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本書は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から委託した「非可食
性植物由来化学品製造プロセス技術開発/CNF 安全性評価手法の開発」(P13006)による研究成果
です。 



 
 

本書について 
 

 セルロースナノファイバー(CNF)の適切な安全管理のためには、CNF の製造・加工・使用・廃
棄プロセス等における CNF の排出・暴露を評価する必要があります。そこで、国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)委託事業「非可食性植物由来化学品製造プロセス技
術開発/CNF 安全性評価手法の開発」(2017～2019 年度)では、現場調査や模擬排出試験の実施に
より、CNF の製造・使用時の排出・暴露や、CNF 複合材の製造・加工・摩耗・劣化時の排出・暴
露を評価しました。また、将来的に実用化されるであろう CNF 応用製品を整理し、代表的な製品
ケースについて、暴露シナリオに基づく評価を行いました。さらに、CNF が環境中で使用・廃棄
された場合の安定性や分解性を評価するために、生分解性試験を行いました。本書は、それらの
評価事例をまとめたものです。各事業者における類似の事案での安全管理の参考として、また、
事業者が実際に測定や評価を行う場合の参考としてご活用いただければ幸いです。 
 なお、本 NEDO 委託事業では、CNF の排出・暴露評価の他にも、CNF の検出・定量手法の開
発や CNF の有害性試験手法の開発に取り組んでおり、その成果は、「セルロースナノファイバー
の検出・定量の事例集」及び「セルロースナノファイバーの有害性試験手順書」としてとりまと
めて公開しています。本書と併せて CNF の自主安全管理の参考となれば幸いです。これらの文書
類は、産総研安全科学研究部門 WEB サイト(https://www.aist-riss.jp/assessment/45276/)より
無償でダウンロード可能です。 
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 第１章 はじめに 
 セルロースナノファイバー(CNF)は新たなナノ材料であり、多様な用途が期待されているが、
CNF の実用化や普及を加速するためには安全性の評価が求められる。CNF の適切な安全管理のた
めには、CNF の製造・加工・使用・廃棄プロセス等における CNF の排出・暴露を評価する必要が
ある。 
 本書は、NEDO 委託事業「非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発/CNF 安全性評価手
法の開発」(2017～2019 年度)で行ってきた CNF 及びその応用品の排出・暴露評価事例をまとめ
たものである。本書の構成を図 1.1 に示す。 

第 2 章では、CNF の排出・暴露に関する既往研究の情報を整理した。 
第 3 章では、CNF 粉体や分散液を製造・使用するときの CNF の排出・暴露可能性(気中への飛

散・吸入暴露)を評価するために実施してきた模擬試験について、3.1 節では CNF 乾燥粉体の取り
扱い時の飛散、3.2 節では CNF 水分散液の飛沫としての飛散の評価事例を示した。 

第 4 章では、CNF 複合材の製造施設の作業環境計測の結果を示した。また、CNF 複合材の加
工・摩耗時における CNF の排出・暴露可能性を評価するために実施してきた CNF 複合材の切削
試験及び摩耗試験の結果を示した。また、CNF 複合材の劣化の影響を見るために、耐候性試験後
の劣化試料を対象とした摩耗試験の結果も示した。 

第 5 章では、CNF 応用製品を機能、用途(部材)、製品種類の観点で分類して整理した。そして、
代表的な製品ケースとして、自動車、化粧品、容器・包装プラスチックを対象に、潜在的な暴露
ポテンシャルを概算するために CNF の使用量を推定し、自動車では廃棄プロセスでの暴露濃度
を、化粧品についてはスプレー製品からの暴露量を推定した。 

第 6 章では、CNF が環境に排出された後の分解についての知見を得るために実施した一般環境
及び海水中での生分解性試験の結果をまとめた。 
 第７章では、第２章から第６章までの総括を述べた。 

 
また、参考情報として、巻末に下記の付録をつけた。 
付録 I では、第２章～第 4 章に出てくる主なエアロゾル計測器の概要や原理についてまとめた。 
付録 II では、ナノ材料及びその他粉塵の作業環境における許容濃度についてまとめた。CNF を

