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本書について 

 

ナノテクノロジーは次世代の産業基盤技術として、情報通信、環境、エネルギー等の幅広い分野で

便益をもたらすことが期待されています。特に、ナノテクノロジーに欠かすことができない工業ナノ

材料は、既存の材料にない新たな機能を発揮する革新的素材として注目されていますが、一方でその

形状やナノサイズに起因する環境・健康リスクに対する不安から、その開発や応用が足踏みしている

状況にあります。 

2011 年 8 月、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）プロジェクト「ナノ粒

子特性評価手法の研究開発」（P06041）の成果として「ナノ材料リスク評価書」が公開され、二酸化

チタン、フラーレンおよびカーボンナノチューブ（CNT）1) の 3 材料について、有害性・暴露評価結果

が示され、それらの許容暴露濃度（1 日 8 時間、週 5 日の暴露で 15 年程度の作業期間を想定し、10 年

程度後の見直しを前提とした時限許容暴露濃度）とリスク管理方法が提案されました。 

技術研究組合 単層 CNT 融合新材料研究開発機構（TASC）では、単層カーボンナノチューブやグラ

フェンの実用化を目指し、その基盤研究および応用用途開発を進める一方で、上記 NEDO プロジェク

トの後継研究として、ナノ材料の簡易自主安全管理技術の開発に取り組んでいます。現在、TASC 等で

生産・開発されたナノ材料およびナノ材料複合体の早期事業化に向け、それらサンプルの入手を希望

する企業・団体等へ無償提供を行っていますが、TASC では、それらの開発の段階から、安全性の評価

を進めています。 

本書は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下、産総研）または TASC から提供する「剥離

グラフェン（以下、本材料）」に関して、それを事業または研究開発の目的で取り扱うユーザーが、

本材料を安全に取り扱うための自主安全管理方法を策定するための一助として利用できるように、安

全性に関する既存情報、産総研から提供された情報、および TASC 独自で実施した評価結果をまとめ

たものです。本書を安全性データシート（SDS）2) またはそれに準ずる取扱説明書と併せてご活用いた

だけると幸いです。 

 

なお、本書に記載した本材料の安全性（リスク）は、主に 2016 年 6 月時点において入手可能な資料・

情報・データ等に基づき判断したものであり、本材料の安全性を保証するものではありません。した

がって、ご使用者の使用量、作業環境等の実態をご勘案のうえ、お取り扱いいただきますようお願い

申し上げます。 

初版 2017 年 2 月 
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Ⅰ．総論（概要） 
 

１．序論：ナノ材料の安全性に関する見解 

一般に、化学物質の安全性は、リスク評価に基づくリスク管理を行うことで確保される。「安全

である状態」とは、すなわち「懸念すべきリスクのない状態」を意味し、これは、ヒトや動物で得

られた有害性情報に基づいて設定された許容暴露レベルに対し、実際の暴露レベルがそれを超えて

いないことを確認することで担保される。 

これまで多くのナノ材料は、“ナノサイズだから危険”と漠然と危惧されてきた。しかし、近年、

ナノ材料を対象とした動物試験データや計測事例が蓄積されてきたことにより、ナノ材料も通常の

化学物質と同様に安全性を確保するための手続きを踏むことで、リスクに関する定量的な議論が可

能になってきた。ただし、科学的に未だ解決されない課題も残っている。 

本書は、TASC で生産される剥離グラフェン分散液（以下、本材料）について、主に 2016 年 6 月

時点までに報告された科学的な知見や我々が取得した実験データを整理・統合し、ユーザーが本材

料を安全に取り扱うための手順（自主安全管理手法）を策定するための情報・ツールとして活用さ

れることを期待し作成した安全性情報データ集である。今後新たな知見が加わった場合は、記載内

容の更新を行う予定である。 

本章「Ⅰ．総論」では、グラフェンおよび本材料のリスクに関する知見の概要を解説し、次章「Ⅱ．

各論」では、その科学的根拠となる試験結果および関連する既存文献から得られた知見をまとめる。 

本材料の作業環境における暴露限界については公的機関からの勧告等の報告はなされていない。

TASC においては、「Ⅱ．２．（３）Ｃ．ｆ）」項における実験動物を用いた遺伝毒性試験、「Ⅱ．２．

（３）Ｄ．ａ）」項における培養細胞毒性試験を実施した。現時点では、本材料が生体内で遺伝毒性

を示すデータは得られていない。また、「Ⅱ．３．（１）Ｂ」項における排出粒子同定試験、「Ⅱ．３．

（２）」項における飛散性試験を実施した。本材料は集積しやすく、集積膜およびその切断時におけ

る飛散性は低いと考えられた。 

 

２．有害性 

グラフェンは、炭素原子が sp2 混成軌道により結合してできた六員環シート（図 1 参照）である。

2004 年に単離されたグラフェンは、グラファイトから物理的に原子層を剥離することによって得ら

れたので剥離グラフェンとも呼ばれるが、その後、物理化学的なプロセスからも製造されるように

なった。Bianco らは原子層が 1 層のもののみをグラフェンと呼ぶことを推奨している 3) が、分野に

よって「グラフェン」と呼ばれる物質の範囲には幅があり、材料として用いる際は数層以上のもの

も含めてグラフェンと総称されることが多い。本書では実用的な後者の呼称をとることにする。グ

ラフェンの材料化研究が TASC などで進められる一方、材料化において先行しているのは、グラフ

ァイトからグラフェンを分離させる工程において表面を酸化させた酸化グラフェン 4), 5) である。こ

れを還元し、グラフェンの物理化学的特性に近づけた還元型酸化グラフェン 6) も良く用いられてお

り、更にはこれらの表面に官能基を共有または非共有結合させた材料 7) も開発されている。そのた

め、これらグラフェンおよびその関連物質（GRM）の物理化学的特性は材料ごとに大きく異なって

おり、例えばグラフェンや還元型酸化グラフェンは水溶液への分散性が低く凝集しやすい 8), 9) のに

対して、酸化グラフェンでは分散性が改善されることが報告されている 10) 。 

これら GRM に関しては、環境中の微生物および脊椎動物への有害性の報告例は多く、ある程度の

有害性を有することは明らかではあるが、有害性の程度に関しては、その種類、サイズ、表面処理

および試料調製法等によって大きく異なることが報告されており 11), 12), 13) 、一般化は困難である。

本書においては、本剥離グラフェン分散液においても観察されうる有害性に焦点を当てるため、可
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能な限りグラフェンのデータを記載したが、当該データがない場合は還元型酸化グラフェンおよび

酸化グラフェンのデータを記載した。したがって、以下に示す有害性の報告例において、特に還元

型酸化グラフェンおよび酸化グラフェンの有害性は、グラフェンでは観察されない可能性があるこ

とに留意されたい。 

 
図 1 本材料の分子構造モデル図 

 

 
図 2 本書における用語の関係 

 

 

（１）環境への影響 

グラフェンは、化学的に極めて安定である。したがって、本材料が大気、水、土壌など環境中

へ放出・拡散された場合は、微生物等による生分解もほとんど進行することなくそのまま存在す

ると予想される 14) 。なお、本材料を含む炭素系ナノ材料は、現在国内で稼働する焼却施設（燃焼

温度 800°C 以上）で熱分解されると考えられる 15) ため、本材料の 終処分は適切な焼却炉による

燃焼措置が妥当であると考えられる。 

本材料が環境中に放出されたときの生態系への影響に関しては検討されていないが、グラフェ

ンに関しては発光バクテリア（Vibrio fischeri）、植物プランクトン（Dunaliella tertiolecta）および

動物プランクトン（Artemia salina）を用いた環境毒性試験 12) が報告されており、また酸化グラフ

ェンに関しては魚類（ゼブラフィッシュ、Danio rerio）16) および活性汚泥 17) を用いた試験が報告

されている。 

発光バクテリアにおける生物発光および植物プランクトンの成長は濃度依存的に阻害され、50%

阻害濃度（EC50）は発光バクテリアで 1.75～＞5 mg/L、植物プランクトンで 1.14～2.25 mg/L であ

り、植物プランクトンにおいては細胞の損傷も認められた。また、動物プランクトンにおいては、
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消化管内へのグラフェンの取り込みが認められたものの、急性毒性は観察されなかった。しかし、

酸化ストレス指標であるカタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ活性の増加および過酸化脂

質の増加が 0.1～1 mg/L で認められた。 

ゼブラフィッシュを用いた酸化グラフェンの毒性試験の結果、体内への取り込み、アポトーシ

スの増加、孵化の遅れおよび形態異常が認められた。また活性汚泥を用いた酸化グラフェンの代

謝試験においては、代謝活性の低下（≧10 mg/L）、バクテリア生存数の減少（≧50 mg/L）、生物

化学的酸素要求量（BOD）低下（≧10 mg/L）、アンモニア除去能の低下（≧50 mg/L）およびリ

ン酸除去能低下（≧200 mg/L）が認められ、また活性酸素生成の指標となるグルタチオン喪失（≧

200 mg/L）も認められた。 

したがって、グラフェンが大量に水系環境に排出された場合は、バクテリア、動植物プランク

トンおよび魚類に影響を与える可能性がある。 

 

（２）ヒト健康への影響 

本材料がヒトの健康に与える影響を評価するためには、暴露経路、すなわち体表面または体内

への侵入経路ごとに有害性を評価することが重要である。現在推定している本材料の用途（「Ⅱ．

１．基本的情報」を参照）においては、米国国立労働安全衛生研究所のケーススタディ報告書に

おいて提示されて暴露経路のうち 18) 、本材料の主な暴露経路として以下の 3 通りが考えられる。 

 

① 吸入暴露経路；呼吸により、空気中に浮遊した本材料が呼吸器系から体内へ侵入 

② 経口暴露経路；嚥下、誤飲等により、本材料が消化管から体内へ侵入 

③ 経皮暴露経路；皮膚や目と直接接触し、本材料が付着または体内へ侵入 

 

Ａ．吸入暴露経路 

も有害事象の発生が懸念される暴露経路で、特に本材料が肺に蓄積することによる影響が

不安視されている。推測される有害事象として、ａ）肺における炎症、ｂ）肺での発がんの可

能性が挙げられる。 

 

ａ）肺における炎症 

肺において持続的な炎症が起きた場合、重篤な健康被害やがんを誘発する可能性がある 19) 。

還元型酸化グラフェンを用いたラット 5 日間反復吸入毒性試験において、気管支肺胞洗浄液

（BALF）中の細胞数増加を指標とした場合、投与量 2.5 mg/m3 以上で多形核好中球の増加が

認められ、無毒性量（NOAEL）は 0.5 mg/m3 であることが報告されている 20) 。BALF 中タン

パクに関しても細胞数と同様であったが、炎症メディエーターに関しては 低投与量の 0.5 

mg/m3 から増加が認められていることから、NOAEL は 0.5 mg/m3 未満と考えられる。 

 

ｂ）肺での発がんの可能性 

グラフェンは、ヒト由来の GBM U87 細胞および正常気道上皮細胞 BEAS-2B 細胞を用いた

in vitro コメットアッセイにおいて陽性反応を示した 21), 22) が、in vitro 復帰突然変異試験 23)、

マウスを用いた in vivo小核試験 23) および吸入暴露したラット肺を用いた in vivoコメットアッ

セイ 24) でいずれも陰性であったことから、現時点ではグラフェンが生体内で遺伝毒性を示す

とは考えられず、直接遺伝子を損傷し、がんを誘発する可能性は低いと考えられる。 

一般に化学物質の発がん性は、実験動物を用いた2年間の長期反復投与試験で評価される 25)。

しかしグラフェンに関してはその試験結果はまだなく、還元型酸化グラフェンを用いたラッ
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ト 5 日間反復吸入毒性試験 20) が反復投与試験で 長の投与期間というのが現状であり、発が

んは報告されていない。 

グラフェンは炭素原子のみから成る構造体であり、生体内の代謝・分解酵素等の標的とな

る官能基や結合を持たないため、肺胞に到達したグラフェンは代謝や分解をほとんど受ける

ことなく比較的長期間残留すると予想される。グラフェンをマウスに単回気管内投与を行っ

た試験 26) では、投与 28 日後の肺組織中にグラフェン粒子が残存していることが確認されて

おり、吸入暴露されたグラフェンが長期間にわたり肺に影響を与える可能性がある。 

 

Ｂ．経口暴露経路 

酸化グラフェンおよび還元型酸化グラフェンを用いたマウス経口単回投与急性毒性試験の結

果、4 mg/kgの用量において、投与 90日後において死亡および体重減少は観察されなかった 27) 。 

 

Ｃ．経皮暴露経路 

グラフェンを経皮暴露したデータは得られていない。酸化グラフェンをウサギ眼のガラス体

内に投与した試験では、臨床的および形態的な異常は認められず、眼内圧および網膜電図にも

変化は認められなかった 28) 。 

 

以上の結果から、グラフェンを吸入した場合、ヒト健康に対する影響があることが予想される

が、経口および経皮暴露経路に関しては十分なデータが存在しないため、その影響に関しても不

明である。 

 

３．暴露 

（１）計測法 

エアロゾル計測器は、粒子の排出が起こる作業、場所、時間を特定することができ、日常的な

粉じん管理には有用である。ただし、得られる計測値は、バックグラウンド粒子の影響を受ける

こと、そして、値は近似値であること（正確な値を得るためには感度の補正が必要であること）

に注意する必要がある。より正確にグラフェンの排出の有無を確認する方法としては、フィルタ

等でエアロゾル粒子を捕集して、電子顕微鏡観察や炭素分析によって粒子を同定する方法がある。

作業環境のリスク管理を目的として、グラフェンの作業環境濃度（または個人暴露濃度）を計測

する場合は、サイクロンやインパクタ等で粗大粒子を除去した後の残りの粒子（吸入性粉じん）

をフィルタで捕集し、その質量（バックグラウンド粒子が少ない場合）または炭素量を分析する

方法がある。 

 

（２）飛散性 

本材料は、凝集力が非常に強いため、本材料の分散液を濾過すると粉体ではなく膜（集積膜）

となり、容易には飛散しない。本材料の集積膜の切断時の飛散を評価したところ、計測器や炭素

分析において飛散は検出されず、飛散は非常に起きにくいと考えられた。 

一方、市販の剥離グラフェンの乾燥粉末を用いて、移し替えの模擬操作により飛散性を評価し

た試験では、数百 nm～数 μm の大きさのグラフェン凝集粒子の発じんが観察された。 
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Ⅱ．各論（総論に関する詳細説明およびデータ） 
 

１．基本的情報 

（１）製造方法、特長および用途 

剥離グラフェンは、液相プロセスにより黒鉛を剥離して直接グラフェンを形成しており、通常の

酸化工程を経由した酸化グラフェン、これを還元した還元型酸化グラフェンと比べ、以下の特長を

もつ。 

・sp2構造の破壊が少ない 

・移動度および導電率が高い 

・熱伝導性が高い 

 

本材料は、商業生産前の市場導入段階にある。現在、上記の特長を活かし様々な部材・製品を開

発中であり、特に下記の用途への展開が期待されている。 

・強化樹脂 

・導電性樹脂 

・放熱シート 

・淡水化膜 

・次世代 Li イオン電池用電極 

・フレキシブル導電膜 

・ウエアラブル・携帯性デバイス用電極 

・導電性インク 

 

