットをと殺して肺から得た肺胞タイプ II 細

胞における hprt 遺伝子突然変異の頻度を調べたところ，50 mg/kg 投与群で遺伝子突然変異の頻度

上昇がみられた． 

P25 (一次粒子直径：20 nm，親水性表面，Aerosil & Silanes, Degussa AG) および T805 (一次粒子

直径：20 nm，trimethoxyoctylsilane 処理による疎水性表面，Aerosil & Silanes, Degussa AG) を 0.25%

レシチン含有生理食塩水に懸濁して 0.15, 0.3, 0.6 または 1.2 mg (約 0.75, 1.5, 3.0 または 6.0 mg/kg) 

を雌 Wistar ラットに単回気管内投与し，90 日後に採取した肺の凍結切片を用いて，免疫アッセイ

により 8-oxoguanine (8-oxoGUA) の検出を試みた (Rehn et al. 2003)．P25 および T805 の全ての投

与量におけるラット肺細胞 DNA の 8-oxoGUA レベルに変化はみられなかった． 

 Aeroxide P25 (アナターゼ型 75% + ルチル型 25%，一次粒子サイズ：21 nm，比表面積：50 m2/g，

Evonik) を飲料水に拡散して超音波処理し，4–5 ヶ月齢の C57Bl/6Jpun/punマウスの成熟雄に 60, 120, 

300 または 600 g/mL (総投与量：50, 100, 250 または 500 mg/kg) を 5 日間または成熟雌の妊娠

8.5–18.5日に600 g/mL (総投与量：500 mg/kg) を飲水投与した (Trouiller et al. 2009)．妊娠中にTiO2

を与えたマウスの児の生後 20 日に眼を調べたところ，TiO2投与群で DNA 欠失頻度の上昇がみら

れた．TiO2 投与マウスでは，末梢血を用いたコメット・アッセイにより DNA 損傷が 500 mg/kg

で，肝臓では 8-Hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG) レベルの上昇が 500 mg/kg で，骨髄細胞を用

いたリン酸化ヒストン蛋白質 (-H2AX) アッセイで-H2AX 陽性細胞の頻度上昇が 50 mg/kg 以上

で，末梢赤血球を用いた小核試験で小核の頻度上昇が 500 mg/kg で観察された．また，末梢血中

の炎症性サイトカイン TNF-,，TNF-およびインターロイキン IL-8 (KC) のマウス相同分子種の

上方調節がみられた．このように，経口投与された TiO2は ROS などによる酸化的 DNA 損傷およ

び染色体異常を誘発し，ROS 産生に起因すると考えられる炎症も惹起していることから，TiO2 に

よる遺伝毒性が間接的であることを示唆している． 

 ST-01 (アナターゼ型，一次粒子径：4.9 nm，比表面積：316 m2/g，石原産業) をリン酸二ナト

リウム溶液に拡散し，1 群 5 匹の 8 週齢の雄 Crl:CD (SD) ラットに 1.0 または 5.0 mg/kg を単回気

管内投与後 3 または 24 時間に肺を採取し，また 0.2 または 1.0 mg/kg を 5 回 (1 回/週) 気管内投与

後 24 時間に肺を採取した (納屋ら 2011)．いずれの ST-01 処置群のラットにも一般状態および体
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重に異常はみられなかった．肺の病理組織学的検査では，1.0または 5.0 mg/kg単回処置後 24時間，

1.0 mg/kg 反復処置後に軽度の炎症反応 (好中球およびマクロファージ浸潤) が観察された．しか

しながら，いずれの ST-01 処置群のラット肺においてもコメット・アッセイでは% Tail DNA の有

意な増加は認められなかった．これらの知見は，肺の炎症反応を引き起こす濃度の ST-01 でも生

体では DNA 損傷を惹起しないことを示唆している． 
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表 IV.12 TiO2 ナノ粒子の in vivo 遺伝毒性試験 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
一次粒子径

[nm] 
比表面積

[m2/g] 
試験 in vivo 試験条件/使用組織 

Gallagher et al. (1994) Degussa P25 - 15–30 40 DNA 付加体の検出 10.4 mg/m3を 2 年間吸入暴露したラット肺 陰性 

Driscoll et al. (1997)
Fisher 

Scientific 
- Anatase 180 8.8 hprt 遺伝子突然変異検出

10, 100 mg/kg を気管内投与後 15 ヶ月のラット肺胞タ

イプ II 細胞 
陽性 

Rehn et al. (2003) 
Gallagher et al. (1994)

Aerosil & 
Silanes, 

Degussa AG 
Degussa 

P25 - 20 - 
酸化的 DNA 損傷試験

DNA 付加体の検出 
0.15–1.2 mg 気管内投与後 90 日のラット肺 
10.4 mg/m3を 2 年間吸入暴露したラット肺 

陰性 
P25 - 15–30 40 

Trouiller et al. (2009) Evonik Aeroxide P25
Anatase (75)
/Rutile (25)

21 50 

DNA 欠失試験 
総量 500 mg/kg を妊娠 8.5–18.5 日に飲水投与したマウ

スの生後 20 日児の眼 

陽性 

コメット・アッセイ 
総量 500 mg/kg を 5 日間飲水投与した成熟雄マウス末

梢血 

酸化的 DNA 損傷試験 総量 500 mg/kg を 5 日間飲水投与した成熟雄マウス肝

-H2AX アッセイ 
総量 500 mg/kg を 5 日間飲水投与した成熟雄マウス骨

髄細胞 

小核試験 
総量 500 mg/kg を 5 日間飲水投与した成熟雄マウス末

梢赤血球 

納屋ら (2011) 石原産業 ST-01 Anatase 4.9 316 コメット・アッセイ 

1.0 or 5.0 mg/kg を単回気管内注したラット肺 

陰性 0.2 or 1.0 mg/kg を 5 回 (1 回/週) 気管内投与したラッ

ト肺 

-：論文中に記載なし 
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1.3.3 考察および結論 

TiO2の遺伝毒性試験における陽性反応の多くが in vitro DNA 損傷試験および in vitro 小核試験で

報告されている．粒子サイズ等の試験条件の詳細な記載がない論文も散見されること，また報告

毎に試験条件が異なることなどにより，粒子サイズや光照射等の試験条件と試験結果との関連を

総合的に検討することは困難であるが，個々の論文中で陽性反応と陰性反応を示した TiO2を比較

してみると，粒子サイズが小さな TiO2 が光照射下で強い反応を示す傾向がみられる．すなわち，

コメット・アッセイでは，平均サイズ 21 nm のアナターゼ型 TiO2が も作用が強く，255 nm のア

ナターゼ型，420 nm のルチル型 TiO2も陽性反応を示したが，255 nm のルチル型は陰性であった 

(Nakagawa et al. 1997)．直径 10 nm および 20 nm のアナターゼ型，直径 200 nm のルチル型 TiO2は

陽性を示したが，直径 200 nm および 200 nm 以上のアナターゼ型 TiO2は陰性であった (Gurr et al. 

2005)．突然変異性試験では，直径 5 nm および 40 nm のアナターゼ型 TiO2は陽性であったが，-325 

mesh のアナターゼ型 TiO2は陰性であった (Xu et al. 2009)．小核試験では，粒子サイズ 20 nm 未満

の TiO2で陽性，粒子サイズ 200 nm 超の TiO2で陰性反応が観察されており (Rahman et al. 2002)，

直径 10 nm および 200 nm のアナターゼ型 TiO2で陽性，直径 200 nm 以上のアナターゼ型および直

径 200 nm ルチル型 TiO2では陰性であった (Gurr et al. 2005)．光照射の影響に関しては，金魚皮膚

初代株化細胞では 5 nm のアナターゼ型による酸化的 DNA 損傷は UV 照射下で増強されることが

示されている (Reeves et al. 2008)．ニジマス性腺由来線維芽株化細胞においてはナノサイズの TiO2 

(アナターゼ型 25% + ルチル型 75%) の DNA 損傷作用が UV 照射下で認められている (Vevers & 

Jha 2008)．また，ヒト・リンパ球における DNA 損傷は UV 照射による増強効果が観察されており 

(Gopalan et al. 2009)，チャニーズ・ハムスター肺細胞 (CHL/IU) による染色体異常試験では，21 nm

のアナターゼ型は UV/vis 照射下で強い影響が認められている (Nakagawa et al. 1997)． 

粒子の遺伝毒性発現には直接的および間接的な発現様式があると考えられており，直接的遺伝

毒性とは肺の炎症を欠いた状態で粒子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

は粒子に誘発された炎症中に産生された ROS や活性窒素種 (RNS) による酸化的 DNA 侵襲に起

因する遺伝子損傷を指す (Knaapen et al. 2004; Schins & Knaapen 2007)．TiO2 のような PSPs につい

ては，間接的な遺伝毒性による腫瘍発生が示唆されている  (Knaapen et al. 2004; Greim & 

Ziegler-Skylakakis 2007; Schins & Knaapen 2007; Azad et al. 2009)．酸化的 DNA 損傷に関して遺伝毒

性学的な作用発現に主要な役割を演じるヒドロキシラジカルのナノサイズのTiO2による産生が電

子スピン共鳴試験により細胞外および細胞内で観察されており (Reeves et al. 2008; Bhattacharya et 

al. 2009)，このことはナノサイズの TiO2による毒性影響は主にヒドロキシラジカルに起因するこ

とを示唆している．また，ナノサイズの TiO2 が，発がん物質活性化，DNA 損傷，腫瘍プロモー

ションなどの発がん過程に関与する酸化的ストレスを惹起することが示唆されている (Gurr et al. 

2005)．さらに，ナノサイズの TiO2は過酸化水素，ヒドロキシラジカルを産生し，それらの産生量

は，ルチル型では少なく，アナターゼ型で多く，UV 照射により増強されることが報告されてい

る (Uchino et al. 2002)．また，マウスに経口投与されたナノサイズの TiO2が示す遺伝毒性は間接
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的であることが示唆されている (Trouiller et al. 2009)．これらの知見は，ナノサイズの TiO2の遺伝

毒性試験で示された陽性反応が間接的な遺伝毒性であることを示唆している． 

in vivo 試験でも陽性の結果と陰性の結果が混在している．TiO2を吸入暴露または気管内投与し

たラット肺において hprt 遺伝子突然変異の発現頻度上昇が認められているが，DNA 付加体および

8-oxoGUA の発現は認められていない．また，我々はアナターゼ型ウルトラファインの TiO2は肺

に炎症反応を引き起こす濃度でも生体では DNA 損傷を惹起しないことを示している． 

TiO2の遺伝毒性を明確にするためには，陽性反応が示された in vitro 試験に対応した in vivo 遺伝

毒性試験による検証が必要であることはもとより，広範なメカニズムを対象としている標準的な

遺伝毒性試験バッテリーを実施することにより評価することが重要と考えられる． 

 

1.4 生殖発生毒性 

以下では，TiO2粒子の生殖発生毒性に関する既存研究を試験ごとに整理して記述する (Ema et al. 

2010 に情報を追記)． 

 

1.4.1 in vivo 生殖発生毒性試験 (表 IV.13)  

妊娠 (妊娠 14 日) および非妊娠マウスに，3 時間 165 °C に加熱，-80 °C で保存した吸入性サイ

ズの TiO2 (リン酸緩衝液生理食塩水懸濁液：50 μg/50 μL) 50 μg/マウスを単回鼻腔内投与し，投与

後 48 時間に肺の炎症反応を観察した (Fedulov et al. 2008)．妊娠マウスから得られた児の生後 4 日

に卵白アルブミン (OVA) とミョウバンを腹腔内投与し，生後 12–14 日に OVA を噴霧し，肺機能

および組織病理学的検査を行った．TiO2 投与により，妊娠マウスで非妊娠マウスに比べて肺胞洗

浄液 (BALF) 中の好中球が著しく増加し，血清中の炎症性サイトカインの上昇がみられた．TiO2

投与の児では気道の過敏反応性の上昇およびアレルギー感受性上昇を示す BALF 中の好酸球増加

および肺浸潤がみられた．これらの所見は TiO2が母体に急性細胞性炎症，児にアレルギー反応性

上昇を惹起すること示している． 

Aeroxide P25 (アナターゼ型 75% + ルチル型 25%，一次粒子サイズ：21 nm，比表面積：50 m2/g，

Evonik) を飲料水に拡散して超音波処理し，4–5 ヶ月齢 C57Bl/6Jpun/punマウスの妊娠 8.5–18.5 日に

600 g/mL (総投与量：500 mg/kg) を飲水投与した (Trouiller et al. 2009)．TiO2投与群の児の生後 20

日の眼で DNA 欠失頻度の上昇がみられた． 

TiO2ナノパウダー[アナターゼ型，粒子サイズ：25–70 (論文中では 2570) nm，表面積：20–25 (論

文中では 2025) m2/g，Sigma-Aldrich Japan，0.05% Tween 80 含有生理食塩水懸濁液：1 mg/mL] 100 μg/

マウスを Slc:ICR マウス (15 匹/群) の妊娠 6, 9, 12 および 15 日に 100 μg/マウス皮下投与し，胎齢

16 日の雄胎児および雄児の生後 2, 7, 14 または 21 日に脳を採取した (Shimizu et al. 2009)．得られ

た全脳からRNAを抽出し，cDNAマイクロアレイ解析により遺伝子発現を調べた．TiO2投与群で，

発現が変化した遺伝子は成長に従って増加し，生後 21 日で も多くなった．また，脳の発生，細

胞死，酸化的ストレス反応に関連する遺伝子等の発現に変化が認められた． 
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100 μg/マウスの TiO2 (アナターゼ型，粒子サイズ：25–70 nm，表面積：20–25 m2/g，純度：99.9%，

Sigma-Aldrich，0.05% Tween 80 含有生理食塩水懸濁液：1 mg/mL) を Slc:ICR マウス (6 匹/群) の

交尾後3, 7, 10および14日に皮下投与し，雄児の生後4日または6週に検査した (Takeda et al. 2009)．

TiO2投与群で低体重 (対照群の 88%) がみられた．生後 4 日または 6 週の児の脳および精巣中に

TiO2粒子が観察され，ライディヒ細胞，セルトリ細胞および精子細胞には 100–200 nm の TiO2の

凝集体が認められたと記述されている．TiO2 投与群の生後 6 週の児に精巣の異常 (精細管崩壊，

精細管腔内の成熟精子減少)，1 日精子産生，精巣上体精子運動性およびセルトリ細胞数の減少が

観察された．生後 6 週の児において嗅球，大脳皮質 (前頭葉および側頭葉) にナノサイズの TiO2

粒子が観察され，嗅球にアポトーシスのバイオマーカーである caspase-3陽性細胞が多くみられた． 

C57BL/6BomTac マウス (22–23 匹/群) の妊娠 8–18 日の 1 日 1 時間，42 mg/m3 (デンマークの 8

時間加重平均職業暴露限界に相当) の UV-titan L181 (ルチル型：Zr, Si, Al により修飾，ポリアルコ

ール表面修飾，TiO2: 70.8%，Zr: 8.7%，Si: 5.6%，Al: 2.4%，Na: 0.5%，揮発物質：5.2%，X 線解析

平均サイズ：20.6 nm，比表面積：107.7 m2/g，Kemira) を吸入暴露した (Hougaard et al. 2010)．TiO2

暴露群における母動物の肺の絶対および相対重量，BALF 中の好中球数およびリンパ球数は増加

し，マクロファージ数は減少していた．親 (F0) /児 (F1) の生殖発生毒性の指標には TiO2暴露の影

響はみられなかった．11–16 週齢 F1のモリス水迷路試験では TiO2暴露の影響は認められなかった

が，TiO2暴露群の F1において，14 週齢でのオープンフィールド試験で雄のフィールド中央部への

侵入頻度および雌の中央部での滞在時間の減少がみられ，4 ヶ月齢での音響驚愕反応試験で雌に

強いプレパルス抑制がみられた．生後 19 週の TiO2 暴露群の雄 F1を無処置の雌 C57BL マウスと交

配したところ，初回 F2児出産までの時間が延長する傾向がみられた．これらの試験結果は，妊娠

マウスの肺に炎症反応を示す濃度を吸入暴露したとき児の行動および生殖に変化が惹起されるこ

とを示している． 

 

1.4.2 in vitro 生殖発生毒性試験 (表 IV.13)  

TiO2 (粒子サイズ 25–70 nm，Aldrich) のマウス精巣ライディヒ株化細胞 (TM3) に対する直接作

用を調べた  (Komatsu et al. 2008)．TiO2 はリン酸緩衝液生理食塩水  (0.05%Tween80 および

0.25%DMSO 含有) に 3 mg/mL に懸濁し，使用前に 10 分間超音波処理を行った．TiO2を 48 時間

処理した TM3 の細胞質に不規則に分散した凝集体が観察された．TiO2は 100 μg/mL の 24 時間処

理により，TM3 の生存率が著しく低下し，TM3 の細胞増殖が一過性に低下した．TM3 を 10–100 

μg/mL の TiO2 で 16 時間処理を行ったところ，Heme oxygenase-1 (HO-1) mRNA 発現は認められず，

10–100 μg/mL の 16 時間処理および 10–30 μg/mL の 48 時間処理でも Steroidogenic acute regulatory 

(StAR) 遺伝子の発現はみられなかった．これらの所見からナノサイズの TiO2 はライディヒ細胞

における酸化的ストレス誘発およびテストステロン合成に直接作用しないことが示唆された． 
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1.4.3 生殖発生毒性のまとめ 

以上に示したように，妊娠マウスに TiO2を投与したときの児への影響が報告されている．これ

らの研究では，母体における毒性影響に関する記載が不十分である．母動物における毒性発現が

児発育に影響を及ぼすことがよく知られている (Buschmann 2006) ので，母動物における変化と児

発育との関連を詳細に検討することが必要である．妊娠マウスに吸入性サイズの TiO2を鼻腔内投

与したとき，妊娠マウスでは非妊娠マウスよりも強い炎症反応がみられ，これらの母動物から得

られた児にアレルギー反応の増強が観察されている．妊娠中にナノ TiO2を飲水投与したマウスか

ら得られた児では DNA 欠失の頻度上昇が観察されている．また，皮下注射によるナノ TiO2の児

の中枢神経系および精子への影響に関する報告がある．鼻腔内投与の処置濃度 50 μg/マウスは約

1.7 mg/kg に相当し，飲水投与の投与量は 500 mg/kg であり，皮下投与試験の処置濃度 100 μg/マウ

スは約 3.3 mg/kg に相当する．また，吸入暴露により児の行動と生殖に対する影響が観察されてい

るが，オープンフィールド試験結果には雌雄で一貫性がなく，出産までに時間延長には有意差が

なかったことから，これらの影響は重篤とは考えられず，児への影響についてさらなる詳細な検

討を要する．これらの in vivo 試験では比較的高濃度の TiO2が処置されている．TiO2のヒトにおけ

る暴露経路として吸入，経皮および経口が想定される (IARC 2010)．ヒトの暴露経路とは異なる

皮下注射による試験についてはヒトのリスク評価の面では慎重な解釈が必要である．in vivo の試

験結果については，児への影響が一過性であるのか否についての検証が重要であり，影響の感受

期を明らかにし，TiO2の胚/胎児への移行等を含めて観察された現象の発現機序の解析が望まれる．

また，リスク評価においてはヒトの暴露が想定される暴露経路により，ヒトの暴露濃度に近い濃

度を暴露した試験が不可欠である．in vitro の試験については，in vivo の試験結果を反映した結果

となっているのか否かの検証が重要と考えられる． 
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表 IV.13 TiO2 ナノ粒子の in vivo および in vitro 生殖発生毒性試験 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
一次粒子径 

[nm] 
比表面積

[m2/g] 
試験 試験方法 

Fedulov et al. 
(2008) 

- - - 
respirable 

size 
- 

in vivo 

妊娠 14 日に 50 μg を単回鼻腔内投与し

たマウスの児の生後 12–14 日に気道，

アレルギー反応を検査 

↑気道の過敏反応およびアレルギ

ー感受性. 

Trouiller et al. 
(2009) 

Evonik 
Aeroxide 

P25 
Anatase (75) 
/Rutile (25) 

21 50 
妊娠8.5–18.5日に総量500 mg/kgを飲水

投与したマウスの生後 20 日児の眼の

DNA 欠失試験 
↑DNA 欠失頻度. 

Shimizu et al. 
(2009) 

Sigma- 
Aldrich  
Japan 

TiO2 
nano-powder

Anatase 25–70 20–25 
妊娠 6, 9, 12, 15 日に 100 μg を皮下投与

したマウスの雄児の生後 2, 7, 14, 21 日

に脳を採取し，遺伝子解析 

脳の発生，細胞死，酸化的ストレス

反応に関連する遺伝子の発現の変

化. 

Takeda et al. 
(2009) 

Sigma- 
Aldrich 

- Anatase 25–70 20–25 
交尾後 3, 7, 10, 14 日に 100 μg を皮下投

与したマウスの雄児の生後 4 日，6 週に

生殖器を検査 

6 週齢児の精巣の病理組織学的変

化，1 日精子産生，精子運動性，

セルトリ細胞. 

Hougaard et al. 
(2010) 

Kemira 
UV-titan 

L181 
Rutile 20.6 107.7 

妊娠 8–18 (1 時間/日) に 43 mg/m3を吸

入暴露したマウスの児の行動，生殖能

を検査 

11–20 週齢児 F1 の行動の変化，↑

初回 F2 出産までの時間.. 

Komatsu et al. 
(2008) 

Aldrich - - 25–70 - in vitro 
マウス精巣ライディヒ株化細胞 (TM3) 
における影響を検査 

HO-1 mRNA, StR 遺伝子の発現に変

化なし，TM3 生存率. 

-：論文中に記載なし 
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2. 種々の投与経路による体内分布と毒性 

 

化学物質の安全性評価を行う上で化学物質が体内に吸収されるか否か，吸収された場合の化学

物質の体内分布を調べることは，化学物質の毒性発現に関して重要な情報をもたらす．そこで，

本節では種々の経路により暴露したTiO2の体内分布およびそのときの毒性についてナノサイズも

含めて，公表されている科学論文を収集整理してまとめる (江馬ら 2010b)． 

 

2.1 吸入暴露 (表 IV.14)  

 脱イオン水に 0.5%に懸濁したナノ TiO2 (アナターゼ型 70%およびルチル型 30%，表面無修飾，

サイズ：20–33 nm，BET 表面積：48.6 m2/g) 88 mg/m3 [Heinrich et al. (1995)の発がん性試験の陽性

反応濃度の 10 倍]，または顔料グレード TiO2 (ルチル型，純度：99.4%，粒子サイズ中央値：200 nm，

BET 表面積：6 m2/g，KRONOS International) 274 mg/m3 [Lee et al. (1985)の発がん性試験で重篤な影

響濃度]を 7 週齢の雄 Wistar ラット[Crl:WI (Han) ]に 5 日間連続 (6 時間/日) 頭部―鼻部吸入暴露を

行った (van Revenzwaay et al. 2009)． 終暴露の直後および 14 日後に 3 匹/群の暴露ラットの肺，

縦隔リンパ節，腎臓，脾臓および脳を採取し，チタン (Ti) レベルを誘導結合プラズマ原子発光分

析 (ICP-AES) により測定した．ナノおよび顔料グレード TiO2の 終暴露直後および 14 日後の肝

臓，腎臓，脾臓および嗅球を含む脳における Ti レベルは検出限界 (LOD: TiO2として 0.5 μg/tissue 

sample) 以下であった．肺および縦隔リンパ節でTiが検出された．ナノTiO2暴露後にTiO2として，

肺では暴露直後に 2025 μg，14 日後に 1547 μg，縦隔リンパ節では暴露直後に 2.2 μg，14 日後に 8.5 

μg が検出された．また，顔料グレード TiO2暴露後に TiO2として，肺では暴露直後に 9182 μg，14

日後に 7257 μg，縦隔リンパ節では暴露直後に 8.2 μg，14 日後に 108 μg が検出された．ナノおよ

び顔料グレード TiO2ともに 終投与直後に BALF 中の多形核白血球の増加および肺に病理組織学

的中等度の好中球性炎症がみられたが，14 日後にはこれらは回復傾向にあった．ナノ TiO2暴露後

の回復傾向は顔料グレード TiO2に比べて強かった． 

 C57BL/6BomTac マウス (22–23 匹/群) の妊娠 8–18 日に 1 日 1 時間，42 mg/m3 (デンマークの 8

時間加重平均職業暴露限界に相当) の UV-titan L181 (ルチル型：Zr, Si, Al 処理，ポリアルコール表

面修飾，TiO2: 70.8%，Zr: 8.7%，Si: 5.6%，Al: 2.4%，Na: 0.5%，揮発物質：5.2%，X 線解析平均サ

イズ：20.6 nm，比表面積：107.7 m2/g，Kemira) を吸入暴露させた (Hougaard et al. 2010)．Ti 濃度

を誘導結合プラズマ質量分析 (ICP-MS) により測定した (LOD: Ti として 2.25–5 g/g) ところ，暴

露後 5 および 26–27 日の母動物の肺でそれぞれ 38 および 33 mg/kg の Ti が検出されたが，母およ

び児動物の肝臓，児胃内の母乳中には Ti は検出されなかった．TiO2暴露群における母動物に炎症

反応がみられ、児の行動および生殖に変化が観察された． 

 これらの試験結果は，吸入暴露されたナノおよび顔料グレード TiO2は胸腔外の組織に検出可能

な量は移行しないことを示している．妊娠中の吸入暴露により，母動物に炎症がみられる濃度で

児の行動および生殖に影響が発現する可能性があるが，吸入暴露されたナノおよび顔料 TiO2は胸
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腔外の組織には検出可能な量は移行しないことを示している． 



第 IV 章 有害性評価 
小林憲弘，江馬眞 

IV-49 

表 IV.14 TiO2 粒子の体内分布と毒性 (吸入暴露)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 試料採取 
暴露濃度 

原体 気中 [mg/m3] [m2/m3] [個/m3]

van 

Ravenzwaay 

et al. (2009) 

- 
Nano 

TiO2 

Anatase (70)/ 

Rutile (30) 

(表面コーティ

ングなし) 

48.6 20–30 1000 
雄 

Wistar 

ラット 

5 日 

(6 時間/日) 

終投与直後

および 14 日間

後 

88 4.3 a 4.3×1010 b
肺/縦隔リンパ節で Ti 検出， 

腎/脾/嗅球を含む脳で Ti 検出

なし，肺に炎症，↑多形核白

血球. KRONOS 

Internation

al 

Pigmentar

y TiO2 

Rutile 

(純度 99.4 %)
6 200 1100 274 1.6 a 9.2×1010 b

Hougaaard et 

al. (2010) 
Kemira

UV-titan 

L181 
Rutile 107.7 20.6 97 

妊娠

C57BL/6Bo

mTac マウス

妊娠 8–18

日 (1 時間/

日) 

終暴露後 5

および 26–27

日 

42 4.5 a 2.1×1013 b

母動物の肺で Ti 検出，母児動

物の肝/児の胃内ミルクで Ti

検出なし. 

-：論文中に記載なし，a：比表面積から計算，b：文献で報告された気中粒子径と TiO2の真密度に基づく概算 
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2.2 鼻腔内投与 (表 IV.15)  

ナノ TiO2 (ルチル型，サイズ：21 または 71 nm，Hangzhou Dayang Nanotechnology Co., Ltd.) ま

たはファイン TiO2 (アナターゼ型，サイズ：155 nm，Zhonglian Chemical Medicine Co.) を蒸留水に

懸濁し，5 匹/群の CD-1 (ICR) マウスに 25 μg /mouse/day を 5 日間毎日，その後 10 μg /mouse/day

を隔日に鼻腔内投与した (Wang et al. 2007b)．1 ヶ月後のマウス嗅球切片を用いて，TiO2分布をシ

ンクロトロン放射 X 線蛍光により測定した．ナノおよびファイン TiO2とも嗅球神経線維層，嗅球

室および顆粒細胞層に分布していた．ファイン TiO2ではナノ TiO2に比べてより広範な分布が嗅球

でみられた． 

ナノ TiO2 (ルチル型，表面無修飾，平均サイズ：71 nm，比表面積：23 m2/g，純度：> 99%，Hangzhou 

Dayang Nanotechnology Co., Ltd.) またはファイン TiO2 (アナターゼ型，純度：> 99%，平均サイズ：

155 nm，比表面積：10 m2/g，Zhonglian Chemical Medicine Co.) の 500 μg /mouse/day (Ti として 300 

μg /mouse/day) を 6匹/群の雌CD-1(ICR)マウスに，隔日に，15回鼻腔内投与した (Wang et al. 2008a)．

TiO2は Milli-Q 水に懸濁し，15–20 分間超音波処理し，2–3 分間撹拌後，マウスの鼻腔内に投与し，

終投与後 24 時間に脳を採取し，ICP-MS により Ti レベルを測定した (LOD: Ti として 0.074 

ng/mL) た．Ti の主な標的部位は海馬および嗅球であり，Ti レベルは海馬で も高く (71 nm TiO2: 

約 280 μg /g，155 nm TiO2: 約 240 μg /g )，次いで嗅球で高く (71 nm TiO2: 約 200 μg /g，155 nm TiO2: 

約 190 μg /g )，小脳 (71 nm TiO2: 約 130 μg /g，155 nm TiO2: 約 170 μg /g ) および大脳皮質 (71 nm 

TiO2: 約 85 μg /g，155 nm TiO2: 約 110 μg /g ) で検出された．Milli-Q 水を処置した対照群では，い

ずれの部位でも約 50 μg /g の Ti が検出された．TiO2 投与マウスでは，海馬において肥大した細長

い錐体細胞，不規則錐体層が観察され，CA4 部位でグリア細胞線維性産生タンパク質レベルの増

加がみられ，全脳で脂質過酸化反応，タンパク質酸化，カタラーゼ活性上昇，グルタミン酸/一酸

化窒素の過剰放出などの酸化ストレスに関連した変化がみられた． 

上記のWang et al. (2008a)の試験と同様のナノまたはファインTiO2 500 μg /mous/dayを隔日に，1，

5，10 または 15 回，6 匹/群の雌 CD-1(ICR)マウスの鼻腔内投与し，それぞれの 1 日後 (2 日，10

日，20 日，30 日) に Ti レベルを ICP-MS により測定した (Wang et al. 2008b)．いずれの TiO2 とも，

いずれの検査時点においても Ti は嗅球，海馬，大脳皮質および小脳で検出された．嗅球中の Ti

レベルは投与回数に伴って徐々に増加した．海馬中の Ti レベルは 2 日で有意に高くなり，10 日お

よび 20 日では Ti レベルが維持し， 終投与後に も高くなった．大脳皮質では，Ti レベルは 10

日で有意に高くなり，30 日まで同様なレベルが保たれていた．小脳では投与回数の増加に伴って

Ti レベルの上昇がみられた．腎糸球体萎縮，腎ボーマン嚢腔における間質性炎症細胞の浸潤およ

び縮小がみられたが，心臓，肝臓および脾臓には病理学的変化はみられなかった．脳の各部位に

おいては Wang et al. (2008a)と同様の変化が観察された．ルチル型 71 nm TiO2の鼻腔内投与では炎

症性サイトカイン (IL-1βおよび TNF-α) レベルはわずかに上昇しただけであったが，アナターゼ

型 155 nm TiO2 投与後の血清 IL-1βおよび脳 TNF-αレベルの有意の上昇がみられた． 

これらの試験結果は，鼻腔内投与されたナノおよびファイン TiO2とも，嗅球を介して海馬に沈
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着することを示しており，中枢神経系への影響はルチル型 71 nm TiO2 よりもアナターゼ型 155 nm 

TiO2で強いことを示唆している． 



第 IV 章 有害性評価 
小林憲弘，江馬眞 

IV-52 

表 IV.15 TiO2 粒子の体内分布と毒性 (鼻腔内投与)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察期間 用量 
原体 液中 

Wang et 

al. (2007b) 

Hangzhou Dayang 
Nanotechnology  

Nano TiO2 Rutile - 21 - 

CD-1 (ICR) 
マウス 

1 回/日を

初の 5 日間

その後隔日

に 1 回 

1 ヶ月後 

25 μg/mouse/day

を 初の 5 日間

その後 10 

μg/mouse/day を

隔日 

嗅球神経線維層/嗅球室/顆粒細胞層

に Ti 分布. Hangzhou Dayang 
Nanotechnology  

Nano TiO2 Rutile - 71 - 

Zhonglian Chemical 
Medicine  

Fine TiO2 Anatase - 155 - 

嗅球神経線維層/嗅球室/顆粒細胞層

に Ti 分布 (ナノに比べて嗅球に移行

し易い) . 

Wang et 

al. (2008a) 

Hangzhou Dayang 

Nanotechnology  
Nano TiO2 Rutile 23 71 - 

雌 

CD-1 (ICR) 

マウス 

隔日に 15

回 

終暴露 24 時

間後 

500 

μg/mouse/day

海馬/嗅球に主に Ti 分布，小脳/大脳

皮質にも Ti 分布，海馬で組織学的変

化，脳で酸化ストレス関連の変化. 

Zhonglian Chemical 

Medicine  
Fine TiO2 Anatase 10 155 - 

海馬/嗅球に主に Ti 分布，小脳/大脳

皮質にも Ti 分布，海馬で組織学的変

化，脳で酸化ストレス関連の変化. 

Wang et 

al. (2008b) 

Hangzhou Dayang 

Nanotechnology  
Nano TiO2 Rutile 23 71 - 

雌 

CD-1 (ICR) 

マウス 

隔日に 1, 5, 

10, 15 回

終暴露後 1

日 

500 

μg/mouse/day

嗅球/海馬/小脳/大脳皮質で Ti 検出，

嗅球/海馬/腎で組織学的変化. 

Zhonglian 

Chemical 

Medicine  

Nano 

TiO2 
Anatase 10 155 - 

嗅球/海馬/小脳/大脳皮質で Ti 検出，

嗅球 /海馬 /腎で組織学的変化，↑

IL-/TNF-. 