対象とした許容濃度はまだないが、ナノ材料及びその他粉塵の許容濃度は、当面の CNF の現場の
管理の参考になると考える。 

付録 III では、CNF 及び関連材料をとりまく国際規制状況についてとりまとめた。これらは CNF
応用製品の開発や事業展開を考える際に重要な知見になると考える。 
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図 1.1 本書の構成  
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 第２章 既往研究の紹介 
 本章では、CNF の排出・暴露に関する既往研究について紹介する。2.1 節では、ナノセルロー
ス(CNF 及びその他のセルロースナノ材料)の作業環境計測や模擬試験の実施例を紹介する。2.2 節
では、ナノセルロース応用製品のライフサイクルを対象に、暴露シナリオの抽出とランキング化
を行っている Shatkin & Kim1)の報告を紹介する。2.3 節では、消費者製品に含まれたナノ材料の
暴露評価の方法の事例として、デンマーク環境保護庁による、「消費者製品に含まれるナノ材料暴
露評価報告書」2)の概要を示す。 
 
2.1 ナノセルロース等の作業環境計測や模擬試験による排出・暴露評価事例 

ナノセルロース等の作業環境計測や模擬試験による排出・暴露評価事例はまだ少ないが、主に
エアロゾル計測器を利用した簡易な評価事例 3)‒7)が報告されている。 

Vartiainen ら 3)は、ミクロフィブリル化セルロース(MFC)を対象に、石臼式粉砕機による解繊と
スプレードライの際の作業者の粉塵暴露を評価している。測定は、凝縮粒子計数器(CPC)及び走査
型移動度粒径測定器(SMPS)で行われた(主なエアロゾル測定器の概要は付録 I 参照)。解繊では、
わずかに粒子の発生があったが、そのほとんどがヒュームフードで除去された。スプレードライ
では、排気ダクトのバルブを止めたときには粒子の漏れがあったが、正常なオペレーションでは、
暴露はほとんどなかった。 

米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)の Geraci ら 4),5)は、セルロースナノクリスタル(CNC)ス
ラリーの遠心分離、凍結乾燥機からの CNC 乾燥粉体の取り出し(全体換気)、凍結乾燥機からの
CNF 乾燥粉体の取り出し(局所排気)、及び CNC 複合樹脂の製造・切断・研磨の際の排出粉塵を測
定している。測定は、CPC、光散乱式粒子計数器(OPC)、及び粉塵計により行われた。また、化学
分析のために、ナトリウムイオンをセシウムに置換したセルロースが使われ、フィルタ捕集後に
セシウムの測定が行われた。CNC スラリーの遠心分離では、エアロゾル濃度の増加が見られ、セ
シウムの測定では、3 サンプルすべてでセシウムが検出された。囲いの中の濃度が最も高かった。
凍結乾燥機からの CNC 乾燥粉体の取り出しでは、取り出しの際にはエアロゾル濃度の増加は見
られなかったが、取り出し後の清掃時にエアロゾル濃度の増加が見られた。セシウムの測定では、
3 サンプルすべてでセシウムが検出された。凍結乾燥機からの CNF 乾燥粉体の取り出しでは、エ
アロゾル濃度の増加はほとんど見られず、セシウムの測定では検出限界未満または定量下限以下
であった。CNC 複合樹脂の製造・切断・研磨の際は、エアロゾル濃度の増加が見られ、セシウム
の測定では、7 サンプル中 6 サンプルでセシウムが検出された。 

OʼConnor ら 6)は、カナダの CelluForce の実証プラントにおいて、CNC のスプレードライと袋
詰め作業の際の粉塵暴露可能性を評価している。対象とする CNC はミクロンサイズの凝集粉体
であった。測定は、SMPS、OPC、及び TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance:振動
素子式マイクロ天秤による質量濃度計測器)により行われた。スプレードライと袋詰め作業の際、
比較的大きな粒子を測定する OPC と TEOM の濃度は、バックグラウンドの 2～3 倍に上昇した。
プラントは、スタートアップの期間で、まだ袋詰めプロセスが最適化されていなかったこと、そ
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して、TEOM による測定値は約 50 µg/m3 であり、作業環境としてはそれほど高い濃度ではない
ことが言及されている。SMPS によるナノサイズ粒子の測定結果は、バックグラウンドと作業中
で結果は大きく変わらなかった。また、スクリューコンベアが詰まり、システムを開放し、掃除
をした際に、SMPS と OPC による測定が行われている。OPC による測定値は、掃除の際に 0.58
個/cm3 から 82 個/cm3 に増加したが、その後の通常運転では 0.74 個/cm3 となり、バックグラウ
ンドレベルに戻った。SMPS によるナノサイズ粒子の測定値は、掃除や通常運転時より、バック
グラウンドの方が高かった。 