（２）一般情報 

材料供給元または製造者：技術研究組合 単層 CNT 融合新材料研究開発機構（TASC） 

外観：   黒色粉末または液体 

化学組成：  炭素 

分子構造：  グラファイト六角網平面 

物理的形状：  粉末または粉末分散液 

溶解度：  不溶性 

材料 CAS 番号：  1034343-98-0 

 

（３）物理化学的性状 

本材料の一般的な性状を以下に記載する。 

 

表 1 剥離グラフェンの一般的性状 

評価項目 基準値 

厚さ 平均 20 nm 

面積 ≧0.1 μm2 

電気伝導性 ≧2,000 S/cm 

純度（炭素含有量） 約 97% 

 

（４）法規制、ガイドライン等 

本材料は、炭素を主成分とする原料であることから、その製造および使用に当たり、労働安全衛

生法に基づく「粉じん障害防止規則」を遵守する。 
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また、国内におけるナノ材料の取り扱いについて、経済産業省、厚生労働省および環境省から以

下の見解、通知・ガイドラインが発出されている。 

 

○「ナノマテリアル製造業者等における安全対策のあり方研究会 報告書」（経済産業省：2009

年 3 月） 

○「ナノマテリアルに関する安全対策について」（経済産業省製造産業局長通知：2009 年 7 月） 

○「ナノマテリアルの安全対策に関する検討会 報告書」（厚生労働省：2009 年 3 月） 

○「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」（厚生労働省労働基準

局長：2009 年 3 月） 

○「工業用ナノ材料に関する環境影響防止ガイドライン」（環境省：2009 年 3 月） 

 

2012 年 9 月、一般社団法人日本粉体工業技術協会は、ナノ材料製造業者を対象に「ナノマテリア

ルの暴露防止対策ガイドライン（案）」を公表した 29) 。このガイドラインでは、コントロールバン

ディング法に基づく製造時の暴露防止対策が提案されている。すなわち、ナノマテリアルの有害性

（ハザード）バンドおよび取り扱い装置から規定される暴露バンドから管理レベルを設定し、レベ

ルに応じた適切な設備仕様や運用方法に関する提案がなされている。 

また、2014 年 1 月、国際標準化機構（ISO）は、ナノマテリアルに対する職業的リスク管理に関する

技術仕様書 TS 12901-2 を発行した。これは、上記の「ナノマテリアルの暴露防止対策ガイドライン

（案）」と同様にコントロールバンディング法に基づく暴露防止対策のガイドラインであり、ナノマ

テリアルのハザードバンドおよび、製造から使用時までの飛散しやすさから規定される暴露バンド

から暴露制御バンド（コントロールバンド）を設定し、これを満たす暴露制御設備を提案している。

グラフェン類では有害性に対する知見が十分でなく、作業環境における許容暴露濃度が提案されて

いないため、ハザードバンドを決定できないのが現状である。この場合、より安全側に立った考え

方によって 高ランクのハザードバンドを設定した管理が提案されれば、より高度な暴露防止対策

を講じる必要性が生じる可能性がある。適切な管理を行うためには、有害性に関する 新情報を注

意深く収集するとともに、体系的な有害性評価が行われることが望ましい。 

 

 

２．有害性情報 

本材料は有害性情報に乏しく、一部項目を除きデータがない。そのため本章においては主に剥離グラ

フェン、次いで酸化グラフェン・還元型酸化グラフェンのデータを参考データとして記載している。 

 

（１）環境中運命 

Ａ．大気中での安定性 

対流圏大気中での OH ラジカル、オゾンおよび硝酸ラジカルとの反応性に関する検討は行ってい

ないが、それらとの反応性は低いと推察される。 

 

＜参考データ：グラフェンのプラズマ灰化法（plasma ashing）による酸化試験＞ 

Schinwald ら（2014）は、O2 プラズマによるグラフェンの酸化をラマンスペクトルにより調べてい

る 30) 。試験後に D:G バンド比の増加と D’バンド（1,620 cm-1）の出現が確認され、O2プラズマによ

り結晶構造の欠陥とグラフェンの酸化が起きていることが示された。 
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表 2 グラフェンのプラズマ灰化法（plasma ashing）による酸化試験 
試験項目 O2プラズマによる酸化試験（Schinwald et al., 2014）30) 

試験材料 グラフェン（Cheaptubes.com）（化学的な剥離により作製） 

物質詳細 層数：1～10 
サイズ（横）：5.64±4.56 μm 
比表面積：約 100 m2/g 
密度：約 2 g/cm3 

試験時間 0、10、15、40、40 分 

結果 D:G バンド比（D バンド：1,360 cm-1、G バンド：1,580 cm-1） 
：0.12:1（0 分）、0.22:1（5 分）、0.24:1（10 分）、0.27:1（15 分）、0.19:1（40 分）、0.25:1（60 分）

D’バンド（1,620 cm-1）の出現 

 

 

Ｂ．水中での安定性 

ａ）非生物的分解性 

加水分解を受けやすい化学結合がないため、水環境中での加水分解は起こらないと予想される。

Zhao ら（2014）は、酸化グラフェンは水中において還元されるが、還元型酸化グラフェンからの

分解は起こらないため、グラフェンは環境中においてほとんど分解されないのではないかと報告

している 31) 。 

 

ｂ）生分解性 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：肺組織におけるグラフェンの分解試験＞ 

Schinwald ら（2014）は肺組織での酵素によるグラフェンの分解を調べている 30) 。24 時間、1

週間、6 週間咽頭吸入試験においてグラフェンに暴露したラット肺組織のパラフィン包埋ブロック

を用いてグラフェンのラマンスペクトルにより調べたところ、ID/IG 比（D バンド：1,360 cm-1、G

バンド：1,580 cm-1）はどの期間においても有意差はみられず、6 週間の期間を通じて系統的な酸

化は起きていないことが示された。 

 

表 3 肺組織におけるグラフェンの分解試験 
試験項目 分解試験（Schinwald et al., 2014）30) 

試験材料 グラフェン（Cheaptubes.com）（化学的な剥離により作製） 

物質詳細 層数：1～10 
サイズ（横）：5.64±4.56 μm 
比表面積：約 100 m2/g 
密度：約 2 g/cm3 

暴露経路 咽頭吸入暴露 

暴露期間 24 時間、1 週間、6 週間 

結果 ID/IG比（D バンド：1,360 cm-1、G バンド：1,580 cm-1）に有意差なし 

 

 

＜参考データ：グラフェンの酵素分解試験＞ 

Schinwald ら（2014）はホースラディッシュペルオキシダーゼ（HRP）によるグラフェンの分解

を調べている 30) 。グラフェン、HRP、H2O2（24 時間ごとに添加）の懸濁液を 24 時間および 1 週

間室温で反応させたところ、ラマンスペクトルにおいて ID/IG比には有意差はみられなかったが、

グラフェン構造の乱れを示唆する D’バンド（1,620 cm-1）がみられた。 
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表 4 グラフェンの酵素分解試験 
試験項目 酵素分解試験（Schinwald et al., 2014）30) 

試験材料 グラフェン（Cheaptubes.com）（化学的な剥離により作製） 

物質詳細 層数：1～10 
サイズ（横）：5.64±4.56 μm 
比表面積：約 100 m2/g 
密度：約 2 g/cm3 

試験方法 懸濁液（グラフェン、HRP、H2O2（24 時間ごとに添加））を室温で反応 

試験期間 24 時間、1 週間 

結果 ID/IG比（D バンド：1,360 cm-1、G バンド：1,580 cm-1）：有意差なし 
D’バンド（1,620 cm-1）の出現 

 

 

＜参考データ：酸化グラフェンの酵素分解試験＞ 

Kotchey ら（2011）は、ホースラディッシュペルオキシダーゼ（HRP）を用いて酸化グラフェン

および還元型酸化グラフェンの生分解について調べている 14) 。その結果、酸化グラフェンは HRP

で分解されるが、還元型酸化グラフェンは分解されないことが明らかとなった。したがって、還

元型酸化グラフェンよりも還元度の高いグラフェンにおいても、生分解は起こりにくいと予想さ

れる。 

 

ｃ）生物濃縮性 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：酸化グラフェンのゼブラフィッシュ胚への取り込み＞ 

Chen ら（2012）は酸化グラフェンおよび多層カーボンナノチューブ（多層 CNT）の懸濁液に、

ゼブラフィッシュ（Danio rerio）胚を受精後 24 時間～96 時間まで浸漬した後洗浄し、受精後 120

時間後の仔魚への取り込みを顕微鏡で観察した 16) 。その結果、胚を酸化グラフェンに浸漬した仔

魚では、ひれにわずかな暗色粒子を認めるのみであったが、多層 CNT では吻、眼、鰓蓋膜、ひれ

に比較的多くの粒子が認められた。 

 

表 5 酸化グラフェンのゼブラフィッシュ胚への取り込み 

試験項目 取り込み（Chen et al., 2012）16) 

動物 ゼブラフィッシュ（Danio rerio） 

試験材料 酸化グラフェン 

物質詳細 - 

暴露濃度 0、3.4、7.6、12.5、25、50 mg/L 

分散剤 なし 

暴露期間お

よび観察 
懸濁液に胚を受精後 24～96 時間まで浸漬したのち、洗浄 
受精後 120 時間後に観察 

結果 取り込み部位：ひれ（微量） 

 

表 6 多層カーボンナノチューブのゼブラフィッシュ胚への取り込み 

試験項目 取り込み（Chen et al., 2012）16) 

動物 ゼブラフィッシュ（Danio rerio） 

試験材料 多層カーボンナノチューブ（多層 CNT） 
（市販の MWCNT を 1:3 HNO3/H2SO4で精製） 

物質詳細 長さ：約 50 μm 
外径：10～30 nm 
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暴露濃度 0、3.4、7.6、12.5、25、50 mg/L 

分散剤 なし 

暴露期間お

よび観察 
懸濁液に胚を受精後 24～96 時間まで浸漬したのち、洗浄 
受精後 120 時間後に観察 

結果 取り込み部位：吻、眼、鰓蓋膜、ひれ 

 

 

＜参考データ：単層カーボンナノチューブの海産の端脚類・アミ類への取り込み＞ 

Parks ら（2013）は、海産の端脚類（Ampelisca abdita） およびアミ類（Americamysis bahia）を

用いた単層カーボンナノチューブ（単層 CNT）の 7 日間生物濃縮試験を実施した結果、生物濃縮

は認められないと報告している 32) 。この結果から、グラフェンに関しても生物濃縮の可能性は低

いことが予想される。 

 

表 7 多層カーボンナノチューブの海産の端脚類・アミ類への取り込み 

試験項目 取り込み（Parks et al., 2013）32) 

動物 海産の端脚類（Ampelisca abdita） 
アミ類（Americamysis bahia） 

試験材料 単層カーボンナノチューブ（単層 CNT）（SG65, SouthWest Nano-Technologies） 

物質詳細 - 

暴露濃度 - 

分散剤 なし 

暴露後観察 7 日間 

結果 生物濃縮は認められなかった 

 

 

（２）環境中の生物への影響 

Ａ．水生生物に対する影響 

ａ）バクテリアに対する毒性 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：グラフェンのバクテリア発光阻害試験＞ 

Pretti ら（2014）は、グラフェンを材料として、発光バクテリア（Vibrio fischeri）を用いた 30 分

間発光阻害試験（ISO11348-3 33））を実施した 12) 。その結果、被験物質濃度 5 mg/L 群における発

光阻害率（I%）が、PGMF では 69.86%、GNC1 では 33.19%となり、自発発光の阻害が確認された。

このとき 50%影響濃度（EC50）は PGMF において 1.75（15 分）～1.95 mg/L（5 分）、20%影響濃度

（EC20）は GNC1 において 1.42（30 分）～＞5 mg/L（5 分）と算出され、粒子径による毒性の違

いが予想された。 

 

表 8 グラフェンの発光バクテリアに対する毒性 

試験項目 発光阻害（ISO11348-3）（Pretti et al., 2014）12) 

生物 発光バクテリア(Vibrio fischeri) 

試験材料 PGMF: pristine graphene monolayer flakes（Graphene Laboratories Inc.） 
GNC1: graphene nanopowder grade C1（Graphene Laboratories Inc.） 

物質詳細 PGMF 
純度：99.9%、サイズ：86.75±20.43 nm、厚さ：0.35 nm 

GNC1 
純度：97%、サイズ：153.13±37.80 nm、厚さ：5～30 nm 

暴露濃度 ＜5 mg/L 
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分散剤 なし 

試験期間 5、15、30 分間 

結果 PGMF 
発光阻害率（I%）：69.86%（5 mg/mL） 
50%影響濃度（EC50）：1.95 mg/mL（5 分）、1.75 mg/mL（15 分）、1.92 mg/mL（30 分） 

GNC1 
発光阻害率（I%）：33.19%（5 mg/mL） 
50%影響濃度（EC50）：＞5 mg/mL（5 分）、1.57 mg/mL（15 分）、1.42 mg/mL（30 分） 

 

＜参考データ：グラフェンのバクテリア発光阻害試験＞ 

Sanchís ら（2016）は炭素系ナノ材料（フラーレン煤、MWCNT、グラフェン）が発光バクテリ

ア（Vibrio fischeri）に与える影響について調べている 34) 。その中で、グラフェンについて発光バ

クテリアの発光阻害試験（OECD Guideline 202, ISO 6341）が行われたが、毒性はみられなかった。 

 

表 9 グラフェンのバクテリア発光阻害試験 

試験項目 発光阻害（Sanchís et al., 2016）34) 

生物 発光バクテリア（Vibrio fischeri） 

被験物質 グラフェン（Graphene Supermarket（Reading, MA, USA）） 

物質詳細 比表面積：記載なし 
厚さ：12 nm（30～50 層相当） 
粒子径：1.5～10 μm 
表面電荷：記載なし 
純度：記載なし 

暴露経路 人工汽水（Artificial estuary water :AEW）に添加（止水式） 

添加量 記載なし 

試験時間 30 分 

結果 エンドポイント：発光阻害（bioluminescence inhibition） 
NOEC：≧50 mg/L、LOEC：＞50 mg/L、EC50：＞50 mg/L 

 

 

ｂ）植物プランクトンに対する毒性 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：グラフェンの植物プランクトン成長阻害試験＞ 

Pretti ら（2014）は、グラフェンを材料として、植物プランクトン（Dunaliella tertiolecta）を用

いた 72 時間成長阻害試験（ISO10253 35) ）を実施した 12) 。その結果、成長阻害が確認された 低

濃度（LOEC）は、PGMF では 0.675 mg/L、GNC1 では 1.25 mg/L であった。このとき 50%影響濃

度（EC50）は PGMF において 1.14 mg/L、GNC1 において 2.25 mg/L と算出された。 

 

表 10 グラフェンの植物プランクトンに対する毒性 

試験項目 成長阻害（ISO10253）（Pretti et al., 2014）12) 

生物 植物プランクトン（Dunaliella tertiolecta） 

試験材料 PGMF: pristine graphene monolayer flakes（Graphene Laboratories Inc.） 
GNC1: graphene nanopowder grade C1（Graphene Laboratories Inc.） 