-：論文中に記載なし 
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2.3 経皮暴露 

TiO2をヒトまたは動物の皮膚に塗布した試験が行われている．皮膚は主に 3 つの組織，表層か

ら表皮，真皮および皮下組織，に大別され，表皮は表層から角質層，顆粒層，有棘層，基底層と

呼ばれ，毛穴より下のある毛を取り囲む組織を毛包と呼ぶ． 

ヒトボランティアによる TiO2の経皮暴露試験結果を表 IV.16 に示した．皮膚手術に来院した 13 

人のボランティア (平均 71 歳の白人男性 9 人および白人女性 4 人) の皮膚損傷部位の周囲にミク

ロファイン TiO2を 8%含むサンスクリーンを手術の 2 日前まで朝と正午に，9–31 日間塗布し，手

術時に塗布部位の皮膚を採取した (Tan et al. 1996)．サンスクリーン塗布に起因した皮膚の有害影

響はみられなかった．塗布群の真皮でTiレベルが増加したが，対照群と比べて有意差はなかった．

本論文には TiO2の性状に関する記載はなかった． 

ミクロ粒子 TiO2 (UV-Titan M 160) を含有する水/油エマルジョン・サンスクリーン (L’Oréal) 2 

mg/cm2 をボランティアの手のひらに 4 日間 (1–3 日目に 1 日 5 回，4 日目に 1 回) 塗布し，1 時間

後に皮膚を採取した (Lademann et al. 1999)．Ti は角質層および毛包で検出されたが，毛包間表皮

では検出されなかった．本論文には TiO2の性状や含量等に関する記載はなされていないが，ミク

ロ粒子 TiO2はヒトの皮膚を通過しないことが示されている． 

ミクロファイン TiO2分散水またはオクチルパルミテート分散液 (ミクロファイン TiO2 40%含

有，Tioxide specalities Ltd.) または異なったシリコン油を用いた 2 種類の水/油エマルジョン (ミク

ロファイン TiO2 5%含有) 2 μL/cm2 を若い健康な女性ボランティアの前腕の腹側に塗布し，45 分

後にふき取って，塗布 24 時間後に皮膚表面を採取した (Bennat & Müller-Goymann 2000)．TiO2の

水またはオクチルパルミテート分散液を塗布したとき角質層に Ti が観察され，オクチルパルミテ

ート分散液の塗布後に角質層のより深部で Ti が観察されたが，TiO2 水/油エマルジョンを塗布し

たときには Ti の皮膚への侵入は認められなかった．本論文の記述から，TiO2の性状等に関する情

報は得られなかった． 

T805 (微粉末化 TiO2，平均粒子サイズ：20 nm，形状：立方体，トリメチルオクチルシラン表面

修飾により疎水化，Degussa)，Eusolex T-2000 (ウルトラファイン TiO2，一次粒子の平均サイズ：

10–15 nm，二次凝集体サイズ：100 nm，形状：針状，非共有結合 Al2O3 (8–11%)/SiO2 (1–3%) によ

り表面修飾，両親媒性，Merck) または Tioveil AQ-10P (水およびプロピレングリコールに親水性分

散した TiO2，サイズ：100 nm，形状：針状，コーティング：4.25%アルミナおよびシリカ 1.75%シ

リカにより表面修飾，Solaveil) を 4%含有したエマルジョン 4 mg/cm2 (TiO2として 160 μg/cm2) を

ボランティアの前腕 11.3 cm2 に 6 時間塗布し，試験部位の中央部をバイオプシーした (Pflücker et 

al. 2001; Schulz et al. 2002)．採取した皮膚組織は 4 ℃，36 時間培養し，切片を作成して皮膚透過

性について光学および電子顕微鏡検査を行った．TiO2 の粒子サイズ，形状および表面修飾は皮膚

吸収に影響を及ぼさなかった．微粉末化 TiO2は角質層の も外側面に沈着し，角質層の深部では

観察されなかった． 

T805 (平均直径：約 20 nm，トリメチルオクチルシラン表面修飾により疎水化，Degussa) 3%を
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含む水/油エマルジョン 2 mg/cm2 (TiO2 として 60 μg/ cm2) を，3 人の健康な女性ボランティア (平

均年齢 28 歳) の上腕部 11.3 cm2 に 5 時間塗布した (Mavon et al. 2006)．TiO2は皮膚を通過せず，

角質層の 外側に蓄積していた． 

このように，ヒトボランティアによる試験では皮膚に塗布されたナノおよび顔料グレード TiO2

ともに角質層および毛包までは侵入するが，真皮までは到達しないことが示されている． 

試験動物を用いた TiO2の経皮暴露試験結果を表 IV.17 に示した． 

TiO2を脱イオン水，ポリエチレングリコールまたはキャスターオイルに 20%の濃度に懸濁し，

0.2 mL/rabbit を 2 匹の New Zealand White ウサギ (体重 2.5 kg) の毛刈りした背部皮膚 2 cm2 に 24

時間間隔で 2 時間，3 回塗布し，その後 24 時間に検査した (Lansdown & Taylor 1997)．懸濁液中の

粒子サイズは<2–20 μm であった．Ti 粒子が角質層の外層および毛包の外面に観察されたが，表皮

の深部および真皮には認められなかった．塗布部位の皮膚に紅斑その他の有害反応はみられなか

った．これらのことから TiO2はウサギの皮膚を通過しないことが示された． 

ナノ TiO2 (アナターゼ型，粒子サイズ：5 nm，表面積：200 m2/g，純度：99.5%，疎水性，Zhejiang 

Wanjin Material Technology Co., Ltd.) およびナノ TiO2 (ルチル型，粒子サイズ：60 nm，表面積：40 

m2/g，純度：99.5%，疎水性，Zhejiang Hongsheng Material Technology Co., Ltd.) 5%を含むエマルジ

ョン 24 mg (TiO2として 1.2 mg/pig) を 4 週齢の雄ブタの耳介背側に連続 30 日間塗布し， 終塗布

の 24 時間後に組織 (直径 2 mm) を採取した (Wu et al. 2009)．TiO2は角質層，顆粒層および有棘

細胞層から検出され，より深部の基底細胞層からは 5 nm TiO2 塗布後のみに検出されたが，真皮か

らは検出されなかった．TiO2 塗布による細胞間隙拡大，デスモソーム損傷および基底細胞核周囲

の空胞増大などの病理学的変化がみられたが，皮膚刺激性は認められなかった． 

7–8 週齢の BALB/c nu/nu ヘアレスマウス (6 匹/群) の背部皮膚 3 cm2 に，ナノ TiO2 (アナターゼ

型，粒子サイズ：10 nm，表面積：160 m2/g，純度：99.5%，疎水性，Zhejiang Wanjin Material Technology 

Co., Ltd.)，ナノ TiO2 (ルチル型，粒子サイズ：25 nm，表面積：80 m2/g，純度：99.5%，親水性，

Zhejiang Hongsheng Material Technology Co., Ltd.)，P25 (アナターゼ型 75%+ルチル型 25%，粒子サ

イズ：約 21 nm，表面積：50 m2/g，純度：99.5%，親水性，Degussa)，ナノ TiO2 (ルチル型，粒子

サイズ：60 nm，表面積：40 m2/g，純度：99.6%，疎水性，Zhejiang Hongsheng Material Technology Co., 

Ltd.) またはナノ TiO2 (ルチル型，粒子サイズ：90 nm，表面積：40 m2/g，純度：99.5%，疎水性，

Zhejiang Hongsheng Material Technology Co., Ltd.) 5%を含むエマルジョン 24 mg (TiO2 として 1.2 mg 

/mouse/day) を連続60日間塗布 (3時間/日) し， 終塗布の24時間後に剖検した (Wu et al. 2009)．

原子吸光分析 (AAS) により Ti 濃度を測定した (LOD: Ti として 20 ng/mL)．Ti の蓄積は，10 nm

および 25 nm TiO2塗布後の心臓，肝臓および脾臓，P25 塗布後の心臓，肝臓，脾臓，肺および脳，

60 nm TiO2 塗布後の心臓，肝臓，脾臓および肺にみられた．しかし，90 nm TiO2 塗布後ではこれら

の組織への Ti の蓄積はみられなかった．10 nm TiO2，25 nm TiO2 および P25 塗布により，体重の

低下，肝臓および脾臓の比重量の増加がみられた．皮膚では，10 nm TiO2，25 nm TiO2および 60 nm 

TiO2，P25 塗布により過剰な角質化，真皮薄化およびしわ表皮がみられ，10 nm TiO2 および P25
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塗布後に顕著であった．肝臓では，25 nm TiO2および P25 塗布により限局性壊死が観察された．

心臓では 10 nm TiO2塗布後だけに微量の白血球がみられたが，他の TiO2塗布後の心臓には病理組

織学的異常は認められなかった．脾臓で局所的なマクロファージの増殖，肺で肺胞のわずかな肥

厚がみられただけであり，脳，腎臓および嚢リンパ小節 (皮下) に異常は認められなかった．60 nm 

TiO2 塗布後には異常は観察されなかった．脂質酸化ストレスのバイオマーカーであるマロンジア

ルデヒド (MDA) レベルの上昇が 10 nm，25 nm および 60 nm TiO2，P25 塗布後の皮膚，10 nm お

よび 25 nm TiO2，P25 塗布後の肝臓で認められた．また，スーパーオキシドデスムターゼ (SOD) レ

ベルの低下が 10 nm TiO2および P25 塗布後の皮膚および肝臓でみられた．これらのことは，TiO2

の蓄積した組織における変化と酸化ストレスとの関連性を示唆している．これらの試験結果から，

90 nm よりも小さな TiO2はマウスの皮膚を通過して，全身に移行すること示している． 

T-Lite SF (ルチル型, 直径：20–30 nm，長さ：50–150 nm，水酸化アルミニウム/ジメチコーン共

重合体により表面修飾，BASF) の 4.7%，P25 (アナターゼ型/ルチル型の混合物，粒子サイズ：30–50 

nm，表面無修飾，Degussa) の 6.1%，CR-50 (ルチル型，粒子サイズ：300–500 nm，表面無修飾，

Ishihara Corporation) の 5.6%を含むクリーム 2 mg/cm2 (総量：176 mg/cm2) を 4 ヶ月齢の雌 Yucatan 

minipig (3 匹/群) の背部および腹部に 1 日 4 回，週 5 日，22 日間塗布した (Sadrieh et al. 2010)．TiO2

総塗布量は，T-Lite SF で 8.27 mg/cm2 (94 μg × 4 × 22/cm2)，P25 で 10.74 mg/cm2 (122 μg × 4 × 22/cm2)，

CR-50 で 9.86 mg/cm2 (112 μg × 4 × 22/cm2) であった．ICP-MS により Ti レベルを測定した．いず

れの TiO2 塗布後にもリンパ節および肝臓における Ti レベルの上昇はみられなかった．いずれの

TiO2処置でも Ti は表皮で多く，角質層および上部毛包腔に観察され，T-Lite SF で顕著であった．

いずれの TiO2 処置でも刺激性や皮膚細胞の構造異常等の皮膚に対する悪影響はみられなかった．

これらのことから，ナノサイズおよび顔料グレードの TiO2とも健常なミニブタの表皮を通過しな

いことが示された． 

8 週齢の雄ヘアレスラット (体重 202–267 g，Hairless Wistar Yagi ラット，日本 SLC) の背部皮膚

15 cm2 に 1 cm2 当たり 4 mg の 10%の TiO2ナノ粒子 (ST-01，アナターゼ型，表面無修飾，Ishihara 

Sangyo Ltd.) を含む水/油エマルジョンを単回塗布 (TiO2として 6 mg/rat)，4, 24, 72 または 168 時間

後に皮膚サンプルを採取した (Adachi et al. 2010)．TiO2の一次粒子の平均サイズは 26.7 nm，凝集

粒子の平均サイズは 391.6 nm であった．TiO2は毛包間表皮角質層および毛漏斗部角質層に局在し

ていたが，表皮の生細胞領域 (角質層を除く表皮) には認められず，細胞の変化も観察されなかっ

た (本試験は，NEDO プロジェクト (P06041) において実施されたものであり，本リスク評価書付

録 C として詳細を掲載した)． 

このようにナノおよび顔料グレード TiO2の経皮暴露による動物試験の結果，ラット，ウサギお

よびブタでは TiO2 は角質層および毛包からは検出されるが，真皮から検出されないことから Ti

は皮膚を通過しないことが示されている．しかし，ヘアレスマウスを用いた塗布試験 (Wu et al. 

2009) においては，90 nm ルチル型 TiO2を除いて，ナノサイズの TiO2は皮膚を通過して，心臓，

肝臓，脾臓，肺または脳に移行して蓄積することが示されている．ただし，この試験に関しては
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コメントが提出されているので，2.9 節で詳しく解説する． 
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表 IV.16 TiO2 粒子の体内分布と毒性 (ヒトボランティアにおける経皮暴露)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 製品/試料名 
(製造元) 

結晶構造

(%) 
比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 性別 
(年齢) 

塗布期間 試料採取 用量 
原体 液中

Tan et al. 

(1996) 

Microfine TiO2を 8%含むサンスク

リーン - - - - 
白人男女 

(平均 71 歳) 
9–31日 (朝と

正午に塗布) 
終塗布後

2 日 
- 真皮の Ti レベルの上昇なし. 

Lademann et 

al. (1999) 

UV-Titan M160 を含む水/油エ

マルジョン (L’Oréal)  - - - - - 

4 日間 (1–3
日目に 1 日 5
回，4 日目に

1 回)  

終塗布後

1 時間 

エマルジョン

2 mg/cm2 

角質層/毛包で Ti 検出，毛包間表

皮では Ti の検出なし，形態学的

変化なし. 

Bennat & 

Müller-Goy

mann (2000) 

Microfine TiO2を 40%含む水ま

たはオクチルパルミテート分

散液 (Tioxide Specialities)  
- - - - 健康女性 単回，45 分間

塗布後 

24 時間 

分散液または

エマルジョン

2 μl/cm2 

角質層で Ti 検出，オクチルパル

ミテート分散液塗布後に角質層

のより深部で Ti 検出. 

Microfine TiO2を 5%含む水/油
エマルジョン 皮膚への侵入なし 

 

Pflücker et 

al. (2001), 

Schulz et al. 

(2002) 

T805 (Degussa)を 4%含むエマ

ルジョン - - 20 - 

- 単回，6 時間 塗布終了後

エマルジョン

4 mg/cm2 (TiO2

160 μg/cm2)

角質層の 外側で Ti 検出，角質

層の深部では Ti 検出なし. 

Eusulex T-2000 (Merk)を 4%含

むエマルジョン - - 10–15 100 

Tioveil AQ-19P (Solaveil)を 4%含む

エマルジョン 
- - 100 - 

Mavon et al. 

(2006) 

T805 (Degussa)を 3%含む水/油

エマルジョン 
- - 20 - 

健康女性 

(平均 28 歳) 
単回，5 時間 塗布終了後

エマルジョン

3 mg/cm2 (TiO2

60 μg/cm2) 

角質層の 外側で Ti 検出. 

-：論文中に記載なし 
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表 IV.17 TiO2 粒子の体内分布と毒性 (試験動物における経皮暴露) (1/2) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 製造元/製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

塗布 
期間 

試料採取 用量 
原体 液中 

Lansdown 

& Taylor 

(1997) 

TiO2を 20%含む懸濁液 - - - 
<2000–

20000

NZW 
ウサギ 

24h 間隔

で 3 回，

2h/日 

終塗布後

24 時間 

懸濁液 0.2 

mL/rabbit (2 cm2) 

/day 

角質層の外層/毛包で Ti 検出，表皮深部/

真皮では Ti 検出なし，皮膚に有害影響な

し. 

Wu et al. 

(2009) 

Nano TiO2 (Zhejiang Wanjin 
Material Technology)を 5%

含むエマルジョン 
Anatase 200 5 - 

雄ブタ 
 (4 週齢) 

30 日 
終塗布後

24 時間 

エマルジョン 24 

mg/pig (3 cm2) 

/day 

(TiO2 1.2 

mg/pig/day) 

角質層/顆粒層/有棘細胞層/基底細胞層で

Ti 検出，真皮では Ti 検出なし，皮膚の病

理組織学的変化，皮膚刺激性なし. 

Nano TiO2 (Zhejiang 
Hongsheng Material 

Technology)を 5%含むエマ

ルジョン 

Rutile 40 60 - 

角質層/顆粒層/有棘細胞層で Ti 検出，真皮

では Ti 検出なし，皮膚の病理組織学的変

化，皮膚刺激性なし. 

Nano TiO2 (Zhejiang Wanjin 
Material Technology)を 5%

含むエマルジョン 
Anatase 160 10 - 

BALB/c 
nu/nu ヘ ア

レスマウス

 (7–8 週齢) 

60 日， 
3h/日 

終塗布後

24 時間 

エマルジョン 24 

mg/mouse (3 

cm2)/day 

(TiO2 1.2 

mg/mouse/day)

心/肝/脾で Ti 検出，体重，↑肝/脾比重量，

皮膚の過剰な角質化/真皮薄化/しわ表皮，

↑皮膚/肝 MDA，皮膚/肝 SOD. 

Nano TiO2 (Zhejiang 
Hongsheng Material 

Technology)を 5%含むエマ

ルジョン 

Rutile 80 25 - 

心/肝/脾で Ti 検出，体重，↑肝/脾比重量，

皮膚過剰角質化/真皮薄化/しわ表皮，肝限

局性壊死，↑皮膚 MDA. 

P25 (Degussa) を 5%含む

エマルジョン 
Anatase (75) 

/Rutile (25)
50 21 - 

心/肝/脾/肺/脳で Ti 検出，体重，↑肝/脾

比重量，皮膚過剰角質化/真皮薄化/しわ表

皮，肝限局性壊死，↑皮膚/肝 MDA，皮

膚/肝 SOD. 

-：論文中に記載なし 
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表 IV.17 TiO2 粒子の体内分布と毒性 (試験動物における経皮暴露) (2/2) 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 製造元/製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

塗布 
期間 

試料採取 用量 
原体 液中

Wu et al. 

(2009) 

Nano TiO2 (Zhejiang 
Hongsheng Material 

Technology)を 5%含むエマ

ルジョン 

Rutile 40 60 - 
BALB/c 
nu/nu ヘ ア

レスマウス

 (7–8 週齢) 

60 日, 
3h/日 

終塗布後

24 時間 

エマルジョン 24 

mg/mouse (3 

cm2)/day 

(TiO2 1.2 

mg/mouse/day)

心/肝/脾で Ti 検出，皮膚の過剰な角質化/

真皮薄化/しわ表皮，↑皮膚 MDA. 

Nano TiO2 (Zhejiang 
Hongsheng Material 

Technology)を 5%含むエマ

ルジョン 

Rutile 40 90 - 内部組織での Ti 検出なし，毒性影響なし. 

Sadrieh et 

al. (2010) 

T-Lite SF (BASF)を
4.7%含むクリーム Rutile - 

20–30 (径)

50–150 (長)
- 

雌 Yucatan
ミ ニ ブ タ

(4 ヶ月齢) 

22 日, 
4 回/日, 
5 日/週 

終塗布後 24

時間 

クリーム 176 

mg/cm2 (TiO2 8.27 

mg/cm2) 

表皮で多く Ti 検出，角質層および上部毛

包腔で Ti 検出 (T-Lite SF で著明)，リンパ

節/肝臓の Ti レベル上昇なし，刺激性/皮膚

細胞の構造異常なし. 

P24 (Degussa)を 6.1%含む

クリーム 

Anatase/Rut

ile 
- 30–50 - 

クリーム 176 

mg/cm2 (TiO2 

10.47 mg/cm2) 

CR-50 (Ishihara Corp.)

を 5.6%含むクリーム 
Rutile - 300–500 - 

クリーム 176 

mg/cm2 (TiO2 9.86 

mg/cm2) 

Adachi et 

al. (2010) 

ST-01 (Ishihara Sangyo)

を 10%含むエマルジョ

ン 

Anatase - 26.4  392 

雄ヘアレス

Wistar Yagi

ラット 

 (8 週齢) 

単回 

塗布 

塗布後 4, 24, 

72, 168 時間

エマルジョン 60 

mg/rat (15 cm2) 

(TiO2 6 mg/rat)

毛包間表皮剥離層/毛漏斗角質化層に TiO2

局在，表皮の生細胞領域で Ti 検出なし，

細胞の変化なし. 

-：論文中に記載なし 
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2.4 経口投与 (表 IV.18)  

TiO2 (ルチル型，粒子サイズ：475 nm，Polysciences Ltd.) を蒸留水に懸濁し，12.5 mg/kg/day を

10 日間，12–14 週齢の雌 SD ラットに強制経口投与し， 終投与後 24 時間 (15 時間絶食後) に組

織を採取した (Jani et al. 1994)．組織中の Ti 濃度を ICP-AES により測定した．検出された TiO2は

投与量に対して，結腸で 1.13%，パイエル板および腸間膜リンパ節で 2.18%であり，また小腸，肝

臓，肺，腹膜組織，脾臓でも Ti が検出されたが，心臓および腎臓では検出されなかった．これら

の所見は，TiO2 粒子はパイエル板を介して消化管に摂取され，腸間膜網に移行し，その後腸間膜

リンパ節に蓄積され，また，一部の粒子は全身循環に入り，肝臓および脾臓に取り込まれること

を示している． 

ナノ TiO2 (サイズ： 25 nm または 80 nm，純度：> 99%，Hangzhou Dayang Nanotechnology Co., Ltd.) 

またはファイン TiO2 (サイズ：155 nm，純度：> 99%，Zhonglian Chemical Medicine Co.) を 0.5%の

Hydroxypropylmethylcellulose K4M (HPMC) に懸濁し，一晩絶食させた CD-1 (ICR) マウス (雌雄各

10 匹/群) に 5 g /kg を単回強制経口投与した (Wang et al. 2007b)．Ti レベルを ICP-MS により測定

した (LOD: Ti として 0.074 ng/mL)．投与 2 週後の雌マウスにおける Ti は主に肝臓，腎臓，脾臓お

よび肺に蓄積し，Ti レベルは，80 nm TiO2 投与群では肝臓で も高く，25 nm TiO2および 155 nm 

TiO2投与群では脾臓で も高かった．肝臓におけるTiレベルは，80 nm TiO2投与群では 3970 ng/g，

25 nm TiO2 投与群では 106 ng/g，155 nm TiO2 投与群で 107 ng/g であった．TiO2投与各群に 1–3 匹

のマウスが誤投与による食道裂傷等で死亡したが，生存マウスには投与 2 週後のと殺まで投与に

よる異常はみられなかった．雌雄のマウス体重には TiO2投与の影響はみられなかった．雄マウス

では，25 nm および 80 nm TiO2投与群において腎毒性の指標である血清中の血液尿素窒素 (BUN) 

およびクレアチニン(CR)レベルの上昇が観察された．雌マウスでは，25 nm TiO2 投与群の血清 BUN

レベル，アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT) および ALT/アスパラギン酸アミノトランス

フェラーゼ (AST) 比が，25 nm および 80 nm TiO2投与群で肝臓比重量，血管系損傷の指標である

血清乳酸デヒドロゲナーゼ (LDH) および α-ヒドロキシブチレートデヒドロゲナーゼ (α-HBDH)

レベルが高値であった．病理組織学的所見は雌雄とも同様であり，80 nm および 155 nm TiO2 投与

群において，海馬神経細胞に脂肪変性を示唆する空胞の増加，肝臓に中心静脈周囲の水腫性変性

および肝細胞の散在性壊死が観察された．なお本試験では還流固定は行われてない．また，80 nm 

TiO2投与群にタンパク質様液体を含む腎尿細管，155 nm TiO2投与群に腎糸球体の重篤な腫脹がみ

られた．心臓，肺，精巣，卵巣および脾臓には TiO2投与の影響はみられなかった．25 nm TiO2 投

与群ではいずれの組織にも病理組織学的変化は認められなかった． 

雌 CD-1 (ICR) マウスにナノ TiO2 (アナターゼ型，平均粒子サイズ：5 nm) を 0.5%の HPMC に

懸濁し，62.5, 125 または 250 mg/kg/day を隔日に 30 日間強制経口投与し， 終投与の 1 日後にマ

ウスをと殺して検査した (Duan et al. 2010)．62.5 mg/kg 以上の投与で，白血球数および網状赤血球

比率の上昇，B 細胞およびナチュラルキラー細胞の比率の低下，血清 IL-2 レベルの低下，血清 NO

レベルの上昇がみられた．125 mg/kg 以上の投与で，体重低下，肝臓，腎臓，脾臓および胸腺の比
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重量の増加，ALT，AST，アルカリフォスファターゼ， コリンエステラーゼ，総コレステロール

およびトリグリセライド血清レベルの上昇，A/G 比および総ビリルビンレベルの低下，赤血球数，

ヘモグロビン，平均赤血球色素濃度などの低下が観察された．250 mg/kg の投与で，CD3，CD4

および CD8 細胞の比率の低下，肝臓に広範囲の肝細胞の構造不鮮明および間質血管の充血が観察

された．このように経口投与された高用量のナノ TiO2は血液および免疫系の障害を惹起すること

が示された． 

これらの試験結果は，経口投与されたナノおよび顔料グレード TiO2 は，消化管から吸収され，

他の器官に分布し，毒性影響を惹起することを示している． 
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表 IV.18 TiO2 粒子の体内分布と毒性 (経口投与)  

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
(%) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 試料採取 用量 
原体 液中 

Jani et al. 

(1994) 

Polysciences 
Ltd. 

TiO2 Rutile - 475 - 
雌 SDラット

(12-14 週齢) 
10 日 

終投与後

24 時間 
12.5 mg/kg/day

結腸/パイエル板/腸間膜リンパ節/小腸/肝臓/

肺/腹膜組織/脾臓で Ti 検出，心臓/腎臓では Ti

検出なし. 

Wang et 

al. (2007b) 

Hangzhou 
Dayang 

Nanotechnolog
y Co. 

Nano 
TiO2  - - 25 - 

雌雄

CD-1(ICR)
マウス 

単回 投与後 2 週 5 g/kg 

肝/腎/脾/肺で Ti 検出，脾で Ti 高値，↑雌マ

ウスの肝比重量/血清 ALT/ALT-AST 比

/BUN/LDH/-HBDH，↑雄マウス血清

BUN/CR. 

Hangzhou 
Dayang 

Nanotechnolog
y Co. 

Nano 
TiO2 - - 80  - 

肝/腎/脾/肺で Ti 検出，肝で Ti 高値，↑雌マ

ウスの血清 LDH/-HBDH，↑雄マウス血清

BUN/CR，海馬神経細胞空胞/肝臓中心静脈周

囲水腫性変性/肝細胞散在性壊死/タンパク質

様液体で充満した腎尿細管. 

Zhonglian 
Chemical 

Medicine Co.

Fine 
TiO2 - - 155 - 

肝/腎/脾/肺で Ti 検出，脾で Ti 高値，海馬神

経細胞空胞/肝臓中心静脈周囲水腫性変性/肝

細胞散在性壊死/腎糸球体重度腫脹. 

Duan et al. 

(2010) 
- 

Nano 

TiO2 
Anatase - 5 - 

雌

CD-1(ICR)

マウス 

隔日に 30

日間 

終投与後

1 日 

62.5, 125, 250 

mg/kg/day 

62.5 mg/kg 以上：生化学的/血液学的/免疫系

細胞比率の変化 

125 mg/kg 以上：体重/肝脾胸腺比重量の変化 

250 mg/kg：肝病理組織学的変化.  

-：論文中に記載なし 
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2.5 静脈内注射 (表 IV.19)  

45–55 日齢の雌 SD ラット (8 匹/群) に 250 mg/kg の TiO2 (アナターゼ型，粒子サイズ：200–400 

nm，BET 表面積：48.6 m2/g) を尾静脈に注射した (Huggins & Froehlich 1966)．投与した TiO2 の 69%

および 78%が注射後 5分および 15分の肝臓で検出された．投与後 6時間のTiO2レベルは，肝臓 (4.1 

mg/g) で も高く，次いで脾臓 (3.0 mg/g) で高く，腹腔，腸骨および縦隔リンパ節でも 0.4–0.5 mg/g

であった．投与後 24 時間の TiO2レベルは，腹腔リンパ節 (9.4 mg/g) で も高く，次いで肝臓 (3.9 

mg/g)，脾臓 (1.5 mg/g) であった．投与後 1 年の TiO2レベルは，腹腔リンパ節 (127.7 mg/g) で

も高く，次いで脾臓 (18.2 mg/g)，肝臓 (3.9 mg/g) であった．これらのことから，静脈内投与され

た TiO2は，投与直後には肝臓で多くが検出されるが，時間経過とともに腹腔リンパ節に蓄積する

ことが示された． 

ラット血清に 0.5%の濃度で分散したナノTiO2 (アナターゼ型 70% + ルチル型 30%，表面無修飾，

サイズ：20–33 nm，BET 表面積：48.6 m2/g) 5 mg/kg を 7 週齢の雄 Wistar [Crl:WI (Han)]ラットの尾

静脈内に単回注射した (Fabian et al. 2008; van Revenzwaay et al. 2009)．注射後 1 日，14 日または

28 日後に各 3 匹のナノ TiO2注射ラットをと殺し，血漿，血球，肺，リンパ節，腎臓，脾臓および

脳を採取し，Ti レベルを ICP-AES により測定した．血漿，血球，肺，縦隔・腸間膜・膝窩リンパ

節および脳では Ti は検出限界 (TiO2として 0.5 μg/tissue sample) 以下であった．組織内 Ti レベル

には注射後の時間経過とともに減少する傾向がみられた．TiO2レベル (μg/g wet tissue) は肝臓で

も高く (1 日後：134，14 日後：100，28 日後：111，次いで脾臓 (1 日後：79，14 日後：49，28

日後：33)，肺 (1 日後：9，14 日後：3，28 日後：2) であり，腎臓では 0.7 μg/g wet tissue より低

くかった．TiO2投与による毒性学的変化は認められなかった． 

TiO2ナノ粒子 (アナターゼ型約 80%およびルチル型約 20%，表面積：約 50 m2/g，Degussa AG) を

8–10 週齢の雌 BALB/c マウスに 2 日間連続，総量 560 mg/kg を尾静脈内注射し，2 回目の注射の 1

日後に剖検した (Patri et al. 2009)．平均径 1–2 μm の凝集体として Ti が肺，肝臓，リンパ節，脾臓

および腎臓に観察された．これらの組織内でTiは不規則な形状を呈し，貪食細胞中に認められた．

肝臓では，大部分の粒子がクッパー細胞の空胞にみられた． 

これらの試験結果は，静脈内投与されたナノおよび顔料グレード TiO2 は，他の器官に分布し，

毒性影響を惹起することを示している． 

 

2.6 腹腔内投与 (表 IV.19)  

体重約 100 g の雄 Wistar ラット (10 匹/群) に 16，1600 または 16000 mg/kg の TiO2 (アナターゼ

型，粒子サイズ：1 μm，球形，Sigma Chemical Co.) を単回腹腔内注射し，5–10 ヶ月生存させた後，

検査した (Olmedo et al. 2002)．いずれの投与群のラットにも一般状態，体重および行動の異常，

腹膜と腸管との癒着や肉芽，肺，脾臓および肝臓の肉眼的異常は認められなかった．16000 mg/kg

投与群のラットの腹腔内に白色の沈殿物が観察された．病理組織学的検査では，いずれの TiO2投

与量においても TiO2を含有したマクロファージが腹膜，肝臓の類洞毛細血管周囲，肺胞および脾
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索に観察された．腎臓に異常はみられなかった． 

体重約 100 g の雄 Wistar ラット 20 匹に生理食塩水に懸濁した 16000 mg/kg の TiO2 (アナターゼ

型，粒子サイズ：1 μm，球形，Sigma Chemical Co.) を単回腹腔内注射し，3 および 6 ヶ月後に採

血し，6 ヶ月にと殺した (Olmedo et al. 2003)．Ti 粒子を含有した単球が 3 および 6 ヶ月の血液標

本に観察され，Ti が投与後 6 ヶ月の肝臓，脾臓および肺に認められた． 

ナノサイズの TiO2 (アナターゼ型，粒子サイズ：80–110 nm，大部分は 100 nm) 324，648，972，

1296，1944 または 2592 mg/kg を一夜絶食後の 4 週齢 ICR マウス (雌雄各 5 匹/群) に単回腹腔内注

射した (Chen et al. 2009)．Ti は脾臓，肺，腎臓および肝臓で認められ，特に，脾臓で も多く，

投与後 24 時間でも検出された．投与後 2 日間に全ての TiO2投与群のマウスに受動行動，食欲喪

失，振戦および嗜眠がみられた．1296 mg/kg 以下の投与ではこれらの症状は徐々に消失した．1944 

mg/kg 以上の投与量では下痢，体重低下および被毛光沢消失も観察された．病理組織学的検査で

は，肝臓，脾臓，肺および腎臓に病変がみられたが，これらは病理学的には重篤ではなかった．

損傷は脾臓で重く，腎臓で軽度であった． 

これらの試験結果は，腹腔内投与されたナノおよび顔料グレードTiO2とも，他の器官に移行し，

毒性影響を発現させることを示している． 

 

2.7 皮下注射 (表 IV.19)  

0.05% Tween 80 に懸濁した 100 μg/mouse/day の TiO2ナノ粒子 (アナターゼ型，粒子サイズ：

25–70 nm，表面積：20–25 m2/g，Sigma-Aldrich)を Slc:ICR マウス (6 匹/群) の妊娠 3，7，10 およ

び 14 日に皮下投与し，自然分娩した雄児を生後 4 日または生後 6 週に検査した (Takeda et al. 2009)．

100–200 nm の TiO2凝集体が生後 4 日および 6 週の児の精巣のライディヒ細胞，セルトリ細胞およ

び精子細胞で観察されたと記述されている．TiO2粒子が 6 週齢雄児の嗅球および大脳皮質に認め

られた．体重，1 日精子産生量，精巣上体精子運動性およびセルトリ細胞の減少，精細管の崩壊

および管腔中成熟精子の減少が 6 週齢雄児に観察された．この報告では，発生毒性の も重要な

指標である胚/胎児/新生児の生存および発育に関するデータは示されておらず，また発生毒性発現

に関わる母体毒性の詳細についても記載されていない． 

TiO2ナノ粒子 (アナターゼ型約 80%およびルチル型約 20%，表面積：約 50 m2/g，Degussa AG) を

8–10 週齢の雌 BALB/c マウスに 2 日間連続，総量 5600 mg/kg を皮下注射し，2 回目の注射の 1 日

後に剖検した (Patri et al. 2009)．平均径 1–2 μm の凝集体として Ti が肝臓，リンパ節および脾臓に

観察された．これらの組織内で Ti は不規則な形状を呈し貪食細胞中に認められた．肝臓では，大

部分の粒子がクッパー細胞の空胞にみられた． 

これらの試験結果は，皮下投与されたナノ TiO2は，他の器官に分布，毒性影響を発現させるこ

とを示している． 
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2.8 関節内投与 (表 IV.19)  

体重 180–200 g の雄 SD ラット (10 匹/群) に TiO2ナノ粒子 (アナターゼ型，長さ：45nm，幅：

13 nm，純度：99.8%以上，Hangzhou Wan Jing New Material Co., Ltd.) 0.2，2 または 20 mg/kg/day を

隔日に 4 回，後肢膝関節内に注射し，7 日後にと殺し，検査した (Wang et al. 2009)．心臓におい

ては茶色粒子の拡散した凝集体が心室心内膜にみられ，肺では粒子を貪食したマクロファージが

肺胞で観察された．膝関節では TiO2粒子の凝集した大きな沈着がみられた．心，肺，肝および膝

関節の病理組織学的変化は 0.2 mg/kg では軽度であったが，2 mg/kg 以上では重篤であった．投与

6 時間までマウスの活動低下がみられたが，体重やその他の一般状態に TiO2投与の影響は認めら

れなかった．20 mg/kg 投与群で肺および肝の比重量増加がみられ，血清生化学的検査では，2 mg/kg

以上の LDH レベルおよび AST/ALT 比の上昇がみられた．膝関節の滑膜において酸化ストレスの

指標である GSH-Px 活性が 0.2 mg/kg 以上で，GSH および GSSG 活性が 20 mg/kg で上昇し，H2O2

レベルが 2 mg/kg 以上で上昇した．これらの所見は，膝関節内に投与された TiO2ナノ粒子は血流

を介して他の組織に分布して毒性影響を惹起することを示している． 
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表 IV.19 TiO2 粒子の体内分布と毒性 (静脈内(iv)・腹腔内(ip)・皮下(sc)・関節内(ia)投与) (1/2) 

試験 出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構

造 (%) 
比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察期間 用量 
原体 液中 

iv 

Huggins & 

Froehlich (1966)
- TiO2 Anatase - 

200– 

400 
- 

雌 SDラット

(45–55 日齢) 
単回 

注射後 

1 年まで 
250 mg/kg

肝で注射後 6 時間に 高 Ti レベルを検出，

腹腔リンパ節で注射後 24 時間-1 年に 高 Ti

レベルを検出. 

Fabian et al. 

(2008), 

van Ravenzwaay 

et al. (2009) 

- Nano TiO2 
Anatase 

(70)/Rutile 

(30) 

48.6 20–30 - 
雄 Wistar
ラット 

単回 
注射後 

1, 4, 28 日 
5 mg/kg 

Ti レベル：肝で 高レベル，次いで脾―肺―

腎.毒性学的変化なし. 

Patri et al. (2009) Degussa 
TiO2 

nanoparticl
e 

Anatase 

(80) /Rutile 

(20) 

50 - - 
雌 BALB/c
マウス 

(8–10 週齢) 
2 日 

終注射後

1 日 

総量 560 

mg/kg 
肺/肝/リンパ節/脾/腎で Ti 検出. 

ip 

Olmedo et al. 

(2002) 
Sigma TiO2 Anatase - 1000 - 

雄 Wistar
ラット 

単回 
注射後 

5–10 ヶ月 

16, 1600, 

16000 mg/kg

16 mg/kg/day 以上：腹膜/肝臓類洞毛細血管周

囲/肺胞/脾索に TiO2含有マクロファージ. 

16000 mg/kg: 腹腔内白色沈殿物 . 

Olmedo et al. 

(2003) 
Sigma TiO2 Anatase - 10000 - 

雄 Wistar
ラット 

単回 
注射後 

3–6 ヶ月 
16000 mg/kg

血液標本に Ti 粒子含有単球 (投与後 3，6 ヶ

月)，肝臓/脾臓/肺に Ti 検出 (投与後 6 ヶ月). 

Chen et al. 

(2009) 
- 

Nano sized 
T iO2 Anatase - 

80– 

110 
- 

雌雄 ICR
マウス 
(4 週齢) 

単回 
注射後 

1, 2, 7, 14 日

324–2592 

mg/kg 

324 mg/kg 以上：脾臓/肺/腎臓/肝臓で Ti 検出，

受動行動/食欲喪失/振戦/嗜眠，1944 mg/kg 以

上：下痢/体重低下/被毛光沢消失. 

-：論文中に記載なし 
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表 IV.19 TiO2 粒子の体内分布と毒性 (静脈内(iv)・腹腔内(ip)・皮下(sc)・関節内(ia)投与) (2/2) 

試験 出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

結晶構

造 (%) 
比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

暴露期間 観察期間 用量 
原体 液中 

sc 

Takeda et al. 

(2009) 

Sigma-Ald
rich 

TiO2 

particle Anatase 20–25 25–70 - 
雌 Slc:ICR
マウス 

妊娠 3, 7, 
10, 14 日 

雄児の生後

4 日, 6 週齢

100 

g/mouse/day

ライディヒ細胞/セルトリ細胞/精子細胞で Ti

検出 (生後 4 日/6 週)，嗅球/大脳皮質で Ti 検

出 (生後 6 週)，体重/1 日精子産生量/精巣上

体精子運動性/セルトリ細胞/精細管腔内成熟

精子 (生後 6 週)，精細管崩壊 (生後 6 週) . 

Patri et al. (2009) Degussa 
TiO2 

nanoparticl
e 

Anatase 

(80)/Rutile 

(20) 

50 - - 
雌 BALB/c
マウス 

2 日 
終投与後

1 日 

総量 5600 

mg/kg 
肝臓/リンパ節/脾で Ti 検出. 

ia 
Wang et al. 

(2009) 

Hangzhou 

Wan Jing 

New 

Material 

TiO2 

nanoparticl

e 

Anatase - 
13 (幅), 

45 (長) 
- 雄 SDラット隔日に 4 回

終投与後

7 日 

0.2, 2, 20 

mg/kg/day

心室内膜/肺胞で Ti 検出. 

0.2 mg/kg 以上：↑膝関節骨膜 GSH-Px，活

動. 

2 mg/kg 以上：↑LDH/AST-ALT 比. 

20 mg/kg：↑肺/肝比重量/GHS/GSSG. 