Ellis7) は、欧州規格 EN-150518) の回転ドラム法による模擬試験により、CNC の飛散性
(dustiness)試験を行っている。排出されたエアロゾル粒子を、吸引性粉塵(inhalable)、咽頭通過
性粉塵(thoracic)、吸入性粉塵(respirable)に分けて、その重量を測定した(吸引性粉塵、咽頭通過
性粉塵、吸入性粉塵については、第 3 章の 3.1 節を参照)。飛散性は、低・中・高に判定されるが、
CNC の種類によって、低になるものから高になるものまでがあった。また、Ellis は、CNC 水分
散液の飛散と、CNC 乾燥粉体の撹拌時の飛散についても評価している。エアロゾル粒子の電子顕
微鏡観察では、CNC 水分散液の飛散粒子は棒状だが、CNC 乾燥粉体は球形に近い凝集形態であ
った。CNC 乾燥粉体の撹拌時には、時間と共にエアロゾル計測器(OPC 及び SMPS)の濃度は増加
した。 

 
2.2 ナノセルロースについての暴露シナリオ抽出 
 本節では、先行研究として、ナノセルロース応用製品のライフサイクルを対象に暴露シナリオ
の抽出を行った Shatkin & Kim1)の報告をとりあげる。この報告では、ナノセルロースについて、
nano life-cycle risk assessment (NANO LCRA)という手法に基づく解析を行っている。ここで、
NANO LCRA は Shatkin らが提案しているナノ材料のライフサイクルリスクアセスメントの手法
である。選択した製品についての商業化の前にスクリーニングを行うことを目的としている。
NANO LCRA によって、暴露の可能性が高い暴露シナリオを同定し、有害性を評価し、リスクキ
ャラクタライズに必要なデータを評価することで、ナノセルロースの安全性の不確実性を減少さ
せるために必要なデータやギャップを明確化した。データギャップとしての優先度は、①乾燥粉
体の取り扱いに伴う職業暴露、②消費者の製品使用(例、食品に接触する包装物)であったと結論し
ている。 
 暴露シナリオの作成の手順は以下のとおりである。 
 
＜応用製品＞ 
 市場調査によりナノセルロース応用製品の可能性として 33 種(包装、紙の強化、建材、柔軟性
のある電子材料など)の用途を特定し、そこから LCRA 解析に供する下記の５つの応用製品を選択
した。 

①バリアフィルム(紙)、②バリアコーティング(包装)、③塗料及び塗料添加剤、④エアロゲル、 
⑤化粧品添加物 
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＜ライフサイクル段階＞ 
 ライフサイクル段階は、以下の 4 つの段階を設定している。 

①製造、②加工、③使用、④使用後／廃棄 
 
＜レセプター＞ 
 暴露の受け手であるレセプターとしては、以下の３つを対象としている。 

①作業者、②消費者、③環境 
 
 Shatkin らは、応用製品×ライフサイクル段階×レセプター×経路によって 59 のシナリオを作
成した。それぞれの暴露シナリオに対し、表 2.1 のランキング基準を適用して、暴露シナリオの
リスクのランク付けを行い、リスクのランキングが高い 22 個のシナリオとして、表 2.2 に示すも
のを挙げている。 
 表 2.1 において、ハザード(Hazard)という項目はナノ材料が製品や部材に対し強く結合してい
るか、脱離可能性があるが、もともと乾燥粉体であるかを表しており、排出や移行の強さを示す
指標と思われる(いわゆる、毒性や有害性を示す際の”ハザード”という用語とは意味が異なるので
注意が必要である)。規模(Magnitude)は製品や部材中のナノ材料の含有率を意味している。可能
性(Likelihood)はナノ材料を含む製品や部材との接触の仕方、意図的か非意図的か直接接触するか
などを表している。頻度(Frequency)は暴露事象の頻度である。 
  

表 2.1 ハザードと暴露のランキング基準  
ハザード(Hazard) 規模(Magnitude) 可能性(Likelihood) 頻度(Frequency) 

低 基板中に強く結合
した状態 

ナノ材料の含有率が 1%より大
きい成形品へのもの 

直接接触 不定期 - 年に 10
回未満の暴露 

中 潜在的に基板から
剥離可能な状態 

材料への暴露が> 1％～<10％ 非意図的(使い方によって
は暴露可能性がある) 