物質詳細 PGMF 
純度：99.9%、サイズ：86.75±20.43 nm、厚さ：0.35 nm 

GNC1 
純度：97%、サイズ：153.13±37.80 nm、厚さ：5～30 nm 

暴露濃度 0.675、1.25、2.5、5、10 mg/L 

分散剤 なし 
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試験期間 72 時間 

結果 PGMF 
低影響濃度（LOEC）：0.675 mg/L 

50%影響濃度（EC50）：1.14 mg/L 
GNC1 

低影響濃度（LOEC）：1.25 mg/L 
50%影響濃度（EC50）：2.25 mg/L 

 

 

ｃ）動物プランクトンに対する毒性 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：グラフェンの動物プランクトン 48 時間暴露試験＞ 

Pretti ら（2014）は、グラフェンを材料として、動物プランクトン（Artemia salina）を用いた 24

時間および 48 時間急性毒性試験を実施した 12) 。その結果、24 時間暴露においては PMGF および

GNC1 粒子が消化管内に取り込まれているものの、 高暴露濃度の 10 mg/L においても毒性は観察

されなかった。一方、48 時間暴露試験においては、酸化ストレス指標であるカタラーゼ（CAT）

およびグルタチオンペルオキシダーゼ（GPx）に加え、脂質過酸化（LPO）の上昇が認められた。

CAT は PGMF および GNC1 の双方において 1 mg/L で上昇が認められ、活性は 17,590 および 17,410 

nmol/min/mg protein であった。一方、GPx および LPO に関しては、上昇は PGMF にのみ認められ、

GPx は 163.14（0.1 mg/L）および 174.93 nmol/min/mg protein（1 mg/L）、LPO は 12.39 nmol/mg protein 

（1 mg/L）であった。 

 

表 11 グラフェンの動物プランクトンに対する毒性 

試験項目 48 時間毒性試験（Pretti et al., 2014）12) 

生物 動物プランクトン（Artemia salina） 

試験材料 PGMF: pristine graphene monolayer flakes（Graphene Laboratories Inc.） 
GNC1: graphene nanopowder grade C1（Graphene Laboratories Inc.） 

物質詳細 PGMF 
純度：99.9%、サイズ：86.75±20.43 nm、厚さ：0.35 nm 

GNC1 
純度：97%、サイズ：153.13±37.80 nm、厚さ：5～30 nm 

暴露濃度 0.1、1mg/L 

分散剤 なし 

試験期間 48 時間 

結果 PGMF 
CAT：17,590 nmol/min/mg protein（1 mg/L） 
GPx：163.14 nmol/min/mg protein（0.1 mg/L）、174.93 nmol/min/mg protein（1 mg/L） 
LPO：12.39 nmol/mg protein（1 mg/L） 

GNC1 
CAT：17,410 nmol/min/mg protein（1 mg/L）、 
GPx：Not significant 
LPO：Not significant 

Control 
CAT：8,620 nmol/min/mg protein（1 mg/L） 
GPx：125 nmol/min/mg protein（1 mg/L） 
LPO：9.28 nmol/mg protein（1 mg/L） 
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＜参考データ：炭素系ナノ材料のオオミジンコに対する毒性試験＞ 

Sanchís ら（2016）は炭素系ナノ材料（フラーレン煤、MWCNT、グラフェン）がオオミジンコ

（Daphnia magna）に与える影響について調べている 34) 。その中で、グラフェンについてオオミ

ジンコの遊泳阻害試験（ISO protocol 11348）が行われ、NOEC は 2.0 mg/L、LOEC は 5.0 mg/L、50%

影響濃度（EC50）は 20±0.5 mg/L であった。なお、3 種の炭素系ナノ材料での EC50は、フラーレ

ン煤（11±1.1 mg/L）＞MWCNT（14±0.3 mg/L）＞グラフェン（20±0.5 mg/L）であり、凝集体（aggregate）

のサイズが小さいほど毒性が高いと著者は考察している。 

 

表 12 炭素系ナノ材料のオオミジンコに対する毒性 
試験項目 48 時間急性毒性試験（Sanchís et al., 2016）34) 

生物 オオミジンコ（Daphnia magna） 

被験物質 グラフェン（Graphene Supermarket（Reading, MA, USA）） 

物質詳細 比表面積：記載なし 
厚さ：12 nm（30～50 層相当） 
粒子径：1.5～10 μm 
表面電荷：記載なし 
純度：記載なし 

暴露経路 人工汽水（Artificial estuary water :AEW）に添加（止水式） 

添加量 記載なし 

試験時間 48 時間 

結果 エンドポイント：遊泳阻害（immobility） 
NOEC：2.0 mg/L、LOEC：5.0mg/L、EC50：20±0.5 mg/L 

 

 

ｄ）線虫に対する毒性 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：グラフェン類の線虫に対する毒性試験＞ 

Chatterjee ら（2015）はグラフェン類（([GNPs]–pristine, carboxylate [COOH] and amide [NH2]) and 

graphene oxides (single layer [SLGO] and few layers [FLGO]）の線虫（Caenorhabditis elegans, wild-type）

に対する影響を調べている 36) 。グラフェン（[GNPs]–pristine）において、生殖能の低下が濃度依

存的にみられた。 

 

表 13 グラフェン類の線虫に対する毒性 
試験項目 毒性試験（Chatterjee et al., 2015）36) 

生物 線虫（Caenorhabditis elegans, wild-type）（3 日齢） 

被験物質 グラフェン（Cheap Tubes.com（http://www.cheaptubes.com/）） 

物質詳細 比表面積：＜750 m2/g 
厚さ：＜4 nm（層数：＜4） 
幅：1～2 μm 
表面電荷：記載なし 
純度：＞99 wt% 

暴露経路 K 培地への添加 

添加量 5、10、20、50 mg/L 

試験時間 72 時間 

結果 生殖能(reproductive potentiality)：濃度依存の低下 
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ｅ）魚類に対する毒性 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：酸化グラフェンのゼブラフィッシュ孵化試験＞ 

Chen ら（2012）は酸化グラフェンを材料として、ゼブラフィッシュ（Danio rerio）胚を用い 96

時間孵化試験を実施した 16) 。その結果、被験物質濃度 50 mg/L において前頭部および眼部におけ

るアポトーシスおよび、受精後 60 時間目の孵化の有意な遅れが観察された。また、受精後 120 時

間の幼生における、脊柱の曲がり、体幹および尾の形成不全も観察された。 

 

表 14 酸化グラフェンの魚類に対する毒性 

試験項目 96 時間孵化試験（Chen et al., 2012）16) 

生物 ゼブラフィッシュ（Danio rerio）胚 

試験材料 酸化グラフェン 

物質詳細 - 

暴露濃度 3.4、7.6、12.5、25、50 mg/L 

分散剤 なし 

試験期間 48、52、60、72、96、120 時間 

結果 アポトーシス：前頭部、眼部で上昇 
孵化遅れ：50mg/L（60 時間） 
奇形：脊柱、体幹、尾（120 時間） 

 

 

Ｂ．下水処理場活性汚泥に対する影響 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：酸化グラフェンの活性汚泥代謝試験＞ 

Ahmed ら（2013）は、酸化グラフェンを材料として、Sims South Bayou Wastewater Treatment Plant 

（Houston, TX）から採取した汚泥を用いた活性汚泥代謝試験を実施した 17) 。その結果、活性汚泥中

バクテリアの代謝活性の低下、バクテリア生存数の減少、生物化学的酸素要求量（BOD）の低下、

アンモニアおよびリン除去能低下に加え活性酸素生成の指標となるグルタチオン喪失が上昇するこ

とも明らかとなった。 

代謝活性および BOD の低下は、試験に用いた 低被験物質濃度である 10 mg/L から認められ、代

謝活性は 10 mg/L で 80%、300 mg/L で 30%と濃度依存的であったが、BOD 低下は濃度に異存ぜず、

50%程度で一定であった。バクテリア生存数の減少およびアンモニア除去能の低下に関しては被験物

質濃度 50 mg/L 以上で認められ、これらも濃度に依存せずそれぞれ 65%および 60～40%であった。

リン酸除去能低下およびグルタチオン喪失は被験物質濃度 200 mg/L 以上で認められ、 高被験物質

濃度の 300 mg/L においてリン酸除去能は 50%未満に低下し、グルタチオン喪失は陰性対照が 55%程

度であるのに対し、70%を超えるまで上昇した。 

以上により、酸化グラフェンは下水処理場活性汚泥に対し低濃度から影響を示すことが明らかと

なった。 
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表 15 酸化グラフェンの下水処理場活性汚泥に対する影響 

試験項目 活性汚泥代謝試験（Ahmed et al., 2013）17) 

生物 活性汚泥（Sims South Bayou Wastewater Treatment Plant（Houston, TX）から採取） 

試験材料 酸化グラフェン 
（黒鉛フレーク（graphite flakes（Alfa Aesar, USA））から modified Hummers’ method により作製）

物質詳細 厚さ：約 1 nm 

暴露濃度 10、20、50、100、200、300 mg/L 

分散剤 なし 

試験期間 BOD：5 日間 
その他：5 時間 

結果 代謝活性（≧10 mg/L）：80%（10 mg/L）、30%（300 mg/L） 
バクテリア生存数（≧50 mg/L）：65%（≧50 mg/L） 
BOD（≧10 mg/L）：50%（≧10 mg/L） 
アンモニア除去能（≧50 mg/L）：60%（50 mg/L）40%（300 mg/L） 
リン酸除去能（≧200 mg/L）：＜50%（300 mg/L） 
グルタチオン喪失（≧200 mg/L）：＜70%（≧200 mg/L） 

 

 

Ｃ．土壌微生物に対する影響 

本材料のデータは得られていない。 

 

＜参考データ：グラフェンの土壌バクテリアに対する毒性試験＞ 

Ren ら（2015）は、市販のグラフェンを土壌サンプルに添加し、土壌バクテリアへの影響を調べて

いる 37) 。暴露 4 日後に酵素活性やバイオマスの上昇がみられたが 21 日後には回復した。また、微

生物集団の変化が 4 日後にみられたが、60 日後には変化は減衰または消失した。 

 

表 16 グラフェンの土壌バクテリアへの影響 
試験項目 土壌試験（Ren et al., 2015）37) 

生物 土壌バクテリア 

被験物質 グラフェン（市販） 

物質詳細 比表面積：500～1,000 m2/g 
厚さ：0.8 nm 
幅：0.5～2 μm 
表面電荷：記載なし 
純度：＞99% 

暴露経路 土壌サンプルに添加 

添加量 0、10、100、1,000 mg/kg d.w.s. 

試験時間 60 日 

結果 デヒドロゲナーゼ酵素活性、フルオレセインジアセテート（FDA）エステラーゼ酵素活性 
：一時的な上昇（4 日後に上昇、21 日後に回復） 
細菌集団のバイオマス：一時的な上昇（4 日後に上昇、21 日後に回復） 
微生物集団の変化（pyrosequencing analysis）：4 日後に変化、60 日後に変化の弱まりまたは消失

大多数の bacterial phylotypes への影響：なし（期間を通じて） 

 

 

＜参考データ：炭素系材料の土壌微生物に対する毒性試験＞ 

Ge ら（2016）は、炭素系材料（バイオ炭（biochar）、カーボンブラック、MWCNT 3 種、グラフェ

ン）を乾燥土壌に添加して1年後の影響を調べている 38) 。その中でグラフェンは、バイオ炭（biochar）、

MWCNT 3 種と同様に土壌中 DNA の減少がみられ、バイオ炭（biochar）、カーボンブラック、MWCNT

の一部と同様に土壌微生物群集の変化がみられた。 
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表 17 炭素系材料の土壌微生物への影響 
試験項目 土壌試験（Ge et al., 2016）38) 

生物 土壌微生物 

被験物質 グラフェン（Cheap Tubes, Grafton, VT） 

物質詳細 比表面積：70 m2/g 
厚さ：＜5 nm（reported by Cheap Tubes） 
幅：2,415±983 μm 
表面電荷：記載なし 
不純物濃度：0.58±0.4 wt%（非炭素重量として） 

暴露経路 乾燥土壌に添加 

添加量 1 mg/g-dry soil 

試験時間 1 年 

結果 土壌中 DNA 量の減少 
土壌微生物群集（soil bacterial communities）の変化 
（末端標識制限酵素断片多型分析法 terminal restriction fragment length polymorphism（T-RFLP））

 

 

（３）ヒト健康への影響 

Ａ．生体内運命（体内動態） 

ヒトに対する本材料の体内動態（ADME；吸収・分布・代謝・排泄）に関するデータは得られて

いない。実験動物に関する情報を抜粋して以下に紹介する。 

 

ａ）気管内注入または経口投与による生体内分布 

Mao ら（2016）は、14C ラベルしたグラフェン 5 μg/マウスを雄 ICR マウスに単回気管内注入し、

注入後 1～28 日にグラフェンの生体内分布を調べている 39) 。気管内注入後 1 日では、放射能は肺

で多く検出され、また、大腸、小腸、胃および糞でも検出された。暴露量の 85%が肺、3%が大腸、

2%が小腸、1.5%が胃、4.6%が糞で検出された。気管内注入後 7 日では、放射能は糞で上昇し、肝

臓および脾臓でも検出された。注入後 28 日では、暴露量の 47%が肺に残存していた。透過型電子

顕微鏡（TEM）により、肺胞マクロファージの細胞質内にグラフェンが観察された。 

 

表 18 グラフェンの気管内注入による生体内分布 
試験項目 単回気管内注入試験（Mao et al., 2016）39) 

動物 ICR マウス、雄 

試験材料 14C 標識グラフェン 
（ドデシルアミン、塩化鉄(II)、リン酸二水素アンモニウム、14C 標識フェノールをアルゴン中で

700℃に加熱し、生成物を 37%塩酸で処理することにより作製） 

物質詳細 厚さ：0.97～3.94 nm 
横寸法：60～590 nm 
元素比：C: 89%、O: 6%、H: 1.4%、N: 3.6% 
（ただし、O は 14C 標識フェノールに由来するものであり、酸化によるものではない） 

暴露濃度 5 μg/マウス 

暴露後観察 投与後 1～28 日に検査 

結果 ・投与後 1 日では暴露量の 85%が肺、3%が大腸、2%が小腸、1.5%が胃、4.6%が糞で検出。 
・投与後 7 日では放射能は糞で上昇し、肝臓および脾臓でも検出。 
・投与後 28 日では暴露量の 47%が肺に残存。 
・肺胞マクロファージの細胞質内にグラフェン確認（TEM 観察）。 

TEM：透過型電子顕微鏡 
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ｂ）経口投与による生体内分布  

Mao ら（2016）は、14C ラベルしたグラフェン 10 μg/マウスを雄 ICR マウスに単回経口投与し、

注入後 12～72 時間にグラフェンの生体内分布を調べている 39) 。実験では、グラフェンの消化管

吸収は認められず、投与後 48 時間後に糞とともにグラフェンは排泄された。これらの結果から、

著者らは気管内注入されたグラフェンは空気血液関門を通過して血液内に移行し、他の器官に分

布されることを示唆した。 

 

表 19 グラフェンの経口投与による生体内分布 
試験項目 単回経口投与試験（Mao et al., 2016）39) 