-：論文中に記載なし 
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2.9 考察および結論 

ナノサイズおよび顔料グレードのTiO2を種々の経路により暴露した後の体内分布および毒性に

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． 

ヒトの暴露経路ではないが，ラットまたはマウスに静脈内，腹腔内または皮下注射された TiO2

は肝臓，脾臓，肺，腎臓などの全身の器官に分布することが示されている．これらの所見は，ヒ

トで実際に起こる暴露経路により体内に吸収されたTiO2の体内動態を知る上で有益な情報となる．

ナノ TiO2をマウスの妊娠 3, 7, 10 および 14 日に皮下投与したとき，生後 4 日および生後 6 週齢の

児の精巣および 6 週齢の児の脳内で Ti が検出され，また精巣に病理学的変化を惹起することが示

されている (Takeda et al. 2009)．この試験における TiO2の投与時期は器官形成期前および器官形

成期に相当し，これらの時期に TiO2が胚へ移行すれば，胚死亡や胎児奇形の発現が疑われる．器

官形成期後の時期は胎児の成長期であり，また新生児期は生殖器や神経系が成熟する時期である．

母動物中に蓄積された TiO2が，これらの時期に精巣や海馬/大脳皮質に分布し，変化を起こした可

能性もある．妊娠動物への TiO2投与時期と児動物における影響発現との関連性について更に検討

が必要である． 

ナノ材料で表面加工された人工関節を装着したときの関節腔内におけるナノ材料の挙動につい

て調べるために，ナノ TiO2をラットの関節腔内に注射したところ，TiO2は全身に分布，主要臓器

に病理組織学的および生化学的変化を引き起こすことが観察されている (Wang et al. 2009)．この

結果は静脈内，腹腔内および皮下注射された TiO2の場合と同様に，体内に摂取された TiO2は全身

に分布して，諸器官に毒性影響を及ぼす可能性を示している． 

経口投与したナノおよび顔料グレードのTiO2とも全身に分布し，主に肝臓および脾臓に蓄積し，

肝，脾および腎臓に病理組織学的変化を惹起するが，500 nm TiO2は腎臓および心臓では検出され

ていない (Jani et al. 1994) が，25–155 nm の TiO2では心臓および腎臓への分布が認められている 

(Wang et al. 2007b)．また，海馬の神経細胞の変化が 80 nm および 155 nm TiO2の 5 g/kg 単回投与後

に観察されている (Wang et al. 2007b)．使用動物，被験物質，投与期間，投与濃度が試験ごとに異

なるために，試験結果を単純に比較することは困難であるが，経口投与された TiO2はナノおよび

顔料グレードに関わらず，吸収され，全身に分布すると考えられる． 

ナノ 13C 元素粒子を雄 F344 ラットに 6 時間全身吸入暴露した試験において，高濃度の 13C が肝

臓から検出されたことから，粒子が肺胞壁から循環系に入り，肺外の組織へ粒子が移行すること

が示唆されており (Oberdörster et al. 2002)，放射ラベルしたカーボン粒子 (個別粒子サイズ：5–10 

nm) をヒトボランティアに吸入暴露したとき，血液から放射活性が検出されたことから，肺から

全身循環系へのナノ粒子の移行が示唆されている (Nemmar et al. 2002)．また，13C 元素粒子暴露

後の大脳，小脳および嗅球においても 13C レベルが上昇したことから，鼻腔粘膜に沈着した粒子

が嗅神経経路を介して脳へ移行することが示唆されている (Oberdörster et al. 2004)．嗅神経経路を

介する嗅球への移行については，空気力学的中央粒子径 1.5–2 μm の MnSO4および Mn3O4をラッ

トに吸入暴露したとき Mn が嗅球で検出され (Dorman et al. 2001, 2004)，また，タンパク質，神経
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病原性ウイルス，ニッケル，カドミウム，水銀，コロイド金粒子などが嗅球へ移行することが知

られている (Tjalve & Henriksson 1999; Oberdörster et al. 2004 )．嗅覚ニューロン狭部の直径は約 200 

nm とされており (De Lorenzo 1957; Tjalve & Henriksson 1999)，Elder et al. (2006)は 200 nm 未満の

サイズの粒子が通過しやすいと述べている．ナノおよび顔料グレード TiO2の鼻腔内投与では，粒

子は嗅球/海馬に蓄積することがマウスで示されている (Wang et al. 2007a, 2008a, b)．これらの所見

は，吸入または鼻腔内暴露した粒子は全身循環系または神経系に移行する可能性を示しているが，

粘液線毛排除機構や特に全身暴露では被毛に付着した粒子を舐めて経口摂取することがあり，粒

子が消化管を介して移行した可能性も考えられる．一方，ラットを用いた頭部―鼻部吸入暴露試

験では，ナノおよび顔料グレードの TiO2とも胸腔内にとどまり，胸腔内の肺および縦隔リンパ節

でのみ検出されただけであり，TiO2 は胸腔外の組織では検出されなかったことが報告されている 

(van Ravenzwaay et al. 2009)．また，妊娠マウスにナノ TiO2を吸入暴露した試験でも肺以外で Ti

は検出されていない (Hougaard et al. 2010)．しかし，これらの試験における Ti の検出限界は 0.3 

μg/tissue および 0.2–5 μg/g であり，低レベルの Ti の全身または神経系への移行の可能性を完全に

は排除できない． 

経皮暴露については，ヒトボランティアによる試験においてナノサイズ TiO2を塗布した群で真

皮の Ti レベルの有意ではない上昇がみられている (Tan et al. 1996) が，その後のヒトボランティ

アによる塗布試験 (Lademann et al. 1999; Bennat & Müller-Goymann 2000; Schulz et al. 2002; Mavon 

et al. 2006)，さらにヒト皮膚を用いた in vitro の試験でも Ti は真皮で検出されず，Ti は角質層また

は毛包までの分布にとどまっている (Nohynek et al. 2008)．ラット (Adachi et al.2010)，ウサギ 

(Lansdown & Taylor 1997) およびブタ (Wu et al. 2009; Sadrieh et al. 2010) にナノサイズの TiO2を

塗布したとき，Ti は角質層および毛包から検出されたが，真皮までは到達せず，ナノサイズの TiO2

は皮膚を通過しないことが示されている．しかしながら，ナノサイズの TiO2をヘアレスマウスに

塗布した試験では 90 nm の TiO2を除いて皮膚を通過して全身の組織に移行したと報告されている 

(Wu et al. 2009)．Wu et al. (2009)の論文については，ヘアレスマウスの飼育状態および論文の記述

不備に関するコメントが提出されている (Jonaitis et al. 2010)．マウスは個別または 6 匹までの集

団で飼育され，自ら TiO2塗布部を舐めたり噛んだりすることから保護するために首かせを装着し

たが，その他に部分の覆いは行っていない (Wu et al. 2009)．集団飼育ではマウスが塗布部位を舐

め合ったり，咬み合ったりすることによって経口摂取された TiO2が全身へ分布した可能性がある 

(Jani et al. 1994; Wang et al. 2007b)．皮膚剥離したヘアレスマウスではナノ粒子が全身移行すること

が示されている (Gopee et al. 2009) ことから，創傷部位から TiO2が皮膚を通過した可能性も考え

られる．また，TiO2が経気道摂取された可能性もある．Wu et al. (2009)の試験の対照群の Ti レベ

ルは，特に腎臓では種々の TiO2を塗布したときと同等であり，脳では Degussa P25 を除いて TiO2

を塗布した時より高かったことは，対照群動物が TiO2に汚染していることをうかがわせる．これ

らの理由により，Wu et al. (2009) の動物試験の妥当性が疑われるが，これらのコメントに対する

論文の著者からの回答はなされていない． 
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ヒトにおけるリスク評価では，ヒトの暴露が想定される経路による毒性影響発現について検討

することが必須であり，実際の暴露濃度に近い暴露量を用いた動物試験が必要とされる．ヒトで

の実際の暴露が想定される吸入および経皮暴露による動物試験においてはこれらの経路以外に経

口による摂取も起こる可能性があり，試験成績の評価に重大な影響を及ぼすことがあるので，動

物の飼育管理をも含めて適正な試験を行うことが望まれる． 

 

 

3. 毒性発現メカニズム 

 

本節では，本章でレビューした TiO2の毒性に関する研究論文に基づいて，TiO2ナノ粒子の毒性

発現メカニズムについて考察する．本評価書では，第 V 章において評価のエンドポイントとする

有害影響を設定し，試験動物に対する NOAEL の推定を行うが，そのためには，毒性発現のメカ

ニズムについて一定の仮説を立てておくことが重要である． 

本評価書においては，主として作業環境における吸入暴露を対象とした評価を行っている．1.1

節で取り上げた吸入暴露試験および気管内投与試験はいずれも主として「肺の炎症」の評価を目

的としたものであり，肺組織の病理組織学的検査および BALF 中の炎症細胞・バイオマーカーの

測定が行われている．これらの試験によって観察された影響の重篤度は様々であり，一過性の軽

微な炎症反応が見られたものから，より持続的な炎症反応，さらには肺組織の線維化，肺腫瘍な

ど，より重篤な変化も認められている．比較的重篤な生体影響が認められた研究としては，Heinrich 

et al. (1995) および Bermudez et al. (2004) による吸入暴露試験，Warheit et al. (2007a) による気管内

投与試験などがある．これらの試験において，10 mg/m3 の気中濃度，あるいは 5 mg/kg の投与量

のアナターゼ 80%／ルチル 20%の TiO2 ナノ粒子 (P25) を暴露したラットあるいはマウスにおい

て，肺の病理学的検査によって，肺胞壁の肥厚や線維化，肺腫瘍といった腫瘍性の変化が認めら

れている．しかし，このような変化は，重篤かつ持続的な炎症が引き起こされるような，高濃度

あるいは高用量の暴露条件下でのみ認められている．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おり (Lanone & Boczkowski 2006; Aillon et al. 

2009)，活性酸素種 (reactive oxygen species: ROS) および活性窒素種 (reactive nitrogen species: 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

ている (Klaunig & Kamendulis 2004; O’Brien et al. 2005)．難溶解性粒子 (poorly soluble particles: 

PSPs) の遺伝毒性発現に関しても ROS の産生が重要な要因と考えられている (Nielsen et al. 2008)．

PSPs の遺伝毒性発現には直接的および間接的な発現様式があると考えられおり，直接的遺伝毒性

とは肺の炎症を欠いた状態で粒子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粒

子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 & Knaapen 2007)．TiO2粒子の吸入暴露による腫瘍発生は，実験

的にはラットでしか確かめられておらず，この病変はラット肺に惹起された慢性炎症を伴ったオ
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ーバーロードによる可能性が高いと考えられており，TiO2 粒子のような難溶解性粒子による腫瘍

発生には，吸入部位の肺において産生された ROS や RNS による酸化ストレスを介した炎症に起

因した間接的な遺伝毒性が関わっていることが示唆されている．したがって，「肺での炎症」が生

じないような用量であれば，それ以降のより重篤な影響の発生を懸念されないと考えられる． 

 

 

4. 他の物質との生体反応の比較 

 

本節では，気管内投与試験を中心として，TiO2 ナノ粒子の暴露による肺の反応を，他の物質の

暴露による反応と比較することで，TiO2 ナノ粒子の有害性の特徴について考察する．ここで，比

較対象とする物質は，TiO2 以外の難溶解性の微粒子 (結晶性シリカや酸化ニッケルなど) を選択

した．これらの暴露による肺の反応に関する既存研究をレビューし (4.1, 4.2 節)，続いてこれらの

物質と TiO2ナノ粒子との生体反応の類似点や違いについて考察する (4.3 節)． 

 

4.1 結晶性シリカの気管内投与試験 (表 IV.20)  

初に，1.1.2 節で紹介した研究のうち，対照物質として結晶性シリカを用いているものがある

ので，それらについて紹介する．Rehn et al. (2003) は結晶性シリカ DQ12 (一次粒子径 0.9 μm) を

TiO2ナノ粒子の対照物質として用いており，0.6 mg/rat (体重当たりの用量に換算すると 3.0 mg/kg) 

の用量で気管内投与後，TiO2 ナノ粒子と同様の観察を行っている．その結果，TiO2 ナノ粒子の反

応とは異なり，投与後 90 日の観察時点まで，BALF 中の総細胞，好中球，およびマクロファージ

数や TNF-αの有意な増加が認められている． 

Warheit et al. (2006, 2007a) の研究においては，結晶性シリカ Min-U-Sil 5 (一次粒子径 0.2–2 μm) 

を TiO2ナノ粒子の対照物質として用いており，いずれの研究において 1 および 5 mg/kg の 2 用量

で気管内投与後，TiO2 ナノ粒子と同様の観察を行っている．その結果，いずれの研究およびいず

れの用量においても，投与後 90 日の観察時点まで，肺の病理組織学的検査における炎症所見およ

び BALF 中の炎症細胞 (総細胞および好中球) 数，LDH およびタンパク濃度の増加が認められて

いる． 

本研究プロジェクト (Kobayashi et al. 2009, 2010) においても，上記の Warheit et al. (2006, 2007a) 

と同じ結晶性シリカ Min-U-Sil 5 (一次粒子径 1.7 μm) を陽性対照物質として 5 mg/kgの用量でラッ

トに気管内投与を行ったところ，投与後 6 ヶ月時点まで，肺の病理組織学的検査における炎症関

連所見，および BALF 中の炎症細胞数，LDH，およびタンパク濃度の増加が認められている．ま

た，結晶性シリカの暴露による炎症反応はより後の観察時点においてより強くなるのが特徴的で

あった． 

上記全ての試験において，結晶性シリカ (DQ12 あるいは Min-U-Sil 5) の 1–5 mg/kg のラット気

管内投与によって，少なくとも投与後 3–6 ヶ月まで持続する炎症反応が認められている． 
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表 IV.20 結晶性シリカの気管内投与試験 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元

製品名 
(試料名) 

結晶構造 
比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

投与後 
観察時点 

観察項目
用量 

原体 液中 [mg/kg] [m2/kg] [個/kg] 

Rehn et al. 

(2003) 
DMT DQ12 α-quartz 6.7 a 900 - 

雌 Wistar 

ラット 

(週齢不明)

3 日，3 週，3
ヶ月 BALF 3.0 0.020 b - 

3ヶ月後までBALF中マ

ーカーの変化 

Warheit et al. 

(2006) 
U.S. Silica Min-U-Sil 5 α-quartz 4 1500 - 

雄 SD ラット

(8 週齢) 

1 日，1 週，

1, 3 ヶ月 

肺病理

BALF 

1 0.004 b - 3 ヶ月後まで炎症持続 

5 0.020 b - 3 ヶ月後まで炎症持続 

Warheit et al. 

(2007a) 
U.S. Silica Min-U-Sil 5 α-quartz 5.2 

200–

2000
480 

雄 SD ラット

(8 週齢) 

1 日，1 週，

1, 3 ヶ月 

肺病理

BALF 

1 0.005 b 6.5×109 c 3 ヶ月後まで炎症持続 

5 0.026 b 3.3×1010 c 3 ヶ月後まで炎症持続 

Ogami et al. 

(2009) 
U.S. Silica Min-U-Sil 5 α-quartz - - 1600

雄 Wistar 

ラット 

(10 週齢) 

1, 3 日，1 週，

1, 3 ヶ月 

肺病理

BALF 
6.7  1.2×109 c 3 ヶ月後まで炎症持続 

Kobayashi et 

al. (2009) 

*NEDO プロ 

U.S. Silica Min-U-Sil 5 α-quartz 5.0 1700 2000
雄 SD ラット

(8 週齢) 

1, 3 日，1 週

1, 36 ヶ月 

肺病理

BALF 
5 0.025 b 4.5×108 c 3 ヶ月後まで炎症持続 

Kobayashi et 

al. (2010) 

*NEDO プロ 

U.S. Silica Min-U-Sil 5 α-quartz 5.0 1700 2000
雄 SD ラット

(8 週齢) 

3 日，1 週，

1, 3, 6 ヶ月

肺病理

BALF 
5 0.025 b 4.5×108 c 6 ヶ月後まで炎症持続 

-：論文中に記載なし，a：一次 (原体) 粒子径から計算，b：比表面積から計算，c：文献で報告された液中粒子径と TiO2の真密度に基づく概算 
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4.2 酸化ニッケルナノ粒子の気管内投与試験 (表 IV.21)  

次に，酸化ニッケル (NiO) ナノ粒子を用いた気管内投与試験についてレビューする．NiO ナノ

粒子を用いて，気管内投与後 3 ヶ月以上の長期観察を行っている試験は，現在までに以下の 2 例 

(Ogami et al. 2009; Nishi et al. 2009) 存在する． 

Ogami et al. (2009) は，NiO (一次粒子径 2.7 μm) ミクロン粒子と，NiO ナノ粒子 (一次粒子径 27 

nm) を雄性Wistarラット (10週齢，投与時の体重の記載なし) にいずれも 2 mg/rat (ラット体重 300 

g を仮定すると体重当たりの用量は 6.7 mg/kg) の用量で気管内投与し，対照物質として同用量の

TiO2ミクロン粒子あるいはMin-U-Sil 5結晶性シリカ粒子を気管内投与した群との肺の病理組織学

的変化および反応の比較を行っている．その結果，NiO ナノ粒子および Min-U-Sil 5 粒子を気管内

投与した群においては，投与後 6 ヶ月まで炎症の持続が認められるが，NiO ミクロン粒子および

TiO2 ミクロン粒子投与群においては，炎症反応はほとんど見られないか一過性であり，いずれも

1 週間時点以降において炎症反応は回復しており，群間の差が非常に明確となっている． 

Nishi et al. (2009) は，より低用量の NiO を暴露させた結果について報告している．Nishi et al. 

(2009) は，NiO (一次粒子径 20 nm，二次粒子径 26 nm) ナノ粒子を雄性 Wistar ラット (9 週齢，投

与時の体重不明) に 0.1 および 0.2 mg/rat (ラット体重 300 g を仮定すると体重当たりの用量はそれ

ぞれ 0.33, 0.67 mg/kg) の用量で気管内投与し，投与後 3 日，1 週，1，3，および 6 ヶ月時点におけ

る肺の病理組織学的変化および BALF 中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，いずれの用量においても，NiO ナノ粒子を気管内投与した群においては，投与後

6 ヶ月まで炎症の持続が認められている． 
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表 IV.21 NiO 粒子の気管内投与試験 

出典 

試料キャラクタリゼーション 試験条件 

試験結果 
製造元 

製品名 
(試料名) 

比表面積

[m2/g] 

粒子径 [nm] 動物種 
(週齢) 

投与後 
観察時点 

観察項目
用量 

原体 液中 [mg/kg] [m2/kg] [個/kg] 

Ogami et al. 

(2009) 

Nakalai Chemicals (NiO) 0.328 2700 4800 雄 Wistar 

ラット 

(10 週齢) 

1, 3 日, 1 週, 

1, 3, 6 ヶ月

肺病理

BALF 

6.7 0.002b 1.7×107 c 変化なし 

Vacuum Metallurgical (nNiOm) 32.6 27 800 6.7 0.217b 3.7×109 c 6 ヶ月後まで炎症持続 

Nishi et al. 

(2009) 

*NEDO プロ 

Nanostructured & 

Amorphous Materials 
(NiO) 104.6 20 26 

雄 Wistar 

ラット 

(9 週齢 

1, 3 日, 1 週, 

1, 3, 6 ヶ月

肺病理

BALF 

0.33 0.035b 5.4×1012 c 6 ヶ月後まで炎症持続 

0.66 0.070b 1.1×1013 c 6 ヶ月後まで炎症持続 

-：論文中に記載なし，a：一次 (原体) 粒子径から計算，b：比表面積から計算，c：文献で報告された液中粒子径と TiO2の真密度に基づく概算 
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4.3 生体反応の比較のまとめ 

上述した，気管内投与試験における TiO2ナノ粒子あるいはサブミクロン，ミクロン粒子と，結

晶性シリカや NiO 粒子などの他の物質との生体反応 (主として炎症反応) を，反応の経時的変化 

(すなわち炎症の持続性) の観点からまとめることによって，物質間での生体反応の違いが明らか

となる． 

TiO2粒子については，5 mg/kg 程度の気管内投与試験としては比較的高用量の暴露においても，

暴露後 24 時間～1 週間時点において一過性の炎症反応がみられるものの，1～3 ヶ月時点において

は炎症反応の顕著な回復が見られている (表 IV.2)．結晶構造 (Rehn et al. 2003; Warheit et al. 2007a) 

や粒子サイズ (Kobayashi et al. 2009) の違いによって反応性に若干の差異が認められるものの，

TiO2粒子の暴露による炎症反応はそれほど大きくはないと判断できる． 

一方，結晶性シリカや NiO 粒子などの難溶解性－高毒性粒子については，1 mg/kg (Warheit et al. 

2006, 2007b) あるいはそれよりも低い用量 (Nishi et al. 2009) においても，暴露後 3～6 ヶ月まで持

続する顕著な肺の炎症反応が認められている (表 IV.20 および表 IV.21)．これらの粒子の暴露によ

る炎症反応は，暴露後初期 (24 時間～1 週間) よりも長期 (1～6 ヶ月) の方が大きく，一部の試験

においては，肺組織におけるコラーゲン沈着などの線維性応答も認められており，このような反

応は定性的にも定量的も TiO2粒子の反応とは大きく異なる． 

ただしここでの比較は，主として炎症反応に着目した場合の評価であり，炎症以外の生体影響 

(例えば発がん性など) については考慮していない．今後，炎症以外の生体影響についても評価を

行った場合に，異なる結論が得られる可能性がある． 

 

 

5. まとめ 

 

本章では，一次粒子径が 100 nm 以下の TiO2ナノ粒子ならびにそれらの凝集体に関して，ヒト

が暴露した場合の有害性に関する評価を行うために，既存の研究報告による有害性情報および本

研究プロジェクト (NEDO プロジェクト (P06041) ) により得られた試験結果の整理・解析を行っ

た． 

本評価書においては，主として作業環境における吸入暴露を対象とした評価を行っているため，

吸入暴露試験および気管内投与試験を中心としたレビューを行った．これらの試験はいずれも主

として「肺の炎症」の評価を目的としたものであり，肺組織の病理組織学的検査および BALF 中

の炎症細胞・バイオマーカーの測定が行われている．これらの試験によって観察された影響の重

篤度は様々であり，一過性の軽微な炎症反応が見られたものから，より持続的な炎症反応，さら

には肺組織の線維化，肺腫瘍など，より重篤な変化も認められている．しかし，ナノ TiO2粒子暴

露による腫瘍発生は，重篤かつ持続的な炎症が引き起こされるような，高濃度あるいは高用量の

暴露条件下でのみ認められている． TiO2粒子の吸入暴露による腫瘍発生は，実験的にはラットで
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しか確かめられておらず，この病変はラット肺に惹起された慢性炎症を伴ったオーバーロードに

よる可能性が高いと考えられており，TiO2 粒子のような難溶解性粒子による腫瘍発生には，吸入

部位の肺において産生された ROS や RNS による酸化ストレスを介した炎症に起因した間接的な

遺伝毒性が関わっていることが示唆されている．したがって，「肺での炎症」が生じないような用

量であれば，それ以降のより重篤な影響の発生を懸念されないと考えられる． 

また，気管内投与試験における TiO2ナノ粒子あるいはサブミクロン，ミクロン粒子と，結晶性

シリカや NiO 粒子などの他の物質との生体反応 (主として炎症反応) を，反応の経時的変化 (す

なわち炎症の持続性) の観点からまとめることによって，物質間での生体反応の違いが明らかと

なった．TiO2粒子の暴露による炎症反応は，同用量の結晶性シリカや NiO 粒子などの難溶解性－

高毒性粒子の暴露による反応と比べて弱く，定性的にも異なるのものであると考えられた．
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作業環境における TiO2ナノ材料の取り扱いの現状を考えた場合に，粉じんとして気中に飛散し

た TiO2 の吸入による暴露が最も重要な暴露経路であると考えられるため，本章では，第 IV 章で

整理した有害性情報に基づいて，吸入暴露を対象とした，作業環境における許容暴露濃度を導出

する．許容暴露濃度は，第 III 章で行われた作業環境における暴露評価の結果と合わせて，リスク

評価を行うために用いる (第 VI 章) とともに，TiO2ナノ材料を取り扱う事業者が作業環境の管理

で用いることを念頭においた提案でもある． 

 

1. 許容暴露濃度 (PL) 導出の枠組み 

 

第 IV 章において収集，整理された有害性に関する知見を吟味するとともに，TiO2ナノ材料と平

行してリスク評価書の作成を進めているカーボンナノチューブやフラーレンでの有害性評価・リ

スク評価の状況を踏まえ，本リスク評価書では許容暴露濃度を以下のようなものとして導出する

ことにした． 

1) 当面の作業環境管理を支援するための許容暴露濃度とする：TiO2を含むナノ材料については，

特に長期暴露による有害影響の知見は限られている．TiO2 ナノ材料への吸入暴露に関しても，得

られた有害性情報の多くは，比較的短期の吸入暴露試験か単回の気管内投与試験によるものであ

った．現時点で，無理に生涯の暴露を想定した許容暴露濃度に外挿することは適切ではなく，む

しろ，今後の科学的知見を待って 10 年程度のうちに見直すことを前提としつつ，15 年程度の亜

慢性の暴露期間を想定した許容暴露濃度とすることが，当面の作業環境管理にとって有益である

と考えた．これは，ナノ材料のような開発・応用の途上にある新規物質の評価において特徴的な

状況である．限られた情報に基づいて当面の方針を立てて実行し，一定期間の後に適宜見直しを

かけるようなアプローチを順応的管理 (Adaptive Management) と呼ぶ．リスクや便益に関する不

確実性が大きい場合に，過度に安全側な意志決定をとることの損失が大きいと見込まれるケース

で有効である．本評価で導出される許容暴露濃度を，通常の生涯 (70 年など) あるいは就労全期
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間 (45 年など) に対する許容暴露濃度と区別するため，許容暴露濃度 (PL) と表記することにし

た．PL は Period Limited (時限付き) の意味である． 

2) 導出され得る許容暴露濃度は，厳密に言えば，その基礎とした有害性試験が対象とした TiO2

ナノ材料に対する値である．これまで有害性試験が実施された TiO2ナノ材料の間には有害性の強

弱があり，さらに有害性試験が未実施の多様な TiO2ナノ材料が存在している．TiO2 ナノ材料のサ

イズ，形状，表面化学などの物理化学的性質の違いが生体反応に与える影響に関する理解が不十

分である現時点においては，多様な TiO2を評価するために二軸アプローチと称する評価の枠組み 

(1 節) を提案するとともに，ある特定の TiO2 ナノ材料について導出された許容暴露濃度の他の

TiO2ナノ材料への適用について考察することにした． 

本章における許容暴露濃度 (PL) の導出は，二軸アプローチ (bi-axial approach) の枠組みで行わ

れた．二軸アプローチとは，詳細な有害性データ (吸入暴露試験) の得られる TiO2 ナノ材料につ

いて作業環境の許容暴露濃度の評価を行い，一方で，比較的簡易な有害性試験 (気管内投与試験) 

の結果に基づいて多様な TiO2ナノ材料の有害性を相対的に評価する考え方である．二軸アプロー

チの概念を，図 V.1 に示す．これによって，必ずしも詳細な有害性データの得られていない多様

な TiO2ナノ材料についても，評価の網をかけることができる． 

まず，2 節において，吸入暴露試験の結果が存在する TiO2ナノ材料について，試験結果に基づ

き試験動物に対する無毒性量 (NOAEL) を決定する (図中の①に相当する)．次に，3 節において，

この NOAEL に対して，試験動物とヒトとの呼吸量，体の大きさ，暴露時間，肺胞沈着率の違い

を考慮して，ヒトの作業環境での気中濃度に換算するとともに，不確実性について検討すること

により，作業環境における許容暴露濃度 (PL) を導出する (図中の②に相当する)． 

4 節においては，吸入暴露試験の結果は存在しないが，気管内投与試験の結果は存在する TiO2

ナノ材料について，気管内投与試験の結果に基づき有害性を相互に比較することで，TiO2 ナノ材

料の種類毎の有害性の相対値を算出する (図中の③に相当する)．この相対値と，吸入暴露試験の

結果から導出された許容暴露濃度 (PL) の推定結果 (①および②) とから，気管内投与試験の結果

しか存在しない，他の多くの種類の TiO2 ナノ材料についても，許容暴露量 (PL) を導出する (図

中の④に相当する) のが理想である．ただし，本評価書においては，個々の材料について許容暴

露濃度を示すことはせず，有害性の強さの材料間比較に基づいて，導出された許容暴露濃度 (PL) 

の位置づけを明らかにするにとどめることにした． 
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図 V.1 二軸アプローチの概念 

 

 

2. 試験動物に対する無毒性量 (NOAEL) の決定 

 

無毒性量 (NOAEL) とは，動物試験において，毒性学的な全ての有害影響が認められない最高

の暴露量あるいは濃度のことである．本節では，第 IV 章で取り上げた TiO2 ナノ材料を用いた既

存の吸入暴露試験の結果から試験動物に対する TiO2ナノ材料の NOAEL を決定する． 

 

2.1 評価エンドポイントの設定 

試験動物に対する NOAEL を決定するためには，最初に評価のエンドポイントとする有害影響

を決めておく必要がある．そこで，試験動物を用いた有害性試験において認められている種々の

影響の中から，評価のエンドポイントとして最も適切なものを選択する． 

第 IV 章で取り上げた吸入暴露試験および気管内投与試験は主に「肺の炎症」の評価を目的とし

たものであり，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測定

が行われている．試験によって観察された影響の重篤度は様々であり，一過性の軽微な炎症から，

肺胞壁の肥厚や線維化，肺腫瘍の発生までが認められている．しかし，これらの影響は個別独立

なものではなく，TiO2 への暴露による酸化ストレスから持続性の炎症を経由し，間接的遺伝毒性

による発がん性という一連のメカニズムの中に位置づけられるものである (第 IV 章の発がん性 

(1.2 節)，遺伝毒性 (1.3 節)，毒性発現メカニズム (3 節) の検討を参照)．したがって，「肺での炎

症」が生じないような用量であれば，それ以降のより重篤な影響の発生を懸念する必要はないと

考えられる． 

肺の炎症と肺腫瘍について，それらが生じる用量の相対的な関係を概観してみる．共通の TiO2

ナノ材料 (Evonik Degussa 社製 P25) を用いた気管内投与試験，亜慢性および慢性の吸入暴露試験

のデータを，用量を暴露終了時点での肺保持量で表現して比較した (表 V.1)．肺腫瘍については，

ヒトへの外挿吸入暴露試験

気
管

内
投

与
試

験 ②
ヒトに対する

許容暴露濃度の評価

④
気管内投与の結果から

ヒトに対する許容暴露濃度を予測

③
有害性の
相対比較

TiO2-1

TiO2-2

TiO2-3

TiO2-4

TiO2-5

････

①
試験動物に対する
無毒性量の評価
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Heinrich et al. (1995) のデータに加え，TiO2粒子への暴露による肺腫瘍の NOAEL (推定値) ＝約 6 

mg/g 肺を含めた．この値は，米国の国立労働安全衛生研究所 (National Institute for Occupational 

Safety and Health: NIOSH) の解析 (NIOSH 2005) に基づいて，肺腫瘍の 5％発生率に相当する 

BMDL 値 (ベンチマーク用量の信頼下限値) を 0.31 m2/g 肺としたものに相当する (付録 D の 2.4

節参照)．吸入暴露試験では同じレベル，気管内投与試験ではより低い用量で炎症が観察されてい

ることが分かる．すなわち，肺の炎症は，肺腫瘍と比べて同等かそれ以下の用量において発生す

ると考えることができる．これは，上記のメカニズムの議論と整合的である． 

 
表 V.1 P25 における暴露終了時点での肺保持量と観察される影響（ラット）の関係 

 
試験 

吸入暴露終了時点の肺保持量

あるいは 
気管内投与試験での投与量 

 (mg/g 肺)  

観察された影響 
 (観察期間)  

吸入暴露試験 Heinrich et al. (1995) (2 年間) 39.3 肺腫瘍 
 Bermudez et al. (2004) (3 ヶ月) 11 a 52 週までの炎症 (52 週)  
  1.7 a なし 
  0.43 a なし 
気管内投与試験 Rehn et al. (2003) 1.2 3 ヶ月までの炎症 (3 ヶ月) 
  0.6 1 ヶ月までの炎症 (3 ヶ月) 
  0.3 3 日までの炎症 (3 ヶ月)  
  0.15 なし 
 Warheit et al. (2007a) 1.5 b 3 ヶ月までの炎症 (3 ヶ月) 
  0.3 b 1 ヶ月までの炎症 (3 ヶ月) 
 Sager et al. (2008) 1.4 b 1 ヶ月までの炎症 (1 ヶ月) 
  0.71 b 1 ヶ月までの炎症 (1 ヶ月) 
  0.35 b 1 ヶ月までの炎症 (1 ヶ月) 
参考：推定値 NIOSH (2005) の解析に基づ

く肺腫瘍の NOAEL 
約 6 肺腫瘍の 5%発生率の 

BMDL に相当 
a：グラフからの読み取り 
b：試験に用いられたものと同一の種における一般的な体重および臓器重量から計算 

 

また，第 IV 章 2 節の体内分布に関する情報によれば，TiO2ナノ材料が吸入暴露により胸腔外へ

の組織へ移行するという証拠は得られなかったことから，肺を主要な標的臓器として捉えること

は妥当であると考えた． 

これらのことから，本評価においては，TiO2 ナノ材料の肺への暴露によって認められる影響の

うち，最も低濃度で観察される有害影響であると考えられる「肺の炎症」を評価のエンドポイン

トに設定する． 

なお，肺の炎症の有無に関しては，基本的には，各試験により測定されている肺組織の病理学

的検査の結果を基に判断する．ただし，既存研究をレビューした範囲においては，肺の病理組織

学的検査における炎症関連所見の有無と，BALF 中の炎症細胞数 (総細胞数，好中球数，マクロフ

ァージ数など) や炎症バイオマーカー (LDH，タンパク濃度など) の変動についてはいずれも相関

が高く，このうち一つの因子に変化が認められた場合に，他の因子も同時に変化していることが

多いことから，BALF中の炎症細胞数や炎症バイオマーカーのみしか測定されていない場合には，

これらの結果も判断基準に加えて肺の炎症の有無を判断することとする． 
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2.2 評価に用いる用量の指標 (dose metric) の選択 

2.2.1 個数，表面積，重量 

有害性評価に用いる用量の指標としては，通常は重量 (例えば吸入暴露試験では mg/m3，気管

内投与試験では mg/kg の単位) が用いられているが，ナノスケールの小さい粒子サイズを持つナ

ノ材料の有害性評価に関しては，粒子重量に加え，粒子表面積や粒子個数といった指標も重要で

はないかという考え方がある (Maynard & Aitken 2007)．以下に，第 IV 章 1.1 節に記述した既往研

究を中心に，粒子サイズと有害性との関係に関する議論をまとめるとともに，作業環境でのリス

ク判定の観点から指標の選択に関する考察を行う． 

 

(a) 粒子サイズと有害性との関係に関する既往研究に基づく考察 

同じ重量濃度の気中 TiO2粒子を吸入暴露した場合，あるいは同じ重量用量の TiO2粒子を気管内

投与した場合に，ナノサイズの粒子の方が，ミクロンおよびサブミクロン粒子よりも大きな炎症

反応を引き起こすことが報告されており，このような現象を解釈するために，粒子表面積を用量

の指標として評価を行うことが提案されている． 

Oberdörster et al. (1992)，Oberdörster (2000) は，サイズの異なる 2 種類の TiO2粒子を用いたラッ

ト気管内投与試験によって，同じ粒子重量の暴露では，TiO2 のナノ粒子の方がサブミクロン粒子

よりも大きな肺の炎症反応を引き起こすことを報告した．さらに，この研究において，用量を粒

子重量ではなく，粒子表面積で表わした場合に，その用量反応関係が一つの線上に乗ることから，

ナノ粒子の重量当たりの大きな表面積が，より大きな炎症反応を引き起こした原因であると考察

した (Oberdörster 2000; Oberdörster et al. 2005; Donaldson et al. 2001)．また，Brown et al. (2000, 2001)，

Duffin et al. (2007) の研究では，TiO2以外にも，カーボンブラックやポリスチレンラテックスなど

の様々な難溶解性低毒性粒子を用いたラット気管内投与試験の結果から，このようなタイプの微

粒子全般について，用量を表面積で表わした場合に，その用量反応関係は一つの直線としてまと

めて表すことができると報告した．さらに，吸入暴露試験においても，Bermudez et al. (2002, 2004) 

の研究の他に，Tran et al. (2000) の TiO2粒子と BaSO4 粒子を用いた研究においても，表面積を暴

露の指標とするとこれら 2 つの粒子の両者の用量反応関係はほぼ等しくなることが報告されてい

る．Maynard & Kuempel (2005) は，これらの論文をレビューした解析によって，難溶解性低毒性

粒子の暴露の指標としては，表面積が最も適しているとの見解を示した．また，NIOSH もこのよ

うな見解を支持し，2005 年 11 月に，TiO2ナノ材料 (一次粒子径 < 100 nm) に対して TiO2ミクロ

ン粒子よりも 15 倍厳しい，0.1 mg/m3の勧告暴露限界 (Recommended Exposure Limit: REL) を提案

した (NIOSH 2005)．さらに，Sager et al. (2008) の研究においても，TiO2粒子の粒子サイズによる

影響の違いが見られており，この違いは暴露した粒子表面積の違いで説明できると考察している．

NEDO プロジェクト (P06041) による研究 (Kobayashi et al. 2009) においても，粒子サイズによる

影響の違いが見られている．しかしその影響は気管内投与後 1 週間までの短期の観察結果のみに
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限定されており，粒子の表面積用量としては最大で 30 倍程度の違いがあるにもかかわらず (UF 

TiO2粒子暴露群：1.58 m2/kg，SF TiO2粒子暴露群：0.33 m2/kg，F TiO2粒子暴露群：0.05 m2/kg)，

影響の違いはそれほど大きくなかった． 

一方で，暴露した粒子のサイズ (あるいは表面積) と肺の炎症との間には関係が見られないと結

論している研究報告も幾つか存在する．第 IV章1.1.2節(b)で詳述したWarheit et al. (2006, 2007a) の

研究の他に，Warheit et al. (2007b) の研究では，粒子サイズおよび結晶構造が異なる数種類のシリ

カ粒子を用いたラット気管内投与試験の結果から，「毒性は粒子サイズではなく粒子表面の性質に

依存する」と結論している．また，in vitro の研究においても，Sayes et al. (2006) は，ヒト線維芽

細胞 (HDF) およびヒト肺胞上皮細胞 (A549) に対して粒子サイズや結晶構造の異なる種々の

TiO2粒子を暴露させた試験の結果から，「粒子サイズと毒性との相関は低く，結晶構造の方がより

重要な因子である」と考察している． 

上述のように，粒子サイズと生体影響との関係について調査している研究は数多く存在するも

のの，その結論は必ずしも一致していない．多くの研究において，サイズ以外に結晶構造や不純

物，表面の性質が異なる粒子を用いた試験を行っているため，それらの多くの因子が複雑に絡み

合い，その中からサイズのみの影響を抽出することが困難になっている．例えば，Bermudez et al. 