偶発的- 年に 10～
50 回 

高 粉末形態の乾燥粒
子/直接接触暴露 

材料への暴露が、10%以上の
混合物へのもの 

意図的(通常の使用中に繰
り返し暴露する) 

通常 - 年に 50 回
以上 

出典：Shatkin & Kim (2015)1) 
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表 2.2 NANO LCRA 分析によって抽出されたリスクランキングの高いシナリオ 
シナリオの説明 ライフサイ

クル段階 
可能性のある
ハザード 

レセプ
ター 

暴露
経路 

ハザ
ード 

規
模 

可
能
性 

頻
度 

総合
点 

物質の乾燥処理の際の、施設の従
業員による事故的な吸入 

製造 NC 粒子の吸
入 

作業者 吸入 3 3 2 3 11 

乾燥したナノセルロースからフィ
ルム製品を製造する際の、吸入に
よる施設従業員との接触 

加工 NC 粒子の吸
入 

作業者 吸入 3 3 2 3 11 

乾燥した NC 材料と他の材料との
混合の際の、従業員による製品及
び粉末の吸入 

加工 NC 粒子との
吸入 

作業者 吸入 3 3 2 3 11 

施設従業員が NC 粒子に接触した
り、空気中の NC 粒子による偶発
的な吸入 

加工 NC 粒子との
吸入 

作業者 吸入 3 3 2 3 11 

排水を介した環境への放出 使用後／ 
廃棄 

水環境に及ぼ
す物理的影響 

環境 環境 2 2 3 3 10 

埋立地での分解 使用後／ 
廃棄 

NC 粒子の分
解 

環境 環境 2 2 2 3 9 

格納された NC が不安定になり、
爆発する 

加工 NC 粒子/エネ
ルギー放出 

作業者 直接 3 3 2 1 9 

リサイクル施設で紙を裁断したも
の(乾燥したもの)。 吸入による施
設従業員との偶然の接触 

使用後／ 
廃棄 

NC 粒子とマ
トリックスの
吸入 

作業者 吸入 2 2 2 3 9 

生分解させるために埋立処分され
た物質。 環境との意図的な接触 

使用後／ 
廃棄 

NC 粒子との
環境接触 

環境 環境 1 2 3 3 9 

スプレー使用、偶発吸入 使用 マトリックス
中の湿った
NC の吸入 

消費者 吸入 2 3 2 2 9 

食品への移行; 消費者による NC 粒
子の摂取 

使用 マトリックス
中の NC 粒子
の摂取 

消費者 経口 2 2 2 3 9 

製品製造のための湿った NC 材料
の他の材料との混合 

加工 NC 粒子との
皮膚接触 

作業者 経皮 1 3 2 3 9 

消費者の皮膚への化粧品の塗布 使用 粉末としての
マトリックス
中 NC の吸入 

消費者 吸入 2 2 2 3 9 

住宅下水道への排水 使用後／ 
廃棄 

NC 粒子の分
解 

環境 環境 2 2 2 3 9 

生産中、製造現場での偶発的な酸
流出、施設従業員との偶発的な皮
膚接触 

製造 酸 作業者 経皮 3 3 1 1 8 
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表 2.2 NANO LCRA 分析によって抽出されたリスクランキングの高いシナリオ(続き) 
シナリオの説明 ライフサイ