動物 ICR マウス、雄 

試験材料 14C 標識グラフェン 
（ドデシルアミン、塩化鉄(II)、リン酸二水素アンモニウム、14C 標識フェノールをアルゴン中で

700℃に加熱し、生成物を 37%塩酸で処理することにより作製） 

物質詳細 厚さ：0.97～3.94 nm 
サイズ（横）：60～590 nm 
元素比：C: 89%、O: 6%、H: 1.4%、N: 3.6% 
（ただし、O は 14C 標識フェノールに由来するものであり、酸化によるものではない） 

暴露濃度 10 μg/マウス 

暴露後観察 投与後 12～72 時間に検査 

結果 ・グラフェンは消化管から吸収されない。 
・投与後 48 時間後に糞とともにグラフェン排泄（TEM 観察）。 

TEM：透過型電子顕微鏡 

 

 

ｃ）静脈内注射による生体内分布 

Sasidharan ら（2015）は、雌雄の Swiss マウスに 20 mg/kg のグラフェンを単回静脈内注射し、注

射後 1、8、30 または 90 日に検査した 40) 。グラフェンは大きな凝集体を形成し、組織内に蓄積し

ていた。ラマンスペクトルマッピング法により検索したところ、注射後 90 日でもグラフェンは肺、

肝臓および脾臓に残存していたが、脳、心臓、精巣ではグラフェンは検出されなかった。 

 

表 20 グラフェンの静脈内注射による生体内分布 
試験項目 単回静脈内注射試験（Sasidharan et al., 2015）40) 

動物 Swiss マウス、雌雄 

試験材料 グラフェン 
（水素存在下でのグラファイトのアーク蒸発により作製） 

物質詳細 厚さ：0.8±0.42 nm 
サイズ（横）：160±48.5 nm 
比表面積：210～650 m2/g 

暴露濃度 20 mg/kg 

暴露後観察 投与後 1、8、30、または 90 日に検査 

結果 ・グラフェンは大きな凝集体を形成していた。  
・投与後 90 日でもグラフェンは肺、肝臓および脾臓に残存していたが、脳、心臓および精巣で

グラフェンは検出されなかった（ラマンスペクトルマッピング法検索）。 

 

 

＜参考データ：酸化グラフェンの体内動態試験＞ 

Zhang ら（2011）は、188Re によりラベル化した酸化グラフェン（188Re-GO）を Kun Ming 系マウ

スに静脈内投与し、臓器中濃度を測定した 41) 。その結果、188Re-GO は肺、肝臓および脾臓に良く
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分布し、48 時間後においても肺、肝臓および脾臓にそれぞれ投与量の 25.53%、2.88%および 2.41%

残留することが明らかとなった。一方、血液中の 188Re-GO は、半減期 5.3 時間で減少し、これら

の臓器、特に肺に取り込まれた 188Re-GO は長期間残留することが予想された。188Re-GO は尿中へ

排泄されることが確認されたが、48 時間後にはほとんど検出されないことから、サイズが小さい
188Re-GO は尿中に排泄されるものの、大きな 188Re-GO は取り込まれた臓器から排泄されにくい可

能性がある。 

 

 

表 21 酸化グラフェン(188Re-GO)の Kun Ming マウス静脈内投与後の組織分布 

（Zhang et al., 2011）41) 

組織 投与後時間(時間） 

1 3 6 12 24 48 

心臓 0.36±0.09 0.27±0.04 0.25±0.08 0.16±0.05 0.27±0.11 0.32±0.16 

肝臓 2.83±0.47 5.9±2.01 4.66±0.74 4.21±0.64 3.04±0.37 2.88±0.49 

脾臓 2.85±1.60 4.52±1.80 3.62±0.59 2.96±0.59 4.11±1.63 2.41±0.93 

肺 40.34±10.14 36.06±10.18 31.99±2.64 30.44±3.87 32.76±12.24 25.53±6.27 

腎臓 0.69±0.09 0.7±0.08 0.56±0.22 0.34±0.11 0.18±0.02 0.19±0.04 

脳 0.04±0.01 0.04±0.00 0.04±0.01 0.03±0.01 0.03±0.01 0.03±0.01 

骨 0.26±0.14 0.38±0.08 0.34±0.14 0.51±0.37 0.74±0.28 0.12±0.04 

胃 1.25±0.34 1.43±0.35 0.81±0.41 0.45±0.31 0.14±0.05 0.06±0.01 

各値は、%投与量/g 臓器（8 匹の平均値±標準偏差）を示す。 

 

 

 

 

投与後時間(時間）                                投与後時間(時間） 

  図 3 酸化グラフェン(188Re-GO)の Kun Ming マウス静脈内投与後の血液および尿中濃度 

（Zhang et al., 2011）41) 

各値は、%投与量/g サンプル（8 匹の平均値±標準偏差）を示す。 
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Ｂ．疫学調査および事例 

本材料は、市場導入前のため、疫学調査による知見および事例に関する報告はない。 

 

＜参考データ：ナノ粒子取扱労働者の健康状態＞ 

Liou ら（2012）は、台湾のナノ粒子工場においてナノ粒子取扱労働者 227 名（内、CNT 従事者；

52 名、SiO2従事者；37 名、TiO2従事者；19 名、ナノ銀従事者；15 名、ナノ樹脂従事者；10 名、

複数のナノ材料従事者；94 名）および非取扱労働者 137 名の尿および血液検体を用いたバイオマ

ーカー測定評価を行った 42) 。その結果、ナノ粒子取扱労働者（取り扱うナノ粒子の種類ごとによ

る解析は報告されていない）においては、ナノマテリアルの毒性と暴露から算出されるリスクレ

ベルの上昇に伴い、非取扱労働者に比べて抗酸化酵素（SOD）レベルの低下、心臓血管マーカー

（フィブリノーゲン、ICAM）の上昇がみられたが、肺機能、肺炎症マーカー、酸化的ストレス、

脂質過酸化マーカーおよび遺伝毒性に有意差はなかった。 

 

 

Ｃ．実験動物を用いた有害性試験 

ａ）呼吸器系に対する毒性 

ア）吸入暴露による呼吸器系に対する毒性 

ラットを用いた鼻部吸入暴露による 3 試験が報告されている。 

Ma-Hock ら（2013）は、雄 Wistar（CRL:WI (Han)）ラットに 0.54、3.05 または 10.1 mg/m3 のグ

ラフェンを 1 日 6 時間、5 日間吸入暴露させた 20) 。暴露終了後 3 または 24 日にラットを剖検し、

肺胞洗浄液（BALF）および肺の病理組学的検査等を行った。グラフェン暴露による体重および一

般状態に変化はみられなかった。BALF 検査において、多形核白血球（PMN）数増加、サイトカ

イン誘導好中球化学誘引物質-1/インターロイキン-8（CINC-1/IL-8）および単球走化性タンパク質

-1（MCP-1）レベルの上昇が 3.05 mg/m3 以上の暴露群、リンパ球数増加が 10.1 mg/m3 暴露群の 3

および 24 日にみられた。肺組織中の IL-1αレベルの上昇が 10.1 mg/m3暴露群の暴露終了後 3 日に

みられた。肺の病理組織学的検査により 3.05 および 10.1 mg/m3 暴露群においてグラフェン粒子を

含むマクロファージまたはわずかな肉芽腫性炎症が観察された。暴露終了後 3 日では毒性が強く

みられたが、24 日ではわずかな回復がみられた。著者らは、グラフェン 10.1 mg/m3 暴露群で観察

された肺毒性は、MWCNT 2.86 mg/m3 でみられた毒性より弱かったと述べている。 

Shin ら（2015）は、雄 SD ラットに 0.68 または 3.86 mg/m3 のグラフェンを 1 日 6 時間、5 日間

吸入暴露し、暴露終了後 1～28 日にラットを検査した 43) 。両暴露群のラットの暴露終了直後に一

過性の体重低下がみられた。3.86 mg/m3 暴露群の血液検査では、暴露終了後 1 日に好中球、リンパ

球および単球数の増加、暴露終了後 3 日に白血球およびリンパ球数の低下、暴露終了後 28 日に平

均赤血球ヘモグロビン濃度（MCHC）の上昇がみられた。これらの変化には有意差がみられたが、

対照群との間の差はいずれも軽微であった。3.86 mg/m3 暴露群で肺胞壁のわずかな肥厚が暴露終了

後 7 日までみられたが、0.68 および 3.86 mg/m3 暴露群の暴露終了後 28 日の肺には有意な病理学的

な変化は認められなかった。グラフェンを含有したマクロファージは暴露終了後 32 日までみられ

た。推定 1 日（累積）沈着量は、0.68 および 3.86 mg/m3 暴露群でそれぞれ、0.0036（0.018）およ

び 0.0203（0.102）mg/ラットであった。著者らは、5 日間の反復吸入暴露したグラフェンは 小限

の毒性を示しただけであったと結論している。 

Kim ら（2016）は、雄 SD ラットに 0.12、0.47 または 1.88 mg/m3 のグラフェンを 1 日 6 時間、

週 5 日、4 週間吸入暴露し、暴露終了後 1、28 または 90 日にラットを検査した 24) 。体重、臓器
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重量、BALF の炎症パラメーターおよび血液生化学に暴露に関連した影響は認められなかった。推

定 1 日（累積）沈着量は、0.12、0.47 および 1.88 mg/m3 暴露群でそれぞれ、0.0006（0.012）、0.0025

（0.05）および 0.0099（0.198）mg/ラットであった。著者らは、吸入暴露したグラフェンの毒性は

弱く、本試験の無毒性量は 1.88 mg/m3 であったと結論している。 

 

表 22 グラフェンの吸入暴露による肺毒性 
試験項目 反復鼻部吸入実験（Ma-Hock et al., 2013）20) 

動物 Wistar ラット（CRL:WI (Han)）、雄 

試験材料 グラフェン 
（酸化黒鉛の熱処理による剥離と還元により作製） 

物質詳細 直径：＜10 μm 
比表面積（Hg）：131 m2/g 

表面組成（Surface chemistry（XPS））：C: 84.1%、O: 8.8%、S: 5.4%、Na: 0.6%、Si: 0.4%、Cl: 0.6%
不純物の硫黄は剥離前の酸処理由来と思われる 

暴露濃度 0.54、3.05 または 10.1 mg/m3（6 時間/日、5 日間） 

暴露後観察 暴露終了後 3 または 24 日に検査 

結果 ・一般状態、体重に変化なし（全暴露群） 
・暴露終了後 3 および 24 日の BALF 中の PMN、CINC-1/IL-8、MCP-1（3.05 および 10.1 mg/m3

群）およびリンパ球（10.1 mg/m3群）の増加。 
・肺組織中 IL-1α（暴露終了後 3 日の 10.1 mg/m3群）上昇。 
・粒子含有マクロファージ/わずかな肉芽腫性炎症。 
・暴露終了後 24 日には毒性回復。 

試験項目 反復鼻部吸入実験（Shin et al., 2015）43) 

動物 SD ラット、雄 

試験材料 グラフェン 

物質詳細 厚さ：8 nm 
横寸法：約 550 nm 
比表面積：100 m2/g 

暴露濃度 0.68 または 3.86 mg/m3（6 時間/日、5 日間） 

暴露後観察 暴露終了後 1～28 日に検査 

結果 ・暴露終了直後の一過性の体重低下（0.68 および 3.86 mg/m3群）。 
・白血球およびリンパ球のわずかな低下（暴露終了後 3 日の 3.86 mg/m3群）。 
・好中球、リンパ球、単球（暴露後終了後 1 日の 3.86 mg/m3群）および MCHC（暴露終了後 28
日の 3.86 mg/m3群）のわずかな増加。 
・肺胞壁のわずかな肥厚（暴露終了後 11 まで）（3.86 mg/m3群）。 

試験項目 反復鼻部吸入実験（Kim et al., 2016）24) 

動物 SD ラット、雄 

試験材料 グラフェン 

物質詳細 厚さ：0.35～0.38 nm 
サイズ（横）：＜2 μm 
比表面積：750 m2/g 

暴露濃度 0.12、0.47 または 1.88 mg/m3（6 時間/日、5 日/週、4 週間） 

暴露後観察 暴露終了後 1、28 または 90 日に観察 

結果 ・体重、臓器重量、BALF の炎症パラメーターおよび血液生化学に暴露の影響なし。 

BALF:肺胞洗浄液、CINC-1/IL-8:サイトカイン誘導好中球化学誘引物質-1/インターロイキン-8、MCHC:平均赤血球

ヘモグロビン濃度、MCP-1:単球走化性タンパク質-1、PMN:多形核白血球 

 

 

イ）気管内注入、咽頭吸入または胸腔内投与による呼吸器系に対する毒性 

Duch ら（2011）は、雄 C57BL/6 マウスに 50 μg/マウスの凝集および分散グラフェンを単回気管

内注入し、注入後 1 または 21 日にマウスを剖検した 11) 。両グラフェンとも弱い肺炎症を惹起し

たが、分散グラフェンは凝集グラフェンに比べてわずかに弱い毒性を示した。凝集グラフェンは
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肺中に残存し、気管支周囲の炎症および軽度の線維症を惹起したが、分散グラフェンは肺線維症

を起こさなかった。これらの結果から、グラフェンを分散することにより毒性が減弱することが

示された。 

Park ら（2015）は、雄 ICR マウスに 2.5 または 5 mg/kg のグラフェンを単回気管内注入し、注入

後 1～28 日に検査した 26) 。BALF 中の腫瘍壊死因子（TNF）-α、形質転換増殖因子（TGF）-β、

IL-1β、IL-6、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）、MCP-1 等の炎症性サイトカイ