(2002, 2004) および Sager et al. (2008) の研究においては，用いられている TiO2サブミクロン・ミ

クロン粒子と TiO2ナノ粒子はそれぞれ製造者や結晶構造が異なる．これらの研究において，TiO2

サブミクロン・ミクロン粒子としては DuPont 社製の顔料級ルチル型 (Bermudez et al. 2002) ある

いは Sigma Aldrich 社製の一次粒子径 1 μm のルチル型 (Sager et al. 2008) TiO2粒子が用いられてい

るのに対し，TiO2ナノ粒子としては，Evonik Degussa 社製のアナターゼ 80% / ルチル 20%の混合

相を持つ TiO2粒子 (P25) が用いられている．また，試験に用いた粒子のキャラクタリゼーション

が不十分である研究も多い．Grassian (2008) は，ナノ粒子のサイズが，その物理化学性と毒性に

及ぼす影響をレビューし，「TiO2粒子の毒性に対するサイズの影響は複雑であり，その表面積だけ

で説明できることではない」とまとめている． 

以上のことを考慮すれば，有害性評価における用量の指標として，粒子サイズや表面積が重要

な特性のひとつであることには間違いはないと考えられるが，それだけで有害性を予測すること

はできず，例外も幾つか報告されているため，ケースバイケースでの評価も必要になると考えら

れる．さらに，有害性試験の論文に，表面積や個数という指標による表記がないため，粒子サイ

ズ等に関する仮定をおいて換算する必要がある場合も少なくない．これらのことから，本評価書

においては，まずは原論文に必ず記載されている粒子重量の指標で用量を記述し，可能な限り表

面積や個数の指標を併記することにした．  

 

(b) 作業環境でのリスク判定の観点からの考察 

用量の指標としては，粒子の重量，表面積，個数の 3 種類を挙げることができる．個数は，さ

らに一次粒子の個数と，二次粒子の個数がある．ここでは，許容暴露濃度の対象となった TiO2ナ
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ノ材料が，作業環境で暴露する可能性のある TiO2ナノ材料と「同一である」場合と「異なる」場

合とに分けて指標の選択について論じる． 

「同一である」場合：重量，表面積，一次粒子個数については，どの指標を用いても，作業環境

での暴露濃度と許容暴露濃度との比較には影響を及ぼさない．重量濃度と表面積濃度，重量濃度

と一次粒子個数濃度とは，単に比例の関係にあるからである． 

一方，対象となったTiO2ナノ材料が同一であっても，動物試験での粒子の分散や凝集の状態と，

作業環境において現実に暴露する粒子の分散や凝集の状態とが同一である保証はない．同じ重量

濃度であっても二次粒子のサイズが大きくなれば二次粒子個数は少なくなり，二次粒子のサイズ

が小さくなれば二次粒子個数は多くなる．同一粒子で凝集状態のみ異なる場合の有害性の違いに

ついてはほとんど知見がないが，Kobayashi et al. (2009) によれば，一次粒子径が 5 nm の TiO2 ナ

ノ材料を用いて，液中の凝集粒子径が 18–300 nm の分散液をラットに気管内投与した結果，影響

の違いは明確ではなかった．一方，二次粒子のサイズは，肺への沈着率に影響するため，動物試

験および作業環境での二次粒子のサイズ分布を把握することが必要である． 

「異なる」場合：用量の指標に，重量，表面積，個数のいずれを用いるかにより，リスクの判定

は影響を受ける可能性がある．逆に言えば，どの指標を用いるかを論じる必要があるのは，この

「異なる」場合においてである．TiO2 ナノ材料 A への暴露を，TiO2ナノ材料 B について得られた

許容暴露濃度との比較によって評価するケースを考えてみる．リスクは，ハザード比 (＝暴露濃

度／許容暴露濃度) を尺度とし，それが 1 を超えればリスクの懸念があると判断される，材料 B

の比表面積が材料 A よりも大きい場合には，重量濃度によってハザード比を算出するのに比べ，

表面積濃度に基づいて算出されるハザード比は小さくなる．すなわち，許容暴露濃度の導出に用

いられる TiO2ナノ材料が，一般的な他の TiO2ナノ材料に比べて高い比表面積を有していれば (言

い換えると，一次粒子径の小さいものであれば)，重量濃度に基づいて評価を行うことは安全側に

働く．  

以降の解析においては，許容暴露濃度 (PL) は，吸入暴露試験のデータが得られる Evonik 

Degussa 社 P25 について導出される (3 節)．第 IV 章で取り上げた吸入暴露試験や気管内投与試験

で用いられた TiO2粒子の一次粒子径や比表面積を比較すると，P25 (例えば，Bermudez et al. 2004 

(表 IV.1) や Sager et al. 2008 (表 IV.2)) は，一部の例外 (例えば，Kobayashi et al. 2009 の ST-01 (表

IV.2)) を除き，他の TiO2ナノ材料より小さな粒子径と大きい比表面積を有しているといえる． 

この議論は，一次粒子個数を用量の指標として用いる場合においても当てはまる．二次粒子径

に関する議論は，前述の「同一である」場合と同様である． 

 

2.2.2 肺胞沈着速度と肺保持量 

肺に沈着する TiO2 粒子の影響を考える際の用量として，沈着速度 (単位時間あたりの沈着量) 

[mg/kg 体重/day など] をベースとする考え方と，肺での保持量 [mg/kg 体重など] をベースとす

る考え方がありうる．沈着速度は，気中の暴露濃度 [mg/m3 など] に対して呼吸量や沈着率など
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を考慮することによって算出される．一方，肺での保持量は，沈着速度に加え，暴露の継続期間

や肺からのクリアランスが考慮される．クリアランスを考慮せず，暴露の継続時間のみ考慮する

場合には，総沈着量 [mg/kg 体重など] と同じ概念となる． 

気中の粒子状物質の許容暴露濃度等の算出には，気中の暴露濃度ベースで試験動物からヒトへ

の外挿が行われてきた．たとえば，ACGIH (2001) では，ラットにおける TiO2粒子暴露の NOAEL 

= 10 mg/m3 の値をそのまま TLV-TWA の根拠としている．また，EPA (1994) では，粒子状物質の

吸入暴露における参照濃度を決定する際に，動物試験で得られた NOAEL (気中濃度として) に対

して，暴露頻度や呼吸量などの種間差による補正を行いヒト等価 NOAEL (気中濃度として) を算

出する手順が示されている．最近でも，EC (2010) による TiO2ナノ材料の作業者に対する導出無

影響量 DNEL (Derived No Effect Level) の導出でも，動物試験の NOAEL (気中濃度としての) に暴

露時間と作業強度に関する補正のみを行うことによりヒト作業者での等価 NOAEL (気中濃度とし

ての) を算出している． 

一方，NIOSH (2005) では TiO2粒子 (顔料 TiO2および TiO2ナノ材料) の REL (勧告暴露限界) の

導出において，また，NIOSH (2010) ではカーボンナノチューブとカーボンナノファイバーの REL

の導出において，肺保持量としての用量が採用されている．そこでは，まず動物試験の NOAEL

が，暴露終了時点での肺保持量 (肺重量あたりおよび肺胞表面積あたり) として決定される．次に，

ヒトの沈着・クリアランスモデル (Multiple-Path Particle Dosimetry Model: MPPD2) を介して，45

年間の作業期間を想定した気中暴露濃度に変換されている．EPA (2004) では，粒子状物質のリス

ク評価において，不溶性の粒子の慢性影響に関心がある場合には肺保持量を用量とするのが望ま

しいとされている． 

肺保持量を用量とすることは，同一種内の比較においては，一定程度の妥当性が認められる．

NIOSH (2010) は，多層カーボンナノチューブに関する 1 日間の高濃度吸入暴露と 13 週間の低濃

度吸入暴露の試験結果を比較して，肺保持量 (推定値) で用量を表現することによって，暴露濃度

が大きく違うにもかかわらず，用量反応関係としては同等なものが得られるとしている．しかし，

これは同一種内での用量の比較であり，ラットからヒトへの種間外挿に用いる用量として肺保持

量が適切であるとする根拠とは言えない．3.2 節 (b) で述べるように，ラットは粒子状物質の吸入

暴露に対して感受性が高く，ラットに特徴的な「肺の過負荷」という現象では，肺での粒子の負

荷が増大し，それがさらに炎症等の生体反応を増加させることになる．一方，ヒトにおいては，

粒子状物質の肺内での半減期が試験動物に比べて長いことが知られているものの，炭鉱労働者に

おける粒子クリアランスと肺内蓄積に関する生物数理モデル解析によれば，過負荷の証拠は確認

できなかった (Kuempel et al. 2001)．このようにラットとヒトとでは，肺での保持と生体反応との

関係が大きく異なる． 

しかも，特にヒトにおいて，モデルによるナノ材料の肺保持量の推定には不確実性が大きく 

(NIOSH 2005, 2010)，また，吸入された粒子状物質は，ラットにおいては肺胞マクロファージに存

在する割合が比較的高いのに対して，サルやヒトでは間質 (間質マクロファージ) に存在する割合
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が高いことが報告されている (Nikula et al. 1997, Nikula et al. 2001)．さらに，Sager et al. (2008) は，

サイズの異なる TiO2 粒子 (ナノサイズとミクロンサイズ) をラットに気管内投与した結果，気管

支肺胞洗浄により回収できる粒子の割合が両者で大きく差があり，ナノサイズの TiO2粒子はより

回収されにくい傾向があった．このように，ラットとヒトとでは，また，ナノサイズ粒子とミク

ロンサイズ粒子とでは，肺での保持の機構が異なる可能性がある．  

以上の検討の結果，本評価においては，ラットからヒトへの外挿の際の用量の指標として，肺

保持量を用いることは，現時点では適切ではないと判断し，用量の指標としては粒子の肺胞沈着

速度を用いることとした．許容暴露濃度の導出においては，それを反映し，動物試験で得られる

気中濃度としての NOAEL (気中濃度として) を，暴露頻度，呼吸量，沈着率などの項目を考慮し

て，ヒト等価の NOAEL (気中濃度として) に換算する．  

なお，暴露の継続時間に関しては，動物試験における慢性暴露 (例えばラットで 2 年) の結果は，

ヒトにおける生涯暴露 (一般環境で 70 年や，作業環境で 45 年) の評価に用いることが一般的であ

ることから，それに準じて暴露期間の外挿に係る不確実性係数を適用することによって対処する

こととした． 

 

2.2.3 種間外挿のための用量の基準化 

一般の化学物質への暴露量を動物からヒトへ外挿する場合には，個体のサイズが大きく異なる

ことを反映するために，体重で基準化することが通例である．しかし，本評価においては，TiO2

ナノ材料の吸入暴露による肺での影響を評価することから，肺胞表面積や肺重量により基準化す

ることが適当と考えられる．しかし，肺胞表面積や肺重量については，ラットの種類や週齢によ

り大きく変化するにもかかわらず，各有害性試験の報告に含まれていないことの方が多い．それ

に比べ，体重はほとんどの試験において報告されている． 

したがって，本評価においては，用量の基準化は体重によって行うこととし，肺胞表面積や肺

重量による基準化は補足的に行い，導出される許容暴露濃度の差異を確認し，安全側の仮定であ

ることを確認した (3.3 節参照)． 

なお，平均的日本人を想定するならば体重を 60 kg 程度とするのが適当と思われるが，呼吸量

等のパラメータとの整合性に配慮し，EPA (2004) に記載されている 73 kg を用いることにした 

(3.1 節)． 

 

2.3 吸入暴露試験の結果に基づく NOAEL の評価 

「肺の炎症」を有害性評価のエンドポイントとした場合，吸入暴露試験の結果から判断される

NOAEL とは，観察期間内において，肺組織の炎症関連所見や BALF 中の炎症細胞数に著明な変

化が認められない最高の気中 TiO2粒子濃度と位置付けられる．このような観点から，吸入暴露試

験における NOAEL を決定するために，第 IV 章 1.1 節で取り上げた 4 つの吸入暴露試験の結果を

再度レビューする． 
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Oberdörster et al. (1994) の研究では，23.5 mg/m3 の気中濃度の TiO2ナノ材料 (一次粒子径 20 nm) 

に 12 週間吸入暴露したラットにおいて，暴露終了後 6 ヶ月～1 年で回復する可逆的な炎症反応が

認められているが，肺の病理組織学的検査を行っておらず，炎症反応に関する詳細な記述がない

ことから，この試験から NOAEL を決定することはできない． 

次に，Bermudez et al. (2004) の研究では，2 mg/m3 の気中濃度の TiO2ナノ材料 (Evonik Degussa

社製 P25) をラット，マウス，およびハムスターの 3 動物種に 3 ヶ月間吸入暴露させた試験におい

ては，いずれの動物種に対しても，本評価のエンドポイントとした肺の炎症反応はほとんど見ら

れていない．一方，10 mg/m3 の気中 TiO2濃度の吸入暴露試験では，ハムスターにおいて影響が見

られなかったものの，ラットおよびマウスにおいては肺の過負荷に起因すると考えられる粒子ク

リアランスの低下および暴露終了後 52 週まで持続する炎症反応が認められている．このように，

試験動物種によって異なる反応が見られているものの，安全側に立って最も鋭敏な反応を示す動

物種の試験結果を NOAEL の評価に利用した場合には，Bermudez et al. (2004) の試験から判断され

る NOAEL は 2 mg/m3 となる．ちなみに，Heinrich et al. (1995) の試験においても，10 mg/m3 の気

中濃度の TiO2ナノ材料 (P25) を慢性的に吸入暴露したラットにおいて，体重の減少，クリアラン

スの減少が認められており，限定的な証拠ながら，Bermudez et al. (2004) の試験において見られ

たラットの肺の反応は，この試験だけの特異的なものではないと推察される． 

Grassian et al. (2007) の研究においては，0.77 および 7.22 mg/m3の気中濃度の TiO2ナノ材料 (一

次粒子径 5 nm) を暴露したマウスにおいては，いずれも影響が認められていないが，この試験に

おいては暴露期間が 1 日 (暴露時間としては 4 時間) と，Heinrich et al. (1995) や Bermudez et al. 

(2004) の試験と比べて極端に短い暴露時間であり，この試験においては慢性影響が十分に評価で

きていないと考えられることから，この試験結果から NOAEL を評価することは適切ではないと

考えられる． 

Heinrich et al. (1995) の研究では，10 mg/m3 の気中濃度の TiO2ナノ材料 (P25) をラットに 24 ヶ

月間吸入暴露させたところ，対照群と比べて有意な肺腫瘍発生率の増加が認められていることか

ら，ラットに対する NOAEL を求めることはできない．一方，同じ気中濃度の TiO2ナノ材料 (P25) 

をマウスに対して 13.5 ヶ月吸入暴露させた試験では，肺腫瘍発生率の有意な増加は認められてい

ない．ただし，この試験においては本評価のエンドポイントである肺の炎症の評価を行っておら

ず，マウスにおいても体重の減少および肺重量の増加が見られていることから，この試験からマ

ウスに対する NOAEL も求めることはできないと考えられる． 

以上の TiO2ナノ材料を用いた既存の吸入暴露試験の結果は，相互に矛盾するものではなく， 以

降の評価に用いる NOAEL としては，Bermudez et al. (2004) の試験における TiO2気中濃度 2 mg/m3 

(暴露期間は 13 週) が適当であると判断された．この試験で用いられている TiO2 ナノ材料は，

Evonik Degussa 社製の P25 (アナターゼ 80% / ルチル 20%，一次粒子径 21 nm，二次粒子の空気力

学的質量中位径 1.4 μm) である． 
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3. 作業環境における許容暴露濃度 (PL) の導出 

 

本節では，ヒトの作業環境における吸入暴露を対象とした， TiO2ナノ材料の許容暴露濃度 (PL) 

を推定する．許容暴露濃度 (PL) とは，この量以下の暴露濃度では，日常的に暴露し続けても有

害影響が発現しないと考えられる濃度のことである．ただし，10 年程度のうちに見直すことを前

提に，15 年程度の亜慢性の暴露期間を想定したものである． 

許容暴露濃度は，以下の 2 段階のステップにより導出される．最初に，動物試験 (吸入暴露試

験) から判断された NOAEL の値を基に，ヒトとラット間での呼吸量や沈着率の違いを考慮して

作業環境での気中濃度に換算する．この値に対し，試験動物からヒトへの種間外挿に関する不確

実性を考慮して許容暴露濃度 (PL) とする．以下に，各ステップの評価手法の概要と評価結果に

ついて記述する． 

 

3.1 試験動物の NOAEL のヒトへの外挿 

2.3 節に記述したように，既存の吸入暴露試験のレビューによって，TiO2 ナノ材料 (P25) の試

験動物に対する NOAEL は，ラットに対して 2 mg/m3 と評価された (Bermudez et al. 2004)．動物試

験での NOAEL を，ヒトに対する作業環境での気中濃度に換算するため，EPA (1994) を参考に，

(1) 式を用いてヒトとラット間での呼吸量や沈着率の違いなどを考慮することにした．この式では，

2.2 節における用量の指標に関する議論を踏まえ，体重あたり肺胞沈着速度 [mg/kg 体重/day] が

等しい時に，ラットとヒトとで用量が等価であると見なすことが仮定されている． 

 

NOAELH  NOAELR 
(RMVR TR DFR ) / BWR

(RMVH TH DFH ) / BWH

  (1) 

 

ここで，NOAELR は吸入暴露試験で無毒性量 NOAEL と判断された TiO2 ナノ材料の気中濃度

[mg/m3]，NOAELHは，ヒトが暴露する作業環境での気中濃度に換算したものである．RMV は分時

肺換気量 (respiratory minute volume) [m3/min]，T は 1 日の暴露時間 (分) [min/day]，DF は TiO2ナ

ノ材料の肺への沈着率 [-]，BW は試験動物の体重 [kg]である．R と H は，それぞれラットとヒト

を表す添え字である． 

NOAELR：Bermudez et al. (2004) から 2 mg/m3 とした． 

TR：Bermudez et al. (2004) の論文中に記載されている試験条件から = 6 h/day × 5/7 day/day× 60 

min/h = 257 min/day とした． 

DFR：Bermudez et al. (2004) の論文中に記載されている試験条件から，二次粒子の空気力学的質

量中位径 1.44 µm，幾何標準偏差が 2.60 の対数正規分布を仮定 (重量濃度ベース) し，MPPD2 モ

デル (ARA 2011) によるラットの肺胞沈着率を算出し，DFR = 0.066 とした．算出に用いたパラメ

ータは，表 V.2 に示した．ちなみに，Bermudez et al. (2004) に示される 13 週吸入暴露後の肺保持
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量を，ここで設定した体重や呼吸量を設定した 2 ボックスモデル (Shinohara et al. 2010 と同様の構

造) により解析すると，0.083 という沈着率が得られた．推定に伴う不確実性を考えると，両者は

良い一致を示していると言える． 

 BWR：Bermudez et al. (2004) の論文中には記されておらず，6 週齢の雌性ラットを用いたこと

のみしか情報が記されていない．そこで，暴露終了時の約 18 週齢の雌性 F344 ラットの平均体重

である 177.3 g (日本チャールス・リバー株式会社，2008) を計算に用いた． 

RMVR：Bide et al. (2000) が実験的に求めた (2) 式を用い，RMVR = 0.123×10-3 [m3/min] を得た． 

 

RMV = 0.499 × BW 0.809  (2) 

 

一方，ヒトの作業環境での暴露については，週 5 日・1 日 8 時間の作業従事を想定し，そこで

の時間加重平均濃度 (TWA) として NOAELHを算出することとする． 

TH：週 5 日・1 日 8 時間を想定し，8 [h/day] × 5/7× 60 [min/h] = 343 min/day とした． 

 DFH：Bermudez et al. (2004) で用いられた TiO2ナノ材料の二次粒子の粒子径分布が空気力学的

質量中位径 1.44 µm，幾何標準偏差 2.60 (重量濃度ベース) であること，また第 III 章で示したよう

に，現実の暴露ではミクロンサイズの粒子 (二次粒子) が支配的 (重量ベース) と考えられること

から，MPPD2 モデルによる軽作業時のヒトでの肺胞沈着率のうち，マイクロメートル範囲での極

大値として DFH = 0.11 (粒子径 2 μm の粒子に対して) を用いた． 

BWH：呼吸量等の他のパラメータと整合性を持った値として，EPA (2004) による 73 kg を用い

ることとした．平均的日本人の値としては若干大きいが，呼吸量は体重にある程度比例するため，

呼吸量も含め日本人のデータが得られたとして，それらを用いて NOAELH を計算しても結果は大

きく違わないと考えられる． 

RMVH ：軽作業時の呼吸量を想定し，0.025 m3/min とした (ICRP 1994)． 

 

以上から，NOAELHは 1.82 [mg/m3] と計算された． 

 

NOAELH [mg/m3]

 2[mg/m3] (0.123103[m3 /min] (6[h/day]5 / 7[day/day]60[min/ h]) 0.066[-]) / 0.1773[kg]
(0.025[m3 /min] (8[h/day]5 / 7[day/day]60[min/ h])0.11[-]) / 73[kg]

1.82[mg/m3]
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表 V.2 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 

 ヒト a ラット b 

モデル (Model) Yeh / Schum Symmetric Asymm. Multiple-Path 
機能的残気量 (FRC) [ml] 3,300 4 
上気道用量 (URT) [ml] 50 0.42 

呼吸頻度 (Breathing frequency) [min-1] 20 102 
一回換気量 (Tidal volume) [ml] 1,250 2.1 
吸気率 (Inspiratory fraction) [-] 0.5 0.5 

休止率 (Pause fraction) [-] 0 0 
呼吸シナリオ (Breathing scenarios) Oronasal-Normal Augmenter nasal 

吸入性補正 (Inhalability adjustment) あり あり 

備考 軽運動時 安静呼吸 
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． 
b：パラメータは MPPD2 モデル (ARA 2011) のデフォルト値．Bermudez et al. (2004) で用いられたラッ

トとはサイズが異なるが，計算された沈着率をそのまま適用した． 

 

3.2 不確実性係数の決定 

動物試験の NOAEL をヒト作業環境に外挿したもの (前節 NOAELH) に対して，必要な不確実性

係数 (uncertainty factor: UF) を適用することによって許容暴露濃度 (PL) を得る．本節では，ラッ

トからヒトへの種間外挿に関連して，体内動態 (toxicokinetics: TK)，感受性 (toxicodynamics: TD)，

用量指標の選択といった項目に関する不確実性，さらに暴露期間の外挿と個人差に関する不確実

性を検討した．以下の (a) から (e) に，それぞれの UF の設定根拠と用いる値について記述する．

それらに基づいて，不確実性係数 (uncertainty factor: UF) を，UF =3 (= 1×1×1×1×3) とした． 

 

(a) TK の違いに関する不確実性 （種間外挿） 

試験動物とヒトとの TK の違いに関しては，本評価でエンドポイントとした吸入暴露による「肺

の炎症反応」は局所影響であり，試験動物とヒトで同じ標的部位に対する影響を対象としている

ため，肺内への沈着量の違いのみに依存すると考えられる．本評価では，3.1 節において，動物試

験での NOAEL をヒトへ外挿する際に，暴露頻度，呼吸量，肺胞沈着率を考慮した換算を行って

いて，試験動物とヒトとの肺内への沈着量の違いは既に考慮済みである． 

以上より，本評価では TK の違いに関する UF は 1 とする． 

 

(b) TD の違いに関する不確実性 （種間外挿） 

試験動物とヒトとの TD の違いに関しては，欧米の行政機関ではその UF のデフォルト値が定め

られている．例えば，U.S. EPA は 1–3 (U.S.EPA, 2002)，欧州化学物質庁 (European Chemicals Agency: 

ECHA) は，2.5 (ECHA, 2008) の値の使用を推奨している．本評価において TiO2ナノ材料 (P25 と

それ以外の粒子) の NOAEL を決定した動物試験はラットである．本評価においては，試験動物

全般とヒトとの感受性の差について議論するのではなく，ラットとヒトとの感受性の差のみにつ

いて論じることとする． 
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種々の試験動物を用いた既存の吸入暴露試験の結果を比較した場合，ラットは粒子状物質を肺

内に暴露した際の感受性が高い動物種であると考えられる．例えば，サブミクロンサイズおよび

ナノサイズの TiO2粒子を用いた Bermudez et al. (2002, 2004) によるラット，マウス，ハムスター

に対する 13 週の吸入暴露試験においては，ラットおよびマウスにおいて慢性の肺炎症が認められ

た気中 TiO2粒子濃度 (10 mg/m3) に同期間吸入暴露したハムスターにおいては，肺の炎症反応が

認められていない．また，ディーゼル排気と炭塵 (coal dust) を用いた Nikula et al. (1997) による

F344 ラットとカニクイザルに対する 24 ヶ月の吸入暴露試験においても，これらの粉じんを同一

濃度で吸入暴露したところ，ラットのみで対照群と比較して有意な肺胞上皮の過形成性，炎症性，

および中隔での線維性の反応が認められている．ILSI (2000) も，ラットは，慢性の炎症について，

ヒトを含む他の種よりも感受性が高いとして，TD の種差を考慮する不確実性係数として 1 を提案

している． 

上記のように，ラットでは他のげっ歯類や哺乳類よりも難溶解性粒子の吸入暴露による肺毒性

に関して鋭敏な反応を示す原因としては，ラットに特徴的な現象である「肺の過負荷」が起こる

ためであり，表 V.3 に示したように，このような肺の過負荷に起因する症状はイヌ，サル，ヒト

などのより大きな哺乳類では起こらないものと考えられている (Borm et al. 2006)．また，Kuempel 

et al. (2001) は，炭鉱労働者における肺での粒子クリアランスと保持量に関する数理モデル解析を

行い，ヒトは，ラットの健常状態に比べてクリアランスは遅いものの，ラットにおいてオーバー

ロード (著しいクリアランスの低下) が生じるような肺保持量となっても，クリアランスの低下は

見られないと結論づけている． 

したがって，ラットを用いた試験で得られた NOAEL をヒトに外挿する場合，ラットは難溶解

性粒子に対する肺の反応について感受性が最も鋭敏な動物種であるという事実を考慮して，TD の

違いに関する UF を 1 と設定しても，十分に安全側に立った評価が可能であると考えられる． 

そこで，本評価ではラットとヒトの TD の違いに関する UF を，上記のデフォルト値を使用する

のではなく，1 を適用する． 

 
表 V.3 低溶解性粒子の肺の過負荷による影響の比較 （Borm et al. 2006） 

肺の過負荷による典型的な影響 ラット イヌ，サル，ヒト 
慢性肺炎症 ある 確かではない 
マクロファージと上皮細胞の過形成 ある 確かではない 
マクロファージを介した肺クリアランスの変化 ある おそらくない 
粒子による肺の負荷の増大 ある おそらくない 
沈着粒子による間質化の増大 ある ある．ラットより確率高い 
肺から胸部リンパ節への粒子移動の増大 おそらくある おそらくある 
間質性肺疾患 (線維化)  ある あるが，より軽度 
肺腫瘍の生成 ある ない 

 

(c) 用量指標の選択 （肺胞沈着速度と肺保持量） に関する不確実性 （種間外挿） 

2.2.2 節において，同一種内の用量の比較のために肺保持量を用量とすることには一定程度の妥

当性が見られるとしながらも，肺保持量によってラットからヒトへの外挿を行うことは適切では
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ないと考え，用量指標に肺胞沈着速度を用いることにした．しかし，ナノ材料の肺での残留性や

ラットとヒトの寿命の違いを考慮すると，肺胞沈着速度を用いることは肺保持量を用いることに

比べて安全側であるとは言えない．定量的な評価は今後の科学的知見の充足を待つところである

が，本評価では，この点における不確実性を考慮するために，UF=3 を適用することとした． 

 

(d) 暴露期間の外挿に関する不確実性 

暴露期間の補正のためのアセスメントファクター (AF) のデフォルト値として，欧州の REACH

の TGD (Technical Guidance Document) および ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and 

Toxicology of Chemicals) により示されている値を表 V.4 に示した (ECETOC 2010)． REACH の

TGD は，全身影響と局所影響 (呼吸系) とによらず，亜慢性暴露の試験結果を慢性暴露に外挿す

る場合には AF として 2 を，亜急性暴露の試験結果を慢性暴露の影響に外挿する場合には AF とし

て 6 を設定することを提案している．一方，ECETOC は，全身影響については REACH の TGD と

同じ値としながらも，局所影響 (呼吸系) については，暴露期間の外挿に関する AF を 1 としてい

る． 

 
表 V.4 暴露期間の補正のためのアセスメントファクターのデフォルト値 （ECETOC 2010） 

 全身影響 局所影響 (呼吸系)  
REACH TGD ECETOC REACH TGD ECETOC 

亜急性から亜慢性 3 3 3 1 
亜慢性から慢性 2 2 2 1 
亜急性から慢性 6 6 6 1 

 

本評価においては，生涯暴露ではなく当面 15 年程度の亜慢性の暴露における許容暴露濃度を推

定することを目的としたものである．NOAEL が求められた試験 (Bermudez et al. 2004) の暴露期

間は約 3 ヶ月であり亜慢性暴露による影響を観察したものと考えられるので，暴露期間の外挿に

関する UF を考慮する必要はなく，本評価では 1 を適用する． 

 

(e) 個人差に関する不確実性 

ヒトの感受性においても個人差があると考えられることから，一般的なリスク評価においては，

ヒトの感受性の個人差に関する UF を考慮する必要がある．しかし，本評価における対象集団は

作業環境における作業者であり，労働に携わる人は基本的には健康であり感受性が高い集団では

ないと考えられることから，本評価では個人差に関する UF は 1 とする． 

 

3.3 作業環境における許容暴露濃度 (PL) 

前節までの検討により，動物試験の NOAELR = 2 [mg/m3]をヒトの作業環境における暴露濃度に

換算するとNOAELH = 1.82 [mg/m3]であり，評価の不確実性はUF =3 (= 1×1×1×1×3) となった．

許容暴露濃度 (PL) は，次式のように 0.61 mg/m3と算出された． 
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 許容暴露濃度 (PL) [mg/m3] = 1.82 [mg/m3] / 3 = 0.61 [mg/m3] 

 

ここで，ラットからヒトへの外挿の際に，用量の基準化に体重を用いたこと ((1) 式) の影響を

見るために，肺重量や肺胞表面積による基準化を行った場合の値を計算してみた．結果を表 V.5

に．計算に用いたヒトとラットの体組織等のパラメータ等を表 V.6 にまとめる．体重を用いた場

合の値に比べて，肺胞表面積を用いた場合の値は若干小さい (すなわち，許容暴露濃度としては

厳しい) が，表 V.6 に示した値の不確実性を考えると，実質的な差はないと考えられた．一方，肺

重量を用いた場合の値は，体重を用いた場合の値に比べて大きくなり，体重を用いて導出された

本評価での提案値は安全側の値であることが示された． 

 
表 V.5 用量の基準化の方法の違いによる許容暴露濃度 (PL) の違い 

用量の基準化 許容暴露濃度 (PL) [mg/m3] 
体重 0.61 
肺重量 1.8 

肺胞表面積 0.53 

 
表 V.6 計算に用いたヒトとラットの体組織等のパラメータ 

 ヒト (EPA 2004) ラット 
体重 [kg] 73 0.177 a 
肺重量 [g] 1100 0.887 b 

肺胞表面積 [m2] 57.22 0.160 b 
a：Bermudez et al. (2004) で用いられたのと同種のラットの体重 (4.1 節参照)． 
b：EPA (2004) のラットの値 (体重：0.33 [kg]，肺重量：1.65 [g]，肺胞表面積：0.2972 [m2]) を

もとに，Bermudez et al. (2004) で用いられたのと同種の体重から比例計算して求めた． 

 

以上の検討から，本評価では，TiO2 ナノ材料 (P25) の作業環境における許容暴露濃度 (1 日 8

時間，週 5 日の平均値，吸入性粉じんとして) として，0.6 mg/m3 を提案する． 

ただし，この値は，Bermudez et al. (2004) で用いられた Evonik Degussa 社製 P25 について導出

されたものであることには注意が必要である．4 節において，二軸アプローチの考え方に準じて，

P25 と他の TiO2ナノ材料と比較を行い，本節で提案した許容暴露濃度の位置づけについて考察す

る． 

 

 

4. 多様な TiO2 ナノ材料の相対比較 

 

前節までは，吸入暴露試験の結果に基づいて，試験に供された TiO2ナノ材料 (P25) の許容暴露

濃度 (PL) を導出した．本節では，吸入暴露試験結果がない TiO2ナノ材料についても，気管内投

与試験の結果に基づいて有害性を相対比較し，導出された P25 に対する許容暴露濃度 (PL) の位
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置づけを考察する． 

TiO2 ナノ材料の肺に対する有害影響を評価するためには，肺の病理組織学的検査の結果に基づ

いて判断することが最も確実と考えられる．しかし，病理組織学的検査の結果は序数的なスコア

リングであり，材料間の影響の強さを定量的に比較検討することは困難である，そこで，ここで

は，肺における炎症を評価する指標として一般的かつ，多くの研究論文で報告されている BALF

中の好中球数を相対比較の指標として用いることとする．ただし，報告される BALF 中の好中球

数は，BALF を採取する方法の違い，細胞数を表現するために用いられる単位（例えば，BALF

により回収された細胞数 xxx cell や，回収 BALF 中の細胞数濃度 xxx cell/µL）の違い，用いる動

物の系統や試験条件の違いなどにより，報告された値それ自体を試験間で直接比較することはで

きない。そこで、P25 以外の TiO2ナノ材料による BALF 好中球数の増加を，同一の試験で観察さ

れた P25 TiO2による値で基準化したり，同一試験で観察された結晶性シリカ Min-U-Sil 5（陽性対

照）による値で基準化したりして，相対比較を行うことにした．  

相対比較を行う場合には，どの観察時点における値で比較を行うのかによっても，比較結果は

異なってくる．前述したように，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，肺に液体を注入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，

吸入毒性試験に関して 20 年以上の経験を持つ DuPont 社の David Warheit 博士や産業医科大学の森

本泰夫教授らは，気管内投与後 1 週間以降の結果を基に有害性評価を行っている．これらのこと

を考慮し，本評価においては，投与後 1 ヶ月時点における測定結果を，有害性の相対比較に用い

ることとする．1 ヶ月は，表 IV.2 に整理した TiO2ナノ材料の気管内投与試験の報告において，比

較的多く測定が行われている観察時点でもある． 

また，用量については，比較的共通して試験されている 5 mg/kg の用量で比較することにした． 

5 mg/kg の用量が設定されていない場合には 5mg/kg に最も近い用量での値を 5 mg/kg との比で割

ることにより換算して用いた．例えば Rehn et al. (2003) の研究においては，0.75, 1.5, 3 および 6 

mg/kg の用量でしか試験が行われていないが，この場合は 6 mg/kg のデータを 5/6 倍することによ

り 5 mg/kg 暴露時の BALF 中の好中球数と見なした． 

まず，同じ試験の中で P25 を含む複数の TiO2 ナノ材料が試験されている Rehn et al. (2003)，

Warheit et al. (2007a)，Sager et al. (2008) に基づいて，いくつかの TiO2ナノ材料による BALF 好中

球数の増加を P25 と比較した．以下の式により基準化 BALF 好中球数増加 (対 P25 TiO2) を求め

たところ，いずれも 0.1 未満となった (表 V.7)．これらの報告で取り上げられた TiO2 ナノ材料に

ついては，BALF 好中球数増加で表される肺での炎症反応は，P25 に比べて小さいことが示された． 

 

基準化 好中球数増加（対 25	 ）

= 投与群 好中球数−陰性対照群 好中球数	25	 投与群 好中球数	 − 	陰性対照群 好中球数
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表 V.7 P25 以外の TiO2 ナノ材料による炎症反応の強さの P25 との比較 a 

研究 製造者：製品名・タイプ
粒子径 [nm] 基準化 BALF 好中球数増加 

（対 P25 TiO2） 原体 液中 
Rehn et al. (2003) Evonik Degussa: T805 20 - 0.00 b 

Warheit et al. (2007a) 

DuPont: R100 300 2,667 0.087 

DuPont: uf-1 140 2,144 0.043 

DuPont: uf-2 140 2,891 0.043 

Sager et al. (2008) Sigma Aldrich: #224227 1000 - 0.033 b 
a：各 TiO2ナノ材料（P25 を含む）を 5 mg/kg 体重の用量でラットに気管内投与した時の 1 ヶ月時点における BALF

好中球数に基づく． 
b：5 mg/kg に最も近い用量における値から推定した値．投与後 21 日の値． 
-：論文中に記載なし 
 

次に，陽性対照として結晶性シリカ Min-U-Sil 5 が用いられた Warheit et al. (2006)，Warheit et al. 

(2007a)，Kobayashi et al. (2009)に基づいて，P25 を含むいくつかの TiO2ナノ材料の BALF 好中球

数増加を Min-U-Sil 5 と比較した．基準化 BALF 好中球数増加 (対 Min-U-Sil 5) を求めたところ，

Evonik Degussa 社製の P25 では 0.34，石原産業社製の ST-01 の高分散試料 (液中の二次粒子径が

18 nm) について 0.36 である以外は，0.1 未満であった (表 V.8)．ここでも，これらの報告で取り

上げられた TiO2ナノ材料については，BALF 好中球数増加で表される肺での炎症反応は，P25 を

上回るものではないことが示された． 

 

基準化 好中球数増加（対 − − 	5）
= 投与群 好中球数−陰性対照群 好中球数	− − 	5投与群 好中球数	 − 	陰性対照群 好中球数

 

 

表 V.8 TiO2 ナノ材料による炎症反応の強さの結晶性シリカ Min-U-Sil 5 との比較 a 

研究 製造者：製品名・タイプ
粒子径 [nm] 基準化 BALF 好中球数増加 

（対 Min-U-Sil 5） 原体 液中 

Warheit et al. (2006) 
DuPont: R100 300 - 0.017 

DuPont: Nano-rod 20×233 - 0.017 
DuPont: Nano-dot 6 - 0.0 

Warheit et al. (2007a) 

DuPont: R100 300 2,667 0.029 
DuPont: uf-1 140 2,144 0.015 
DuPont: uf-2 140 2,891 0.015 

Evonik Degussa: P25 21 2,692 0.34 

Kobayashi et al. (2009) 石原産業: ST-01 

5 18 0.36 
5 65 0.0 

5 300 0.0 

a：a：各 TiO2ナノ材料および結晶性シリカ Min-U-Sil 5 を 5 mg/kg 体重の用量でラットに気管内投与した時の 1 ヶ

月時点における BALF 好中球数に基づく． 
-：論文中に記載なし 
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本評価では，前述した二軸アプローチの考え方に基づいて，P25 の許容暴露濃度と，それ以外

の TiO2ナノ材料の許容暴露濃度にもこの差を反映した違いがあるものと仮定する．すなわち，P25

以外の TiO2 ナノ材料については，吸入暴露試験の結果はないものの，その許容暴露濃度は，P25

の吸入暴露試験の結果に基づいて評価された許容暴露量よりも大きな値となると考えられる． 

さらに，異なる用量の指標 (2.2.1 節にて言及) を採用した場合の TiO2ナノ材料間比較を行った．

指標としては，重量，表面積，一次粒子個数について検討した．図 V.2～図 V.4 には，同じ試験の

中で P25 を含む複数の TiO2ナノ材料が試験されている Rehn et al. (2003)，Warheit et al. (2007a)，

Sager et al. (2008) について，P25 の 5 mg/kg 投与群を基準とした基準化 BALF 好中球数増加による

用量反応関係を示した，また，図 V.5～図 V.7 には，陽性対照として結晶性シリカ Min-U-Sil 5 が

用いられた Warheit et al. (2006)，Warheit et al. (2007a)，Kobayashi et al. (2009)について，Min-U-Sil 5

の 5 mg/kg 投与群を基準とした基準化 BALF 好中球数増加による用量反応関係を示した．これら

から，いずれの用量指標を用いても，同一用量で P25 を大きく上回る炎症反応 (BALF 中好中球

の増加) を生じる TiO2ナノ材料は見られなかった．例外は，「他_Sager2008: Sager et al. (2008) に

よるルチル型ミクロン粒子 (Sigma Aldrich: #224227) 」である．個数濃度を指標とすると P25 より

も高い有害性を示す可能性が示されている (図 V.4)．この TiO2粒子が特殊な特性を有するもので

あるかどうかは不明であるが，極端に高い用量 (21.4–85.6 mg/kg) であることに由来する可能性が

考えられる．この用量は，表 V.1 に示したように，Heinrich et al. (1995) において，2 年間の吸入

暴露試験により到達し，肺腫瘍を生じるような肺保持量と同等であり，また，Morrow (1988)，

Oberdörster (1995) 等によれば，粒子のクリアランスが完全に停止してしまうと考えられる用量と

同等である．他の試験と同列に比較するのは適当ではないと考えられる． 
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5. 他機関による許容暴露濃度等との比較 

 

作業環境における TiO2ナノ材料に関する許容暴露濃度等は，これまで，いくつかの機関により

提案されている (第 II 章 3.2 節参照)．表 V.9 に，それらの導出の概要の比較を示した．値は，0.017 

mg/m3 から 2 mg/m3 まで違いが見られたが，これは，依拠するデータ，導出方法，依拠する仮定，

不確実性係数の取り方，暴露期間の取り方といった違いによる． 
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表 V.9 職業暴露の許容暴露濃度等の計算方法や考え方の比較 

 NIOSH (2005, draft) a DuPont (2008) DuPont (2008) EC (2010) 本評価書 
NEDO プロジェクト (P06041) 

評価の概要 

肺重量あたりの肺保持量 (粒子表

面積) [m2/g 肺]を用量の指標とし

て，ベンチマーク用量法の適用お

よびラットからヒトへの外挿 

AEL が設定されている顔料

級TiO2粒子 (5 mg/m3) との

相対評価により算出 

AEL が設定されている顔料

級 TiO2粒子 (5 mg/m3) との

相対評価により算出 

動物試験気中濃度 NOAEL を，

ヒトでの暴露濃度に換算 
 (暴露時間と活動強度を考慮) 

動物試験での気中濃度 NOAEL
を，ヒトでの暴露濃度に換算 

 (呼吸量，暴露時間，沈着率，

体重の種間差を考慮＝粒子の

沈着速度を用量の指標)  

試験に用いられ

た/対象とした

TiO2ナノ材料 

[TiO2ナノ材料] 
 Evonik Degussa P25 
[顔料級 TiO2] 
 Respirable TiO2 
 Bayer AG Bayertitan T ルチル型 

DuPont ルチル型 2 製品 Evonik Degussa P25 Evonik Degussa P25 Evonik Degussa P25 

動物試験/解析

で得られた

NOAEL 等 

1/1000 過剰肺腫瘍リスクを生じる

用量の信頼下限値： 
0.0086–0.046 m2/g 肺 

(顔料級 TiO2粒子とほぼ同

等の有害性と判断された)
(顔料級 TiO2粒子に比べて有

害性が強いと判断された)

NOAEL：0.5 mg/m3

 (2 mg/m3が NOAEL である

可能性にも言及)  
NOAEL： 2 mg/m3 

動物試験 

ラット 2 年間吸入暴露試験 
[TiO2ナノ材料] 
 Heinrich et al. (1995) 
[顔料級 TiO2] 
 Lee et al. (1985) 
Muhle et al. (1991) 

ラット気管内投与試験 
Warheit et al. (2007a) 

ラット気管内投与試験 
Warheit et al. (2007a) 

ラットの 13 週間吸入暴露試験
Bermudez et al. (2004) 

ラットの 13 週間吸入暴露試験 
Bermudez et al. (2004) 

評価 
エンドポイント

肺腫瘍 (squamous cell keratinizing 
cystic tumor を除く)  肺の炎症 肺の炎症，繊維化，腫瘍 肺の炎症 肺の炎症 

その他.・備考

・粒子表面積を用いることにより，

微粒子 TiO2と超微粒子 TiO2の

用量反応関係を一体として解析

・45 年間の暴露による 1/1000 過剰

肺腫瘍リスクに相当 

  

・REACH ガイダンス(ECHA, 
2008)の R.8 章に基づいて許

容暴露濃度を算出 
・生涯暴露を想定 (アセスメン

トファクターの適用から推

察)  

当面 15 程度の亜慢性の暴露期

間を想定した許容暴露濃度 
 (10 年程度での見直しを前提) 

不確実性係数・

アセスメント

ファクタ 
適用なし 

2.5 
当該粒子に関する情報が限

られていることから 

5 
顔料級 TiO2粒に比べて有害

性が強いことから 

15 
種差:1.5，暴露期間：2 

個人差：5 

3 
種差：1，暴露期間：1 

個人差：1， 
用量指標に関する不確実性：3 

許容暴露濃度等
REL  

(Recommended Exposure Limit) 
0.1 mg/m3  

AEL 
 (Acceptable Exposure Limit) 