クル段階 
可能性のある
ハザード 

レセプ
ター 

暴露
経路 

ハザ
ード 

規
模 

可
能
性 

頻
度 

総合
点 

リサイクル施設でのパルプ化され
た湿った紙; 施設従業員との偶発的
な皮膚接触 

使用後／ 
廃棄 

マトリックス
中の NC 粒子
との皮膚接触 

作業者 経皮 2 1 2 3 8 

液体 NC を使用した塗料の製造。
施設従業員と吸入による接触 

加工 肺中への NC
粒子による潜
在的な内部暴
露の可能性 

作業者 吸入 2 2 2 2 8 

石油系プラスチック材料として廃
棄され、リサイクルセンターに送
られ、プラスチック製品粒子とし
て処理される際の、工場従業員に
よる吸入 

使用後／ 
廃棄 

マトリックス
中の NC 粒子
の吸入 

作業者 吸入 2 2 2 2 8 

ビル火災 使用後／ 
廃棄 

燃焼した物
質、NC を含
む煙/排気、
燃焼した NC
からの蒸気 

作業者 吸入 2 3 2 1 8 

生分解性製品の長期使用 使用後／ 
廃棄 

NC 粒子の分
解 

環境 環境 2 2 2 2 8 

湿った塗料やドライチップ/ダスト
を子供が食べる 

使用 マトリックス
中の湿った
NC の摂取 

消費者 経口 2 2 2 2 8 

解体時、作業者が吸入する空気中
の粉塵/粒子 

使用後／ 
廃棄 

浮遊した乾燥
した NC 粒子
の吸入 

作業者 吸入 2 2 2 2 8 

注) NC はナノセルロースの略 
出典：Shatkin & Kim (2015)1)を一部改変 

 
Shatkin らが行ったナノセルロースに対する暴露シナリオの抽出とランキング結果を考察して

みる。まず、選択された５つの応用製品の網羅性、具体性が不十分であると思われる。①バリア
フィルム(紙)、②バリア塗装(包装)、③塗料及び塗料添加剤、④エアロゲル(断熱材)、⑤化粧品原
料、という対象は偏りがあるのではないかと考える。また、対象が部材にとどまっており具体的
な製品ではないことが挙げられる。 
 また、Shatkin らは、暴露シナリオの抽出・ランキングにおいて、「酸への接触」や「爆発」な
ど化学物質リスクの枠からはみ出す事象も対象としている。作業者、消費者、環境暴露を同列に
扱いランキングするのは無理があるように思われる。また、ランキング指標(表 2.1)を見ると、こ
れらでランク付けしているのは暴露量(人や生物の摂取量)ではなく排出量に相当していると思わ
れる。 
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2.3 消費者製品に含まれるナノ材料暴露評価事例 
 本節ではデンマーク環境保護庁による、「消費者製品に含まれるナノ材料暴露評価報告書」2)の
概要を述べる。ただし、本報告書は、ナノセルロースを用いた製品を対象としていない。そのた
め、本報告書で参考とするのは消費者製品に含まれたナノ材料の暴露評価の方法である。本報告
書が暴露評価の対象とした製品群と、それら製品に含有するナノ材料を表 2.3 に示す。表 2.3 か
ら、ナノ材料としては、金属、セラミックス、ナノ炭素材料が多いことが分かる。 
 

表 2.3 暴露評価対象とした 12 種の製品群 
製品の種類 製品に含有するナノ材料 

食品と飲料 銀, 白金, パラジウム, 金 

化粧品 銀, 金, 白金, フラーレン類, ナノペプチド,酸化ケイ素, 酸化亜鉛, 二酸化チタ

ン, 過酸化カルシウム, 銅, 銅ペプチド, カーボンブラック 

洗浄剤 銀, 二酸化チタン, ケイ酸, ミセル 

コーティング/含浸 銀, 二酸化チタン, 二酸化ケイ素, テフロン 

メンテナンス製品(車、ボー

ト用) 

銀, 二酸化チタン, 二酸化ケイ素, 過酸化カルシウム, 酸化アルミニウム, ナノ

ホウ素, ナノセラミックス, カーボンナノチューブ 

衣料品 銀, 二酸化チタン, 竹炭, テフロン 

建築材料 銀, 二酸化チタン, 二酸化ケイ素 

医療機器 銀, 銅, シリケート, ジルコニア 

空気清浄機 銀, 二酸化チタン, 活性炭, 植物油脂肪酸, 植物油の植物抽出物  

燃料及び潤滑油添加剤 金, 酸化セリウム, 二硫化タングステン 

電子デバイス/製品 銀, 金, 過酸化カルシウム, 酸化亜鉛 

家電製品 銀, 鉄, 炭素 

出典：デンマーク環境保護庁(2015)2) 
 

彼らは、12 の製品群を対象として、具体的な製品に対する暴露シナリオと暴露経路について表
2.4 に示すような形で整理している。表 2.4 に示された製品には、CNF を含有する可能性のある
製品も多く含まれているため、CNF 応用製品の暴露評価においても本報告書での手法が参考にな
ると思われる。 
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表 2.4 ナノ材料を含む消費者製品について抽出された暴露シナリオ  
No. 製品 暴露シナリオ 経口 経皮 吸入 眼 

食品と飲
料 

1 チューインガム 噛む 〇 × × × 

2 種々の食品アイテ
ム 

種々の食品アイテムからの摂取 〇 × × × 

3 サプリメント(液
体) 