ンレベルの上昇が 0.5 および 5 mg/kg 注入群で観察された。炎症反応はグラフェン注入後 14 日で

大となり、その後時間経過とともに減弱した。注入後 28 日でもグラフェンは肺に残存していた。

これらの結果から、気管内注入されたグラフェンは亜急性炎症を引き起こすことが示された。 

Mao ら（2016）は、雄 ICR マウスに 5 または 50 μg/マウスのグラフェンを単回気管内注入し、

注入後 1、7 または 28 日に検査した 39) 。グラフェン注入後 1 日に、5 および 50 μg/マウス注入群

の BALF 中タンパク質および乳酸脱水素酵素（LDH）活性の上昇、50 μg/マウス注入群の BALF 中

の総細胞数増加がみられた。また、グラフェン注入後 1 日の 50 μg/マウス注入群において、間質お

よび実質に軽度の浮腫、肺胞内のマクロファージが観察された。これらの変化はグラフェン注入

後 7 日では減弱していた。注入後 28 日では注入したグラフェンの 47%が肺に残存していた。著者

らは気管内注入したグラフェンは急性の肺損傷を惹起したのみであったと述べている。 

Lee ら（2016）は、雄 Wistar ラットに 0.3 または 1 mg/ラットのグラフェンを単回気管内注入し、

注入後 24 時間に検査した。また、3 mg/ラットのグラフェンを単回気管内注入し、注入後 1 または

4 週に検査した 44) 。グラフェンは、注入後 1～4 週の間肺胞マクロファージ内にみられ、3 mg/ラ

ット注入後 4 週では縦隔リンパ節に重度に沈着していた。注入後 24 時間では軽度の多発性肺胞炎

がみられた。3 mg/ラット注入後 1 週では肺線維症、単核細胞浸潤が観察され、注入後 4 週では線

維症、BALF 中の LDH 活性の上昇が認められた。グラフェン処置により無細胞系における用量依

存的な活性酸素種産生がみられた。 

Schinwald ら（2012）は、雌 C57BL/6 マウスにグラフェンを 50 μg/マウス単回咽頭吸入、または、

50 μg/マウス単回胸腔内投与し、吸入後 1 または 7 日に検査した 45) 。グラフェン吸入後には肺へ

のグラフェン沈着、気管支内腔および肺胞近傍の肉芽腫性損傷が観察された。グラフェンの咽頭

吸入後、1 日に BALF 中の総細胞数および PMN 数の増加、LDH 活性および MIP-2 レベルの上昇等

の炎症反応がみられたが、吸入後 7 日には回復し肺炎反応は弱かった。グラフェンの胸腔内投与

後 1 日では、胸腔洗浄液中の総細胞数の増加、PMNs および MIP-1αレベルの上昇がみられた。フ

ラスロレーテッド・ファゴサイトーシスを推定させるグラフェンの周りにロゼット様マクロファ

ージ集合が観察された。壁側胸膜の中皮層の炎症および胸膜肥厚が認められた。胸腔内投与後 7

日には炎症は回復していた。著者らは、グラフェンの生体内持続性は完全ではなく、徐々に縦隔

リンパ節から消失することが示唆されたとしている。 

Schinwald ら（2014）は、雌 C57BL/6 マウスに 50 μg/マウスのグラフェンを単回咽頭吸入し、吸

入後 1、7 または 42 日に検査した 30) 。吸入後 42 日においても相当量のグラフェンが肺胞内に残

存していたが、BALF の炎症性細胞へのグラフェン吸入の影響、肺の病理組織学的変化およびコラ

ーゲン沈着は認められなかった。また、肺でのグラフェンの分解はみられなかった。吸入後 42 日

までの観察期間を通じて、臓側胸膜下組織へのグラフェン蓄積はなく、臓側胸膜での細胞流入お

よび肉芽腫形成もみられなかった。これらの所見は、咽頭吸入後のグラフェンが肺に残存してい

るにもかかわらず、グラフェンの肺への影響が発現しないことを示している。 
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表 23 グラフェンの気管内注入、咽頭吸入または胸腔内投与による肺毒性 
試験項目 単回気管内注入実験（Duch et al., 2011）11) 

動物 C57BL/6 マウス、雄 

試験材料 ・分散グラフェン（天然黒鉛フレーク（Asbury Graphite Mills）を Pluronic F 108NF 溶液中で超音

波処理することにより作製） 
・凝集グラフェン（分散グラフェンを凝集させたもの） 

物質詳細 ・分散グラフェン（厚さ：1.2～5.0 nm、面積：＜40,000 nm2） 

暴露量 50 μg/マウス 

投与後観察 投与後 1 または 21 日に検査 

結果 ・BALF 中のタンパク質および総細胞数増加（投与後 1 日の凝集グラフェン群）。 
・BALF 中の MCP-1 および IL-6 の上昇（投与後 1 日の凝集および分散グラフェン群）。 
・肺組織内凝集グラフェン残存、気管支周囲炎症および軽度の線維症（投与後 21 日の凝集グラ

フェン群）。 
・分散グラフェン群では肺線維症なし。 

試験項目 単回気管内注入実験（Park et al., 2015）26) 

動物 ICR マウス、雄 

試験材料 グラフェン（Hanwha Nanotech, Korea） 

物質詳細 サイズ（横）：＜2 μm 
厚さ：3～4 nm 
比表面積：735 m2/g 

暴露量 2.5 または 5 mg/kg 

投与後観察 投与後 1～28 日に検査 

結果 ・BALF 中の TNF-α、TGF-β、IL-1β、IL-6、GM-CSF および MCP-1 の増加（投与後 1～28 日

の両投与群）。 
・投与後 28 日の肺にグラフェン残存。 

試験項目 単回気管内注入実験（Mao et al., 2016）39) 

動物 ICR マウス、雄 

試験材料 14C 標識グラフェン 
（ドデシルアミン、塩化鉄(II)、リン酸二水素アンモニウム、14C 標識フェノールをアルゴン中で

700℃に加熱し、生成物を 37%塩酸で処理することにより作製） 

物質詳細 厚さ：0.97～3.94 nm 
横寸法：60～590 nm 
元素比：C: 89%、O: 6%、H: 1.4%、N: 3.6% 
（ただし、O は 14C 標識フェノールに由来するものであり、酸化によるものではない） 

暴露量 5 または 50 μg/マウス 

投与後観察 投与後 1、7 または 28 日に検査 

結果 ・BALF 中のタンパク質および LDH の増加（投与後 1 日の 5 および 50 μg/マウス群）、総細胞数

増加（投与後 1 日の 50 μg/マウス群）。 
・肺間質および実質の軽度の浮腫および肺胞内マクロファージ（投与後 1 日の 50 μg/マウス群）、

これらの変化は投与後 7 日には回復し、観察されなかった。 

試験項目 単回気管内注入実験（Lee et al., 2016）44) 

動物 Wistar ラット、雌 

試験材料 グラフェン（cheaptubes.com（Brattleboro, VT, USA）より入手） 

物質詳細 サイズ：3 nm×2 μm 
比表面積：＞700 m2/g（層数：＜4） 
ゼータ電位：-13.3±2.6 mV 

暴露量 0.3 または 1 mg/ラット 

投与後観察 投与後 24 時間に検査 

結果 ・縦隔リンパ節へのグラフェン移行、軽度の多発性肺胞炎。 
・in vitro 無細胞系における活性酸素種産生。 

試験項目 単回気管内注入実験（Lee et al., 2016）44) 

動物 Wistar ラット、雌 

試験材料 グラフェン（cheaptubes.com（Brattleboro, VT, USA）） 
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物質詳細 サイズ：3 nm×2 μm 
比表面積：＞700 m2/g（層数：＜4） 
ゼータ電位：-13.3±2.6 mV 

暴露量 3 mg/ラット 

投与後観察 投与後 1 または 4 週に検査 

結果 ・BALF 中の LDH 上昇（投与後 4 週）。 
・肺線維症、単核細胞浸潤（投与後 1 週）、線維症およびリンパ節へのグラフェン沈着（投与後

4 週）。 

試験項目 単回咽頭吸入実験（Schinwald et al., 2012）45) 

動物 C57BL/6 マウス、雌 

試験材料 グラフェン（Cheaptubes.com）（化学的な剥離により作製） 

物質詳細 層数：1～10 
サイズ（横）：5.64±4.56 μm 
比表面積：約 100 m2/g 
密度：約 2 g/cm3 

暴露量 50 μg/マウス 

投与後観察 投与終了後 1 または 7 日に検査 

結果 ・BALF 中の総細胞数、PMN, LDH および MIP-2 の増加（吸入後 1 日）。 
・肺へのグラフェン沈着。 
・気管支内腔および肺胞近傍の肉芽腫性損傷。 
・吸入後 7 日には炎症は回復。 

試験項目 単回胸腔内投与実験(Schinwald et al., 2012）45) 

動物 C57BL/6 マウス、雌 

試験材料 グラフェン（Cheaptubes.com）（化学的な剥離により作製） 

物質詳細 層数：1～10 
サイズ（横）：5.64±4.56 μm 
比表面積：約 100 m2/g 
密度：約 2 g/cm3 

暴露量 5 μg/マウス 

投与後観察 投与終了後 1 または 7 日に検査 

結果 ・胸腔洗浄液中の総細胞数、PMN および MIP-1α増加（投与後 1 日）。  
・グラフェンの周りにロゼット様マクロファージ集合。 
・壁側胸膜の中皮層の炎症および胸膜肥厚。 
・投与後 7 日には炎症は回復。 

試験項目 単回咽頭吸入実験（Schinwald et al., 2014）30) 

動物 C57BL/6 マウス、雌 

試験材料 グラフェン（Cheaptubes.com）（化学的な剥離により作製） 

物質詳細 層数：1～10 
横寸法：5.64±4.56 μm 
比表面積：約 100 m2/g 
密度：約 2 g/cm3 

暴露量 50 μg/マウス 

投与後観察 投与後 1、7 または 42 日に検査 

結果 ・相当量のグラフェンが肺胞内の残存（投与後 42 日）。 
・BALF 中の炎症性細胞、肺の病理組織学的所見および肺へのコラーゲン沈着にグラフェン吸入

の影響なし（投与後 42 日）。 
・肺におけるグラフェンの分解なし。 
・臓側胸膜での細胞流入および肉芽腫形成なし（投与後 1～42 日）。 
・臓側胸膜下組織へのグラフェン蓄積なし。 

BALF:肺胞洗浄液、CINC-1/IL-8:サイトカイン誘導好中球化学誘引物質-1/インターロイキン-8、GM-CSF:顆粒球マ

クロファージコロニー刺激因子、LDH：乳酸脱水素酵素、MCHC:平均赤血球ヘモグロビン濃度、MCP-1:単球走化

性タンパク質-1、MIP:マクロファージ炎症性タンパク質、PMN:多形核白血球、TGF:形質転換増殖因子、TNF:腫瘍

壊死因子 
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ｂ）静脈内注射による全身毒性 

Wang ら（2013）は、雄 C57BL/6 マウスに 1 mg/kg の厚さ 2 nm のグラフェン（GP-2）または厚さ

5 nm のグラフェン（GP-5）を単回静脈内注射し、注射後 1 または 30 日に検査した 46) 。C57BL/6 マ

ウスの BALF において、GP-2 注射後 1 日の IL-33 とその可溶性受容体（sST2）レベルが上昇し、GP-5

注射後 1 日の IL-33 レベルが上昇した。注射後 1 日の BALF では、GP-2 により C57BL/6 マウス BALF

中の IL-5 および IL-13 レベルの上昇がみられたが、膜結合性受容体（ST2）ノックアウト（ST-/-）マ

ウスではこれらの上昇は認められなかった。C57BL/6 マウスでは、GP-2 注射後 1 日の BALF 好中球

数が増加し、注射後 7 日の BALF 好酸球およびリンパ球数が増加したが、ST-/-マウスでは BALF 細胞

型別数に変化はみられなかった。肺の病理組織学的検査により、GP-2 および GP-5 の毛細血管から

肺胞への移行が確認された。著者らはグラフェンによる炎症/Th2 細胞免疫反応は IL-33/ST2 軸によっ

て仲介されることを示唆した。 

Sasidharan ら（2015）は、雄の Swiss マウスに 20 mg/kg のグラフェンを単回静脈内注射し、注射後

1、8、30 または 90 日に検査した 40) 。グラフェン投与により、体重増加が抑制され、病理組織学的

検査では気管支上皮肥厚、脾赤色髄の巨核細胞数増加、グラフェンを包含したクッパー細胞数増加

および肝細胞および腎臓組織の退行変性が認められた。グラフェン注射後 8 日に血清クレアチニン

（CRE）レベルの上昇がみられ、グラフェン注射後 30 および 90 日に血清アルカリフォスファター

ゼ（ALP）および尿素窒素（BUN）レベルの上昇が認められた。心臓、脳および精巣にはグラフェ

ン投与による病理組織学的な変化は観察されなかった。 

 

表 24 グラフェンの静脈内注射による全身毒性 
試験項目 単回静脈内注射（Wang et al., 2013）46) 

動物 C57BL/6 および ST-/- マウス、雄 

試験材料 グラフェン（GP-2、GP-5） 

物質詳細 GP-2（厚さ：約 2 nm、表面積：約 4 μm2、ゼータ電位：-33.2 mV） 
GP-5（厚さ：約 5 nm、表面積：約 25 μm2、ゼータ電位：-28.6 mV） 

暴露濃度 1 mg/kg 

暴露後観察 投与後 1 または 30 日に検査 

結果 ・投与後 1 日の C57BL/6 マウスの BALF 中 IL-33 および sST2 上昇（GP-2 群）、IL-33 増加（GP-5
群）。 
・投与後 1 日の BALF IL-5 および IL-13 が C57BL/6 マウスで上昇、 ST-/-マウスではこれらの増

加なし。 
・C57BL/6 の注射後 1 日の BALF 好中球が GP-2 投与後上昇、投与後 7 日に BALF 好酸球および

リンパ球増加、ST-/-マウスでは BALF 細胞型別数に変化なし。 
・GP-2 および GP-5 の毛細血管から肺胞への移行。 

試験項目 単回静脈内注射（Sasidhara et al., 2015）40) 

動物 Swiss マウス、雌雄 

試験材料 グラフェン 

物質詳細 厚さ：0.8 nm 
サイズ（横）：160 nm 
比表面積：210～650 m2/g 

暴露濃度 20 mg/kg 

暴露後観察 投与後 1、8、30、または 90 日に検査 

結果 ・体重増加抑制。 
・気管支上皮肥厚（投与後 1～90 日、8 日に 重篤）、脾赤色髄の巨核細胞数増加、グラフェン

を包含したクッパー細胞増加、肝細胞および腎臓組織の退行変性。 
・投与後 30 および 90 日の血清 ALP および BUN および投与後 8 日の血清 CRE 増加。 
・心臓、脳および精巣に病理組織学的変化なし。 

ALP：アルカリフォスファターゼ、BALF：肺胞洗浄液、BUN：尿素窒素、CRE：クレアチニン、IL：インターロ

イキン、sST2：可溶性 IL-33 受容体、ST-/-マウス：膜結合性受容体（ST2）ノックアウトマウス 
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ｃ）眼および皮膚に対する刺激性 

グラフェンを用いた眼および皮膚に対する刺激性に関するデータは得られていない。 

 

＜参考データ：酸化グラフェンの急性眼刺激性／腐食性試験＞ 

Wu ら（2016）は、OECD テストガイドラインに従ったウサギを用いた急性眼刺激性／腐食性試

験を行った 47) 。10 μg/眼の酸化グラフェン懸濁液を結膜嚢に滴下したところ角膜混濁、結膜発赤、

虹彩の異常、結膜浮腫および角膜上皮の異常等は認められず、また、ラットに 25、50、100、200 ng/

眼の酸化グラフェン懸濁液を 5 日間（1 日 2 回）結膜嚢に滴下したところ、軽度の可逆性の角膜混

濁、結膜発赤および角膜上皮損傷がみられた。 

 

ｄ）感作性 

グラフェンを用いた感作性に関するデータは得られていない。 

グラフェン以外のグラフェン類についても感作性に関する報告はなかった。 

 

ｅ）生殖・発生毒性 

グラフェンを用いた生殖・発生毒性に関するデータは得られていない。 

 

＜参考データ：酸化グラフェンの生殖・発生毒性試験＞ 

Liang ら（2015）は、酸化グラフェンを用いて生殖・発生毒性試験を行った 48) 。雄マウスに 6.25

～25 mg/kg 単回静脈内注射、または 24～60 mg/kg/日、5 日間腹腔内注射したところ、精巣および

精巣上体の病理組織学、精子指標、血清性ホルモン、雄マウスの性欲および受胎能、無処置の雌

マウスと交配したときの児への影響は認められなかった。 

 