2 mg/m3 

AEL 
 (Acceptable Exposure Limit)

1 mg/m3 

DNEL 
(Derived No Effect Level) 

0.017 mg/m3 

許容暴露濃度 (PL:時限) 
0.6 mg/m3 

a：詳細は付録 D 参照．この草案 (draft) については，本評価書の完成後に確定版が出され (2011 年 4 月)，TiO2超微粒子 (ultrafine) の REL は 0.3 mg/m3とされた (NIOSH 2011). 
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6. まとめ 

 

本章では，第 IV 章において収集，整理された有害性に関する情報に基づいて，当面 15 年程度

の亜慢性の暴露期間を想定した作業環境における許容暴露濃度 (PL) の導出を行った． 

肺の炎症をエンドポイントとし，Evonik Degussa 社製の TiO2ナノ材料 (P25) を対象として実施

された Bermudez et al. (2004) による 3 ヶ月の吸入暴露試験から，試験動物に対する NOAEL を 2 

mg/m3 とした．これを，ヒトの作業環境での気中濃度に換算するとともに，不確実性について検

討することにより，許容暴露濃度 0.6 mg/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． 

得られた許容暴露濃度は，Evonik Degussa 社製 P25 に対して得られたものである．P25 以外の，

本評価でレビューした試験で用いられている TiO2 ナノ材料 (DuPont 社や石原産業社製の TiO2 ナ

ノ材料など) については，吸入暴露試験の結果はないものの，気管内投与試験の結果を比較する

ことにより，肺への炎症反応性は P25 を大きく上回るものではないと考えられた．これらの TiO2

ナノ材料の許容暴露濃度については，個別に導出しなかったが，P25 の結果に基づき提案した許

容暴露濃度よりも大きな値となると考えられるため，P25 の許容暴露濃度を適用することで，十

分な管理が可能と考えられる． 

なお，ここで提案した許容暴露濃度 (PL) は，当面の作業環境管理のために用いることを想定

して導出されたものであり，今後の科学的知見を待って 10 年程度のうちに見直すことを前提とし

ている． 
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リスク評価 
 

 

 

 

 本章では，TiO2ナノ材料 (一次粒子径が 100 nm 以下の TiO2粒子とその凝集体) への高暴露が

第一に懸念される，TiO2 ナノ材料粉体の製造・使用現場における作業者の吸入暴露に伴うリスク

について，第 V 章の「作業環境における許容暴露濃度 (PL：時限) の導出」において求められた

許容暴露濃度 (PL) と，第 III 章の「暴露評価」で得られた TiO2ナノ材料の作業現場の作業者の暴

露濃度を比較する． 

 

 

1. 作業環境におけるリスク評価 

 

1.1 評価の前提 

 評価の前提を以下に示す． 

・ TiO2 ナノ材料粉体の製造・使用現場において，暴露管理がない場合を想定し，TiO2 ナノ材料

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． 

・ 肺への暴露によって認められる影響のうち，最も低濃度から観察される有害影響である肺の

炎症を評価のエンドポイントとする． 

・ 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，既往研究に基づく考察と，

リスク判定の観点からの考察より (第 V 章 2.2.1 節)，本評価においては，重量を用量の指標と

して用いる． 

・ TiO2ナノ材料は，一次粒子径は 100 nm 以下であるが，通常，その多くは 100 nm 以上の凝集

体として存在している．後述の通り，作業者が暴露して肺に沈着する TiO2 ナノ材料の凝集粒

子サイズと，許容暴露濃度の算出の根拠としたラットの吸入暴露試験 (Bermudez et al. 2004) 

において，ラットの肺に沈着する TiO2ナノ材料の凝集粒子サイズは，ほぼ同じである． 

・ 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) に基づいて評価す
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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 

第 V 章では，TiO2 ナノ材料の作業環境での当面 15 年程度の亜慢性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，Evonik Degussa 社製の TiO2 (P25) を

対象として実施された 3 ヶ月の吸入暴露試験 (Bermudez et al. 2004) の結果から，許容暴露濃度 0.6 

mg/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． 

 各種 TiO2ナノ材料の気管内投与試験の結果に基づく有害性の強さの相対比較において，P25 は，

TiO2 ナノ材料の中でも重量当たりの有害性が比較的強いという結果が得られており，TiO2 ナノ材

料全体で見れば，この許容暴露濃度 (PL) は，概ね下限値であるといえる (第 V 章 4 節参照)． 

なお，この許容暴露濃度 (PL) は，15 年程度の作業期間による亜慢性の暴露を想定し，当面の

作業環境管理のために用いることを目的として導出されたものであり，今後の科学的知見を待っ

て 10 年程度のうちに見直すことを前提としている． 

 吸入暴露試験は，空気力学的質量中位径 (Mass median aerodynamic diameter: MMAD) が 1.44 µm，

幾何標準偏差が 2.60 の凝集粒子で行われたと原論文には記載されている．これらの数値を基に，

対数正規分布を仮定した場合の気中濃度の粒径分布を図 VI.1 (上段)に示す．ここで，Multiple Path 

Particle Dosimetry (MPPD2) モデル (ARA 2011) によるラットの肺胞沈着率を図 VI.1 (中段) に示

す (パラメータは第 V 章の表 V.2 参照)．気中濃度の分布に肺胞沈着率を掛け合わせた分布を図

VI.1 (下段) に示す．これらから，ラットの吸入暴露試験 (Bermudez et al. 2004) は，主に数百 nm

～数 µm の凝集粒子の影響を見ていることが分かる． 
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図 VI.1 ラットの吸入暴露試験 (Bermudez et al. 2004) における凝集粒子の推定分布 
上段：気中濃度は空気力学的質量中位径 1.44 µm，幾何標準偏差が 2.60 の対数正規分布を仮定． 
中段：MPPD2 モデル(ARA 2011)によるラットの肺胞沈着率． 
下段：上段に示した気中濃度に，中段に示した肺胞沈着率を掛け合わせたもの． 

 

1.3 作業者の暴露濃度 

 第 III 章の 3.2 節において，TiO2ナノ材料の現場調査の結果を基に，作業者の暴露濃度 (吸入性

粉じん濃度) をまとめた (表 III.9 を表 VI.1 として再掲する)．ほとんどのデータが工業生産規模の

工場における袋詰め工程のものであった．報告によって値は異なるが，暴露管理がない (または

有効でない) 場合，約 0.1 から 1 mg/m3 (極端な場合には 18 mg/m3) の暴露濃度が生じうることが



第 VI 章 リスク評価 
小倉 勇 

 

VI-4 
 

示された． 

 NEDO プロジェクト (P06041) による TiO2ナノ材料製造施設における袋詰め時の重量濃度基準

の粒径分布 (材料 A1 および A2) について，気中濃度の分布にヒトの肺胞沈着率を掛け合わせた

分布を図 VI.2 に示す (第 III 章の図 III.14 下段および図 III.15 下段の再掲)．前述の図 VI.1 (下段) と

比較して分かるように，作業者が暴露して肺に沈着する TiO2ナノ材料の凝集粒子サイズと，許容

暴露濃度の算出の根拠としたラットの吸入暴露試験 (Bermudez et al. 2004) において，ラットの肺

に沈着する TiO2ナノ材料の凝集粒子サイズは，ほぼ同じである． 

 
表 VI.1 現場調査の結果から得られた作業者の暴露濃度と許容暴露濃度 aの比 

出典 材料 工程 暴露管理等 
(保護具以外) 

暴露濃度 

[mg/m3] 
暴露濃度/ 

許容暴露濃度(PL)b

Ichihara et al. 
(2008, 2009) 

一次粒子径：100 nm 未満，

アナターゼ 袋詰め なし 18 (PM2.5) c 30 

Berges et al. 
(2007) 一次粒子径：25–100 nm 容器詰め  0.14 0.23 

Witschger et 
al. (2010) 

Nano (A), 一次粒子径：

15–25 nm，アナターゼ，BET
比表面積：87 m2/g 

袋詰め(600 kg 大袋)  0.18 0.30 

Nano (B),一次粒子径：5–10 
nm，アナターゼ，BET 比表

面積：350 m2/g 
袋詰め(600 kg 大袋)  0.54 0.90 

NEDO プロ

ジェクト
(P06041) 

材料 A1，一次粒子径：15nm，

ルチル，親油性表面処理，

BET 比表面積：60 m2/g 

表面処理，濾過洗浄 自動工程 0.016 d 0.027 

袋詰め 局所排気(限定的) 0.95 d 1.6 

材料 A2，一次粒子径：15nm，

ルチル，表面処理なし， 

BET 比表面積：110 m2/g 
袋詰め 局所排気(限定的) 0.072 d 0.12 

a：許容暴露濃度 (PL) は 0.6 mg/m3 (吸入性粉じん濃度)．Evonik Degussa 社製 TiO2 (P25) を対象にした吸入暴露試

験 (Bermudez et al. 2004) の結果から，肺の炎症をエンドポイントとして得られた値．週 5 日，1 日 8 時間の暴

露に対する値． 
b：「作業者の暴露濃度」と「許容暴露濃度」の比は，1 より小さいことが望ましい．比が１を超える場合，比の値

は必要とされる暴露削減率を表している． 
c：インパクターによる PM2.5 の値(図より読み取り)． 
d：バックグラウンドの濃度を差し引いた． 
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図 VI.2 TiO2 ナノ材料製造施設における袋詰め時の重量濃度基準の粒径分布に 

肺胞沈着率を掛け合わせた分布 
第 III 章の図 III.14 下段および図 III.15 下段の再掲 

 

1.4 リスクの判定：暴露濃度と許容暴露濃度の比較 

作業者の暴露濃度と許容暴露濃度 (PL) (0.6 mg/m3) の比を表 VI.1 中にあわせて示した． 

TiO2 ナノ材料の現場調査の結果を基にまとめた作業者の暴露濃度 (表 VI.1) においては，暴露

濃度と許容暴露濃度 (PL) の比は，Ichihara et al. (2008, 2009) による中国におけるほぼワーストケ

ースと考えられるような袋詰め工程で 30 と大きな数値となり，NEDO プロジェクト (P06041) の

材料 A1 の袋詰めで 1.6 となったが，その他は 1 以下であり，暴露濃度は許容暴露濃度 (PL) 以下

であった．材料 A1 は，模擬排出試験の結果から，様々な TiO2ナノ材料の中でも比較的飛散しや

すいものであると考えられた (第 III 章の表 III.10)．また，これらは，暴露管理がない(または有効

でない)ような状況におけるものである． 

前述のとおり，許容暴露濃度 (PL) (0.6 mg/m3) は Evonik Degussa 社製 TiO2 (P25) を対象とした

吸入暴露試験から得られた値であるが，P25 は，TiO2 ナノ材料の中でも重量当たりの有害性が比

較的強いという結果が得られており，TiO2 ナノ材料全体で見れば，この許容暴露濃度は，概ね下

限値と考えられる．表 VI.1 の作業者の暴露濃度と許容暴露濃度 (PL) の比は安全側の評価となっ

ている． 

これらのことから判断して，TiO2 ナノ材料を取り扱う大半の作業現場においては，作業者の健

康リスクは概して小さいと考えられるが，飛散しやすい材料や，飛散・滞留しやすい作業におい

ては，囲い込みや局所排気装置などで，暴露量を適切に削減する必要があるといえる．具体的な
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個々のケースについては，モニタリング調査を行うなどして，判断する必要がある． 
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1. 本評価書の結論 

 

本評価書では，TiO2ナノ材料 (一次粒子径が 100 nm 以下の TiO2 粒子とその凝集体) およびその

関連物質に関する文献情報および NEDO プロジェクト (P06041) での成果をまとめ，TiO2ナノ材

料を取り扱う作業者の安全管理を念頭に，ヒト健康リスクの定量的な評価とリスク管理に関する

提言を行った． 

各章のまとめを以下に示す． 

 

・第 III 章「暴露評価」のまとめ 

TiO2ナノ材料や顔料級 TiO2の製造現場の情報から，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，その代表は袋詰めで，その他に，投入，容器の移し変え，粉砕，再利用，

清掃，乾燥，貯蔵，メンテナンスなども暴露が起こりやすい工程と考えられた． 

現場調査および模擬排出試験の両方の結果から，TiO2 ナノ材料は，個数的には，数百 nm から

数 µm の凝集粒子としての排出が主であり，100 nm 以下や 10 µm 以上の排出粒子個数は少ないと

考えられた．電子顕微鏡観察でも，数百 nm から数 µm の凝集粒子が多く見られた．一方，重量で

見た場合には，ミクロンサイズの寄与が高くなり，肺に沈着する粒子の総重量のうちの大半は，1 

µm 以上の凝集体の寄与であると考えられた． 

中国のほぼワーストケースと考えられる工場での PM2.5は 18 mg/m3 であったが，その他の袋詰

めの報告の吸入性粉じん濃度は，約 0.1～1 mg/m3 であった． 

模擬排出試験による TiO2 ナノ材料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 1 桁程度であった． 

 

・第 IV 章「有害性評価」のまとめ 

本評価書においては，主として作業環境における吸入暴露を対象とした評価を行っているため，
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吸入暴露試験および気管内投与試験を中心としたレビューを行った．これらの試験はいずれも主

として「肺の炎症」の評価を目的としたものであり，肺組織の病理組織学的検査および気管支肺

胞洗浄液 (BALF) 中の炎症細胞・バイオマーカーの測定が行われている．これらの試験によって

観察された影響の重篤度は様々であり，一過性の軽微な炎症反応が見られたものから，より持続

的な炎症反応，さらには肺組織の線維化，肺腫瘍など，より重篤な変化も認められている．しか

し，TiO2 ナノ材料への暴露による腫瘍発生は，重篤かつ持続的な炎症が引き起こされるような，

高濃度あるいは高用量の暴露条件下でのみ認められている．TiO2 粒子の吸入暴露によるラットに

おける腫瘍発生は粒子のオーバーロードに起因するラット肺に特有な種特異的病変と考えられて

おり，TiO2 粒子のような難溶性粒子による腫瘍発生には，吸入部位の肺において産生された活性

酸素種 (ROS) や活性窒素種 (RNS) による酸化ストレスを介した炎症に起因した間接的な遺伝

毒性が関わっていることが示唆されている．したがって，「肺での炎症」が生じないような用量で

あれば，それ以降のより重篤な影響の発生は懸念されないと考えられる． 

また，気管内投与試験における TiO2ナノ材料あるいはサブミクロン，ミクロン粒子と，結晶性

シリカや NiO 粒子などの他の物質との生体反応 (主として炎症反応) を，反応の経時的変化 (す

なわち炎症の持続性) の観点からまとめることによって，物質間での生体反応の違いが明らかと

なった．TiO2粒子の暴露による炎症反応は，同用量の結晶性シリカや NiO 粒子などの難溶解性－

高毒性粒子の暴露による反応と比べて弱く，定性的にも異なるのものであると考えられた． 

 

・第 V 章「作業環境における許容暴露濃度 (PL:時限) の導出」のまとめ 

Evonik Degussa 社製の TiO2 (P25) を対象として実施された Bermudez et al. (2004) による 3 ヶ月

の吸入暴露試験から，肺の炎症をエンドポイントとし，試験動物に対する無毒性量 (NOAEL) を

2 mg/m3 とした．これに，試験動物とヒトとの呼吸量，体重，暴露時間，肺胞沈着率の違いを考慮

して，ヒトの作業環境での気中濃度に換算するとともに，不確実性について検討することにより，

許容暴露濃度 (PL) ＝0.6 mg/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． 

得られた許容暴露濃度 (PL) は P25 に対して得られたものであるが，気管内投与試験の結果を

TiO2 ナノ材料間で比較したところ (2 軸アプローチ)，TiO2 ナノ材料全体で見れば，この許容暴露

濃度 (PL) は，概ね下限値であると考えられた．したがって，TiO2 ナノ材料を取り扱う一般的な

作業環境において，P25 で得られた許容暴露濃度 (PL) を適用することで，十分な管理が可能と考

えられる． 

なお，ここで提案した許容暴露濃度 (PL) は，15 年程度の作業期間による亜慢性の暴露を想定

し，当面の作業環境管理のために用いることを目的として導出されたものであり，今後の科学的

知見を待って 10 年程度のうちに見直すことを前提としている． 

 

・第 VI 章「リスク評価」のまとめ 

TiO2 ナノ材料への高暴露が第一に懸念される，TiO2 ナノ材料粉体の製造・使用現場における作
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業者の吸入暴露に伴うリスクについて，第 V 章の「作業環境における許容暴露濃度の導出」にお

いて求められた許容暴露濃度 (PL) と，第 III 章の「暴露評価」で得られた TiO2ナノ材料の作業現

場の作業者の暴露濃度を比較した．中国におけるほぼワーストケースと考えられる袋詰め工程

(Ichihara et al. 2008, 2009) では，暴露濃度は許容暴露濃度 (PL) の 30 倍となり，次いで，NEDO

プロジェクト (P06041) の材料 A1 の袋詰めでは 1.6 倍となったが，その他の報告値では，暴露濃

度は許容暴露濃度 (PL) 以下であった．材料 A1 は，模擬排出試験の結果から，様々な TiO2 ナノ

材料の中でも比較的飛散しやすいものであった．また，これらの暴露濃度は，暴露管理がない (ま

たは有効でない) ような状況におけるものである．さらに，許容暴露濃度 (PL) は，TiO2 ナノ材

料の中でも重量当たりの有害性が比較的強いと考えられる Evonik Degussa 社製 TiO2 (P25) の結果

を基にしたものであり，TiO2 ナノ材料全体で見れば，概ね下限値と考えられる．これらのことか

ら判断して，TiO2 ナノ材料を取り扱う大半の作業現場においては，作業者の健康リスクは概して

小さいと考えられるが，飛散しやすい材料や，飛散・滞留しやすい作業においては，囲い込みや

局所排気装置などで，暴露量を適切に削減する必要があるといえる．具体的な個々のケースにつ

いては，モニタリング調査を行うなどして，判断する必要がある． 

 

 

2. 許容暴露濃度 (PL) の提案 

 

TiO2ナノ材料の作業環境での当面の作業環境管理のため，第 V 章における導出の過程に基づき，

表 VII.1 に示すような許容暴露濃度 (PL：時限) を提案する．  

 

表 VII. 1 許容暴露濃度(PL)の提案 

許容暴露濃度 (PL) 0.6 mg/m3 (吸入性粉じん) 

備考 ・1 日 8 時間，週 5 日，15 年程度の亜慢性の暴露を想定した値である．

・Bermudez et al. (2004) による 3 ヶ月吸入暴露試験から，肺の炎症をエ

ンドポイントとして導出した値である． 
・TiO2ナノ材料の中でも重量当たりの有害性が比較的強いと考えられる

Evonik Degussa 社製 P25 の結果を基にしており，TiO2ナノ材料全体で

見れば，この許容暴露濃度は概ね下限値である．一般的な TiO2取り扱

い作業環境に適用して，十分な管理が可能と考えられる． 
・10 年程度のうちに見直すことを前提としている． 
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3. 本リスク評価の意義 

 

第 I 章「序論」1.3 節に述べたように，本リスク評価は，次の 2 つの目的で実施された． 

 ・TiO2ナノ材料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． 

 ・ナノ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． 

これらを受けて，以下に，本リスク評価の社会的な意義をまとめた． 

厚生労働省 (2009) が発出した労働基準局長通知「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 日付基発第 0331013 号) では，材料，プロセス，取扱

量等の実態に合わせた暴露防止対策等に努めることとされている一方で，予防的な暴露防止措置

が謳われている． 

次節に述べるように，本リスク評価は，ナノ材料全般について科学的知見が十分でないことや

過去に同様のリスク評価の事例がほとんどないことから，いくらか不十分な点があることは認め

ざるを得ない．導出された許容暴露濃度 (PL) は，時限付き，すなわち，10 年程度のうちに見直

すことを前提としつつ，15 年程度の亜慢性の暴露期間を想定したものである．しかし，今回，当

面のTiO2ナノ材料の取り扱いにおいてとるべき暴露防止措置の水準を示すことができたことの重

要性は大きい．十分な科学的知見を待つことによりリスク評価の提示が遅れるなら，暴露防止措

置は極めて予防的とならざるをえず，TiO2 ナノ材料を取り扱う事業者の負担は極めて重くなる．

ひいてはその便益を享受する社会にとっての損失も小さいとは言えない． 

本リスク評価では，1) 当面の作業環境の管理の目安としての許容暴露濃度 (PL) を 0.6 mg/m3 (1

日 8 時間，週 5 日の平均値，吸入性粉じんとして) と提案し，2) 飛散しやすい材料や飛散・滞留

しやすい作業を除き，TiO2 ナノ材料を取り扱う大半の作業現場において作業者の健康リスクは概

して小さいことを示した．規制当局や作業環境の管理者は，本評価を参考にしつつ，単に予防的

ではない，作業現場の実態にあった効果的かつ効率的な暴露防止措置を検討することが望まれる．

ただし，あくまで順応的管理の観点から当面の管理を念頭においたリスク評価結果であることに

留意し，規制当局を含む行政の役割として，ナノ材料の科学的知見の充実に向けた研究開発を推

進するとともに，一定期間の後にリスク評価を更新するための施策が望まれる．また，事業者も，

許容暴露濃度 (PL) の値を将来も不変のものと捉えず，不断の情報収集に努めることが望まれる． 

TiO2 ナノ材料のリスク評価は，類似の構造や特性を持つその他のナノ材料 (特に難溶解性低毒

性 (PSLT) 粒子) の安全性についての参考にもなると考えられるものの，第 V 章 4 節に示したよ

うに，TiO2 ナノ材料の間でも有害性の強さはある程度幅があることが明らかになった．どのよう

な範囲の物理学的特性のナノ材料を「類似」と呼んでよいかは将来の研究課題の一つであるが，

単純に許容暴露濃度 (PL) の値やリスク評価結果を参考にすればよいというものではない．本リ

スク評価により，評価の枠組み，とくに 2 軸アプローチの考え方が示されたことから，事業者自

らが，取り扱うナノ材料の開発から市場化，市場規模の拡大へのフェーズに応じて， 個別具体的
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な評価を行うことが望まれる (順応的管理)．事業者の自主的な評価と安全対策を促すとともに，

その情報を発信するための枠組みを整備することが国の役割である (経済産業省 2009)．これらに

より，新規材料であるナノ材料の健全な開発と市場化を通じて，様々な分野で期待されているナ

ノ材料の便益を社会が享受することが可能となる． 

 

 

4. 今後の課題 

 

本リスク評価書では，TiO2 ナノ材料の暴露と有害性に関して現時点で得られる情報を最大限に

集約してリスク評価を実施した．以下に，本リスク評価書において残された課題をいくつかまと

める．これらは，将来的に TiO2ナノ材料のリスク評価をより確かにするために重要であることは

もちろん，ナノ材料全般のリスクに関する科学的な理解のためのキーポイントでもある． 

 

・TiO2ナノ材料のライフサイクル全体での排出・暴露評価と生態系に対するリスク 

TiO2 ナノ材料への暴露を考えた場合，TiO2 ナノ材料を粉体として直接取り扱う作業における暴

露 (たとえば，TiO2 ナノ材料の製造・使用現場などの作業環境) と，TiO2 ナノ材料が含まれた製

品 (たとえば，化粧品や塗料) のライフサイクル (製造・使用・消費・廃棄・リサイクルなど) に

おける暴露に大別されるが，本評価書では，前者のみを評価の対象とした．また，生態系に対す

るリスク (環境影響) については，評価の対象としなかった．TiO2 ナノ材料のリスクを考える場

合には，TiO2ナノ材料および TiO2ナノ材料が含まれた製品のライフサイクル全体でのヒトおよび

生態リスクを考慮する必要があるが，排出・暴露に関する情報はほとんどないのが現状である． 

 

・用量の指標に関する理解 

第 V 章 2.2 節において，粒子サイズが有害性に与える影響に関する科学的知見の不十分さが示

された．サイズに限らず，形状や表面状態などの物理化学的特性が有害性に与える影響への理解

が深まれば，より適切な尺度の選択が可能となり，それに特化した計測法や計測機器の開発も促

進されることが期待できる． 

 

・TiO2ナノ材料の肺における運命や，それによる生体反応への理解 

第 V 章 2.2 節において，TiO2粒子の影響を考える際の用量としては，肺胞沈着速度をベースに

する考え方を採用しつつも，肺保持量をベースにする考え方にも一定程度の妥当性が認められる．

しかし，生体反応に対して肺保持量が持つ意味のラットとヒトにおける違いについては十分な理

解がなく，また，肺保持量の推定モデルは未だ不確実性が大きい上に，ラットとヒト，TiO2 粒子

のサイズの違いによって，粒子の肺内での分布が異なる可能性が示されている．TiO2 ナノ材料の

肺における運命，それが有害性発現に与える影響に対する理解を深めることによって，より適切
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な用量反応関係の解析，および，動物からヒトへの外挿が可能となると期待される． 

 

・慢性暴露の影響 

TiO2ナノ材料の慢性暴露の影響については，Heinrich et al. (1995) のデータのみである．そこで

は，比較的高濃度の暴露において肺腫瘍の発生が確認されているものの，本評価でエンドポイン

トとした，より低濃度の暴露から観察される肺の炎症に関する情報は得られていない．毒性発現

メカニズムに関する考察 (第 IV 章 3 節) から，肺での炎症が生じないような用量であれば，肺腫

瘍を含むより重篤な影響の発生は懸念されないと考えられるものの，本評価により提案された肺

の炎症をエンドポイントとした許容暴露濃度 (PL) に生涯にわたって暴露した時の影響について

は未だ不確実である． 
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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 5 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 センター長 

市原 学 名古屋大学大学院医学系研究科 環境労働衛生学分野 准教授 

 櫻井治彦 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター技術顧問  

 高橋道人 病理ピアレビューセンター 医学博士 

 谷口武俊 電力中央研究所 研究参事/東京大学大学院工学系研究科 客員教授 

 

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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伊藤潤平レビュアーからのコメントと筆者らの対応 
 

 

− 全般 − 

 

本提案値導出の根拠は EC (2010) の DNEL (0.017mg/m3) 導出に用いられた試験と同一である．想

定暴露期間 (15 年 vs 生涯) および対象 (作業者 vs ヒト全般) の差があるとしても，産業寄り (0.6 

vs 0.017mg/m3) との意見が出ることは予想される． 

【対応】許容暴露濃度の導出過程の差異については，V 章 5 節「他機関による許容暴露濃度等と

の比較」表 V.9 に示しました．同じ動物試験の結果に基づいているものの，評価の考え

方の違いにより値に差が生じています．本評価書の評価の考え方は，第 V 章に詳細に記

述したとおり，科学的な根拠と考察に基づいており，結果的に本評価書による値が大き

いことをもって産業寄りと称するのは不適当です．ちなみに，EC (2010) による DNEL 

(0.017mg/m3) も作業者を想定しており，その想定には必ずしも差異はありません．もっ

とも，許容暴露濃度 (PL：時限) は，ナノ材料という新規物質の健全な産業応用を念頭

に，Adaptive Management (順応的管理) の考え方を背景としています．この前提について

は，詳細が「ナノ材料リスク評価書策定に際しての考え方」に記述されていますが，第

V 章の前書きにも明示することにしました． 

 

「想定暴露期間を 15 年とし，10 年程度のうちに見直す」との考え方は理解できるが，10 年程度

以内の見直しを保証することを示す記述の追加が必要であると思われる． 

【対応】本リスク評価書として見直しの保証を示すことは困難ですが，提案する許容暴露濃度の

意図が誤解されたり，数字だけが独り歩きしたりしないよう配慮しています．許容暴露

濃度の名称に「 (PL) 」を付すとともに，第 V 章 6 節「まとめ」や第 VII 章 2 節「許容

暴露濃度 (PL) の提案」など，10 年程度のうちに見直すことを前提としている旨を各所

に明示しております．また，第 VII 章 3 節「本リスク評価の意義」において，将来的に

リスク評価を更新することの重要性を含む考察を加筆しました． 

 

許容暴露濃度設定に当たり，暴露期間 15 年を想定として導出した値「0.6 mg/m3」を導きだしてい

るが，算出根拠としての 15 年間のファクターが数値に反映されていない (数値を導き出す根拠が

不明瞭)． (NIOSH は 45 年間の作業期間の肺での保持量に基づき，用量反応関係から導きだされ

ている．)⇒今回の提案値でも，10 年先に見直すことを前提とした値ということで，「15 年間を想

定した・・・」は明記しなくても一般的な概念としては通るのでは．その他同様の表記をしてい

る部分についても同様． 

【対応】15 年という数字自体は，許容暴露濃度 (PL) の導出に現れてきません．むしろ，亜慢性

の暴露期間に対する具体的イメージとして 15 年程度と記述しました．亜慢性暴露を想定

したことは，第 V 章 3.2 節「不確実性係数の決定」において，暴露期間の外挿に関する
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不確実性係数を 1 としたことに反映されています．また，10 年程度のうちに見直すとし

ても，生涯暴露を想定しておらず，亜慢性 (15 年程度) 暴露を想定していることは明示

するべきであろうと考えています．  

 

許容暴露濃度設定に当たり，評価の不確実性として，「体内動態」「感受性」「暴露期間」「個人差」

「用量指標の選択」に係る事項を考慮し UF を 3 としているが，不確実係数の取り方には反論が

予想される．特に，感受性の違い (動物の種差による違い) による UF＝1 は，前提としての不確

定要素が多い中 (限定した試験結果をもとに)，ラットとヒトとの感受性の差のみに限定すること

には無理があるとの反論の提出があることは否めない．また，暴露期間の補正のためのファクタ

ーは，回復期間に関するデータが余りにも少ない中で，亜慢性の暴露ということだけで UF＝1 と

することにも反論が予想される．⇒上記を考慮すると，UF＝10 前後の値が妥当と考える． 

(1×2×2×1×3＝12) 個別の項にも関連事項あり． 

【対応】第 V 章 3.2 節「不確実性係数の決定」の TD (感受性) に関する種間外挿の項で記述しま

したように，ラットは，げっ歯類間の比較，あるいは霊長類との比較により，本評価書

でエンドポイントとしている肺の炎症について感受性の高い動物種であることには，概

ねコンセンサスがあると考えています．この補強として，当該箇所に ILSI (2000) の引用

を追加しました．また，暴露期間の外挿については，表 V.4 に例示しましたように呼吸

器系の局所影響では，亜慢性から慢性への外挿においても不確実性係数 UF は 2 (REACH 

TGD) あるいは 1 (ECETOC) とされており，本リスク評価書での亜慢性暴露を想定した

許容暴露濃度 (PL) としては，亜慢性の動物試験結果からの外挿として UF＝1 とするの

が妥当と考えます． 

 

− 個別 − 

 

暴露評価の現場調査の項 (III-4～8) で，「吸入性粉じん」「吸引性粉じん」「咽頭通過性粉じん」と

いう表記が使用されているが，一般的な表記ではないので本文中に解説を挿入する必要がある 

(図 III.1 の欄外に一部明記されているが)． 

【対応】図 III.1 を参照する記述を入れると共に，図 III.1 の欄外に解説を加えました． 

 

粒径を測定する際の問題点について指摘されている (III-27-17) が，本評価書に用いた測定値の正

確さ/提案値導出時の UF にはどのように反映されているのか? 

【対応】提案する許容暴露濃度は，粒径別の値ではなく，総量としての重量濃度であること，ま

た，気中濃度計測の不確実性は，その他の種間外挿などの不確実性に比べて小さいと考

えられることから，気中濃度計測の不確実性は UF としては考慮しませんでした． 

 

上記踏まえて，材料 A1 が も飛散しやすいとされ，提案値作成に使用されている (III-31-14) の

は妥当なのか? 
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【対応】許容暴露濃度の提案値は，有害性データから得たものであり，暴露評価の結果は用いて

いません． 

 

「暴露終了 12 週後」を「暴露終了直後 (IV-2-32) 」，「暴露終了 41 週後での回復」を「一過性の

変化 (IV-2-32) 」と表現するには，両用語の定義あるいは根拠の引用が必要と思われる． 

あるいは，「Reversible な変化」とした方が良いかも知れない． 

【対応】前者の『「暴露終了 12 週後」を「暴露終了直後 (IV-2)」』は誤解です．「12 週間吸入暴露」

の「暴露終了直後」です．また，後者の「暴露終了 41 週後での回復」については「暴露

開始後 41 週 (すなわち，暴露終了後約半年)」です．「一過性の変化」と表現している点

については，原著を再確認して，「一過性」ではなく「回復」「可逆」といった表現に修

正しました． 

 

雄性 F344 ラット (10 週齢，体重 200-300g) (IV-7-18) とあるが，手元の資料 (チャールス・リバー，

SLC，クレア) では 200 – 250g 程度である．誤記ではないか ? 原著の再確認を実施されることを

勧める． 

【対応】原著論文で「雄性 F344 ラット (10 週齢，体重 200-300g)」と記載されています． 

 

「しかし，5.3 節に後述するように・・・P25-TiO2ナノ粒子の方が T805-TiO2 ナノ粒子よりも反応

性が強いことがわかる」とされているが，「5.3 節」のどこをさすか判りにくい上，表 IV.2 の試験

結果では，T805の変化がより強く (用量 3 mg/kgの 3 m) 示されている (IV-9-3および IV-10表 IV.2)． 

【対応】表 IV.2 において，Rehn et al. (2003) の T805 に関する試験結果の記述が誤っておりました

ので訂正いたしました．  

 

「製造者や製法が同じ粒子であるため，粒径の違いによる生体影響の違いを調べるのに適してい

る」 (IV-9-17) と記載されているが，製造場所や製造ラインが異なれば粒子性状も異なる可能性

があると思われる．記載の妥当性を示す根拠の記述が必要と思われる． 

【対応】厳密に言えばご指摘の通りです．しかし，これまで TiO2ナノ材料の粒径の違いによる生

体影響の違いを議論するために行われてきた試験の多くは，製造者や製造法はもちろん，

結晶構造すら異なる TiO2 ナノ材料を用いて実施されていました．それらとの相対ではあ

りますが，Kobayashi et al. (2009)で用いられた TiO2ナノ材料は，粒径の違いの効果を検

討するのに適したものであると考えています． 

 

本書にて示されたデータは「ナノサイズの TiO2の遺伝毒性試験において示された陽性反応が間接

的な遺伝毒性であることを示唆している」 (IV-25-2) に一定の根拠を与えはするが，間接的な遺

伝毒性であることを証明してはいない． 現在の試験評価技術の限界に規定されるものだが，重要

なポイントである．したがって，閾値を前提とした提案値導出には反論の提出が予想される．も

う少し詳しい記述を加えた方が良いかも知れない． 
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 発ガン性については，ラットの種特異性の可能性も含めて，種差がある (IV-25-17～20)  

ことを明記した方が良いのではないか． 

【対応】引用文献を追加して，記述を加えました．「ROS/酸化ストレスを介して発現する遺伝毒

性には実用的閾値があるとされている (Pratt & Barron 2003; 森田ら 2005)」を追記しまし

た (IV-25)．また，「TiO2 による腫瘍発生はラットでしか確かめられておらず，肺の慢性

炎症を伴った粒子のオーバーロードに起因する可能性が高いと考えられ，」の文章を追記

しました． 

 

「コメット・アッセイにより観察される DNA 鎖切断の多くは修復される」 (IV-27-22) に根拠を

示しておいた方が (文献等の引用) より適切であると思われる． 

【対応】引用文献として「Singh et al. (2009). Biometerials 30: 3891–3914」を追加しました． 

 

「ナノサイズの粒子の遺伝毒性検出に鋭敏であることが示唆された」 (IV-31-6) であるが，本評

価書の記述では，これら手法における被験物質間差，試験施設間差や再現性等が示されていない．

「鋭敏」とするに値する研究結果の集積なり根拠をもう少し詳しく記述する必要があると思われ

る． 

【対応】「が，マイクロサイズの TiO2---------示唆された．」を削除しました． 

 

「このように，経口投与された TiO2 は酸化的 DNA 損傷および染色体異常を誘発し，炎症も惹起

していることから，TiO2 による遺伝毒性が間接的であることを示唆している」 (IV-39-29) はやや

性急な記述と思われる．「間接的」と判断/示唆できる，もう少し詳しい解説記述があった方が良

い．また持続的/慢性的炎症や肉芽腫性炎症の持続が発ガンリスクを高めることは周知の事実であ

り，その知見も加えて「間接的」とする論理の補強があると，より良いのではないか． 

【対応】ROS 産生に起因する DNA 損傷，ROS に起因する炎症の旨を追記しました．炎症との関

連性につきましては，「発がん性―考察と結論」の項に記載しておりますので，ここでは

特段の記載はしませんでした． 

 

「生後 4 日・・・精子細胞」 (IV-44-3，IV-63-21) は，生後 4 日での精子細胞観察は疑わしい．生

後 4 日では性成熟未熟で精子細胞はないのではないか？ 引用記述の再考か原著の再確認が必要

である． 

【対応】ご指摘の通りと考えますが，原著論文「Takeda et al. (2009). J. Health Sci. 55: 95-102」に，

Aggregates of TiO2 nanoparticles (100-200 nm) were detected in Leydig cells, Sertoli cells, and 

spermatids in the testes at both 4 days and 6 weeks of age.と記載されています．原著論文の著

者が述べていることを明確にするために「・・・と記述されている．」を追記しました 

(IV-44)． 

 

「これらの影響は重篤とは考えられず」 (IV-45-10) は，「重篤ではない」と記述するのであれば，
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「重篤」の定義あるいは根拠を示す必要があると思われる． 

【対応】オープンフィールドの結果は雌雄で一貫性がなく，初回 F2出産までの時間は延長する傾

向がみられたものの有意差はなかったことから，重篤ではないと判断しました．これら

を追記しました (IV-45)． 

 

「体内分布と毒性」の記述の全般に言えることであるが「移行」「取り込み」という表現に厳密さ

が必要と思われる．「移行」にしても，それは passive な移行なのか，active な移行なのか，あるい

はマクロファージに貪食されたものが，マクロファージの組織内移動あるいは定着によってもた

らされたものか判然としないものがある． 

【対応】原著では多くの場合「translocation」という表現が用いられています．単純拡散と考えら

れていますが，passive または active 移行か，またそのほかの詳細な記述はされていませ

ん．ここでは「移動」とし，また，「distribution」を分布としました．そのほか原著論文

の表現に沿うように記載を修正しました． 

 

「採取した皮膚組織は 4℃，36 時間培養」 (IV-53-28) については「培養」という表現が適切か再

確認が必要と思われる． 

【対応】「incubated」を「培養した」としました． 

 

「嚢リンパ小節」 (IV-55-1) とはどこのリンパ節を指すのか不明である． 

【対応】「皮下」を追記しました． 

 

「SOD レベルの低下が 10nm TiO2 および P25 塗布後の皮膚および肝臓でみられた．これらのこと

は，TiO2の蓄積した組織における変化と酸化ストレスとの関連性を示唆している」 (IV-55-4)，ナ

ノ粒子の毒性は酸化ストレスが主要因との本評価書の基本仮説に従うなら，SOD レベルは上昇す

るのではないか．原著の再確認を願いたい． 

【対応】SOD レベルの低下は ROS の増加をもたらしますので，SOD レベル低下が酸化ストレス

と関連することには矛盾がないと考えます．原著論文も確認しました． 

 