サプリメントからの摂取 〇 × × × 

4 食品容器 食品容器から食品への移行を通じた
摂取 

△ △ △ △ 

化粧品 5 日焼け止め(ロー
ション) 

皮膚及び唇への塗布 〇 〇 × △ 

6 日焼け止め(スプ
レー) 

同上 〇 〇 △ △ 

7 マスカラ 1 日 2 回使用 × 〇 × 〇 

8 口紅(日焼け止め) 1 日 2-6 回使用 〇 〇 × × 

9 フェースパウダー ブラシを使った顔面への塗布 〇 〇 〇 〇 

表面処理
剤／塗料 

10 塗料 ローラー塗装、下塗り塗装 △ 〇 〇 △ 

11 塗料(スプレー) 表面のスプレー塗装 △ 〇 〇 △ 

12 表面コーティング
(缶スプレー) 

製品表面の含浸塗装 △ 〇 〇 △ 

空気清浄
機 

13 空気清浄機 室内空気のフィルタによるろ過 △ △ △ △ 

洗浄剤 14 殺菌剤(ポンプス
プレー) 

成型品や表面への噴霧 △ 〇 〇 △ 

15 殺菌剤(缶スプレ
ー)  

繊維製品への噴霧 △ 〇 〇 △ 

衣料品 16 T シャツ 布地から汗への移行による暴露 〇 〇 △ △ 

建築材料 17 セメント 自宅、私道の修繕 × 〇 〇 △ 

医療 18 創傷被覆材 創傷被覆材の皮膚適用による移行 × 〇 × × 

用品 19 歯科被せ物・詰め
物 

歯科器具による成型、フィッティン
グ 

△ △ 〇 △ 

複合材料 20 ゴルフクラブ シャフトの調整、使用による摩耗、
断裂 

△ △ △ △ 

〇：暴露量を算出したもの 
△：暴露はありうるが非常に小さいかデータ不足により定量不可 
×：暴露経路とみなされない 
出典：デンマーク環境保護庁(2015)2) 
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 第３章 CNF 粉体及び分散液の排出・暴露 
本章では、CNF 粉体や分散液を製造・使用するときの CNF の排出・暴露可能性(気中への飛散・

吸入暴露)を評価するために実施した模擬試験について、3.1 節では CNF 乾燥粉体の取り扱い時の
飛散、3.2 節では CNF 水分散液の飛沫としての飛散の評価事例を示す。 
  
3.1 CNF 乾燥粉体の取り扱い時の飛散 
 CNF 乾燥粉体は数 nm～数百 nm の CNF 繊維が凝集しており、粒子径が数 nm～数百 µm の粒
子まで存在する。粒子径の幅が大きく、取り扱い時には吸入性粉塵のような微小粒子の飛散が想
定される。吸入性粉塵は、気中から吸入した際、肺胞まで届く粒子であり、飛散した CNF を吸入
した場合、肺胞まで到達する可能性がある(図 3.1.1 参照)。 
 

 

図 3.1.1 吸引性粉塵、咽頭通過性粉塵、吸入性粉塵の定義(ISO 7708)1) 
吸引性粉塵(inhalable)：気中から鼻孔または口を通って吸入される粒子. 
咽頭通過性粉塵(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%. 
吸入性粉塵(respirable)：肺胞まで届く粒子. 4 µm 粒子で 50%. 
解説：吸引性粉塵濃度、咽頭通過性粉塵濃度、吸入性粉塵濃度とは、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、吸入性粉塵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。 

 
CNF 乾燥粉体の取り扱い時の飛散として、移し替えの模擬試験を行い、CNF 乾燥粉体の飛散

性を評価するとともに、計測技術の有用性を確認した。 
 
3.1.1 測定 

試験系の概要を図 3.1.2 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 5 分毎に交互に 3 回ずつ繰り返した(所要時間 30 分)。 
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ⅰ) ステンレス製容器(小：200 mL)に入った CNF 乾燥粉体(試料量：約 30 または 100 mL)
を、ステンレス製容器(大：約 3,500 mL)に移す(上部から落下)。 