ｆ）遺伝毒性 

発がんの原因の一つとして、染色体損傷が考えられる。哺乳類赤血球小核試験は、遺伝毒性試験

の一つとして、特定の化学物質による小核の有無を調べる試験として広く用いられており、その試

験結果は医薬品の製造販売承認届出や、SDS の情報に活用される。また、in vivo 試験である哺乳類

赤血球小核試験は、in vitro 試験である Ames 試験や哺乳類培養細胞による染色体異常試験による変

異原性作用をさらに調べるため、組み合わせて用いるのが有用である。TASC では、本材料を対象と

する染色体損傷誘発性の評価を目的に、（１）本材料の物理化学的特性の測定と評価と、（２）本材

料を被験材料として、OECDテストガイドライン474に基づくマウス赤血球小核試験を実施した 23) 。 

剥離グラフェンは、溶媒によりその物理化学特性が異なる。このため、異なる 2 種類の溶媒を用

いて分散処理を行って投与液を作製し、それぞれ用いて哺乳類赤血球小核試験を行った。溶媒 A0 な

らびに溶媒 B0 で分散した剥離グラフェン（投与液 A、B）を投与したいずれの群においても各陰性

対照群と比較して統計学的に有意な小核多染性赤血球（MNPCE: micronucleated polychromatic 

erythrocyte）の出現頻度の増加は認められなかった。多染性赤血球（PCE: polychromatic erythrocyte）

の割合についても、投与液 A、B ともに各陰性対照群と比較して統計学的に有意な減少は認められな

かった。無処理対照群の MNPCE 出現頻度は、陰性対照群の背景データから求めた基準値内であり、

かつ、陽性対照群における MNPCE は、無処理対照群と比較して統計学的に有意な増加がみられた

ことから、当該試験は適切に実施されたものと判断した。以上の結果から、当該試験条件下におい

て、剥離グラフェン材料（投与液 A、B）はマウス骨髄細胞に対して小核誘発性を示さないものと判

定した。 
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＜参考データ：グラフェンの吸入暴露試験＞ 

Kim ら（2016）は、雄 SD ラットに 0.12、0.47 または 1.88 mg/m3 のグラフェンを 1 日 6 時間、週

5 日、4 週間吸入暴露し、暴露終了後 1 または 28 日に採取した肺を用いてコメットアッセイを行

った 24) 。グラフェンの沈着が肺に認められたが、いずれの暴露濃度の肺でもオリーブテールモー

メント値に有意な変化はみられず、遺伝毒性陰性と判断された。 

 

表 25 グラフェンの吸入暴露による遺伝毒性 
試験項目 反復鼻部吸入実験（Kim et al., 2016）24) 

動物 SD ラット、雄 

試験材料 グラフェン（GPX-205, 10538-96A; Cabot Corporation（Boston, Massachusetts, USA）） 

物質詳細 厚さ：0.350～0.380 nm 
サイズ（横）：＜2 μm 
比表面積：750 m2/g 
元素比：C: 96.28%、O: 3.72% 

暴露濃度 0.12、0.47 または 1.88 mg/m3（6 時間/日、5 日/週、4 週間） 

暴露後観察 暴露終了後 1 または 28 日に肺採取 

結果 いずれの暴露濃度群の肺でもオリーブテールモーメント値に有意な変化はみられず、遺伝毒性陰

性と判断された。 

 

 

＜参考データ：酸化グラフェンの in vivo 赤血球小核試験＞ 

Liu ら（2013）は、酸化グラフェンを Kunming 系雌雄マウスに 1～4 mg/kg/day の用量で 5 日間

反復静脈内投与し、骨髄赤血球中の小核細胞数を測定した 49) 。その結果、小核細胞数は酸化グラ

フェンの投与量に依存して増加し、酸化グラフェンが哺乳類体細胞に対して変異原性を示すこと

が明らかとなった。 

 

表 26 酸化グラフェンのマウス赤血球を用いた in vivo 赤血球小核試験 
試験項目 哺乳類赤血球を用いる小核試験（Liu et al., 2013）49) 

動物種 マウス、Kunming、雌雄、25～30 g 

被験物質 酸化グラフェン（Modified Hummers’ method） 

物質詳細 厚さ：0.7～1.5 nm 
直径（水平方向）：156.4 nm ( in DW) 

投与経路 静脈内投与 

投与量 1、2、4 mg/kg/day、5 日間（トータル 5、10、20 mg/kg） 

投与後処理 終投与後解剖し、骨髄細胞を分離 

結果 エンドポイント：赤血球 2,000 個当たりの小核数 
陰性対照(生理食塩水) ： 1.1±0.64 
酸化グラフェン 5 mg/kg： 2.4±0.74 
  10 mg/kg： 3.5±1.07 
  20 mg/kg： 7.0±1.31 
陽性対照(cyclophosphamide)：10.3±1.67 

 

ｇ）発がん性 

グラフェンを用いた長期がん原性試験（ラット 24 ヶ月反復投与試験など）に関するデータは得

られていない。 

グラフェン以外のグラフェン類についても長期がん原性試験に関する報告はなかった。 
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Ｄ．培養細胞を用いた有害性試験 

ａ）細胞毒性 

剥離グラフェンは、溶媒によりその物理化学特性が異なる。そのため、異なる 2 種類の溶媒を

用いて本材料を分散処理して調製原液を作製し、それぞれ細胞培地に希釈した培地調製液 A なら

びに B を用いて培養細胞試験を行った 23) 。ラット肺胞マクロファージ細胞 NR8383 細胞株に対し

て、A ならびに B の培地調製液（濃度：0.001 mg/mL）を、24 時間暴露させ、細胞生存能力試験、

透過型電子顕微鏡を用いた細胞形態観察を行った。細胞生存への影響を、生細胞のミトコンドリ

ア脱水素酵活性を指標とする WST-1 により測定を行った結果、A と B いずれにおいても、Control

に対する有意な低下は認められなかった。透過型電子顕微鏡により、暴露後の細胞内の形状や剥

離グラフェンの取り込みを検討した結果、A と B いずれにおいても、剥離グラフェンと考えられ

るいくつかの塊状物質が、細胞質に認められた。 

 

＜参考データ：ヒト気道上皮細胞 BEAS-2B を用いたグラフェンの細胞毒性試験＞ 

Park ら（2015）は、培地に分散させたグラフェンをヒト気道上皮細胞 BEAS-2B に 24 および 72

時間暴露させ、細胞生存率および生化学的パラメーターに関する測定を行った 26) 。その結果、濃

度および時間依存的な細胞生存率の低下が確認され、 高暴露濃度の 20 μg/mL における細胞生存

率は、暴露 24 時間暴露後において 53.4±2.4 %、72 時間後においては 35.2±2.5 %であった。また、

ミトコンドリアへの傷害の指標となるアデノシン三リン酸（ATP）の産生率低下および細胞傷害の

指標となる培地中の乳酸脱水素酵素（LDH）濃度の上昇も確認された。  

Chatterjee ら（2015）はグラフェン（pristine)、カルボキシル基修飾グラフェン、アミノ基修飾グ

ラフェンおよび酸化グラフェン 2 種（単層、数層）を用いて、ヒト気管支上皮細胞（BEAS-2B 細

胞）に対する影響を調べている 36) 。グラフェンに関しては、生存率の低下が高濃度（25～150 mg/L）

群においてみられ、コロニー形成においても低下がみられている（10、50 mg/L 群）。 

 

表 27 ヒト気道上皮細胞 BEAS-2B を用いたグラフェンの in vitro 毒性試験 
試験項目 BEAS-2B 細胞を用いた細胞毒性試験（Park et al., 2015）26) 

細胞 ヒト気管支上皮細胞（BEAS-2B 細胞） 

被験物質 グラフェン（Hanwha Nanotech, Korea） 

物質詳細 直径（水平方向）：361.2 ± 21.0 nm 
表面電荷：-11.37±0.64 mV 

暴露経路 DMEM/F12 培地への添加 

添加量 2.5～20 μg/mL 

試験時間 24、72 時間 

結果 細胞生存率    ：濃度依存的に低下, 53.4±2.4%（24h）, 35.2±2.5%（72h）（20 μg/mL, MTT assay）
ATP 産生率  ：低下, 45.6±0.7 %（20 μg/mL, 24h） 
培地中 LDH 濃度：増加, 145.9±6.9 %（20 μg/mL, 24h） 

試験項目 BEAS-2B 細胞を用いた細胞毒性試験（Chatterjee et al., 2015）36) 

細胞 ヒト気管支上皮細胞（BEAS-2B 細胞） 

被験物質 グラフェン（Cheap Tubes.com（http://www.cheaptubes.com/）） 

物質詳細 比表面積：＞750 m2/g 
厚さ：＜4 nm（層数：＜4） 
幅：1～2 μm 
表面電荷：記載なし 
純度：＞99 wt% 

暴露経路 DMEM/F12 培地への添加 

添加量 5～150 mg/L 

試験時間 24、72 時間（生存率）、10 日（コロニー形成数） 

結果 生存率：低下（25～150 mg/L） 
コロニー形成数：低下（10、50 mg/L） 
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＜参考データ：CHO 細胞を用いたグラフェンの細胞毒性試験＞ 

Sarkar ら（2016）は、アセト酢酸エチルと水酸化ナトリウムを用いてグラファイト粉末から作製

したグラフェン量子ドットを用いて、CHO（Chinese Hamster Ovary）細胞に対する細胞毒性試験を

行った 50) 。DMEM 培地で培養した細胞に、1～400 μg/mL の濃度で DMSO に分散した試料を添加

して試験を行い、 高濃度の 400 μg/mL においても細胞生存率（cell viability）は 91%以上であっ

た。 

 

表 28 CHO 細胞を用いた in vitro 毒性試験 
試験項目 CHO 細胞を用いた細胞毒性試験（Sarkar et al., 2016）50) 

細胞 CHO（Chinese Hamster Ovary）細胞 

被験物質 グラフェン量子ドット 
（アセト酢酸エチルと水酸化ナトリウムを用いてグラファイト粉末（Riedel-e-Haen）から作製）

物質詳細 比表面積：記載なし 
厚さ：1.1～1.9 nm（層数：2～3） 
粒子径：2～10 μm 
表面電荷：-25.7 mV 

暴露経路 培地添加（DMEM）（DMSO 分散液） 

添加量 1、5、10、20、50、100、200、300、400 mg/mL 

試験時間 48 時間 

結果 MTT 試験での細胞生存率：＞91%（400 mg/mL 群） 

DMEM: ダルベッコ改変イーグル培地、Dulbecco's Modified Eagle's Medium 
DMSO: ジメチルスルホキシド、Dimethyl sulfoxide 

 

 

＜参考データ：その他、グラフェンを用いた毒性試験＞ 

Meng ら（2016）は、グラフェン（＜5 層）をポリウレタンを塗布したスライドガラス上に吹き

付けたシート（NGNF: nonfunctionalized graphene nanosheet film）において、MTT 試験により大脳

皮質神経細胞の細胞生存率（cell viability）を調べている 51) 。波長 530 nm における吸光度は 0.41

（7 日目）および 1.25（14 日目）を示し、NGNF が初代培養細胞（primary neuron cells）に対して

毒性を持たないことを示した。 

 

表 29 大脳皮質神経細胞を用いた毒性試験 
試験項目 大脳皮質神経細胞を用いた細胞毒性試験（Meng et al., 2016）51) 

細胞 大脳皮質神経細胞、初代培養細胞 

被験物質 グラフェン 
（o-ジクロロベンゼンを用いてグラファイト薄片（Sigma-Aldrich（St. Louis, MO, USA））を剥離）

物質詳細 比表面積：記載なし 
厚さ：記載なし（層数：＜5） 
幅：記載なし 
表面電荷：記載なし 
不純物濃度：記載なし 

暴露経路 ポリウレタンを塗布したスライドガラス上にグラフェンを吹き付けて作製したシート上での培養

添加量 - 

試験時間 7、14 日 

結果 波長 530nm における吸光度：0.41（7 日目）、1.25（14 日目） 
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＜参考データ：その他、グラフェンを用いた毒性試験＞ 

Figarol ら（2015）は、マクロファージ株細胞（RAW 264.7）を用いて 6 種の炭素系ナノ材料（CNT、

カーボンブラック、ナノグラファイト、およびそれぞれの酸処理物）の毒性試験を行っている 52) 。

その中でナノグラファイトは 高濃度の 120 μg/mL にて逸脱酵素の乳酸脱水素酵素（LDH）の増

加、腫瘍壊死因子（TNF-α）の増加および酸化ストレスマーカー（ROS）の増加がみられた。 

 

表 30 その他、グラフェンを用いた毒性試験 
試験項目 マクロファージ株細胞を用いた細胞毒性試験（Figarol et al., 2015）52) 

細胞 マクロファージ株細胞（RAW 264.7） 

被験物質 ナノグラファイト（Graphene Supermarket） 

物質詳細 比表面積：100±3 m2/g 
厚さ：20±9 nm 
幅：2,415±983 μm 
表面電荷：-23±3 mV 
Structural disorder (Id/Ig)：0.14 
不純物濃度：O: 8 atomic%, Fe: 0.015 wt%, Al: 0.00 wt%, Co: 0.01 wt% 

暴露経路 DMEM に懸濁後、添加 

添加量 15、30、60、120 μg/mL 

試験時間 24 時間（LDH、TNF-α）、90 分（ROS） 

結果 LDH、TNF-α、ROS：増加（120 μg/mL） 

 

＜参考データ：その他、グラフェンを用いた毒性試験＞ 

Sawoszら（2014）は、ニワトリの胚にmilli-Q水に懸濁したグラフェンを投与し（50～10,000 μg/L）

胚の生存率、体重、血清、脳の組織および mRNA レベルについて調べている 53) 。グラフェン投

与群は胚生存率が低下したが、体重、臓器重量、血清生化学検査には影響はみられなかった。す

べてのグラフェン投与群において、脳にいくらかの非定型超微細構造がみられたが、投与濃度の

上昇につれて増強されることはなかった。mRNA の発現は、線維芽細胞増殖因子（FGF2）および

血管内皮細胞増殖因子（VEGF）では差異がみられなかったが、増殖細胞核抗原（PCNR）で 1,000

～10,000 μg/L において有意に低下した。 

 

表 31 ニワトリ胚を用いたグラフェンの毒性試験 
試験項目 ニワトリ胚を用いた毒性試験（Sawosz et al., 2014）53) 

細胞 ニワトリ胚 

被験物質 グラフェン（Skyspring Nanomaterials（Houston, TX, USA）） 
（グラファイトの液相剥離により作製） 

物質詳細 比表面積：120～150 m2/g 
厚さ：1～5 nm 
直径（平均）：4 μm 
表面電荷：-21.8（50 μg/L - milli-Q water） 
純度：＞99.5% 

暴露経路 卵内への注射（milli-Q 水懸濁液） 

添加量 コントロール、50、100、500、1,000、5,000、10,000 μg/L の濃度で 0.3 mL 

試験時間 19 日 

結果 胚生存率：低下 
体重、臓器重量（肝臓、脳、心臓、脾臓、ファブリキウス囊）：影響なし 
血清生化学検査：影響なし 
脳組織：非定型超微細構造が観察される（濃度依存的ではない） 
mRNA（脳）の発現： 

FGF2、VEGF：影響なし 
PCNR：低下の傾向（500 μg/L）、低下（1,000～10,000 μg/L） 
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ｂ）遺伝毒性 