「上部毛包腔」，「毛包間表皮」，「剥離層」，「毛漏斗角質化層」および「表皮の生細胞領域」 (IV-55-16

～25) は，どこを指すか定義を示す必要があると思われる． 

【対応】皮膚の各部位の説明を追記しました (IV-53 および IV-55)．「毛包間表皮の剥離層」「毛漏

斗角質化層」を「毛包間表皮角質層」「毛漏斗部角質層」に修正しました． 

 

「胃腸からパイエル板を通して取り込まれ」 (IV-59-7) とするなら，雌 SD ラットの胃にパイエル

板が存在することを示す必要がある．記述の間違いでは． 

【対応】「パイエル板を介して消化管に摂取され」に修正しました． 
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「これらの時期の化学物質暴露により機能障害を惹起しやすい」 (IV-67-12) に関して，器官形成

期および新生児期が機能障害要因への感受性期であることに疑いはないが，「惹起しやすい」とま

ではいえない．「惹起しやすい」とする根拠の明示が必要と思われる． 

【対応】「これらの時期の化学物質暴露により機能障害を惹起しやすい」を削除し，「器官形成期

後の時期は胎児の成長期であり，また新生児期は生殖器や神経系が成熟する時期である．

母動物中に蓄積された TiO2が，これらの時期に精巣や海馬/大脳皮質に移行し，変化を起

こした可能性もある．」としました． 

 

暴露評価および有害性評価をはじめとして，いずれの評価部分においても性差に関する考察がな

されていない．不要であるなら，根拠も含めて明示する必要があると思われる． 

【対応】現在までの報告では，使用動物の性は報告間で違いがあり，性差を明確にした一貫性の

ある毒性試験結果は得られておりません．肺の炎症という局所影響をエンドポイントと

していることから，性差は大きくないものと予想いたしますが，今後検討される問題と

考えています． 

 

「一般的な作業環境の管理」 (V-1-9) の定義を示す必要があると思われる． 

【対応】ここでの「一般的な作業環境」という言葉は，文献情報や現場調査で取り上げられた個々

の作業環境 (第 III 章) と対比して．TiO2 ナノ材料を取り扱う事業者に広く参考にしてい

ただきたいという意図で用いました．意図が伝わるよう，当該箇所を「TiO2 ナノ材料を

取り扱う事業者が作業環境の管理で用いることを念頭に・・」と改めました． 

 

「ハザード比は小さくなる」 (V-7-31) および「安全側に働く」 (V-7-33) については理解しにく

い． 提案値導出の根幹と思われるので，よりわかりやすく示す必要があると思われる． 

【対応】ハザード比の値の解釈に関する記述を加えました． 

 

「Oberdörster et al. (1992)・・・12 週間吸入後・・・」は，表 IV.1 および IV.2 と整合しない． 

【対応】Oberdörster et al. (1994) の誤りでした．訂正して，引用文献も差し替えました． 

 

「ほぼ同等の反応」 (V-10-21) の「同等」の意味が曖昧である．肺の炎症像も含めて本当にそう

いえるのかを示す必要があると思われる． 

【対応】ご指摘の通り，「ほぼ同等」という表現は曖昧なものでした．Heinrich et al. (1995)と

Bermudez et al. (2004) による同等の気中濃度 (約 10 mg/m3) の吸入暴露において，共に

体重減少やクリアランスの低下が見られていることに基づく定性的な判断です．両文献

から確認できる範囲の記述に改めました． 

 

「NOAEL の推定に有用なデータであると判断できる」 (V-10-22) は，「本試験結果しか使えそう

なデータがない」ことでもあり，したがって，追試などによる再現性の確認がないことから，そ
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の分不確実性が高い点は記述しておいた方が良いと思われる． 

【対応】「NOAELの推定に有用なデータであると判断できる」という記述 ( 終稿からは削除) は，

Bermudez et al. (2004) によるデータの妥当性に言及したものです．データの数が必ずし

も多くないことには同意しますが，直接的に NOAEL の値を決定するために用いること

のできたデータが Bermudez et al. (2004) のみであったことと「本試験結果しか使えそう

なデータがない」こととは別であると考えています．といいますのも，当該箇所でレビ

ューした複数の試験結果は相互に矛盾するものではないことを確認し，それら全体を踏

まえて NOAEL を決定しているからです．これに沿って本文 (第 V 章 2.3 節の 終段落) 

を修正しました． 

 

「そこで，暴露終了時の約 18 週齢の雌性 F344 の平均体重である 177.3g を計算に用いた」 (V-12-9) 

は，6 週齢では約 100g であることも踏まえて，安全側であること等の妥当性を示す必要があると

思われる．また，上述のように，雌雄差の検討がないまま雌のデータを使用することにおいても，

妥当性を示す記述を加える必要があると思われる． 

【対応】体重については，試験開始時 (6 週齢)，期間の平均，暴露終了時 (18 週齢) の選択肢が

ありうるなかで， も大きい体重となる 18 週齢を用いたことは，以降の計算において安

全側，すなわち，ヒト無毒性量 NOAELHをより小さな値として算出することになってい

ます．ここで雌のデータを用いたのは，Bermudez et al. (2004)で用いられたラットが雌で

あることから，計算における整合性をとるためです． 

 

「成人男性を想定」 (V-12-24) は，なぜ男性なのか，また，前出の前提「平均的日本人を想定」 

(V-9-32) とも異なる．一貫性および整合かつ性差に関する記述・考察が必要と思われる． 

【対応】ご指摘のとおり，想定される暴露集団に関する記述が一貫しておりませんでした．暴露

集団としては必ずしも男性に限定しておらず，平均的日本人を想定しています．ただし，

呼吸量等の他のパラメータと整合性をとる意味で，体重は EPA (2004) から引用した 73 

kg を用いました．平均的日本人としては若干大きい値ですが，呼吸量は体重にある程度

比例するので，呼吸量等も含め平均的日本人のデータが得られたとして，それらを用い

て NOAELHを計算しても結果は大きく違わないと考えています． 

 

「暴露期間の外挿に関する UF を考慮する必要はなく」 (V-15-13) は，ラットの暴露期間は 3 ヶ

月であり，ラットの生涯を 30 ヶ月とすると，1/10 であるが，ヒトの生涯を 70 年とした場合，本

提案値の導出に使用される暴露期間 15 年は約 1/5 (15/70) である．UF=1 には反論の提出が予想さ

れる． 

【対応】ご指摘のとおり，比率の計算で全く同じにはなっておりません．ラットにおける 3 ヶ月

がヒトの何年に相当するかについて明確な根拠はありませんが，本評価では，亜慢性の

暴露であるというところをラットとヒトと共通に考え，10 年から 20 年という幅を念頭

に置きつつ，現実的な目安の年数として 15 年程度としました． 
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「労働に携わる人は基本的には健康であり感受性が高い集団ではないと考えられることから，本

評価書では個人差に関する UF を 1 とする」 (V-15-18) は，「健康」にも幅がある (性差，妊娠/

非妊娠，高齢，慢性疾患，喫煙等) と考えられる．特に，妊娠可能な女性は，本人が妊娠に気づ

かずに従事する場合も想定されることから，本評価書における「健康」の定義を明確にすると共

に「健康であれば感受性が低い」ことを追加記述しておいた方が良い．限定条件をつけた上での

UF=1 としておいた方が良いのではないか． 

【対応】ここでの「健康」は一般的な意味で用いています．子どもや高齢者といった集団を含ま

ないこともあり，作業環境での暴露集団の中に高感受性集団の存在を考慮する必要性は

低いものと考えています．このような想定は，例えば「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 ) ：中央環境審議会 平成 12 年 2 月」 

(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0618-12l.pdf：2011 年 4 月 20 日アクセス) にも見

られています． 

 

「好中球の増加率の比は 0.03 - 0.3・・・有害性・・・0.03 - 0.3 倍程度である」 (V-19-5，関連表

現：V-20-4) は，「好中球の増加率」と「有害性」を関連付ける事に関しては一定の理解が得られ

ると考えられるが，数値的にリニアであるとは考えにくい．すなわち，好中球の増加率の比が 0.03 

- 0.3 であっても，有害性が 0.03 - 0.3 倍程度とはいえず，有害性を数値で示すことは難しいと思わ

れる． 

【対応】我々としても，好中球の増加率の比が，そのまま有害性の強さの比であるとは考えてお

りません．P25-TiO2以外の TiO2ナノ材料について，許容暴露濃度 (PL) の値を計算しな

かったのもそのためです．誤解を与えるような表現の箇所がありましたので修正しまし

た． 

 

リスク評価まとめの項 (VII-3～) で，「・・・作業者の健康リスクは概して小さいと考えられる

が，・・・囲い込みや局所排気装置などで，暴露量を適切に削減する必要があるといえる．」と直

接取り扱う労働者暴露の対策は明記されているが，排出に関わる注意事項，例えば，HEPA フィ

ルターを具備した局所排気装置等により・・・といった排出したものに係る具体的な処理方法 (注

意事項) を明記すべき． 

【対応】本リスク評価書では，当面の作業環境の管理の目安として許容暴露濃度 (PL) を提案す

ること，それに基づき，作業環境で計測された暴露濃度のリスクを評価することを目的

としており，具体的な対処方法の検討の検討は行っておりません．また，適切な対処方

法は作業現場により異なると考えられます．リスクの懸念される作業や工程の種類，必

要な暴露削減率などを勘案して，事業者が個別に検討することが望まれます． 
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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 
 

はじめに，今回の評価書を読ませていただき，リスク評価のための多大な努力をされたことに深

い敬意を感じます．文献収集とその評価，独自データの提示，さらにリスク評価に際しての練ら

れた論理について，大きな感銘を覚えました．私が読み，率直に感じた点，気づいた点を率直に，

ここに述べたいと思います． 

 

本評価書では，二酸化チタンに関する物理化学的基本情報，暴露評価，有害性評価のレビューを

行ない，この有害性評価に基づいて作業環境における許容濃度の導出を行っています．そして

後に現実の暴露状況と，導出した許容濃度との関係を調べ，リスクを評価しています．評価書は

全体を通じて一貫した論理に貫かれています．個々のコメントは以下の通りです． 

 

1) IV-59 26 行目 “海馬神経細胞に脂肪変性を示唆する空砲の増加”  

この実験では，灌流固定を行っていないため，中枢神経系の病理組織学的評価には一定の限界が

あることを指摘すべきだと思います． 

【対応】還流固定は行われてないことを追記しました． 

 

2) V-1 時限付きの，許容曝露濃度という考え方について 

曝露期間として 15 年を想定し，10 年後に見直すことを前提とする場合，見直し時には，10 年間

は既に曝露されてしまっていることになります．見直しによって，より基準が緩和されるか，厳

しくなるかは，現時点ではわかりませんが，厳しくなった場合には，既に 10 年曝露されてしまっ

た人に対しては，他の人に対しての基準に比べ，暴露レベルをさらに低める必要があるかもしれ

ません．その場合， 初の 10 年で高めの暴露を受け，その後，ほとんど暴露を受けない場合と，

40 年間コンスタントに暴露を受けた場合とで，どのように影響が違うか，関心があります．もっ

とも，そのような基礎データは少なくともヒトに関してはないと思いますが． 

【対応】暴露期間の外挿は，肺保持量の観点からある程度は可能だと思います．しかし，本評価

書において許容暴露濃度 (PL) の導出に用いている Bermudez et al. (2004) の試験結果は

亜慢性の吸入暴露試験 (13 週の吸入暴露後と 52 週の観察期間) によるものであり，それ

と同等の肺保持量を与える慢性暴露での影響に関する知見は得られていません． 

 

3) 二軸アプローチ：限られた研究資源の中で，多くの種類のナノ素材の許容濃度値を設定するた

めに，現実的かつ説得力のある方法だと思います． 

【対応】二軸アプローチに対するご理解ありがとうございます．現時点では，BALF 中の好中球

増加の比較により，有害性の強さの相対関係を確認するにとどまっておりますが，今後，

代表的な指標に基づいて，許容暴露濃度をある程度推定できるようにすべく研究を進め

ていきたいと考えています． 
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4) V-3 “「肺での炎症が」生じないような用量であれば，それ以降のより重篤な影響の発生を懸

念する必要はない．” このことを示す具体的な実験例があれば示せないでしょうか．他の粒子に

ついての実験例でもかまいません． 

【対応】直接的に証拠となる実験例はありませんが，第 IV 章 3 節「毒性発現メカニズム」での考

察に加えて，いくつかの試験結果に基づいた暴露終了時の肺保持量と観察された影響との関係 

(表 V.1) が一つの傍証であると考えています． 

 

5) V-12 10 行目 マウスの平均体重が 177.3 g ということはあり得ません． 

【対応】177.3 g は雌性 F344 ラットのものであり，マウスという記載は誤りでした． 

 

6) V-13 18 行目 暴露頻度，呼吸量，肺胞沈着率――― これらに加えてクリアランスも考慮す

べきではないでしょうか？ 

【対応】第 V 章 2.2.2 節で述べましたように，本評価においては，ラットからヒトへの外挿に際

して，気中の暴露濃度に基づく評価に準じて，粒子の沈着率を加味した，肺胞沈着速度

を用量尺度としております．クリアランスを考慮するということは，肺での保持量を用

量尺度とすることを意味しますので，論理的整合性の観点からクリアランスを考慮しな

いことが適切です． 

 

7) V-14 TD と TK との切り分け方に疑問があります．ラットの感受性が高い原因がクリアランス

の低さにあるとすると，それは TD というより TK に属する問題ではないでしょうか？ 

【対応】ご指摘は理解できます．しかし，機序に対する理解をもとに用量を基準化する過程では，

TK (体内動態に関する部分) と TD (感受性に関する部分) の境界は曖昧になってくるた

め，厳密な切り分けには意味がないと考えています．本評価書では用量尺度として，粒

子沈着速度を体重あたりで基準化したものを用いていますが，例えば，肺胞表面積で基

準化したり，さらには肺胞マクロファージ存在量で基準化 (Pauluhn (2010). Regul. Toxicol. 

Pharmacol.) したりすれば，それまで TD に属していた部分が，TK に整理されることに

なります．ラットでオーバーロードが生じやすいことについては，それ自体を感受性が

高いと見ることできますし (TD の問題)，一方で，それによる高い肺保持量によってさ

らに悪影響が生じるという意味で (TK の問題) と捉えることもできると思います． 

 

8) V-14 16 行目 “ラットは低溶解性粒子に対する肺の反応について感受性が も鋭敏な動物種

である”―――これはヒトよりも，ということでしょうか？ Borm の表を見ると，確かにラット

が，特別にその感受性が高いように見えますが，ヒトでのデータの根拠がどこまであるか，よく

わかりません． 

【対応】当該箇所に，Kuempel et al. (2001) により行われた，炭鉱労働者における肺での粒子クリ

アランスと保持量に関する数理モデル解析の引用を加筆しました．そこでは，ラットで

はオーバーロード (クリアランスの低下) が生じるような肺保持量であっても，ヒトに
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おいてはその発生が見られないとされています． 

 

9) V-15 15 行目 疫学では Health Worker Effect という言葉で，健康なものが脱落せず働き続ける

ことが知られています．炎症，そしてそれに引き続く癌に至るプロセスには癌抑制遺伝子など，

さまざまな因子が関与していることから，かならずしも，日常的な健康さと， 終的な癌になり

やすさ，が平行している，と言えるかどうか，わからないと思います． 

【対応】本評価においては，ラットに暴露レベルが高ければ癌に至る一連のプロセスのうち，初

期の生体反応として肺の炎症をエンドポイントとしています．肺の炎症については，健

康な作業者にとくに感受性が高い集団が含まれると想定する必要はないものと考えてい

ます． 
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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 
 

許容暴露濃度の決定に関する部分を中心としてレビューした結果，下記のコメントを提出いた

します．なお，全体として関連する文献情報を十分に収集・解析し，適切な考察，分かりやすい

説明を介して妥当性の高い結論を導き出していると考えます． 

P25 以外の二酸化チタンナノ材料についても，気管内注入試験の結果を利用して相対的な毒性

評価を行い，これらに P25 二酸化チタンナノ材料を対象として定めた許容暴露濃度を適用できる

と判断したことも適切であると評価します． 

 

 (1) 第 V 章，3.1 で，「体重あたり肺胞沈着速度が等しければラットとヒトで用量が等価であると

みなす」と書かれていることには疑問があります．肺胞沈着速度が等しければ，暴露期間の長さ

に関係なく等しい毒性影響を示すという意味に受け取れますが，そのような現象が一般に成立す

ることは考え難いことです． 

本報告書で行おうとしているのは，試験動物の NOAEL のヒトへの外挿ですが，暴露期間が等

価であることが前提となっています．すなわち同じ 13 週暴露における外挿です．13 週の暴露終

了時までの肺胞沈着量の総量を体重で除した値が等しければ，用量が等価であると想定している

ことに他ならないのではないでしょうか．要するにクリアランスを考慮しないで，総沈着量を用

量の指標としていることになります．そのことは，V-8ぺージの13-14行に書かれている通りです． 

したがって，沈着速度ではなく，総沈着量という言葉を使うほうが適切と思われます． 

【対応】本評価においては，種間外挿にかかる用量尺度として肺胞沈着量の総量や肺保持量は採

用せず，気中濃度ベースの評価に準じて，呼吸量や粒子沈着率を加味した「沈着速度 (単

位時間当たりの沈着)」を用量尺度として用いました．その理由の詳細は第 V 章 2.2.2 に

記したとおりです．その上で，暴露継続時間については，物理的な時間を等価と見なす

のではなく，ラットでの亜慢性試験の結果はヒトでの亜慢性暴露の評価に適用できると

して，暴露期間の外挿に関する不確実性係数を決定しました．これは，ラットの 2 年間

の試験の結果を，ヒトの生涯暴露の評価に用いるということに準じたものです．当該箇

所に，暴露期間に関する記述を加筆しました． 

 

 (2) 第 V 章，V-15 ページの (e) で，「用量指標の選択 (肺胞沈着速度と肺保持量) にかかる不確

実性」が議論され，「ナノ材料の肺での残留性やラットとヒトの寿命の差を考慮すると，肺胞沈着

速度を用いることは肺保持量を用いることに比べて安全側であるとは言えない．定量的な評価は

今後の科学的知見の充足を待つところであるが，本評価では，この点における不確実性を考慮す

るために，UF＝3 を適用することとした．」と記載されています. この点について 1 より大きい

何らかの不確実性係数を導入することに同意しますが，下記の点について議論を追加していただ

ければ幸いです． 

肺での残留性を示す有力な評価尺度は半減期です．本報告書では，半減期についての議論はあ

まりなされていませんが，NOAEL 決定の根拠として採用された論文 (Bermudez et al. 2004) では
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暴露終了後の肺保持量の減少過程が測定されており，ラットにおける低，中，高用量における半

減期が 63 日，132 日，395 日と計算されています (p354 の discussion)．NOAEL に相当する 2 mg/m3

では半減期が 132 日であるとすれば，90 日暴露によって到達した肺保持量は，その後に暴露を継

続した場合に到達するであろう平衡状態における肺保持量よりかなり低い値であると推定されま

す．なお，本報告書Ⅳ－15 ページに，Heinrich et al. (1995) の論文が紹介され，27 行で，肺胞半減

期は，3 ヵ月：208 日，12 ヶ月：403 日，18 ヵ月：357 日と記載されています．いずれのデータで

も，暴露量が増えると，半減期が長くなっており，ラットでみられる過負荷によることも考えら

れます．ヒトで過負荷という現象が起こらない，または起こり難いことが確かであれば，ヒトに

おける半減期はそれほど長くないかもしれません．しかし，本報告書 V-9 ページ 3～4 行に「ヒト

においては，粒子状物質の肺内での半減期が試験動物に比べて長いことが知られている」と書か

れているように，ラットで過負荷にならない濃度領域においては，ヒトにおける半減期がラット

より長いと解釈できます．いずれにしても，ラットからヒトへの外挿において，肺への蓄積に関

しては不確実性がかなり大きいと考えるべきではないでしょうか． 

これらの点に関連する不確実性係数を本報告書が 3 とした判断は妥当のように思われますが，

念のため半減期を使って平衡濃度を計算し，3 カ月における肺保持量の何倍になるかを推定して

おくことは有益と考えられます． 

【対応】本文中で引用しておりますが，炭鉱労働者における肺での粒子クリアランスと保持量に

関する生物数理モデル解析 (Kuempel et al. 2001) によれば，ヒトは，ラットの健常状態

に比べればクリアランスは遅いものの，ラットではオーバーロード (著しいクリアラン

スの低下) が生じるような肺保持量でも著しいクリアランス低下は見られないとの結果

が得られています．また，ご指摘のように，ラットからヒトへの外挿において，肺への

蓄積および肺の保持量と生体反応の関係には不確実性が大きいと認識しております．こ

の不確実性の故に，第 V 章 2.2.2 節に記しましたように，用量としては肺への沈着速度

を用いることにし，同 3.2 節にて，この不確実性を反映した係数＝3 を適用することにし

ました．ちなみに，Bermudez et al. (2004) に示されている 13 週の吸入暴露 (2 mg/m3 と

0.5 mg/m3) 終了後の肺保持量の経時変化に対して，Shinohara et al. (2010) と同様の 2 ボ

ックスモデルを適用したところ，2 年間の吸入暴露を想定した肺保持量は，13 週の吸入

暴露終了時点の肺保持量の 2.8 倍 (2 mg/m3 の場合) と 1.9 倍 (0.5 mg/m3 の場合) と計算

されました． 

 

 (3) V-12，29～31 行の式で，体重による補正が行われていますが，体重当たりとするより，肺胞

表面積当たりとするほうが妥当性が高いと思われます．ラットとヒトの肺胞面積比は体重比より

大きいので，肺胞面積当たりで計算すると，ヒトの NOAEL の推定値はもう少し小さい値になる

と考えます．その他，この式では，デフォルト値やモデルによる推定値が多く使われているため

に，いくばくかの不確実性があると考えます．その点について議論を追加されることを希望しま

す．なお，用量指標の選択に関する不確実性係数として 3 が適用されているので，結果としては

妥当性ありと考えています 
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【対応】用量の基準化のために体重を用いた理由については，第 V 章 2.2.3 節に記述しておりま

す．体重の代わりに肺胞表面積を用いて補正すると，推定値は若干小さくなりますが，

ほぼ同程度となることを確認しました (表 V.5)．この点も含め，評価においては様々な

仮定やデフォルト値等を用いていますが，その多くについて，対案を用いた場合との比

較を考察し，同等もしくは安全側であることを確認しております． 

 

 (4) その他 

IV-47，33～34 行：「・・・胸腔外の組織には移行しない・・・」と断定していますが，「検出でき

るような濃度では・・・」というような意味の言葉を入れておくほうがよいと思われます． 

【対応】「検出可能な量は移行しない」に修正しました． 

 

V-12，9～10 行：「および・・」から「・・マウス」まで，不要ではないか？ 

【対応】ご指摘のとおりです．訂正しました． 

 

V-12，29～31 行：257/343 は，単に暴露時間の補正なので， (6/8)×(5/5) などとして，他のトキシ

コキネティックスに関連する補正の部分と分けて書いてあるほうが分かりやすい．呼吸量につい

ての補正は分時肺換気量で表現されており，フラーレンのように一日呼吸量で書かれているより

良いと思いました．フラーレンでは，軽作業を (実際は 8 時間なのに) 1 日続けた場合に相当する

36 m3 という数字を使うことになり，違和感があります． 

【対応】式中の 257 min/day，343 min/day を，それぞれ，6 h/day × 5/7 day/day× 60 min/h，8 [h/day] 

× 5/7× 60 [min/h] と書き下すことにしました． 

 



第 VIII 章 外部レビュアーのコメントと筆者らの対応 
 

VIII-16 
 

高橋道人レビュアーからのコメントと筆者らの対応 
 

 

専門用語の用法に関するご指摘をいただきました． 

 

ご指摘に沿って本文を修正しましたが，用語に関するコメント／対応については本章での記載を

割愛させていただきます． 
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谷口武俊レビュアーからのコメントと筆者らの対応 
 

1．ナノ材料リスク評価書に共通するコメント 

① 工業ナノ材料の生産現場における職業人の当該ナノ粒子の吸入暴露による健康リスクに焦点

を絞っているとはいえ，今後国内外の産業界，規制行政庁，学術界に有用な情報を提供する

成果物であると評価したい． 

理由： 

ナノテクノロジーは世の中を変える，いわゆる transformational 技術のひとつで，新興 (emerging) 

技術の代表格として研究開発，実用化，市場開拓競争がグローバルに繰り広げられているが，一

方において過去の新規技術の社会導入に際しての数多くの挫折や障害を教訓として，リスク評

価・管理，規制が後追い的とはいえ，ほぼ初期の段階から強く意識され模索・試行されている．

このような状況のなか，OECD 工業ナノ材料安全部会のスポンサーシップ・プログラムに参加し，

米国・カナダと共同し Phase1 Testing のエンドポイント (Nanomaterial Information/Identification, 

Physical-Chemical Properties and Material Characterization, Environmental Fate, Environmental 

Toxicology, Mammalian Toxicology, Material Safety) に関する既存情報の収集・評価，試験実施計画

の作成・実施，そしてこれらの文書作成としても，本リスク評価書が提供されることの意義は極

めて大きい． 

 

② 本ナノ材料リスク評価書の位置づけ，研究アプローチ・方法論の特徴そして限界を明確にす

るうえで，評価書と対として刊行される「ナノ材料リスク評価書策定に際しての考え方」，あ

るいはその概要を各リスク評価書に組み入れることが望ましい． 

理由： 

本評価書は今後のナノ材料のリスク評価・管理の起点にもなり，関係者に様々な影響を及ぼし，

議論を巻き起こす可能性を有しているとレビュアーとしては考えている．それ故，本評価書の位

置づけについては，CRM の化学物質詳細リスク評価書とは異なるものと考える． 

IRGC (International Risk Governance Council) が提唱しているリスクガバナンスの枠組み (図 1が

コアの部分：Pre-assessment, Risk Appraisal, Tolerability & Acceptability Judgment, Risk Management, 

Risk Communication) を援用すれば，本プロジェクトの内容は主に Pre-assessment フェーズに力点

がおかれていると考える．Pre-assessment は，Problem framing (問題枠組み設定)，Early warning and 

monitoring (新たなハザードの系統的な検知と監視)，Screening (ハザードやリスクのスクリーニン

グおよび異なった評価・管理ルートの選定)，Determination of scientific conventions (科学的なリス

ク評価のために要する定義や仮定等の確認，試験・計測方法やリスク評価手法の選択) から成る

が，これらの評価作業は知識生成と行動の決定・実行において起点となるものでリスクガバナン

スの観点からは極めて重要である． 

「ナノ材料リスク評価書策定に際しての考え方」には，ナノ材料の何が問題か，社会の中でど

のような懸念が言われているかについて整理し，それを問題枠組みとし，ナノ粒子の凝集状態の

未知性も踏まえ，ナノサイズ粒子の有害性，ヒト健康リスクを評価すべく，試験試料の分散に関
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する基本的考え方や in vitro 試験と in vivo 試験を組み合わせた二軸アプローチによる有害試験の

考え方などが示されている．これはまさに Pre-assessment の要件である． 

本リスク評価書は，暴露評価，有害性評価そして許容暴露濃度導出そしてリスク判定という一

連の評価を含むが，Pre-assessment を踏まえ当該ナノ材料について Risk Appraisal フェーズの Risk 

Assessment を一部試行した初期のリスク評価書と位置づけた方がよいと思う．したがって，可能

であればナノ材料リスク評価というタイトルも変えることを検討してはどうか． 

「ナノ材料有害性試験のための試料調整方法と計測方法」 (2011 年 1 月) が刊行されると聞い

ているが重要な成果であると評価したい． 

 

 

図 1 IRGC によるリスクガバナンスの枠組み（コア部分） 

IRGC (2005) White Paper on Risk Governance towards an Integrative Approach. 157 pp 

(http://www.irgc.org/IMG/pdf/IRGC_WP_No_1_Risk_Governance__reprinted_version_.pdf) 

Figure 1 (p.13) を簡略化して作成 
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図 2 Context の中のリスクガバナンス 

IRGC (2008) An Introduction to the IRGC Risk Governance Framework. 24 pp 

（http://www.irgc.org/IMG/pdf/An_introduction_to_the_IRGC_Risk_Governance_Framework.pdf） 

p.20 の図を簡略化して作成 

 

 

 

 

 

【対応】本リスク評価書は，ご指摘のとおり，かつて (独) 産業技術総合研究所化学物質リスク管

理研究センターが作成した「詳細リスク評価書」とは随分異なるものです．本評価書を

IRGC のリスクガバナンスの枠組みに照らして「Pre-assessment を踏まえ当該ナノ材料に

ついて Risk Appraisal フェーズの Risk Assessment を一部試行した初期のリスク評価書」

と整理することも可能かとは思いますが，少なくとも一般に言われる「初期リスク評価」

では決してありません．本評価書のために実施した試験や調査の結果も含め，現時点で

得られる知見や考察を 大限に盛り込み，順応的管理 (Adaptive Management) の観点か

ら，新規技術のリスク評価を提案したものとなっています．このあたりは，別冊子とし

て「ナノ材料リスク評価書策定に際しての考え方」に丁寧に記述しております．「考え方」

について，その概要を本評価書に取り込んではどうかというご提案につきましては，紙

面の都合もあり，やはり別冊子として副読していただく方針としました． 

 

③ 各評価書の総括では，(1) 科学的な評価の観点に加え，順応的管理の観点からみた今後に残さ

れた問題点や課題，(2) 本リスク評価書および結果の，規制当局，産業界，研究開発者そして

一般公衆へのインプリケーション，をまとめてほしい． 

理由： 

言うまでもなく，一流の研究論文・報告には研究結果の弱点を自ら記すことが求められる．残

された問題点や課題を示すことは現在のリスク評価の到達点を明らかにする意味でも重要と考え

る (TiO2リスク評価書には記載されているが，現状の到達点が明確にはわからない)．また，ナノ

科学技術のリスクガバナンスとは，政治的，社会的，法的，倫理的，科学的そして技術的な文

脈を考慮し，様々な利害関係者が相応の役割と責任をもち，協働してリスクに関する社会的判

断や調整を行い，リスクと付き合っていくことである． 
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テクノロジーのような科学的な不確実性と意図 (利用形態) の不確実性が大きい技術のリスク問

題に対しては，科学的な知見を獲得・蓄積すべく研究活動が並行して行われているなかで，当該

新興技術の将来展開ポテンシャルへの期待を踏まえつつ，そのリスクや社会的影響を研究開発段

階から評価し，継続的に監視し，適時，評価更新作業を行い社会的な判断や管理活動に反映させ

ていく順応的管理が求められる． 

本プロジェクトは，規制の枠組み策定とともに事業者の自主的リスク管理への適用を念頭に実

施されたと思う．しかし，問題枠組みの設定 (Framing) において明示的に規制当局と事業者とい

うステークホルダーの問題認識や懸念が考慮されたか不明であるため，評価結果の解釈について

の多義性・曖昧性を少なくするうえでも，各ステークホルダーへのインプリケーションは示した

方が望ましいと考える．なお，一般公衆へのインプリケーションについては，本リスク評価書は

工業ナノ材料の生産現場での職業人のナノ粒子吸入暴露による健康リスクと限定的なリスク評価

であるため不要との意見があるかもしれないが，社会のリスク認知は多様であることやメディア

による議題設定効果やリスク情報の社会的増幅現象についても考慮しておくことは重要と考える． 

 

【対応】第 I 章「序論」1.1 節にある本評価書の目的の記述を受けて，本リスク評価の社会的なイ

ンプリケーション (意義) について第 VII 章「総括」に加筆しました． 

 

④ リスク評価書の構成 (章立て，用語) は基本的に同じにすることが望ましい． 

理由： 

第 I 章には評価書の目的と範囲，評価書の構成は両評価書とも用語は異なるが記載されている

が，フラーレンの評価書には，2. ナノ材料を取り巻く状況，が記載されている．この記載につい

ては②で指摘した点と合わせて検討してほしい． 

また，フラーレン評価書では第 IV 章有害性評価のなかで許容暴露濃度の導出が記載されている

が，二酸化チタン評価書では別に章をたて論じられている．これらは，特段の理由がなければ同

じ構成にすることが望ましい．リスクの判定，リスク評価という用語も統一した方が望ましい． 

 

【対応】なるべく共通化するように心がけましたが，各ナノ材料に関する情報の多寡によって，

同じ構成とはなりにくい部分もあります．「ナノ材料を取り巻く状況」につきましては，

基本的には別冊子「ナノ材料リスク評価書策定に際しての考え方」を副読していただく

方針としましたが，第 I 章「序論」に，この数年の国内行政機関や国際機関の動向を加

筆いたしました． 

 

2．ナノ材料リスク評価書－二酸化チタン (TiO2)－へのコメント 

① 1 でコメントした四点について検討してほしい． 

【対応】上記にそれぞれの対応を記述しました． 

 

② I-2 の 10-11 行目にあるリスク管理に関する提言はどこに記されているのか (第 III 章 4 に述べ
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ている現場における暴露管理と計測の部分なのか)． 

【対応】許容暴露濃度の提案が たるものですが，第 III 章 4 節の「現場における暴露管理と計測

の部分」もそれにあたります．また，第 VI 章のリスク評価では，作業環境での事例とし

て，どのような場合にどの程度の対策が必要かを述べています． 

 

③ 第 I 章 1.3 節に二つの目的が述べられているが，これが本プロジェクトに共通しているなら，

1．の③およびその理由のところで指摘した点について検討すること，またナノ材料製造者・使用

者が本リスク評価書を十分に理解し活用しうるか，関係者にコメントを求めることが望ましい． 

【対応】第 VII 章「総括」に本リスク評価のインプリケーション (意義) を加筆する際に，第 I 章

1.3 節に記されている目的の記述を受けることを意識しました．また，本評価書は，中間

報告版の公表後，様々な関係者からご意見をいただき，改訂を進めてまいりました．

終報告版についても，ナノ材料製造者・使用者を含め，普及活動をさらに進めていきた

いと考えています． 

 

④ 第 III 章暴露評価に記載されている NEDO プロジェクトによる現場調査および模擬排出試験

は，リスク評価に用いる暴露評価という点で，既存研究とどのような点が異なるのか，既存研究

を補完するようなものなのか，その特徴と限界などを明確に記述してほしい． 

【対応】現場調査については，NEDO プロジェクト (P06041) が始まった時点では，研究報告例

がほとんどなく，また，国内の事例を知るために，調査を行いました．模擬排出試験に

ついては，その特徴と限界として，下記の文を本文中に追加しました． 

 「撹拌法は，回転ドラム法や落下法に比べて簡易で汎用品で構成でき，1 回の試験に用

いる粒子量がわずかで，連続的に粒子発生ができるという利点がある．その一方で，現

実のプロセスの状況を直接的に表すものではない．ただし，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内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．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．」 

 

⑤  第 V 章 3.2 節の評価の不確実性は，“不確実性係数の決定”がよいのでは． 

【対応】「不確実性係数の決定」に変更いたしました． 
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付録 A 

一次粒径の異なる 3 つの TiO2 ナノ粒子を用いた 

ラット気管内投与試験* 

 

小林憲弘 1，納屋聖人 1，遠藤茂寿 2，丸順子 2，山本和弘 3，中西準子 1 

1) 産業技術総合研究所 安全科学研究部門，2) 環境管理技術研究部門，3) 計測フロンティア研究部門 

 

1. 試験の目的 

一次粒径の異なる 3 種類のナノ TiO2 粒子をそれぞれ同用量 (5 mg/kg) ラットに気管内投与し，

肺や他の臓器に対する影響を観察・比較することによって，粒子サイズの違いによる生体影響の

違いについて考察することを目的とした． 

 

2. 試験方法 

2.1 試料調製 

石原産業 (株) より購入した，一次粒径の異なる 3 種類のアナターゼ型 TiO2粒子 (ST-01, ST-21, 

ST-41) を被験物質として用いた．これらの TiO2粒子の公称一次粒径は，それぞれ約 7，20，200 nm

である．以下では，各 TiO2粒子をそれぞれ Ultra fine (UF)，Super fine (SF)，および Fine (F) TiO2

と称す．いずれの粒子も，最も分散した状態で試験に供するため，リン酸二ナトリウム (Disodium 

phosphate) を 1–2 mg/L 添加し，粒径 15–30 μm のジルコニア (ZrO2) ビーズとともに UAM 媒体攪

拌ミルを用いて攪拌周速 10–12 m/s で攪拌した後，8000G × 1h の遠心分離による上清を回収 

(UF-TiO2)，あるいは 1 μm のフィルターでろ過したろ液を回収した (SF-および F-TiO2)．これを，

およそ 5 mg/mL の濃度になるように純水で希釈，あるいはエバポレーターを用いて濃縮し，試験

に用いた．陰性対照物質には，DSP 水溶液 (2 mg/mL) を用いた． 

 

2.2 試料キャラクタリゼーション 

分散液中の TiO2粒子の粒径分布を動的光散乱法 (dynamic light scattering: DLS) により測定し，

形態について透過型電子顕微鏡 (TEM) を用いて観察した．試料のキャラクタリゼーション結果

について，表 A.1 および図 A.1 にまとめた． 

                                                        
* 図表は Kobayashi et al. (2009) からの引用．引用許諾済み． 
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表 A.1 TiO2 粒子のキャラクタリゼーション結果 

試料名 UF-TiO2 SF-TiO2 F-TiO2 

BET 比表面積 [m2/g] 316 66.0 10.0 

BET 比表面積径 a [nm] 4.9 23.4 154.2 

液中粒径分布 b [nm] 19.0 (13.5–31.3) 28.4 (19.2–43.9) 176.3 (109.9–311.9) 

a：粒子が球形であることを仮定し，粒径＝6 / (BET 比表面積×密度) の式より算出した 

b：動的光散乱法 (dynamic light scattering: DLS) による体積基準粒径の 50%値 (10–90%値) 
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図 A.1 被験物質の DLS による粒径分布および TEM による観察像 

 

2.3 試験プロトコル 

調製した 3 種類の TiO2分散液および陰性対照溶媒を，雄性 SD ラット (8 週齢，体重 279–335 g) 

に 1 mL/kg 気管内投与した (TiO2粒子の投与量としては 5 mg/kg)．動物の一般状態観察を，投与

日には投与後 1 時間，それ以降は 1 日 1 回，各動物の計画解剖日まで観察した．各群の計画解剖

日まで，全例の体重を投与直前と，投与後 24 時間，3 日，1 週 (7 日)，2 週 (14 日)，3 週 (21 日)，

および 1 ヶ月 (28 日) 時点で測定した．気管支肺胞洗浄液 (bronchoalveolar lavage fluid: BALF) の
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検査を，投与後 24 時間および 1 週間時点で行った．気管 (咽喉頭を含む)，肺左葉，肝臓，脾臓，

大脳について病理組織学的検査を投与後 24 時間，3 日，1 週，1 ヶ月時点で行った．各検査時点

における各群の動物数は 5 匹とした． 

 

3. 結果 

3.1 体重および肺重量 

体重の測定結果 (図 A.2 (A)) では，いずれの TiO2暴露群においても陰性対照群との有意差は認

められなかった．肺重量の測定結果 (図 A.2 (B))では，UF-および SF-TiO2投与群において，投与

後 3 日時点のみで有意な高値が認められたが，1 ヶ月時点においては有意差は認められなかった． 
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図 A.2 体重および肺重量の経時変化 (＊：p<0.05) 

 

3.2 BALF 検査 

3.2.1 炎症細胞数 

BALF 中の炎症細胞数を計測した．総細胞数については図 A.3 に，個別の細胞数 (好中球，リン

パ球，単球 (マクロファージ)，高酸球) については図 A.4 (A) – (D) に示した．炎症細胞数の変化

の全体的な傾向として，UF および SF-TiO2 暴露群において，対照群と比べて細胞数の有意な増加

が認められており，F-TiO2 暴露群においては，いずれの観察時点 (投与後 24 時間および 1 週間) に

おいても有意な増加は認められなかった． 
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図 A.3 BALF 中の総細胞数[cell/μL] (＊：p<0.05) 
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図 A.4 BALF 中の各細胞数[cell/μL] (＊：p<0.05) 

 

3.2.2 生化学的検査 

BALF 中の乳酸脱水素酵素 (lactate dehydrogenase: LDH) および各サイトカイン (IL-1α，IL-1β，

IL-2，IL-4，IL-6，IL-10，GM-CSF，IFN-γ，TNF-α) の測定を行った．これらの中で，定量限界値

よりも高い値が得られたのは LDH と IL-6 のみであった (図 A.5)．LDH については，UF-および

SF-TiO2 暴露群において，投与後 24 時間時点で，対照群と比較して有意な高値が認められた．ま

た，IL-6 では，UF-TiO2投与群で，投与後 24 時間時点で有意な高値が認められた． 
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図 A.5 BALF 中のバイオマーカーの変動 (＊：p<0.05) 
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3.3 肺の病理組織学的検査 

気管内投与後の各観察時点における肺組織の光学顕微鏡による観察像を図 A.6–9 に示す．投与

後 1 週間時点までは，UF-および SF-TiO2暴露群における肺の炎症は，F-TiO2暴露群よりも強い傾

向が見られるが，1 ヶ月時点では各 TiO2暴露群の間で明確な差は見られない．いずれの TiO2暴露

群においても，肺組織の炎症は一過性であり，1 ヶ月時点においては TiO2粒子の肺内における沈

着は認められるものの，炎症反応はほぼ消失していることが分かる． 

また，肝臓，脾臓，および大脳においては，全ての観察時点において異常所見は認められなか

った． 

 

 

図 A.6 気管内投与後 24 時間時点における肺組織の光学顕微鏡像 
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図 A.7 気管内投与後 3 日時点における肺組織の光学顕微鏡像 

 

 

図 A.8 気管内投与後 1 週間時点における肺組織の光学顕微鏡像 
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図 A.9 気管内投与後 1 ヶ月時点における肺組織の光学顕微鏡像 

 

4. 考察 

本試験結果を総括すると，肺重量，BALF 中の炎症細胞数，LDH，IL-6，および肺の病理組織学

的検査のいずれの結果についても，気管内投与後 1 週間時点までは，①UF-TiO2，②SF-TiO2，③

F-TiO2 の順に変化が大きかった．ただし，気管内投与後 1 ヶ月時点においては，全ての TiO2暴露

群において肺の炎症反応は顕著に回復しており，同観察時点においては群間での影響に違いは認

められなかった．すなわち，本試験では，気管内投与後 1 週間時点までは，一次粒径の違いによ

る肺への影響に違いが認められたが，1 ヶ月時点では違いが認められなかった．粒子サイズの違

いによる毒性の違いについて考察する場合，暴露後短期の影響と長期の影響のどちらに焦点を当

てるかによって，結論が異なってくることに注意が必要と考えられる． 

 

5. 参考文献 

Kobayashi N, Naya M, Endoh S, Maru J, Yamamoto K, Nakanishi J (2009). Comparative pulmonary 

toxicity study of nano-TiO2 particles of different sizes and agglomerations in rats: Different short- and 

long-term post-instillation results. Toxicology 264: 110–118. 

 



 



付録 B 凝集状態の異なる 3 つの TiO2ナノ粒子を用いたラット気管内投与試験 
小林憲弘，納屋聖人，遠藤茂寿，丸 順子，山本和弘，中西準子 

付録 B-1 

 

付録 B 

凝集状態の異なる 3 つの TiO2 ナノ粒子を用いた 

ラット気管内投与試験* 

 

小林憲弘 1，納屋聖人 1，遠藤茂寿 2，丸順子 2，山本和弘 3，中西準子 1 

1) 産業技術総合研究所 安全科学研究部門，2) 環境管理技術研究部門，3) 計測フロンティア研究部門 

 

1. 試験の目的 

一次粒径が同じで凝集状態が異なる 3 種のナノ TiO2粒子をそれぞれ同用量 (5 mg/kg) ラットに

気管内投与し，肺や他の臓器に対する影響を観察・比較することによって，粒子の凝集状態の違

いによる生体影響の違いについて考察することを目的とした． 

 

2. 試験方法 

2.1 試料調製 

石原産業 (株) より購入したアナターゼ型 TiO2 粒子 (ST-01) を被験物質として用いた．ST-01

の公称一次粒径は約 7 nm である．これを，以下の手順により，液中での凝集状態が異なる 3 種類

の TiO2 分散液 (UF1，UF2，UF3) を作製した．いずれも，分散剤としてリン酸二ナトリウム 

(Disodium phosphate) を 1–13 mg/L 添加している．UF1 では，粒径 15 μm のジルコニア (ZrO2) ビ

ーズとともに UAM 媒体攪拌ミルを用いて攪拌周速 12 m/s で攪拌した後，16000G × 1h の遠心分離

による上清を回収した．UF2 では，15 μm の ZrO2 ビーズとともに超音波によって分散を行った後，

1 μm および 0.1 μm のフィルターでろ過を行い，ろ液を回収した．UF3 では，50 μm の ZrO2 ビー

ズとともに UAM 媒体攪拌ミルを用いて攪拌周速 15 m/s で攪拌した後，1 μm のフィルターろ過を

行い，さらに，1000G × 1h の遠心分離による上清を回収した．これを，5 mg/mL の濃度に調製し

試験に用いた．陰性対照物質には DSP 水溶液 (2 mg/mL) を，陽性対照物質には平均一次粒径 1.7 

μm の Min-U-Sil 5 結晶性シリカ分散液 (5 mg/mL) を用いた． 

 

2.2 試料キャラクタリゼーション 

分散液中の TiO2粒子の粒径分布を動的光散乱法 (dynamic light scattering: DLS) により測定し，

形態について透過型電子顕微鏡 (TEM) を用いて観察した．試料のキャラクタリゼーション結果

                                                        
* 図表は Kobayashi et al. (2009) からの引用．引用許諾済み． 
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について，表 B.1 および図 B.1 にまとめた． 

 

表 B.1 TiO2 粒子のキャラクタリゼーション結果 

試料名 UF1-TiO2 UF2-TiO2 UF3-TiO2 

BET 比表面積 [m2/g] 316 316 316 

BET 比表面積径 a [nm] 4.9 4.9 4.9 

液中粒径分布 b [nm] 18.0 (14.8–23.9) 64.5 (35.8–113.8) 299.2 (216.4–422.0) 

a：粒子が球形であることを仮定し，粒径＝6 / (BET 比表面積×密度) の式より算出した 

b：動的光散乱法 (dynamic light scattering: DLS) による体積基準粒径の 50%値 (10–90%値) 
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図 B.1 被験物質の DLS による粒径分布および TEM による観察像 

 

2.3 試験プロトコル 

調製した 3 種類の TiO2分散液，陰性対照溶媒，および結晶性シリカ分散液を，雄性 SD ラット (8

週齢，体重 294–358 g) に 1 mL/kg 気管内投与した (TiO2粒子の投与量としては 5 mg/kg)．動物の

一般状態観察を，投与日には投与後 1 時間，それ以降は 1 日 1 回，各動物の計画解剖日まで観察

した．各群の計画解剖日まで，全例の体重を投与直前と，投与後 1，3，7，14，21，28，35，42，
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49，56，63，70，77，84 および 91 日時点で測定した．気管支肺胞洗浄液 (bronchoalveolar lavage fluid: 

BALF) の検査と，気管 (咽喉頭を含む)，肺左葉，肝臓，腎臓，脾臓，大脳についての病理組織学

的検査を投与後 24 時間，3 日，1 週，1 ヶ月時点で実施した．各検査時点における各群の動物数

は 5 匹とした． 

 

3. 結果 

3.1 体重および肺重量 

体重の測定結果 (図 B.2 (A)) では，いずれの TiO2暴露群においても陰性対照群との有意差は認

められなかった．肺重量の測定結果 (図 B.2 (B)) では，UF1-TiO2暴露群においては暴露後 1 ヶ月

時点のみ，結晶性シリカ暴露群においては暴露後 24 時間および 3 ヶ月時点において統計的有意な

増加が認められたものの，全体としては大きな差はなかった． 
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図 B.2 体重および肺重量の経時変化 (＊：p<0.05) 

 

3.2 BALF 検査 

3.2.1 炎症細胞数 

BALF 中の炎症細胞数を計測した．総細胞数については図 B.3 に，個別の細胞数 (好中球，リン

パ球，単球 (マクロファージ)，高酸球) については図 B.4 (A) – (D) に示した．炎症細胞数の変化

の全体的な傾向として，TiO2暴露群においては，いずれも投与後 1 週から 1 ヶ月時点までは有意

な高値が認められたが，1 ヶ月時点においては，陰性対照群との有意差は認められなくなった．

一方，結晶性シリカ暴露群においては，投与後 3 ヶ月時点まで炎症細胞数の有意な増加が持続す

る傾向が見られた． 
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図 B.3 BALF 中の総細胞数[cell/μL] (＊：p<0.05) 
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図 B.4 BALF 中の各細胞数[cell/μL] (＊：p<0.05) 

 

3.2.2 生化学的検査 

BALF 中の乳酸脱水素酵素 (lactate dehydrogenase: LDH)，タンパク，および各サイトカイン 

(IL-1α，IL-1β，IL-2，IL-4，IL-6，IL-10，GM-CSF，IFN-γ，TNF-α) の測定を行った．これらの中

で，値に変化が見られたのは LDH，タンパク，IL-1β，および IL-6 の 4 項目であった (図 B.5)． 

TiO2 暴露群においては，これらのバイオマーカーのいずれも，その変化は一過性であり，1 ヶ

月以降の観察時点においては有意な変化は認められなかった．一方，結晶性シリカ暴露群におい

ては，投与後 1 週から 1 ヶ月時点において一度対照群との差が見られなくなったが，その後 3 ヶ

月時点において再び増加し，TiO2粒子の暴露による反応とは大きく傾向が異なった． 
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図 B.5 BALF 中のバイオマーカーの変動 (＊：p<0.05) 

 

3.3 肺の病理組織学的検査 

気管内投与後の各観察時点における肺組織の光学顕微鏡による観察像を図 B.6–10 に示す．TiO2

粒子暴露群においては，いずれの群においても投与後 1 週間から 1 ヶ月時点で回復する，一過性

の炎症反応が見られた．一方，結晶性シリカ投与群については，投与後 3 日時点まで軽微な炎症

が認められたのみであり，1 週間時点において炎症反応はほぼ回復していることが分かる．しか

し，投与後 1 ヶ月時点から再び炎症が起こり，3 ヶ月時点においてはさらに炎症が強くなる傾向

を示した．このことから，Min-U-Sil 5 結晶性シリカは TiO2と異なり，5 mg/kg の単回投与によっ

て，持続性の炎症反応を引き起こすことが分かった． 

上記の病理組織学的検査の結果は，BALF 中の細胞数 (組成)，LDH，およびタンパクの測定結

果と矛盾しない．また，肝臓，腎臓，脾臓，および大脳においては，全ての観察時点において異

常所見は認められなかった． 
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図 B.6 気管内投与後 24 時間時点における肺組織の光学顕微鏡像 

 

 

図 B.7 気管内投与後 3 日時点における肺組織の光学顕微鏡像 

 



付録 B 凝集状態の異なる 3 つの TiO2ナノ粒子を用いたラット気管内投与試験 
小林憲弘，納屋聖人，遠藤茂寿，丸 順子，山本和弘，中西準子 

付録 B-7 

 

図 B.8 気管内投与後 1 週間時点における肺組織の光学顕微鏡像 

 

 

図 B.9 気管内投与後 1 ヶ月時点における肺組織の光学顕微鏡像 
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図 B.10 気管内投与後 3 ヶ月時点における肺組織の光学顕微鏡像 

 

4. 考察 

本試験結果を総括すると，TiO2粒子暴露群においては，肺重量，BALF 中の炎症細胞数，LDH，

IL-6，および病理組織学的検査のいずれの結果についても，投与後 1 週間から 1 ヶ月時点で回復

する，一過性の変化が見られた．また，粒子の凝集状態と炎症反応との間に明確な関係は見られ

なかった．一方，Min-U-Sil 5 結晶性シリカ暴露群においては，TiO2粒子と同様に，投与後初期の

炎症反応が見られ，投与後 1 週間時点において炎症反応は一度回復した．しかし，投与後 1 ヶ月

時点において再び BALF 中の炎症細胞数の増加や肺組織の炎症が認められ，これらの変化は投与

後 3 ヶ月時点においてより大きくなる傾向を示した． 

以上をまとめると，TiO2はその凝集状態によらず，5 mg/kg の用量においては一過性の炎症のみ

が認められた．一方，結晶性シリカは同じ用量で少なくとも 3 ヶ月間持続する炎症が認められ，

TiO2の暴露による影響とは大きく異なることが明らかとなった． 

 

5. 参考文献 

Kobayashi N, Naya M, Endoh S, Maru J, Yamamoto K, Nakanishi J (2009). Comparative pulmonary 

toxicity study of nano-TiO2 particles of different sizes and agglomerations in rats: Different short- and 

long-term post-instillation results. Toxicology 264: 110–118. 

 



付録 C 皮膚暴露試験まとめ 
足立孝司，山田七子，山元 修 

付録 C-1 

 

付録 C 

皮膚暴露試験まとめ 

足立孝司, 山田七子, 山元修 (鳥取大学医学部感覚運動医学講座皮膚病態学分野) 

 

NEDO プロジェクト (P06041) 「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」の課題の一つとして，ナノ

粒子の急性単回経皮暴露試験ならびに長期経皮暴露試験を行い，その皮膚への影響の検討を行っ

た．検討対象は，現在市販のサンスクリーンなどに広く使われている二酸化チタン (TiO2) ナノ粒

子である． 

 

− 単回暴露 − 

 

1) はじめに 

二酸化チタン (TiO2) ナノ粒子の皮膚への形態学的影響を評価する手法を開発し手順書を作製

することを最終目標とし，動物を用いてTiO2ナノ粒子の単回暴露後の皮膚におけるTiO2ナノ粒子

の局在や皮膚の形態学的変化について研究を行った． 

最適暴露時間を検討するにあたって行った 1，2，4，8，12 時間暴露予備実験にて，4 時間暴露

群に最も高い頻度で毛包内侵入が観察された (1 時間後 11.7%，2 時間後 9.0%，4 時間後 14.6%，8

時間後 8.3%，12 時間後 4.5%) ため，本実験では暴露時間 4 時間に的を絞って各種形態学的手法

にて観察した．また，単回暴露後 1，3，7 日目の観察のための暴露実験も追加して行った．テー

プストリッピング法を用いた角質層下部の評価のために 80 回までストリッピングを行った．観察

項目は，光顕，透過型電顕，走査型電顕，蛍光色素標識 TiO2エマルジョン暴露標本の蛍光顕微鏡

観察である． 

 

2) 材料と方法 

【エマルジョン仕様】 

10wt% TiO2 (ST-01：石原産業 (株) ) 含有エマルジョンと TiO2を含まない同組成のコントロール

エマルジョンを使用した． 

共焦点レーザー顕微鏡観察には蛍光色素 FITC 修飾 10wt%TiO2含有エマルジョンを使用した． 
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付録 C-2 

表 C.1 TiO2含有 W/O エマルジョンの組成 

処方 原料 配合割合〔wt%〕

油層 

NILLOL ニコムルス WO (W/O 乳化剤) 

〔配合成分〕 (配合割合は不明) 

シクロペンタシロキサン，PEG-10，ジメチコン，ジステアルジモ

ニウムヘクトライト 

4.0 

デカメチルシクロペンタシロキサン KF-995 50.0 

水層 

酸化チタン (ビーズミル解砕品) 10.0 

酢酸 0.55 

精製水 to 100 

   

物性値 
TiO2の平均粒子系〔nm〕 17 

TiO2のゼータ電位〔mV〕 +38.7 

 

【実験動物】 

8 週齢 (体重 202～267 g) の HWY (Hairless Wistar Yagi) ラット (雄) (日本 SLE) を用いた．本実

験は鳥取大学医学部動物実験委員会の承認を得て行った． 

 

【経皮暴露試験】 

HWY ラットの背部皮膚 15 cm2 (5×3 cm) の範囲に 4 mg/cm2 の TiO2含有ならびにコントロール

エマルジョンを外用し，4 時間後の皮膚を採取した．経時的変化をみるため，暴露 1 日後，3 日後，

7 日後の皮膚も採取した． 

 

【光学顕微鏡観察】 

光顕用試料は 10%中性緩衝ホルマリンで灌流固定もしくは浸漬固定した．ヘマトキシリン-エオ

シン (HE) 染色切片を作製し，生物顕微鏡 (OLYMPUS BX50) により観察した．4 時間暴露では

TiO2暴露群 30 匹，コントロール群 15 匹の観察を行った．暴露 1，3，7 日後では TiO2暴露群 10

匹，コントロール群 10 匹の観察を行った． 

 

【免疫組織化学的染色】 

採取した 4 時間暴露後の皮膚を 10%中性緩衝ホルマリン固定標本より，未染色パラフィン切片

を作製し，アルカリフォスファターゼ発色による免疫組織化学的染色を行った．TiO2 暴露群 25

匹とコントロール群 12 匹で，表皮細胞の対象抗原の局在の変化を観察した．使用した抗体を表

C.2 に示す． 
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付録 C-3 

表 C.2 使用した抗体 

抗体 メーカー 希釈倍率 

anti-cytokeratin 10 (LHP1) Abcam 25 倍 

anti-cytokeratin 14 (LL002) YLEM 50 倍 

anti-cytokeratin 5+8 (RCK102) Abcam 50 倍 

anti-cytokeratin 17 (E3) DAKO 20 倍 

anti-pankeratin (AE1/AE3) PROGEN Biothechnik 100 倍 

anti-acidic cytokeratin (AE1) Abcam 50 倍 

anti-p63 (sc-8431) Santa Cruz 50 倍 

anti-metallothionein (E9) Zymed laboratories 40 倍 

anti-rat Ki-67 (MIB-5) DAKO 10 倍 

anti-phospho-heat Shock Protein 27 (pSer15) Affinity BioReagent 50 倍 

anti-phosopho heat shock protein 47 (Colligin) Stressgen 500 倍 

 

さらに terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated deocyuridine triphosphate-biotin nick end 

labeling (TUNEL) 法により免疫組織化学的にアポトーシス細胞の検出を行った．ApopTag® 

fluorescein In Situ apoptosis detection kit (Chemicon international 社)を用いてアルカリフォスファター

ゼ発色による染色を行った． 

 

【共焦点レーザー顕微鏡観察】 

 FITC 標識 TiO2 含有エマルジョンの単回 4 時間暴露標本を詳細に観察するために，共焦点レー

ザー顕微鏡 (ライカマイクロシステムズ社，Leica TCS SP2) を利用した．同一視野で FITC 標識を

緑  (488 nm)，ラット皮膚の自発蛍光を赤  (543 nm) でそれぞれ撮影し，画像編集ソフト 

(Paintgraphic®2) で画像を統合した．TiO2暴露群 6 匹，コントロール群 3 匹の観察を行った． 

 

【透過型電子顕微鏡観察・X 線元素分析】 

4 時間暴露後のラット背部皮膚の電顕用試料はカコジル酸緩衝 2.5%グルタールアルデヒドで灌

流固定を行った．0.1M カコジル酸緩衝液で洗浄後，1%四酸化オスミウムで後固定し，エタノー

ルの上昇系列にて脱水した．メチルグリシジルエーテル (QY-2) による置換後，Epon812 49.12%，

dodecenyl succinic anhydride 24.62%，2,4,6-tri dimethylaminomethyl phenol 1.76%により包埋した．ウ

ルトラミクロトーム (ライカマイクロシステムズ社) により超薄切片を作製し，透過型電顕 (日立

H-7100，JOEL JEX-200EX) で観察し，一部はエネルギー分散型 X 線分光装置 (EDX) による元素

分析も行った．TiO2暴露群 15 匹，コントロール群 8 匹の観察を行った．1 個体あたり 3 サンプル 

(TiO2暴露群 15 匹×3 ヵ所=45 ヵ所，コントロール群 8 匹×3 匹＝24 ヵ所) について，グリッド上

の超薄切片の表皮真皮全体を高倍で分割撮影し詳細に観察した． 

 

【走査型電子顕微鏡観察・X 線元素分析】 

4 時間暴露後の角層剥離前の皮膚と透明粘着テープ (スコッチ TM，No.CC1220-BX-J) を用いた
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付録 C-4 

テープストリッピング法による 1，40，80 回角層剥離後の皮膚をホルマリン蒸気固定した．低真

空走査型電顕 (日立 S-2460N) で皮膚表面を観察し，エネルギー分散型 X 線分析装置 (Horiba 

EMAX-5770W) による元素分析を行った．TiO2暴露群 10 匹，コントロール群 10 匹の観察・分析

を行った． 

 

3) 結果 

① 4 時間暴露試験 

【光学顕微鏡像 (HE 染色) による TiO2の局在性および病理組織学的変化の観察】 

 TiO2 暴露群すべてにおいて黄褐色の粒状物質が観察され，これらは角質層上層に局在していた 

(図 C.1)．角質層下層には光顕的には粒状物質はみられなかった．毛包漏斗部の粒状物質の局在 (図

C.2) は 30 匹中 25 匹，1094 毛包のうち 162 毛包にみられた．表皮や毛包の生細胞領域への侵入は

みられなかった．表皮の顆粒層～基底層の厚さを接眼ミクロメーターで測定した．TiO2暴露群 30

匹の平均値は 34.9 µm±3.87S.D.で，コントロール群 15 匹の平均値は 35.3 µm±4.55S.D.であった．

両者の平均値間には t 検定で有意な差はみられず，表皮の顆粒層～基底層の厚さに変化はなかっ

た．表皮，毛包，真皮に著明な病理学組織学的変化はみられなかった． 

 注：なおここでは，basket weave 状の形態を示す角質層の上の部分を角質層上層，compact な角

質細胞の堆積を示し最下部が直下の顆粒層と接する下方の部分を角質層下層と定義する． 

 

 

【免疫組織化学的変化の検討】 

いずれも免疫組織化学的に暴露群とコントロール群の間に明らかな相違はなかった． 

 

 

図 C.1 角層 (HE 染色 400 倍) 図 C.2 毛包漏斗部 (HE 染色 400 倍)
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【FITC 修飾 TiO2含有 W/O エマルジョン 4 時間暴露後の共焦点レーザー顕微鏡観察】 

角質層上層 (図 C.3) と毛包漏斗部 (図 C.4，C.5) に FITC 標識粒状物質からの信号がみられた． 

表皮，毛包の生細胞領域や真皮には蛍光信号はみられなかった． 

 

 
図 C.3 毛包間表皮 図 C.4 毛包漏斗部 図 C.5 毛包開口部 

 

【透過型電子顕微鏡による TiO2の局在性および表皮細胞の細胞学的変化の観察】 

透過型電顕による観察では，TiO2 暴露群すべての角質層上層と一部の毛包漏斗部に電子密な微

細顆粒状物質あるいはその凝集体が観察された．元素分析で，これらが TiO2であることが確認さ

れた．角質層下層や顆粒層以下の表皮の生細胞や真皮への TiO2 粒子の侵入は確認されなかった．

毛包上皮角質層では微細顆粒状物質は毛包漏斗部顆粒層にかなり接近して見られた (図 C.10) が，

生細胞領域には認められなかった．表皮，毛包構成細胞に細胞形態学的変化はみられなかった． 

透過型電顕の通常観察で毛包間表皮角質層の最も深い部分 (上層の中下部) まで TiO2 を疑われ

る顆粒が達し，かつ毛包漏斗部の深部まで侵入していた暴露群 3 匹を選んで EDX による元素分析

を行った (一切片につき最大 109 ヵ所元素分析した)．角質層上層上～中部 (図 C.11–14)，毛包漏

斗部の角質層やや深いところ (図 C.17，18) に局在する顆粒状物質でチタンの信号が検出された．

しかしながら生細胞領域にはチタンは確認されなかった． 
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図 C.9 毛包漏斗部深部 (TEM 像) 図 C.10 [図 C.9]の拡大像 

 

 

 

 

 

 

図 C.7 [図 C.6]の角質層上層上部 

 

図 C.6 角質層 (TEM 像) 図 C.8 [図 C.6]の角質層上層中部 
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付録 C-7 

 

 

図 C.11 角質層上層上部 図 C.12 [図 C.11]の EDX 分析 

 

図 C.13 角質層上層中部 図 C.14 [図 C.13]の EDX 分析 

 

図 C.15 角質層上層下部 図 C.16 [図 C.15]の EDX 分析 

 

 

図 C.17 毛包漏斗部の深部 図 C.18 [図 C.17]の EDX 分析 
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【走査型電子顕微鏡観察・分析】 

・暴露皮膚の角質層最外表面を低真空 SEMで観察すると，粒状，球状物質が全体に均一にみられ，

エネルギー分散型X線分析にてチタンと確認された．テープストリッピング40回剥離後では毛包

開口部およびその周囲にのみ粒状物質は分布しておりチタンを検出した．毛包間表皮の角質層に

は検出されなかった．80回剥離後では，40回剥離でみられていた毛包周囲の粒状物質もみられな

くなり，毛包間表皮にもチタンを検出できなかったが，毛包開口部を詳細に観察すると一部でわ

ずかに粒状物質がみられ，チタンを検出した． 

 

② 経時的変化の検討 

【光学顕微鏡像 (HE 染色) による TiO2の局在性および病理組織学的変化の観察】 

・4 時間後にしばしばみられた毛包漏斗部の TiO2と思われる粒状物質は 1 日後にはみられなくな

った． 

・角質層上層の粒状物質は 1 日後では減少しているが，角質層上層上部に残存しているのが散見

された．3 日後では毛包開口部上部の角質層にほぼ限られていた．7 日後ではごくわずかに毛包開

口部の角質層上部に観察されたものがあったが，ほとんどは粒状物質が確認できなかった (図

C.19)． 

・表皮，毛包の生細胞領域へ侵入は光顕上観察されなかった． 

 

図 C.19 経時的変化 (光顕像) 

 

【免疫組織化学的変化の検討】 

10 種類の抗体についての検討では 1，3，7 日後のいずれも暴露群とコントロール群の間に明ら

かな差はなかった． 

 

【透過型電子顕微鏡による TiO2の局在性および表皮細胞の細胞学的変化の観察】 

TiO2暴露群 1 日後の角質層上層に電子密な微細顆粒状物質が観察された (図 C.20)．3，7 日後の

毛包間表皮の角質層には微細顆粒状物質はおおむねみられなかった (図 C.20)．1，3，7 日後のい

ずれも毛包内および生細胞領域に微細顆粒状物質はみられなかった．  
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付録 C-9 

 

1 日後 3 日後 7 日後 

  

図 C.20 TEM 像 

 

4) 考察 

TiO2 ナノ粒子の経皮吸収に関する実験の多くは角質層，毛包開口部，皮溝への局在は認められ

るが，生細胞領域への侵入はないだろうと報告している．しかし，TiO2 ナノ粒子の皮膚透過性を

示唆する報告もあり，結論は出ていない． 

 我々の病理組織学的および共焦点レーザー顕微鏡検討では，粒子のほとんどは角質層上層上部

と毛包漏斗部角質層に局在していた．すなわち光学顕微鏡レベルでは生細胞領域 (表皮顆粒層以

下の部分) にナノ粒子の分布はみられず，また皮膚の形態学的変化も認められなかった．暴露後

経時的に，TiO2 ナノ粒子が角質層の上方への移動に従い，毛包間表皮より速やかに消失するのに

対し，毛包開口部上部にはしばらく残存するのが確認された． 

 ナノ粒子の局在をより詳細かつ正確に評価するために，EDX または EELS による元素分析を含

め透過型電子顕微鏡的に行った観察でも，TiO2 粒子は生細胞領域には観察されず，毛包間表皮の

角質層上層と毛包漏斗部角質層に限局していた．また表皮細胞の形態に著変は認められなかった．

また，テープストリッピング後の皮膚表面を走査型電子顕微鏡による観察と EDX による元素分析

は我々の試みが初めてであるが，光学顕微鏡的観察とあわせ，毛包周囲の TiO2粒子の分布の暴露

後の経時的変化の詳細が明らかにされた．毛包周囲に限り TiO2粒子がその角質層深部に局在して

いていた理由として，①毛包周囲の角質細胞間の密着性が比較的ゆるく，直接微細粒子が通過し

やすい可能性と，②一旦毛包漏斗部角質層に侵入した微細粒子が，皮脂分泌の流れに乗って毛包

外に排出される過程で，毛包開口部の角質細胞の連続性が途切れた部分から角質細胞間隙に入り

込んだ可能性を考えた． 

 今回の研究で，毛包漏斗部角質層に局在する TiO2ナノ粒子が，生細胞に比較的近接して局在し

ていたことが初めて明らかにされた．すなわち，この領域で皮膚のバリア機能 (特に角質による

バリア) が崩壊した場合，ナノ粒子が生細胞領域に侵入する可能性を否定できない．皮膚のバリ

ア機能は紫外線暴露によって障害される可能性があるが，我々の研究では紫外線暴露は行ってお

らず，さらなる研究が必要である． 
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− 長期暴露 − 

 

1) はじめに 

経皮長期暴露による形態学的変化の観察のために，単回暴露試験の時に用いたものと同じ組成

の二酸化チタンナノ粒子エマルジョンを作成した．連日ヘアレスラットの背部に塗布し，塗布開

始 2 週間後，4 週間後，8 週間後の皮膚を採取した．同時に，肝，腎，脾，脳，肺を摘出した．皮

膚標本の病理組織標本ならびに電子顕微鏡 (以下電顕) 標本を作製し，観察を開始した．摘出した

臓器について外注にて組織内チタン濃度を測定した． 

 

2) 材料と方法 

【エマルジョン仕様】 

ホソカワミクロン (株) に外注委託し ST-01 (石原産業 (株) ) を原料とし，SC ミル (三井鉱山 

(株) ) によるビーズミル解砕処理 (酢酸使用) して得られたスラリーを用いて乳化した． 

〔TiO2含有 W/O エマルジョンの調整〕 

1) 油層 (乳化剤) を攪拌 (十字羽型攪拌機) しながら水を徐々に添加し粗乳化させた． 

2) クレアミックス処理 (18,000 rpm，非密閉) ×2 min にてエマルジョンを微細化させた． 

 

表 C.3 TiO2含有 W/O エマルジョンの組成 

処方 原料 配合割合〔wt%〕

油層 

NILLOL ニコムルス WO(W/O 乳化剤) 

〔配合成分〕 (配合割合は不明) 

シクロペンタシロキサン，PEG-10，ジメチコン，ジステアルジモ

ニウムヘクトライト 

4.0 

デカメチルシクロペンタシロキサン KF-995 50.0 

水層 

酸化チタン (ビーズミル解砕品) 10.0 

酢酸 0.55 

精製水 to 100 

   

物性値 
TiO2の平均粒子系〔nm〕 17 

TiO2のゼータ電位〔mV〕 +38.7 

 

蛍光顕微鏡観察には蛍光色素 FITC 修飾 TiO2含有エマルジョンを使用した． 

蛍光色素 FITC 修飾 TiO2の作製手順は以下の通りである． 

＜FITC250 mg を溶解したアセトン 250 mL 中に TiO2原料粉末 50 g を添加し，超音波処理にて分

散させた＞→＜エバポレーター (40℃水浴中，真空度-60 kPa) にてアセトンを蒸発させた＞→＜

乳鉢解砕して篩 (目開き 50 µm) を通した＞→＜ビーズミル解砕した＞ 
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【実験動物】 

6 週齢 (体重 149～188 g) の HWY(Hairless Wistar Yagi) ラット (雄) (日本 SLE) を用いた． 

本実験は鳥取大学医学部動物実験委員会の承認を得て行った． 

 

【経皮暴露試験】 

長期経皮暴露試験には表 C.3 の TiO2含有 W/O エマルジョンを使用し，コントロールには成分に

TiO2を含まない以外は表 C.3 と同じの組成の W/O エマルジョンを使用した． 

ネンブタール腹腔内麻酔下にHWYラットの背部皮膚15 cm2 (5×3 cm) の範囲に4 mg/cm2のTiO2

含有ならびにコントロールエマルジョンを 2 週間，4 週間，8 週間連日塗布を行い，暴露皮膚を採

取した．同時に，肝，腎，脾，脳，肺も摘出した．TiO2暴露群 7 匹，コントロール暴露群 7 匹で

実験を行った． 

 

【光学顕微鏡観察】 

光学顕微鏡 (以下光顕) 用試料は 10%中性緩衝ホルマリンで浸漬固定した．HE 染色切片を作製

し，生物顕微鏡 (OLYMPUS BX50) により観察した．TiO2暴露群 7 匹，コントロール暴露群 7 匹

の観察を行った． 

 

【免疫組織化学的染色】 

採取した 2 週間，4 週間，8 週間暴露後の皮膚のホルマリン固定標本より，未染色パラフィン切

片を作製し，アルカリフォスファターゼ発色による免疫組織化学的染色を行った．TiO2 暴露群 7

匹とコントロール群 7 匹で，皮膚の対象抗原の局在の変化を観察した．これまでに使用した抗体

を表 C.4 に示す． 

 

表 C.4 使用した抗体 

Antibody  Dilution  

Anti-cytokeratin 10 (LHP1)  1:25  

Anti-cytokeratin 14 (LL002)  1:50  

Anti-cytokeratin 5+8 (RCK102)  1:50  

Anti-cytokeratin 17 (E3)  1:20  

Anti-pankeratin (AE1/AE3)  1:100  

Anti-acidic cytokeratin (AE1)  1:50  

Anti-metallothionein (E9)  1:40  

Anti-rat Ki-67 (MIB-5)  1:10  

Anti-phospho-Heat Shock Protein 27 (pSer15)  1:50  

Anti-phospho-Heat Shock Protein 47 (Colligin)  1:500  

Anti-p63 (4A4)  1:50  

Anti-fibroblasts (TE-7)  1:100 

Anti-Factor XIIIa (AC-1A1)  1:25  
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さ ら に terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated deoxyuridine triphosphate-biotin nick 

end-labeling (TUNEL) 法により免疫組織化学的にアポトーシス細胞の検出を行った． 

 

【共焦点レーザー顕微鏡観察】 

FITC 標識した TiO2含有エマルジョンを使用し，暴露 4 時間後の皮膚を採取した．FITC 標識し

た TiO2含有エマルジョンを使用し，2 週間，4 週間，8 週間暴露後の皮膚を採取した．凍結組織包

埋剤に包埋，凍結させ，クリオスタットで切片を作製した．共焦点レーザー顕微鏡観察により同

一視野で FITC 標識粒子の蛍光を緑 (488 nm)，ラット皮膚の自発蛍光を赤 (543 nm) でそれぞれ撮

影し，画像編集ソフトで画像を統合し，FITC 標識された粒状物質の局在を観察した．TiO2暴露群

3 匹，コントロール群 3 匹の観察を行った． 

 

【透過型電顕観察・分析】 

2 週間，4 週間，8 週間暴露後のラット背部皮膚の電顕用試料はカコジル酸緩衝 2.5%グルタール

アルデヒドで浸漬固定を行った．0.1M カコジル酸緩衝液で洗浄後，1%四酸化オスミウムで後固

定し，エタノールの上昇系列にて脱水した．メチルグリシジルエーテル (QY-2) による置換後，

Epon812 49.12%，dodecenyl succinic anhydride 24.62%，2,4,6-tri dimethylaminomethyl phenol 1.76%に

より包埋した． 

 ウルトラミクロトーム (ライカマイクロシステムズ社) により超薄切片を作製し，透過型電顕 

(日立 H-7100，JOEL JEM-1400) で観察し，一部はエネルギー分散型 X 線分光装置 (EDX) による

元素分析も行った．TiO2暴露群 7 匹，コントロール群 7 匹の観察を行った． 

 

【走査型電顕観察・分析】 

2 週間，4 週間，8 週間暴露後の角層剥離前の皮膚と透明粘着テープ  (スコッチ TM，

No.CC1220-BX-J) を用いたテープストリッピング法による 40, 80 回角層剥離後の皮膚をホルマリ

ン蒸気固定した．低真空走査型電顕 (日立 S-2460N) で皮膚表面を観察し，エネルギー分散型 X

線分析装置 (Horiba EMAX-5770W) による元素分析を行った．TiO2暴露群 3 匹，コントロール群

3 匹の観察・分析を行った． 

 

【臓器中チタン濃度の測定 (東レリサーチセンターに委託) 】 

摘出臓器 (脳，肺，肝臓，脾臓，腎臓) を-80℃で凍結保存後，東レリサーチセンターへ輸送し

た．試料を自然解凍後，試料質量を測定した．試料質量に対して 3 倍量の超純水を加え，ホモジ

ナイザー (テフロン製) でホモジナイズした． 

 各試料から 1 g を採取，蒸発乾固後，硝酸 1 mL 及び過酸化水素 0.3 mL 添加し，マイクロ波試

料前処理 (ETHOS 1) 180℃，20 分加熱を行った．冷却後，加熱し，蒸発乾固直前まで濃縮し，硝

酸 0.5 mL を加え，超純水 10 mL に定容した． 

高分解能 ICP 質量分解装置 (ICP-SFMS, Finnigan ELEMENT2) により，実測試料中の Ti 濃度を

測定した (測定質量数 m/z = 49，質量分解能 R = 4,000)．実測質量中の Ti 濃度から，試料中の Ti

濃度を算出した． 
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慢性暴露 TiO2暴露群 5 匹，コントロール暴露群 5 匹から臓器を摘出した． 

 

3) 結果 

【光顕像 (HE 染色) による TiO2の局在性および病理組織学的変化の観察】 

・TiO2 暴露群すべての角質層上層に粒状物質がみられた．2 週間，4 週間暴露では上層下部に

まで達していた． 

・角質層下層には光顕的には粒状物質はみられなかった． 

・TiO2 暴露群 2, 4, 8 週間暴露のいずれも一部に錯角化がみられた． 

・TiO2 暴露群 2, 4, 8 週間暴露のいずれもごく一部に海綿状態がみられた． 

・TiO2 暴露群 2, 4, 8 週間暴露のいずれも一部の毛包漏斗部に粒状物質の局在が  

  みられたが，2 から 4 週間暴露でピークに達し，8 週間では減少傾向にあった． 

    (2 週間暴露 31.5%，4 週間暴露 30.8%，8 週間暴露 24.3%) 

    (参考：単回 4 時間暴露で 14.6%) 

・表皮や毛包の生細胞領域への侵入は確認されなかった． 

・TiO2 暴露群 8 週間暴露において毛包間表皮の顆粒層～基底層の肥厚がみられた． 

注：なお，ここでは basket weave 状の形態を示す角質層の上の部分を角質層上層，compact な角

質細胞の推積を示し最下部が顆粒層と接する下方部分を角質層下層と定義する． 

 

【免疫組織化学的染色】 

・いずれもコントロールと比べ，大きな変化はなかった． 

・TUNEL 染色を行ったが，アポトーシス細胞は検出されなかった． 

 

【共焦点レーザー顕微鏡観察】 

・角質層上層と毛包漏斗部に 蛍光信号がみられた． 

・表皮，毛包の生細胞領域や真皮には蛍光信号はみられなかった． 

 