発がんの原因の一つとして、遺伝子の変異が考えられる。細菌復帰突然変異試験（以下、Ames

試験）は、遺伝毒性試験の一つとして、特定の化学物質による遺伝子の変異を検出する試験とし

て広く用いられており、その試験結果は化審法や安衛法等の届出に必要な有害性の調査や、SDS

（Safety Data Sheet：安全データシート）の情報に活用される。TASC では、本材料を対象とする遺

伝子突然変異誘発性の評価を目的に、（１）本材料の物理化学的特性の測定と評価と、（２）本材

料を被験材料として、OECD テストガイドライン 471 に基づく Ames 試験を実施した 23) 。 

剥離グラフェンは、溶媒によりその物理化学特性が異なる。このため、異なる 2 種類の溶媒を

用いて分散処理を行って調製液を作製し、それぞれ用いて Ames 試験を行った。10.0 µg/プレート

を 高用量に設定し、0.313～10.0 µg/プレートの 6 用量で用量設定試験を行った。溶媒 A0 ならび

に溶媒 B0 で分散した剥離グラフェン（調製液 A、B）は、ともに–S9 および+S9 処理のいずれに

おいても陰性対照群の 2 倍以上の復帰変異コロニー数の増加は認められなかった。この結果を基

に、いずれの菌株について、0.625～10.0 µg/プレートの 5 用量で本試験を行った。本試験の結果、

–S9 および+S9 処理のいずれにおいても、陰性対照群の 2 倍以上の復帰変異コロニー数の増加は認

められず、試験結果の再現性が確認された。陽性対照物質は、各試験菌株に対し、明確な突然変

異誘発作用を示した。以上の結果から、当該試験条件下において、溶媒 A0 ならびに溶媒 B0 で分

散した剥離グラフェン（調製液 A、B）は、細菌に対して遺伝子突然変異誘発性を示さない（陰性）

と判定した。 

 

＜参考データ：U87 細胞を用いたグラフェンの遺伝毒性試験＞ 

Hinzmann ら（2014）は、グラフェンをヒトグリア細胞 U87 に 50 μg/mL で添加し、24 時間後の

細胞生存率および損傷 DNA 率を測定した 21) 。その結果、細胞生存率が正常値の 90%から 60%に

低下する一方、DNA 損傷を受けた細胞が正常値の 5%から 42%に増加し、グラフェンが DNA 損傷

の一因となることが明らかとなった。 

 

表 32 グラフェンの吸入暴露による遺伝毒性試験 
試験項目 変異原性試験（Hinzmann et al., 2014）21) 

動物 U87 細胞（ヒトグリア芽腫） 

試験材料 グラフェン（SkySpring Nanomaterials（Houston, TX, USA）） 
（グラファイトから液相剥離にて作製） 

物質詳細 厚さ：-（graphene were visible as a single or few layers） 
サイズ：450 nm～1.5 μm（直径 5 μm 以上の凝集体を形成） 
ゼータ電位（in water）：-9.61（原著に単位の記載なし） 
純度：＞99.99% 

暴露経路 培地添加（DMEM） 

暴露濃度 50 μg/mL 

暴露後観察 24 時間 

結果 細胞生存率：60%（トリパンブルー法、正常値：90%） 
DNA 損傷率：42%（コメットアッセイ、正常値：5%） 

DMEM: ダルベッコ改変イーグル培地、Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

 

＜参考データ：ヒト気道上皮細胞 BEAS-2B を用いたグラフェンの遺伝毒性試験＞ 

Chatterjee ら（2016）はグラフェン類および酸化グラフェン（単層、数層）について BEAS-2B

細胞（human bronchial epithelial (BEAS-2B) cells）を用いたコメットアッセイ（comet assay）を行っ

ている 22) 。グラフェンに関しては、10、50 mg/mLの濃度で細胞培養液に添加した結果、10、50 mg/mL

においてテールモーメント値（Tail extent moment）の上昇がみられた。 
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表 33 ヒト気道上皮細胞 BEAS-2B を用いたグラフェンの遺伝毒性試験 
試験項目 変異原性試験（Chatterjee et al., 2016）22) 

細胞 ヒト気管支上皮細胞（BEAS-2B 細胞） 

被験物質 グラフェン（Cheap Tubes Inc.（Brattleboro, VT, USA）） 

物質詳細 比表面積：記載なし 
厚さ：877 nm（原著ママ）、（層数：＜4 Information supplied by the manufacturer.） 
幅：10 μm 
表面電荷：-14.28±0.66 mV 

暴露経路 培地添加 

添加量 10、50 mg/mL 

試験時間 24 時間 

結果 Tail extent moment の上昇 

 

 

（４）作業環境における許容暴露濃度 

グラフェンの許容暴露濃度に関する報告、勧告等はまだない。 

日本産業衛生学会による黒鉛（グラファイト）の許容濃度の勧告値は、吸入性粉じんが 0.5 mg/m3、

総粉じんが 2 mg/m3 である 54) 。 

 

＜参考データ＞ 

その他のナノ炭素材料の許容暴露濃度を表 34 に示す。 
 

表 34 ナノ炭素材料の作業環境における許容暴露濃度 
機関・団体・企業 材料 許容暴露濃度等（mg/m3） 備考 

産総研等 1) CNT 0.03 
（吸入性粉じん） 

15 年程度の暴露を想定 

産総研等 55) フラーレン C60 0.39 
（幾何平均 96 nm の粒子）

15 年程度の暴露を想定 

Bayer 社 56) 自社多層 CNT
＜Baytubes®＞

0.05 Occupational Exposure Limit (OEL), 
TWA 

Nanocyl 社 57) 

 
自社多層 CNT
＜NC7000＞ 

0.0025  

米国 NIOSH 58) CNT・CNF 0.001 
（吸入性粉じん） 

Recommended Exposure Limit (REL), 
TWA 

Aschberger et al. 59) CNT 0.001～0.002 Indicative No-Effect Level (INEL) 

Aschberger et al. 59) フラーレン C60 0.0074 Indicative No-Effect Level (INEL) 

 

 

＜参考データ＞ 

グラフェンとその他のナノ炭素材料を同時に評価した研究として、Ma-Hock ら（2013）が実施し

た還元型酸化グラフェンおよび多層 CNT の反復吸入試験 20) の結果では、還元型酸化グラフェンの

肺に対する有害性は多層 CNT（Graphistrength C100）と同程度かそれより弱い傾向が認められ、BALF

中タンパク（GGT）、炎症メディエーター（CINC-1）で同用量の 0.5 mg/m3 から変化が認められてい

る。 
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３．暴露評価情報 

（１）計測法 

Ａ．エアロゾル計測器 

エアロゾル計測器を用いることで、粒子の排出が起こる作業、場所、時間を特定することができ

る。ただし、得られる計測値は、バックグラウンド粒子の影響を受けることに注意する必要がある。

ポータブルで比較的安価な市販の計測装置として、以下のようなものがある。 

 

① 光散乱式粒子計数器（optical particle counter；以下、OPC） 

サブミクロンからミクロンサイズの粒子の個数濃度を計測する装置で、一般的な計測可能粒子

径範囲は、0.3～10 µm である。試料空気をポンプで吸引し、空気中の粒子をレーザーによる光散

乱で計測する。散乱光の強度から粒子のおよその大きさを、散乱光のカウントにより粒子の個数

を計測する。 

 

② 凝縮式粒子計数器（condensation particle counter；以下、CPC） 

ナノからサブミクロンサイズの粒子の個数濃度を計測する装置で、一般的な計測可能粒子径範

囲は、0.01～＞1 µm である。計測の基本原理は上記 OPC と同じだが、試料空気をアルコールなど

の過飽和雰囲気下に導入し、粒子にアルコールなどの蒸気を凝縮させて小さな粒子を大きく成長

させることで、OPC では計測できない小さな粒子まで計測することができる。ただし、粒子の大

きさの情報は得られない。 

 

③ デジタル粉じん計 

粒子の質量濃度を計測する装置。計測器の原理は「光散乱方式」、「振動子方式」など数種類

の原理がある。比較的小型で安価な「光散乱方式」の粉じん計は、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、エアロゾル（粒子群）の散乱光量を検出する。エアロゾルの質量

濃度と散乱光量がほぼ直線的に比例することを利用し、エアロゾル粒子のおよその質量濃度を計

測できる。対象粒子の質量濃度をより正確に計測するためには、同時にフィルタ捕集した粒子を

秤量（または成分を定量）するなどにより、応答の換算係数をあらかじめ求めておく必要がある。 

 

④ ブラックカーボンモニタ（アセロメータなど） 

ブラックカーボンなど光吸収性粒子の質量濃度を計測する装置。ブラックカーボンが光を吸収

する性質を利用し、フィルタ上に連続的に粒子を捕集しながら、そこに照射した光の減衰量を検

出することにより、ブラックカーボンエアロゾルの質量濃度を計測する。対象粒子の質量濃度を

より正確に計測するためには、同時にフィルタ捕集した粒子を秤量（または成分を定量）するな

どにより、応答の換算係数をあらかじめ求めておく必要がある。 

 

グラフェンを含む工業ナノ材料の簡便な暴露評価（エアロゾル計測）手段として、OPC（0.3～10 µm

の粒子個数濃度を粒径別に計測）と CPC（0.01～＞1 µm の粒子総個数濃度を計測）の併用により、

ナノサイズからミクロンサイズまでの広い範囲の粒子の個数濃度を計測することができる。また、

デジタル粉じん計は、エアロゾル粒子のおよその質量濃度が計測できる。しかし、これら 3 機種は

いずれもグラフェンとその他の粒子との識別が困難という問題があり、バックグラウンド粒子や作

業に伴い発生する他の粒子（例えば、燃焼に伴う生成粒子、モータからの発生粒子、磨耗や摩擦に

よる生成粒子など）の影響を受ける。一方、ブラックカーボンモニタは、光吸収性粒子に対して感

度をもつので、前記 3 機種に比べ、一般のバックグラウンド粒子の影響は小さい。しかし、燃焼プ
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ロセスで発生する煤などの光吸収性粒子の影響や散乱性粒子等の干渉を受ける。いずれにおいても、

作業前後（または作業なし）と作業中の比較、または作業現場（発生源近傍）と対照地点（発生源

から離れた場所や屋外など）の比較（可能であれば同時計測）により、バックグラウンド濃度の寄

与を考慮して、グラフェンの飛散に伴う濃度増加分を評価することが重要となる。 

グラフェンの乾燥粉末は一般に凝集しやすく、移し替えにより気中に飛散した剥離グラフェンは、

数百 nm～数 μm の大きさの凝集体として検出されている（後述の「（２）飛散性 Ａ．粉末取扱時の

飛散性」参照）。グラフェンの乾燥粉末を取り扱う場合（例えば、開封、秤量、移し替え、注ぎ込み

など）は、OPC やデジタル粉じん計、ブラックカーボンモニタによるグラフェン凝集体の計測が有

効と考えられる。 

一方、グラフェン分散液がミストとして気中に飛散するような場合には、グラフェンはより小さ

な粒子として飛散する可能性がある。そのような場合には、CPC を利用することで 10 nm（球形相

当径）程度までの小さな粒子を計測することができる。ただし、クリーンルームのような環境を除

けば、バックグラウンドにナノサイズ領域の粒子は多く存在するため（一般の室内環境では数千個/cm3

程度のエアロゾル粒子が存在している）、対象粒子であるグラフェンのわずかな排出の検出は難し

い場合が多い。 

上記の計測器よりも高価でサイズは大きくなるが、100 nm より小さな粒子を含む粒径別の個数濃

度が得られる計測器として、走査型移動度粒径測定器（Scanning Mobility Particle Sizer：SMPS）、リ

アルタイム粒子解析装置（Fast Mobility Particle Sizer：FMPS）、電子式低圧インパクタ（Electrical Low 

Pressure Impactor：ELPI）などがある。また、0.5～10 µm の粒子の粒径別の個数濃度が得られる計測

器としてエアロダイナミックパーティクルサイザー（Aerodynamic Particle Sizer：APS）などがある。

ただし、バックグラウンド粒子の影響を受けるのは、上記装置と同様である。 

 

Ｂ．排出粒子の同定 

先述のエアロゾル計測器は、粒子の排出が起こる作業、場所、時間の特定に有効であるが、エア

ロゾル計測器で濃度上昇がみられたとしても、その排出粒子がグラフェンなのかどうかは必ずしも

明確でない。より正確にグラフェンの排出の有無を確認する方法としては、フィルタ等でエアロゾ

ル粒子を捕集して、電子顕微鏡観察や炭素分析によって粒子を同定するなどの方法がある。 

 

（同定法１）電子顕微鏡観察による同定 

電子顕微鏡観察のための粒子捕集方法の一例として、多数の孔が開いたポリカーボネートフィ

ルタを使う方法がある 60), 61) 。エアロゾル粒子捕集後のフィルタは、切り取り、導電性両面テー

プ等で電子顕微鏡用の試料台に貼り付け、導電性処理（蒸着）することにより、走査型電子顕微

鏡（SEM）で観察できる。後述の図 8 および 12 は、孔径 200 nm のポリカーボネートフィルタを

用いて捕集した剥離グラフェン等飛散粒子の電子顕微鏡写真である。透過型電子顕微鏡（TEM）

のための粒子捕集方法としては、多孔カーボンフィルム TEM グリッドに空気を通して捕集する方

法などがある 60), 62) 。 

 

（同定法２）炭素分析による同定 

炭素分析には、いくつかの方法があるが、加熱燃焼させて、CO2 濃度（またはそれを還元した

CH4 濃度）を測定する方法などが適用できる。加熱燃焼の方法や前処理により、グラフェンとその

他の炭素（有機炭素、炭酸塩、元素状炭素）の分離識別がある程度可能である。 

炭素分析の例として、米国 NIOSH が気中の CNT の定量方法として推奨している NIOSH 5040

法 58) や、環境大気試料の炭素成分分析に広く適用されている IMPROVE（Interagency Monitoring of 
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Protected Visual Environments）法がある。これらの方法は、石英フィルタに捕集したサンプルを前

処理なしにそのまま機器分析に供することができる。石英フィルタに捕集したサンプルをヘリウ

ム雰囲気下で段階昇温させて有機炭素を蒸発分離し、続いて酸素存在下で段階昇温させて元素状

炭素を燃焼・気化させる。加熱により蒸発・気化した炭素成分は、触媒により酸化・還元された

後、水素炎イオン化検出器（FID）により検出される。グラフェンは、基本的に元素状炭素の画分

に検出される。燃焼温度によりグラフェンとその他の炭素をある程度分離することが可能である。

また、この方法には定量性がある。 

市販の剥離グラフェン粉末（グラフェンナノパウダー、G-11～14、イーエムジャパン株式会社）

および本材料の集積膜の炭素分析による検出の例（TASC 実施）を図 4 に示す。市販の剥離グラフ

ェン粉末に比べて、本材料の集積膜は燃焼しにくい傾向があったが、炭素分析によりグラフェン

の検出が可能であった。 
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図 4 グラフェンの炭素分析の例 

 

 

Ｃ．許容暴露濃度（OEL）との比較 

グラフェンを対象とした作業環境における OEL はまだ提案されていないが、粉体の OEL は、しば

しば肺胞まで到達しないような粗大粒子を省いた吸入性粉じん（空気力学径4 µmの粒子50%カット）

の質量濃度として提案されている。作業環境のリスク管理を目的として、グラフェンの作業環境濃

度（または個人暴露濃度）を計測する場合は、以下のような方法がある。 



- 38 - 
 

（計測手法ａ）吸入性粉じん用のサイクロンやインパクタを用いて粗大粒子を取り除いた後のエアロ

ゾル粒子をテフロン繊維などの吸湿の影響を受けにくいフィルタで捕集した後、エアロゾル粒子

の質量をウルトラミクロ天秤で秤量し、エアロゾル粒子の質量濃度を求める。サイクロンやイン

パクタ、フィルタホルダ、配管は、帯電粒子の損失を防ぐために導電性のものが望ましい。この

方法は、対象粒子（グラフェン）以外の粒子も合算されたエアロゾル質量濃度が算出されるため、

実験室等バックグラウンド粒子の濃度が低い場合のみ有効である［参考：一般環境の吸入性粉じ

ん濃度は 10～50 μg/m3 程度である］。検出限界は、エアロゾル粒子の捕集流量や捕集時間にもよ

るが、一般に数十 μg/m3 程度である。より安全側に評価するために、吸入性粉じんではなく、総粉

じんを捕集してもよいかもしれない。 

 

（計測手法ｂ）吸入性粉じん用のサイクロンやインパクタを用いて粗大粒子を取り除いた後のエアロ

ゾル粒子を石英フィルタで捕集した後、炭素分析［前記のＢ．（同定法２）参照］で元素状炭素

としてグラフェンの質量濃度を求める。サイクロンやインパクタ、フィルタホルダ、配管は、帯

電粒子の損失を防ぐために導電性のものが望ましい。バックグラウンドの元素状炭素濃度は一般

環境で数 µg/m3 程度存在する。検出限界は、エアロゾル粒子の捕集流量や捕集時間にもよるが一般

に数 µg/m3 程度である。より安全側に評価するために、吸入性粉じんではなく、総粉じんを捕集し

てもよいかもしれない。 

 

（計測手法ｃ）あらかじめ、上記計測手法ａまたはｂのフィルタ捕集による計測と同時計測を行うこ

とにより、粉じん計やブラックカーボンモニタの対象粒子（グラフェン）に対する応答の換算係

数を求めておき、応答を補正した計測値でグラフェンの質量濃度を計測する。または、OPC の粒

径別個数濃度データからの換算で求められる質量濃度の近似値とフィルタ捕集による質量濃度の

相関を用いる。吸入性粉じん相当の濃度を得るためには、エアロゾル計測器のインレットにサイ

クロンやインパクタを用いることができれば、より良いかもしれない。上記の計測手法ａやｂよ

り簡易であり、日常管理に適した方法と考えられる。ただし、工程や作業内容が大きく変わった

場合や、定期的には、計測手法ａやｂの計測を行うことが望ましいと考えられる。 

 

 

（２）飛散性  

Ａ．粉末取扱時の飛散性 

本材料は、凝集力が非常に強いため、本材料の分散液を濾過すると粉体ではなく膜（集積膜）とな

り、容易には飛散しない（本材料の集積膜の切断時における飛散については、後述の「Ｂ．集積膜

の切断時の飛散性」参照）。 

 

＜参考例 1＞ 

NIOSH はナノサイズのグラフェン粉末製造工場での暴露およびその抑制法に関するケーススタデ

ィを実施している 18) 。この工場は、本材料と同様に液相プロセスによりグラファイトからグラフェ

ンを製造する工場であるが、製造容器からの取り出し時に光散乱式粉じん計で約 1 mg/m3、ブラック

カーボンモニタで約 40 μg/m3 の粉じんが検出されている。さらに、このグラフェンをドラフト内で

移し替えを行う際においても、ドラフト前面のヒトが接触するエリアにおいて、光散乱式粉じん計

で約 10 mg/m3、ブラックカーボンモニタで約 400 μg/m3 の粉じんが検出されている。 
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＜参考例 2＞ 

剥離グラフェンの乾燥粉末の取り扱い時の飛散の参考例として、市販の剥離グラフェン（グラフ

ェンナノパウダー、G-14S、イーエムジャパン株式会社、比表面積：60 m2/g、純度：97%、平均フレ

ーク厚：5～30 nm、平均粒径（側部）：~5～25 μm）を用いて、移し替えの模擬操作により飛散性を

評価した試験（図 5、TASC 実施の試験）の結果を以下に示す。 

試験は、清浄空気を導入したグローブボックス内において、下記ⅰ）、ⅱ）の操作を 1 分ごとに

交互に 15 回繰り返した（所要時間：約 30 分）。 

ⅰ）ステンレス製容器（小）に入った剥離グラフェン約 100 cm3（約 24 g）を、ステンレス製容

器（大）に移す（上部から落下）。 

ⅱ）ステンレス製容器（大）に集められた剥離グラフェンを、ステンレス製容器（小）に移す（注

ぎ込む）。 

移し替え操作の間、ボックス内の空気中に飛散した剥離グラフェンを、エアロゾル計測器により

計測した。濃度の経時変化を図 6 に示す。模擬操作開始（16：30）から濃度は上昇し、特に、容器

（小）から容器（大）への移し替え（落下）時に濃度のピークがみられた。デジタル粉じん計によ

る計測値は、手違いで記録がなされていなかったが、700～800 μg/m3 程度の値を示していた。 

石英フィルタに捕集した吸入性粉じんの炭素分析により、吸入サイズのグラフェンの総発じん量

は 580 μg と計算された。これは元の粉末の質量の 0.0025%に相当する。また、試験時のボックス内

空気中の元素状炭素濃度（発じん量を 30 分間分の積算空気流量で割った値）は 1.9 mg/m3 であった。

この値は、デジタル粉じん計やブラックカーボンモニタによる計測値より高かった。デジタル粉じ

ん計やブラックカーボンモニタは、対象とするグラフェンにより感度補正されていない場合には過

小評価する可能性がある。 

走査型移動度粒径測定器（SMPS）と OPC により得られた飛散粒子の粒径分布を図 7 に示す。球

形相当として 100 nm 以下の粒子はほとんどなく、数百 nm～数 μm の大きさの粒子が主であった。ポ

リカーボネートフィルタにより捕集した飛散粒子の SEM 観察においても、数百 nm～数 μm の大き

さのグラフェン凝集粒子が多く観察された（図 8）。 
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図 5 移し替え模擬操作による飛散試験の概要 
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図 6 剥離グラフェンの移し替え模擬操作時の飛散粒子濃度の経時変化 

CPC や OPC の粒子サイズは、厳密なものではなく、およその球形相当のサイズである。 

ブラックカーボンモニタの値は時間とともに少しずつ低下しているが、高負荷による感度低下と思われる。 
 

 
図 7 剥離グラフェンの移し替え模擬操作時の飛散粒子の粒径分布 

移し替え操作 30 分間の平均値。粒子サイズは厳密なものではなく、およその球形相当のサイズである。 
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図 8 移し替えの模擬操作により飛散した剥離グラフェンの形態（SEM 像） 

参考：フィルタに空いた穴（孔）の径は 0.2 μm 

 

 

Ｂ．集積膜の切断時の飛散性 

本材料の集積膜の切断時における飛散を評価した試験（図 9、TASC 実施の試験）の結果を以下に

示す。 

試験は、清浄空気を導入したグローブボックス内において、本材料の集積膜（37 mmφ、プレス後

3.8 枚分（計 183 mg）、プレス前 1.7 枚分（計 84 mg））をはさみで可能な限り細かく切断した。ま

た、比較のためにはさみの空切り（1 回/秒、1 時間）を行った。 

エアロゾル計測器によるボックス内の空気中粒子濃度の計測結果を図 10 に示す。切断開始前と比

べて、切断時の粒子濃度の上昇はほとんどみられず、はさみの空切り時の方が濃度は高かった。CPC

で瞬間的な濃度上昇が少しみられたが、作業中を通しての継続性はなく、これは、手袋を大きく動

かした際に瞬間的にボックス内が負圧となり、ボックス外の粒子が隙間から流入したものと考えら

れた。 

石英フィルタに捕集した吸入性粉じんの炭素分析では、元素状炭素量は検出下限未満であった。
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吸入サイズのグラフェンの発じん量は、プレス後 3.8 枚切断とプレス前 1.7 枚切断のそれぞれにおい

て＜0.45 μg となり、元の集積膜の質量のそれぞれ＜0.0002%、＜0.0005%であった。切断後の破片の

大きさは均一ではなかったが、大体 1 mm×5 mm 程度の大きさであったことから、仮にすべて 1 mm

×5 mm に切断したと仮定すると、集積膜 1 枚当たりの総切断長さは約 1.3 m となる。この値を使っ

て集積膜 1 m 切断当たりの元素状炭素の発じん量を計算すると、プレス後 3.8 枚切断とプレス前 1.7

枚切断の結果から、それぞれ＜0.09 μg/m、＜0.2 μg/m となる。試験時のボックス内空気中の元素状

炭素濃度（発じん量を切断時の積算空気流量で割った値）は、プレス後 3.8 枚切断時が＜0.7 μg/m3、

プレス前 1.7 枚切断時が＜1.4 μg/m3 であった。 

切断した集積膜の切断面の SEM 観察写真を図 11 に示す。切断面はミクロに見ると平面ではなく、

重なりあったグラフェンの層が確認された。ポリカーボネートフィルタで捕集した飛散粒子の SEM

観察では、層状の粒子が一部確認されたが（図 12）、剥離グラフェンかどうかの判断は難しかった。 

 

これらの結果をまとめると、集積膜の切断時に捕集した粒子の SEM 観察において層状の粒子（剥

離グラフェンかどうかは不明）が一部確認されたが、計測器や炭素分析では確認できないレベルで

あり、集積膜の切断時のグラフェンの飛散は非常に起きにくいと考えられた。 

 

 

図 9 本材料の集積膜の切断試験の概要 
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図 10 本材料の集積膜の切断時の飛散粒子濃度の経時変化 

16：30 から開始。CPC や OPC の粒子サイズは、厳密なものではなく、およその球形相当のサイズである。 
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図 11 本材料の集積膜（プレス後）の切断面（SEM 像） 

 

 

図 12 本材料の集積膜（プレス後）の切断時に捕集した気中粒子の形態（SEM 像） 

参考：フィルタに空いた穴（孔）の径は 0.2 μm 
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略語表 
 

略語 原義 和訳または用語解説 

ADME Absorption, Distribution, Metabolism & Excretion 体内動態（吸収・分布・代謝・排泄の総称） 

ALP alkaline phosphatase アルカリホスファターゼ 

APS Aerodynamic Particle Sizer エアロダイナミックパーティクルサイザー 

ATP Adenosine triphosphate アデノシン三リン酸 

BALF Bronchoalveolar Lavage Fluid 気管支肺胞洗浄液 

BET Brunauer-Emmett-Teller Theory ブルナウアー‐エマー‐テラー理論（吸着等温式に

よる粒子比表面積測定法） 

BOD Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素消費量 

BUN blood urea nitrogen 血中尿素窒素 

CAS No.  Chemical Abstracts Service Number 米国化学会が運営する化学物質登録システムから付

与される化学物質固有の識別番号 

CAT Catalase カタラーゼ 

CINC-1 cytokine-induced neutrophil chemoattractant 1 好中球化学誘引物質-1 

CNF Carbon Nanofiber カーボンナノファイバー 

CNT Carbon Nanotube カーボンナノチューブ 

CPC Condensation Particle Counter 凝縮式粒子計数器 

CRE Creatinine クレアチニン 

CVD Chemical Vapor Deposition 化学気相成長 

DMEM Dulbecco's Modified Eagle's Medium ダルベッコ改変イーグル培地 

DMSO Dimethyl sulfoxide ジメチルスルホキシド（(CH3)2SO） 

DNA Deoxyribonucleic Acid デオキシリボ核酸 

EC50 50% Effect Concentration 50%影響濃度 

ELPI Electrical Low Pressure Impactor 電子式低圧インパクタ 

FGF2 fibroblast growth factor 2 線維芽細胞増殖因子-2 

FID Flame ionization detector 水素炎イオン化検出器 

FMPS Fast Mobility Particle Sizer リアルタイム粒子解析装置 

GGT γ-glutamyltranspeptidase γ-グルタミルトランスペプチターゼ 

GM-CSF granulocyte macrophage colony-stimulating factor 顆粒球マクロファージコロニー刺激因子 

GPx Glutathione peroxidase グルタチオンペルオキシダーゼ 

HEPA High Efficiency Particulate Air（filter） 高性能エア（フィルタ） 

HRP Horseradish peroxidase ホースラディッシュペルオキシダーゼ 

ICAM Intercellular adhesion molecule 細胞接着分子 

IL Interleukin インターロイキン。IL-1α、IL-1β、IL-6、IL-8 等の

種類がある。 

in vitro － “試験管内で” を意味するラテン語。（ヒトや動物か

ら採取した細胞や組織を用いて、生体内と同様な環

境を人工的に構築し、薬物等の反応を検出する試験

のこと） 

in vivo － “生体内で” を意味するラテン語。（ヒトや実験動物

に直接薬物等を投与し、生体内や細胞内での反応を
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検出する試験のこと） 

ISO International Organization for Standardization 国際標準化機構 

LDH Lactase Dehydrogenase 乳酸脱水素酵素 

LOEC Lowest Observed Effect Concentration 少影響濃度 

LPO lipid peroxidation 脂質過酸化 

MCHC mean corpuscular hemoglobin concentration 平均赤血球ヘモグロビン濃度 

MCP-1 monocyte chemoattractant protein 1 単球走化性タンパク質-1 

MIP macrophage inflammatory protein マクロファージ炎症性タンパク質 

MNPCE micronucleated polychromatic erythrocyte 小核多染性赤血球 

MWCNT Multi Wall Carbon Nano Tube 多層カーボンナノチューブ 

NEDO New Energy and Industrial Technology Development 

Organization 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構 

NIOSH National Institute of 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 

NOEC No Observed Effect Concentration 無影響濃度 

OECD Organization for Economic Co-operation and 

Development 

経済協力開発機構 

OEL Occupational Exposure Limit 許容暴露濃度 

OPC Optical Particle Counter 光散乱式粒子計数器 

PCE polychromatic erythrocyte 多染性赤血球 

PCNR proliferating cell nuclear antigen 増殖細胞核抗原 

PMN polymorphonuclear leukocytes 多形核白血球 

REL Recommended Exposure Limit 推奨暴露限度 

ROS Reactive Oxygen Species 活性酸素種 

S9 Supernatant of liver homogenates after centrifuged at 

9000×g 

肝ホモジネートの遠心分離（9000×g）上清画分 

SDS Safety Data Sheet 安全性データシート［製品安全性データシート；MSDS

（Material Safety Data Sheet）ともいう］ 

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ィスムターゼ（活性酸素を除去

する抗酸化酵素の一つ） 

TASC Technology Research Association for Single Wall 

Carbon Nanotubes 

技術研究組合単層 CNT 融合新材料研究開発機構 

TEM Transmission Electron Microscope 透過型電子顕微鏡 

TGF transforming growth factor 形質転換増殖因子。TGF-β等の種類がある。 

TNF tumor necrosis factor 腫瘍壊死因子。TNF-α等の種類がある。 

TWA Time weighted average 時間加重平均 

VEGF vascular endothelial growth factor 血管内皮細胞増殖因子 

XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy X 線光電子分光 
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