【透過型電顕による TiO2の局在性および表皮細胞の細胞学的変化の観察】 

・TiO2 暴露群すべての角質層上層と一部の毛包漏斗部に電子密な微細顆粒状物質あるいはその

凝集体が観察された．これらの微顆粒状物質から EDX 分析によりチタンが検出された． 

 ・角質層上層と毛包漏斗部には凝集していない微細顆粒状物質もみられた． 

 ・表皮や毛包の生細胞領域への侵入は確認されなかった． 

 ・毛包漏斗部角質層では微細顆粒状物質は生細胞にかなり接近していた． 

 

【走査型電顕観察・分析】 

 ・TiO2暴露群皮膚の角質層に粒状，球状物質がみられチタンを検出した． 

 ・2 週間，4 週間暴露後の中等度剥離後では，粒状物質は毛包開口部にのみ分布しチタンを検出

した． 

 ・2 週間，4 週間暴露後では高度剥離後も毛包開口部深部もしくは漏斗部上部にわずかに粒状物

質を認めチタンを検出した． 
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 ・8 週間暴露後では角質の中等度・高度剥離後の毛包開口部，漏斗部においてもチタンは検出

されなかった． 

 

【臓器中チタン濃度の測定】 

 

 

 

− 文献 − 

 

Adachi K, Yamada N, Yamamoto K, Yoshida Y, Yamamoto O (2010). In vivo effect of industrial titanium 

dioxide nanoparticles experimentally exposed to hairless rat skin. Nanotoxicology 4: 296–306. 
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付録 D 

NIOSH による勧告暴露限界の導出 (2005, Draft） 

に関する考察 

 

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health：米国国立労働安全衛生研究所) は，

2005 年に「酸化チタンの健康有害性評価と作業環境暴露に関する勧告」 (Evaluation of Health 

Hazard and Recommendations for Occupational Exposure to Titanium Dioxide) の草案 (draft) を公表

した (NIOSH 2005)．この文書は 2010 年 12 月時点で Draft であるが，TiO2 ナノ粒子に対する作業

環境での勧告暴露限界 (recommended exposure limits, RELs) を提示している数少ない例の一つで

あることから，その導出の過程を概観するとともに，重要なポイントについて考察と見解を示す． 

 

注：本評価書の完成後に，この文書の確定版が出版された (2011 年 4 月)．基本的な考え方や計

算の骨子は維持されているが，いくつかの計算過程に変更がなされ，勧告暴露限界も修正

された． 

 

1. NIOSH (2005) の概要 

 

NIOSH は，TiO2 に関するヒト，動物および in vitro 試験の再評価やメカニズムに関する検討を

基礎として，がん (肺腫瘍) と非発がん (肺の炎症) 反応に対するラットの用量反応データを解析

し，45 年間の作業期間中暴露しても有意な健康影響が生じない TiO2 気中濃度 (＝勧告暴露限界) 

を算出した． 

その際，重量濃度として表現した場合，超微粒子 (一次粒子径が 0.1 μm 未満の吸入性粒子) は

微粒子 (吸入性粒子サンプリングで集められる 10 μm までの粒子で，4 μm の粒子の捕集効率が

50%) に比べて，肺への影響が大きいと考えられることから，微粒子と超微粒子とで別個の値を

示した．導出された勧告暴露限界は次の通りである． 

 

 微粒子 TiO2 ： 1.5 mg/m3 

 超微粒子 TiO2 ： 0.1 mg/m3 

 

注：確定版 (NIOSH 2011) では，TiO2微粒子 (fine) の REL は 2.4 mg/m3，TiO2超微粒子 (ultrafine) 

の REL は 0.3 mg/m3 とされた． 
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1.1 前提となる議論 

1.1.1 TiO2 への暴露によるげっ歯類の反応 

微粒子および超微粒子の TiO2 は，げっ歯類の肺に対して，気管支肺胞洗浄液  (BALF：

bronchoalveolar lavage fluid) 中の好中球数の持続的な増加または間質組織の炎症細胞数の増加を

特徴とする慢性炎症や，繊維化，腫瘍を生じる． 

肺での影響は，げっ歯類の中でも種差があり，ラットは，マウスやハムスターと比較して，TiO2

を始めとする PSLT (poorly soluble, low toxicity：難溶解性低毒性) 粒子の暴露により生じる肺腫瘍

に対する感受性が高いことを示す報告がある．  

 

1.1.2 用量の指標 

 超微粒子 TiO2 は微粒子 TiO2 よりもげっ歯類の肺に大きな損傷を与えるとする報告がある．ラ

ットにおける肺の炎症を含む非発がん反応および肺腫瘍の発生は，粒子の重量よりも表面積と密

接な関係がある．TiO2，硫酸バリウム，カーボンブラック，トナーや炭粉などの PSLT 粒子の用

量反応関係は，用量を重量で表現すると粒子ごとに異なったものになるが，用量を肺重量あたり

の保持粒子の表面積で表現すると，すべての粒子を一つの用量反応関係によって表現することが

できる．このことから，後の解析では，用量の指標として重量ではなく表面積を用いることとし

た．微粒子 TiO2 と超微粒子 TiO2 の用量を表面積の指標に換算することにより，微粒子と超微粒

子のデータを統合して扱う． 

 

1.1.3 肺腫瘍のメカニズムについて 

微粒子および超微粒子 TiO2 に暴露したラットで認められた腫瘍反応は，TiO2 自体の遺伝毒性に

よるよりも，むしろ，肺内での TiO2 の蓄積，肺クリアランスメカニズムの過負荷から，その後の

肺の炎症や酸化ストレスの増加，細胞増殖という流れからなる二次的な遺伝毒性メカニズムによ

り生じると見なした．  

このメカニズムは，物質としての組成よりむしろ吸入された粒子の物理学的な形状 (すなわち，

粒子表面積) に関係しているようである．様々な PSLT 粒子の用量を粒子表面積として表すと，

ラットでの持続的な肺の炎症や肺腫瘍などの反応は，一貫した用量反応関係を示す．このことに

加え，TiO2 に暴露したラットの BALF から分離した炎症細胞が未処理細胞の突然変異を誘発しう

る活性酸素種を放出することを示す in vitro 試験，また，限定的ではあるが，ヒトにおいても炎症

が肺腫瘍の要因であるかもしれないという証拠も，TiO2 による肺腫瘍が二次的遺伝毒性メカニズ

ムによるものと整合的である． 

 

1.1.4 ヒトとげっ歯類の比較 

ヒトとげっ歯類における TiO2 粒子吸入の影響には多くの類似点がある．TiO2 へ暴露した労働者
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の疫学調査では，必ずしも暴露と影響の関係は明確にはなっていないものの，ラットなどの実験

動物でもみられるような慢性炎症，肺胞蛋白症，繊維症，肺胞化成といった症状が観察されてい

る．また，慢性炎症や上皮細胞増殖を特徴とする肺疾患のある人は肺腫瘍のリスクが増加するこ

とや，炎症や酸化的組織障害を引き起こす可能性がある吸入性結晶性シリカに暴露した作業者で

肺腫瘍が用量依存性に増加したことが報告されている． 

ラットの肺腫瘍は肺からの粒子クリアランスの「過負荷」に対するラット特有の反応に起因す

るため，PSLT 粒子に暴露したラットの吸入試験の用量反応データをヒトの発がんリスクの外挿に

使うべきではないという議論がある．しかし，多様な PSLT 粒子について，肺での保持粒子の表

面積とラットの肺腫瘍の発生の間には，「過負荷」の存在を考慮することなく，一貫した用量反応

関係を描くことが可能である．さらに，ヒトにおける粒子の肺クリアランスは，ラットに比べて

も約一桁遅く，ラットで過負荷であると考えられる用量を生じる濃度に暴露されるかもしれない

人 (例えば炭鉱作業者) もいる．したがって，ラットで過負荷を生じる用量は，高濃度の粉じん

に暴露された作業者の疾病リスクの推定に適切であるかもしれない． 

ヒトと定量的に比較するに際して，TiO2 の発がん性に対するラットとヒトの相対的な感受性に

関する直接的な証拠はないが，アスベストや結晶性シリカのような既知のヒト発がん性物質の研

究結果によれば，ラットはこれらの影響に対して，ヒトより感受性が高いということはない．一

方，マウスとハムスターはヒト発がん性物質によっては試験で擬陰性となることが知られている．

また，ヒトにおいて二酸化チタン粒子への暴露終了後数年にわたり肺での著しい沈着や持続的な

炎症が見られるケースがあることは，暴露後に速やかなクリアランスパターンや炎症の回復が見

られたハムスターよりも，高濃度暴露されたラットやマウスでの観察と整合的である． 

TiO2 に暴露されたラットでの肺腫瘍は良性扁平上皮囊胞，気管支肺胞腺腫，扁平上皮細胞上皮

癌 や腺癌であった (Lee et al. 1985; Heinrich et al. 1995)．ヒトリスク評価にとってのげっ歯類の良

性扁平上皮囊胞 (ラット肺における増殖性確執囊胞，囊胞性角化損傷) の意義について議論が行

われているが，多くの病理学者は，ラット肺の扁平上皮角化腫瘍はヒト肺病理とは関係がないと

考えている．一方，TiO2 に暴露されたラットで認められた肺の腺腫と腺癌はヒトの肺の腫瘍と同

様である．これらのことから，肺腫瘍に関する用量反応関係の解析は，扁平上皮角化囊胞腫瘍を

除いた肺腫瘍のデータに基づいて行うことにした． 

 

1.1.5 ヒトへの換算 

ラットの用量反応データに統計学的モデルを当てはめることにより，肺の炎症または肺腫瘍の

過剰発生 (1/1000＝1000 人に 1 人) が生じる肺内保持粒子用量 (最尤推定値と 95%下限信頼限界) 

が推定された．この用量は臨界用量と呼ばれる．用量の指標としては表面積が用いられた． 

次に，ヒトとラットの肺組織は，等しい粒子表面積用量に対して等しい感受性を持つと仮定し

て，ラットの推定臨界用量 (表面積用量) は，肺重量の種差 (ラット肺重量 1 g，ヒト肺重量 1000 

g) で補正することにより，ヒト等価量が推定された． 
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さらに，臨界用量のヒト等価量 (表面積用量) は，粒子の比表面積データを用いて重量用量へ

と換算された後に，45 年間の作業期間中暴露するというシナリオのもと，ヒト肺ドシメトリーモ

デルを用いることによって，相当する気中 TiO2 濃度 (重量濃度) が算出された． 

表面積用量から粒子重量に換算するため，微粒子の場合は 6.68 m2/g (Tran et al. 1999) が，超微

粒子の場合は 48 m2/g (Heinrich et al. 1995) という比表面積が用いられた．微粒子 TiO2 と超微粒子

TiO2 に対する REL 値の違いは，粒子の比表面積の違いに由来する． 

 

注：確定版 (NIOSH 2011) では，ヒト等価量の計算のために，肺重量ではなく肺表面積が用い

られた． 
 

1.2 臨界用量および相当する気中濃度の推定 

1.2.1 炎症 

【ラットデータ】二つのラット亜慢性吸入試験 (Tran et al. 1999; Cullen et al. 2002) を用いて，

粒子の肺保持量 (表面積用量) と肺の炎症反応 (BALF 中の好中球数) の関係が調べられた．  

【用量反応関係の解析】二つの試験データに合う用量反応曲線はなかった．用量反応曲線の形

状は同様 (非線形，低用量側では反応の上昇は認められず，ある臨界用量よりも大きな用量では

炎症反応が増加) であるけれども，炎症が生じ始める用量には有意差があった．このため，これ

らの試験のデータは別々に piecewise 線形モデルにより解析され，それぞれに閾値パラメータが推

定された．BMDS の連続モデル (EPA 2003) もまた炎症データに当てはめられたが，これらのモ

デルは収束しないか，または良い適合が見られなかった．閾値パラメータの 95%信頼下限値 (肺

保持量：表面積用量) は，Tran et al. (1999) データ：0.0109 m2, Cullen et al. (2002) データ：0.0395 

m2 であった． 

【臨界用量に相当する気中濃度の推定】作業期間 45 年での暴露を想定した時に，上記の二つの

ラットデータセットから求められた閾値の 95%下限信頼限界を超えると推定される平均気中濃度

は，微粒子では<0.2～10 mg/m3，超微粒子では<0.5～1.0 mg/m3 と推定された． 

 

注：確定版 (NIOSH 2011) では，炎症反応の解析において，ベンチマーク用量法が用いられる

とともに，Bermudez et al. (2002, 2004) のデータも解析に加えられた． 

 

1.2.2 肺腫瘍 

【ラットデータ】三つのラット慢性吸入暴露試験の用量反応データが用いられた．そのうち二

つは微粒子 (顔料グレード) ルチル型 TiO2 に関するもの (Lee et al. 1985; Muhle et al. 1991)，もう

一つは，超微粒子アナターゼ型 TiO2 (Heinrich et al. 1995) である．微粒子 TiO2 の用量は，Muhle et 

al. (1991) では 5 mg/m3 (74%が吸入性)，Lee et al. (1985) では 0，10，50 および 250 mg/m3 であり，

超微粒子 TiO2 の場合はおよそ 10 mg/m3 の単一用量であった．統計学的に有意な肺腫瘍の増加が
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最高用量 (250 mg/m3) の微粒子 TiO2 および超微粒子 TiO2 (約 10 mg/m3) で認められた． 

暴露 24 ヶ月での肺保持量 (重量用量) を，粒子の比表面積とラットの肺重量を用いて肺重量あ

たりの表面積用量に換算して解析に用いた． 

【用量反応の解析】BMDS (EPA 2003) の二値反応に対する一連の統計学的モデルをラット腫瘍

データ (squamous cell keratinizing cystic tumor を除く) に当てはめ，肺腫瘍の 1/1000 過剰リスクを

生じる肺の保持量 (表面積用量) を推定した．1/1000 過剰リスクに対応するベンチマーク用量下

限値 (BMDL) の推定値は，次の 3 つの手法を用いて導出された；1) 1/10 過剰リスクに対応する

BMDL 推定値 (すべてのモデルで同様の推定値が得られた)からの直線外挿，2) それぞれのモデ

ルから 1/1000 過剰リスクに対応する値を推定し，ベイズのモデル平均化手法 (BMA) を用いて集

約する方法，3) 線形多段階モデルによる推定．線形多段階モデルが用いられたのは，発がんリス

クの評価で一般に用いられることと，安全側の評価結果となることが期待されることによる．  

1/1000 過剰リスクを生じると考えられる用量の 95%信頼下限値 (肺重量あたりの肺保持量：表

面積用量) は，1/10 の BMDL からの直線外挿：0.0086 m2/g ラット肺，BMA 法：0.046 m2/g ラッ

ト肺，線形多段階モデル：0.014 m2/g ラット肺であった． 

【臨界用量に相当する気中濃度の推定】作業期間 45 年での暴露を想定した時に，肺腫瘍の

1/1000 過剰リスクを生じると推定される平均気中濃度は，用いた統計学的モデルの違いに応じて，

微粒子 TiO2 では 1～5 mg/m3，超微粒子では<0.05～0.5 mg/m3 であった． 

 

1.3 勧告暴露限界 

炎症の閾値 (不確実性係数なし) と，肺がんの 1/1000 の過剰リスクに相当する気中濃度とは，

ほぼ同レベルの値が推定された．これらの推定値が必ず同レベルであるという論理に基づいた理

由はないが，もし腫瘍の発生が二次的な遺伝毒性メカニズムによるものならば，推定された気中

濃度への暴露により生じる肺腫瘍の過剰リスクは 1/1000 よりも低くなる可能性があることを示

唆する． 

NIOSH は，安全側にたって，肺腫瘍の 1/1000 の過剰リスクについて線形モデル (1/10 の BMDL

からの直線外挿および線形多段階モデル) を適用して得られた値に基づいて RELs を算出するこ

とにした．すなわち，微粒子 TiO2 について，線形モデルから予測される 45 年間の生涯作業後に

肺がんの 1/1000 の過剰リスクに相当する平均濃度は 1～2 mg/m3 であることから，NIOSH は微粒

子 TiO2 の REL として 1.5 mg/m3 を勧告することは妥当かつ慎重であるとした．同様に，超微粒子

TiO2 について，線形モデルによる推定値が 0.05 から 0.2 mg/m3 であことから，超微粒子 TiO2 の

REL として 0.1 mg/m3 を勧告することは妥当かつ慎重であるとした．  

なお，凝集した超微粒子は微粒子サイズとしてしばしば測定されるが，構成粒子の表面積のた

めに生物学的には超微粒子として振る舞うので，凝集した超微粒子は超微粒子の REL で管理すべ

きであると NIOSH は主張している．  
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注：確定版 (NIOSH 2011) では，用量反応関係式としての線型外挿を廃するとともに，肺腫瘍

の過剰リスク 1/1000 をもたらす用量の 95%信頼下限値を，モデル平均化法によって算出

した．その他の計算過程の変更も合わせ，REL は 0.3 mg/m3 とされた． 

 

 

2. 重要なポイントに対する考察と見解 

 

 NIOSH (2005) における勧告暴露限界の算出において重要と思われる以下のポイントについて，

考察と見解を示した． 

 

2.1 肺腫瘍の機序について 

NIOSH (2005) では，TiO2 への暴露による肺腫瘍は，持続的な炎症より引き起こされる二次的

な遺伝毒性メカニズムによるものと考え，現実の作業環境での肺腫瘍の発生リスクは無視できる

ため，それまでの「作業環境における潜在的発がん性物質：potential occupational carcinogen」と

い分類を撤回するとともに，持続的な炎症と二次的な遺伝毒性反応の生じないレベルに管理する

ことを推奨している． 

この点については同意できる．第 IV 章の 2.2 発がん性および 2.3 遺伝毒性で情報を整理し考察

したように，ラットに高用量の TiO2 粒子を暴露した場合に肺腫瘍が生じる報告があり，in vitro

の遺伝毒性試験において陽性と陰性が混在しているものの，ILSI (2000) や Schins & Knaapen 

(2007) 等に見られるように，ラットにおけるPSLT (poorly soluble, low toxicity：難溶解性低毒性) 粒

子の発がん性が，持続的な炎症による酸化ストレスからもたらされる二次的な遺伝毒性に由来す

ることには合意があると言える．しかも，ILSI (2000) においては，過負荷 (高負荷量によって肺

からのクリアランスが低下している状況) は，ラットにおける腫瘍性影響に対して必要条件であ

る (ただし十分条件ではない) ことがコンセンサスであるとされている． 

 

注：確定版 (NIOSH 2011) では，超微粒子 (ultrafine) の TiO2 については，potential occupational 

carcinogen と分類された．ただし，肺腫瘍のメカニズムに関する見解については変更され

ていない． 

 

2.2 ラットとヒトの種差 

NIOSH (2005) では，ラットにおけるナノサイズ TiO2 粒子と顔料グレード TiO2 粒子への長期暴

露の試験データに基づいて，用量反応関係の解析を行っている．その際，腫瘍のタイプについて，

ラットでの所見がヒトに該当しないと考えられる扁平上皮角化囊胞腫瘍を除いた解析を行ってい

るものの，それ以外の点については，ラットはヒトでの影響評価における適切なモデルとして扱

われている．過負荷についても，NIOSH (2005) では，その存在に特に考慮することなく一貫した
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用量反応関係を描くことができること，また，ヒトにおける粒子の肺クリアランスが，ラットに

比べて一桁遅く，ラットでの過負荷に相当する用量がヒトでも生じるかもしれないことをもって，

特段の考慮をしていない． 

しかし，低毒性の粒子に対しては，ラットとヒトでは類似の影響を生じると考えられている 

(ILSI 2000) ものの，ラットは，過負荷に対して感受性の高い種であると考えられる．Hext et al. 

(2005) によれば，げっ歯類の中でも，ラットは，マウス，ハムスターに比べて，より低い TiO2

粒子の用量においてクリアランス速度の低下が生じる．また，過負荷状況下での肺胞での炎症や

上皮細胞の増殖は，ラットにおいては他の２種のげっ歯類に比べて顕著であると考えられている 

(ILSI 2000)．さらに，ラットにおいて顕著に見られる過負荷の影響は，イヌ，サル，ヒトにおい

ては，沈着粒子の間質への移行を除き，生じないものとされる (Borm et al. 2006)． 

ヒトにおいて，肺でのクリアランスが遅いことについては，ラットにおける過負荷と類似のも

のではなく，吸入された粒子がより間質へ移行しやすい傾向があることによると考えられる．デ

ィーゼル粒子や炭塵をラットとサルに吸入させた試験の結果 (Nikula et al. 1997) や，炭鉱労働者

における粒子との比較 (Nikula et al. 2001) から，ラットにおいては，過負荷の用量であるかない

かに関わらず，肺胞マクロファージに存在する割合が多いのに対して，サルやヒトにおいては間

質 (間質マクロファージ) に存在する割合が大きかった．この点に関連して，Kuempel et al. (2001) 

は，炭鉱労働者のクリアランスと肺内蓄積に関する生物数理モデルを構築し，ヒトにおいては，

過負荷 (用量依存のクリアランスの低下) の証拠は確認できず，むしろ，クリアランスが遅いこ

とが粒子の間質への移行と関連していることが示された． 

このように，ラットにおける過負荷は，それ自体をヒトに外挿することや，過負荷状況下で生

じる反応 (炎症や肺腫瘍) についても，用量反応関係を定量的に外挿することは適当でない．た

だし，ラットはヒトに比べてこれらの影響に感受性が高いと考えられることから，ラットにおい

て過負荷や持続的な炎症が生じない用量であれば，ヒトに対して同様の影響が生じることはない

だろうと考えられる．ILSI (2000) も，ラットは，慢性の炎症について，ヒトを含む他の主よりも

感受性が高いとして，毒性動力学の種差を考慮する不確実性係数として１を提案している． 

また，NIOSH (2005) においてなされている，アスベストや結晶質シリカにおけるラットとヒト

との感受性の違いに関する言及は，これらの性状や有害性が TiO2 とは大きく異なるため不適切で

ある． 

 

注：確定版 (NIOSH 2011) では，粒子状物質による肺での炎症や腫瘍に関して，ラットとヒト

との類似性や差異について考察を補強し，ラットで見られる過負荷の意義についてもディ

フェンスを試みている． 
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2.3 用量の指標 (サイズ効果) とメタ解析 

NIOSH (2005) では，TiO2 を含む多様な PSLT 粒子において，小さい粒子の方が生体への影響が

大きく，そのようなサイズによる影響の大きさの違いは，粒子の比表面積の違いにより説明でき

るとしている．その上で，サイズの異なる粒子の試験データを一つの用量反応関係として解析し

ている． 

全体的な傾向として表面積による基準化が有効であることは認めるとしても，NIOSH (2005) が

根拠の一つとする図 D.1 (NIOSH (2005)における Figure 3-4) そのプロットは大きくばらついてい

る (用量は対数軸であることに注意が必要である)．また，第 V 章の図 V.3 に示したように，表面

積を用量の指標とした場合，材料を TiO2 に限ったとしても，気管内投与試験における用量反応関

係は一貫したものとはならない．第 V 章の表 V.7 に示されるように，同じ種類の TiO2 ナノ材料 (表

では P25) であれば，同じ用量 (5 mg/kg の気管内投与試験) における反応の材料間比較において，

同程度の反応が見られている．しかし，異なる種類の粒子間での比較においては，反応の強さに

は大きな違いが見られる (表 V.8)． 

 

 

図 D.1 様々な PSLT 粒子の肺沈着量 (肺重量あたり粒子表面積) と肺腫瘍発生割合 

(NIOSH 2005 の Figure 3-4) 

 

NIOSH (2005) において，用量反応関係式の解析は，図 D.2 (NIOSH (2005) における Figure 4-4) 

に依拠している．1.25 m/g 肺付近での 3 点のプロットは，ルチル型のミクロンサイズの TiO2 粒子

に暴露した雌と雄のラット (Lee et al. 1985)，および，P25 TiO2 粒子 (アナターゼ型 80%＋ルチル

型 20%：ナノサイズ) に暴露した雌のラットのデータ (Heinrich et al. 1995) である (いずれも，扁

平上皮角化囊胞腫瘍を除外したもの)．Lee et al. (1985) によるプロット 2点と，Heinrich et al. (1995) 

によるプロット 1 点の相対位置は，極めて大きな不確実性を有すると考えられ，それは用量反応

関係の曲線の形に対して決定的な影響を与える．この部分の不確実性の大きさを考えると，図 D.2

の用量反応データに対して厳密な統計解析を行うことにはあまり意味がない． 
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異なるタイプの TiO2 のデータを組み合わせた解析を行うことには，表面積を用量の指標とする

／しないに関わらず，大きな不確実性が伴うことから，現時点では，TiO2 の個々の材料について

解析を行うのが妥当である．その際，データが充足した TiO2 粒子で詳細な解析を行い，多様なタ

イプの TiO2 については相対比較を行うという，二軸アプローチをとるべきである (第 V 章)． 

 

 

図 D.2 TiO2 粒子の肺沈着量 (肺重量あたり粒子表面積) と肺腫瘍発生割合 

(NIOSH 2005 の Figure 4-4) 

 

2.4 用量反応関係の解析 

図 D.2 のように，TiO2 粒子の肺沈着量と肺腫瘍発生割合の関係に対して様々な統計モデルを適

用しながら，最終的には，安全側にたって，二つの線形モデル (1/10 の BMDL からの直線外挿お

よび線形多段階モデル) から推定された臨界用量を用いている． 

これらの線形モデルは，閾値 (それ以下では当該影響が生じないような用量) ありの用量反応

関係を前提としたものであり，遺伝子に直接作用するような発がん機序が考えられるか，その可

能性が排除できないケースに適用されるのが一般的である． 

NIOSH (2005) においては，肺腫瘍の機序として持続的な炎症より引き起こされる二次的な遺伝

毒性メカニズムを想定しているにもかかわらず，線形モデルを適用されており，論理が一貫して

いない．「安全側」とは言え，科学的論理構成を逸脱することは，評価結果の信頼性を著しく損ね

るものであると言わざるを得ない． 

前節に述べた用量の指標とメタ解析に関する問題点はともかく，図 D.1 や図 D.2 に対しては，

閾値を前提としたの解析を試みることも可能である．Morfeld (personal communication) は，図 D.1

のデータ全体および TiO2 データのみに対して，閾値の信頼下限値をそれぞれ，0.063 m2/g 肺と 0.13 

m2/g 肺と算出した．また，Dankovic et al. (2007) は，図 D.2 に対して，閾値のあるモデルを検討

し，肺腫瘍の発生率が，閾値を超えた用量に対して線形，平方根，二乗に上昇するモデルについ
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て，それぞれ，閾値の信頼下限値を，0.266 m2/g 肺，0.159 m2/g 肺，0.000 m2/g 肺と推定した．こ

の閾値の信頼下限値が 0 m2/g肺となること (すなわち閾値なしを意味する) ことから，Dankovic et 

al. (2007) は，閾値の存在が示されたとは言えないとしているが，高用量と低用量の２領域にのみ

データがある解析で，どのモデルが適当であるかを議論することはできない． 

閾値が存在する有害性については，5%や 10%の発生率に対応するベンチマーク用量の信頼下限

値 (BMDL) は，概ね，一般的な試験で観察される NOAEL (No Observed Adverse Effect Level：無

毒性量) に相当するとされる．TiO2 へ暴露したラットにおける肺腫瘍に閾値が存在するという前

提に立つならば，ベンチマーク用量と同様に考えてみることが可能だろう．NIOSH (2005) におけ

るアプローチの一つは「1/10 過剰リスクに対応する BMDL 推定値からの直線外挿」というもので

あった．この 1/10 過剰リスクに対する BMDL 値は，モデルによらず類似の値，すなわち，0.62 - 0.92 

m2/g 肺が得られている (NIOSH 2005 の Table 4-5)．このことから，肺腫瘍の NOAEL については，

10%の発生率に対応する BMDL として 0.62 - 0.92 m2/g 肺，あるいは，5%の発生率に相当する量

の概算として，その半量の 0.31 - 0.46 m2/g 肺を一つの目安とすることができるだろう． 

モデル選択に不確実性が存在する場合に，モデルの適合度に応じた重み付けをして平均するベ

イズのモデル平均化手法 (BMA) が検討されたにも関わらず，最終的に採用されなかったのは残

念である． 

 

注：確定版 (NIOSH 2011) では，用量反応関係式としての線型外挿を廃するとともに，肺腫瘍

の過剰リスク 1/1000 をもたらす用量の 95%信頼下限値を，モデル平均化法によって算出

した． 

 

2.5 暴露期間の想定 

NIOSH (2005) では，45 年間の作業期間を想定して，最終的な肺での保持量が，用量反応関係

の解析から求められた肺腫瘍に関する臨界用量のヒト等価量 (表面積用量) に達しないように勧

告暴露限界を算出している． 

想定しうる最大の暴露期間を想定することは安全側の推定としては望ましいと考えられる一方

で，ナノサイズの TiO2 に関する慢性暴露試験が，Heinrich et al. (1995) が１件，しかも１用量の

みで行われたデータしかない状況においては，科学的知見の充実とともに 10 年程度のうちには見

直すことを前提に，当面 15 年程度の暴露期間を想定した許容暴露濃度を設定することが現実的で

あると考えられる．ただし，その際，長期の影響としては肺における腫瘍の発生を懸念するとし

ても，許容暴露濃度は，その前駆的な必要条件と考えられる持続的な炎症や過負荷がラットにお

いて生じないレベルとして設定する必要がある． 
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付録 E 

主なエアロゾル計測器の種類と概要 

 

主なリアルタイムエアロゾル計測器の一覧を表 E.1 に，各エアロゾル計測器の概要を表 E.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，球形近似の粒子径である．表 E.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． 

 

表 E.1 主なエアロゾル計測器 

名称 測定

項目
粒径分離

サイズ領域 
[nm] 

時間 
分解能 

価格 a 
[万円] 

ポータブ

ル(現場)
走査型移動度粒径測定器 

(Scanning Mobility Particle Sizer: SMPS) 個数
○電気移動

度径 3～1,000 数分 800～
1500 × 

リアルタイム粒子解析装置 
(Fast Mobility Particle Sizer: FMPS) 個数

○電気移動

度径 6～560 数秒 1300 × 

電子式低圧インパクター 
(Electrical Low Pressure Impactor: ELPI) 個数

○空気力学

径 6～10,000 数秒 1200 × 

エアロダイナミックパーティクルサイザー
(Aerodynamic Particle Sizer: APS) 個数

○空気力学

径 500～20,000 数秒 800 × 

光散乱式粒子計数器 
(Optical Particle Counter: OPC) 個数 ○光散乱径

300～10,000
(高性能 60～) 数秒 50～500 ○ 

凝縮粒子計数器 
(Condensation Particle Counter: CPC) 個数 × 

10～1,000 
(高性能 3～) 数秒 100～500 ○ 

拡散荷電装置 
(Diffusion Charger: DC) 表面積 ×  数秒 300 ○ 

光散乱式粉じん計 
(Laser Photometer) 重量 × >数百 数秒 30～100 ○ 

大気用テオムパティキュレイトモニター 
(Tapered Element Oscillating Microbalance: 

TEOM) 
重量 ×  30 分 500 × 

エアロゾル粒子質量分析器 
(Aerosol Particle Mass Analyzer: APM) 

重量・

密度
○質量 30～600 (密度

1g/cm3 として) 10 分 800 × 

a：価格はおよその値である． 

 

表 E.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

(scanning mobility particle 

sizer: SMPS) 

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)

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
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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

置 (fast mobility particle 

sizer: FMPS) 

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

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

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

(electrical low pressure 

impactor: ELPI) 

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)

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

ティクルサイザー

(aerodynamic particle sizer: 

APS) 

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

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

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)

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．  
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光散乱式粒子計数器

(optical particle counter: 

OPC) または (light 

scattering airborne particle 

counter) 

；光散乱式エアロゾルスペ

クトロメータ (light 

scattering aerosol 

spectrometer) 

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

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

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

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

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

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

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，

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

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 

(condensation particle 

counter: CPC) 

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

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

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 

(laser photometer) 

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

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
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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

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

レイトモニター 

(tapered element oscillating 

microbalance: TEOM) 

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

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

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

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

器 (aerosol particle mass 

analyzer: APM) 

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

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

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 E.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

(electrical 

mobility 

diameter) 

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

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

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，

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

(aerodynamic 

diameter) 

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

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

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． 
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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)． 

a
pc

ac
p d

dC
dCd




)(
)(

  

 

pd ：体積等価径， ad ：空気力学径， )( pc dC ： pd のカニンガム補正， )( ac dC ：

ad 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．TiO2ナノ材料の一次粒子の密度は TiO2の真密

度の約 4 g/cm3であるが，TiO2ナノ材料のかさ密度は 0.1～0.3 g/cm3程度 (本文表

III.5 参照) であり，凝集粒子 (ひとかたまり) の密度はその間の値をとる．一般的

に，凝集サイズが大きくなるほど，凝集粒子の密度は小さくなると考えられる． 

光散乱径

(optical 

diameter) 

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

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

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． 

TiO2の屈折率は 2.5～2.7 と非常に大きため，TiO2の単結晶からなる粒子の場合は，

光散乱径が体積等価径より大きくなるが，TiO2ナノ材料の凝集粒子の場合は空隙が

あり，光散乱径が (みかけの) 体積等価径より大きくなるか小さくなるかは明確で

ない． 

 

参考文献 

Hinds WC (1999). Aerosol Technology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles (2nd 

Ed.). Wiley-Interscience, New York. 

Ku BK, Maynard AD (2005). Comparing aerosol surface-area measurements of monodisperse ultrafine 

silver agglomerates by mobility analysis, transmission electron microscopy and diffusion charging. 

Aerosol Science 36: 1108–1124. 

Rogak SN, Flagan RC, Nguyen HV (1993). The mobility and structure of aerosol agglomerates. Aerosol 

Science and Technology 18: 25–47. 
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付録 F 

粒径分布の縦軸単位 (dN/dlog Dp，dM/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 F.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 F.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 F.1 や図 F.2 のように粒径分布を表すと，図 F.2 の方が図 F.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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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 F.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 F.4)．図 F.3

と図 F.4 は対応した図になっている． 
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図 F.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 F.4 の 10～100 nm の範囲の平均粒子個数濃度は 100 個/cm3)． 

重量濃度の場合も (dM/dlog Dp)，考え方は同様である． 
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付録 G 

「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 G.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 G.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 

生産プロセス 
生産プ

ロセス

あり 

性状：粉体 性状：懸濁液，樹脂練り込み等

全体
暴露の 
懸念あり 

防じんマ

スク実施
全体 暴露の 

懸念あり 
防じんマ

スク実施

1.製造 25 15 9 9 9 3 5 
2.荷受け 22 17 6 6 4 0 1 
3.原材料や製品の秤量 35 28 24 20 7 5 4 
4.樹脂との混練 15 10 9 7 5 5 3 
5.装置への注入 34 21 19 19 12 7 5 
6.製造・加工装置からの回収 38 24 21 19 13 8 6 
7.容器などの移し替え 36 21 19 15 13 8 7 
8.装置や容器の清掃・メンテナンス 40 26 23 21 11 10 7 
9.その他 6 6 3 5 0 0 0 
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) 

 

表 G.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 G.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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付録 G-2 

「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．  
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図 G.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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付録 H 

略語集 

 

略 語 原 義 和 訳 

ACC American Chemistry Council 米国化学工業協会 

ACGIH American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists 

米国産業衛生専門家会議 

AEL Acceptable Exposure Limit 許容暴露限界 

ALT Alanine Aminotransferase アラニンアミノトランスフェラー

ゼ 

APS Aerodynamic Particle Sizer エアロダイナミックパーティクル

サイザー 

APM Aerosol Particle Mass Analyzer エアロゾル粒子質量分析器 

AST Aspartate Aminotransferase アスパラギン酸アミノトランスフ

ェラーゼ 

BALF Bronchoalveolar Lavage Fluid 気管支肺胞洗浄液 

BUN Blood Urea Nitrogen 血液尿素窒素 

BMA Bayesian Model Averaging ベイズのモデル平均化手法 

BMDL Benchmark Dose Lower Confidence Limit ベンチマーク用量下限値 

CBMN Cytokinesis Blocked Micronucleus 細胞質分裂ブロック小核 

Cefic European Chemical Industry Council 欧州化学工業連盟 

CHO Chinese Hamster Ovary チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞 

CPC Condensation Particle Counter 凝縮粒子計数器 

CR Creatinine クレアチニン 

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft ドイツ学術振興会 

DNEL Derived No Effect Level 導出無影響量 

DTU Technical University of Denmark デンマーク工科大学 

EBSS Earle’s Balanced Salt Solution  

EC European Commission 欧州委員会 

ECETOC European Centre for Ecotoxicology and 

Toxicology of Chemicals 

ヨーロッパ環境・健康毒性センター 
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略 語 原 義 和 訳 

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 

ENRHES Engineered Nanoparticles: Review of Health 

and Environmental Safety 

工業ナノ材料の健康・環境安全評

価 (プロジェクト) 

ENU Edinburgh Napier University エジンバラ・ネピア大学 

FAO Food and Agriculture Organization 国連食糧農業機関 

FMPS Fast Mobility Particle Sizer リアルタイム粒子解析装置 

HDF Human Dermal Fibroblasts ヒト線維芽細胞 

HPMC Hydroxypropylmethylcellulose ヒドロキシプロピルメチルセルロ

ース 

hprt Hypoxanthine-Guanine 

Phosphoribosyltransferase 

 

IARC International Agency for Research on Cancer 国際がん研究機関 

IOM Institute of Occupational Medicine 英国産業医学研究所 

IoN Institute of Nanotechnology  

JECFA Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives 

FAO/WHO 合同食品添加物専門家

会議 

JRC Institute for Health and Consumer Protection of 

the European Commission’s Joint Research 

Centre 

欧州委員会共同研究センターの健

康・消費者保護研究所 

LD50 Lethal Dose 50 50%致死用量 

LDH Lactate Dehydrogenase 乳酸脱水素酵素 LTPS と同意 

MAK Maximal Arbeitsplats-Konzentrationen 最大職場濃度 

MDA Malondialdehyde マロンジアルデヒド 

MEF Mouse Embryonic Fibroblast マウス胚線維芽細胞 

MMAD Mass Median Aerodynamic Diameter 空気力学的質量中位径 

MSDS Material Safety Data Sheet 製品安全データシート 

NEDO New Energy and Industrial Technology 

Development Organization 

新エネルギー・産業技術総合開発

機構 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and 

Health 

米国国立労働安全衛生研究所 

NOAEL No Observed Adverse Effect Level 無毒性量 
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付録 H-3 

 

略 語 原 義 和 訳 

OECD Organisation for Economic Co-operation 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 and Health Administration 米国労働安全衛生庁 

OVA Ovalbumin 卵白アルブミン 

PEL Permissible Exposure Limit 許容暴露限界 

PL Period Limited 時限付き 

PSLT Poorly Soluble, Low Toxicity 難溶解性低毒性 

PSPs Poorly Soluble Particles 難溶解性粒子 

REL Recommended Exposure Limit 勧告暴露限界 

RNS Reactive Nitrogen Species 活性窒素種 

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 

SOD Superoxide Dismutase スーパーオキシドデスムターゼ 

TD Toxicodynamics 感受性 

TEM Transmission Electron Microscope 透過型電子顕微鏡 

TGD Technical Guidance Document EC の技術ガイド文書 

TiO2 Titanium Dioxide 二酸化チタン 

TK Toxicokinetics 体内動態 

TLV Threshold Limit Values 暴露限界値 

TWA Time-Weighted Average 時間荷重平均濃度 

UF Uncertainty Factor 不確実性係数 

US EPA United States Environmental Protection 

Agency 

米国環境保護庁 

WHO World Health Organization 世界保健機関 

γ-GTP γ-Glutamyl Transpeptidase γ-グルタミルトランスペプチダーゼ 

 



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。
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