ⅱ) ステンレス製容器(大)に入った CNF を、ステンレス製容器(小)に移す(注ぎ込み)。 
 

 
図 3.1.2 移し替え模擬試験の試験系 

各測定器の概要は付録 I 参照。透過型電子顕微鏡(TEM)用の多孔カーボン支持膜 TEM グリッドの観察は今回は行
わなかった。SMPS：走査型移動度粒径測定器(scanning mobility particle sizer)、CPC：凝縮粒子計数器
(condensation particle counter)、APS：エアロダイナミックパーティクルサイザー(aerodynamic particle 
sizer)、OPC：光散乱式粒子計数器(optical particle counter)、PTFE：ポリテトラフルオロエチレン
(polytetrafluoroethylene)、HEPA：High Efficiency Particulate Air 
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測定項目を表 3.1.1 に示す。 
 

表 3.1.1 移し替え模擬試験の測定項目 
エアロゾル計測器  

走査型移動度粒径測定器(SMPS) 0.01～0.7 µm の粒子の粒径別個数濃度 
エアロダイナミックパーティクルサイザー(APS) 0.5～20 µm の粒子の粒径別個数濃度 
光散乱式粒子計数器(OPC) 0.3～10 µm の粒子の粒径別個数濃度 

(総粉塵、吸入性粉塵) 
凝縮粒子計数器(CPC) 約 0.01～>1 µm の粒子の個数濃度 
粉塵計 近似の重量濃度(吸入性粉塵) 

フィルタ捕集  
PTFE フィルタ捕集：重量分析 重量濃度(吸入性粉塵) 
ニュークリポアメンブレンフィルタ捕集：走査型電子顕微鏡(SEM) 形態観察(吸入性粉塵) 

 
移し替え模擬試験の対象試料を表 3.1.2 に示す。CNF-1 と CNF-2 は同じ製法で製造しており、

CNF-3 は異なる製法で粒子径を小さくした試料である。 
 

表 3.1.2 移し替え模擬試験の対象試料 
試料名 平均粒径[µm] 

CNF-1 およそ 500 

CNF-2 およそ 100 

CNF-3 およそ 10 

 
3.1.2 結果 
1) 飛散粒子濃度の経時変化 

飛散粒子濃度の経時変化の例として、100 mL の CNF-1 を移し替えしたときの結果を図 3.1.3
に示す。操作ⅰ)、ⅱ)とも、CNF 乾燥粉体が容器間を移動する時に飛散粒子濃度は上昇し、使
用した各種エアロゾル計測器で、CNF の飛散量の増減が測定できることを確認した。操作ⅰ)
は操作ⅱ)と比較して飛散粒子濃度が 5 倍程度高くなった。これは、操作ⅰ)では乾燥粉体を 20 
cm 程度の高さから落下させるのに対し、操作ⅱ)では、高さ 5 cm のカップに注ぎ込んだため、
操作ⅰ)の方が CNF 乾燥粉体の落下速度や衝撃が大きいためと考えられる。 

OPC の測定結果について、サイクロンを通過していない総粉塵と通過した吸入性粉塵を比
較すると、吸入性粉塵の個数濃度は総粉塵のおよそ半分であった。 

 
2) 粒径別個数濃度 

飛散した CNF 乾燥粉体の SMPS と APS による粒径分布を図 3.1.4 に示す。飛散した粒子
は、およそ 0.1~10 µm の大きさの凝集粒子であり、0.1 µm 以下の粒子はほとんど検出されな
かった。空気力学径 4 µm 相当の粒子が最も濃度が高く、それ以上の大きさの粒子は重力沈降
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等が原因で飛散量が減少すると考えられた。粒径分布の形は各試料で大きく変わらなかったが、
飛散粒子の個数濃度は CNF-1<CNF-2<CNF-3 であり、粒径が小さい乾燥粉体の方が粒子飛散
量は大きくなる傾向が見られた。 

 
3) 飛散量や気中重量濃度  

飛散した CNF 乾燥粉体を、吸入性粉塵用のサイクロンを通した後、PTFE フィルタ(孔径 2 
µm、φ37mm、P/N R2PJ037、Pall Corporation)に捕集し、飛散量や気中重量濃度を求めた。
結果を表 3.1.3 に示す。粒子捕集量は、模擬試験前後の PTFE フィルタの重量差から算出した
吸入性粉塵の捕集量であり、飛散量は、粒子捕集量をボックスから出た空気全体あたりの量に
換算した量であり、気中濃度は、粒子捕集量をフィルタに通過させた空気体積で割って算出し
た吸入性粉塵の重量濃度である。気中濃度は操作開始から 30 分間の平均濃度を計算した。表
3.1.3 には、比較のために、粉塵計の操作開始から 30 分間の平均濃度も示した。 

上記 2)の個数濃度の結果と同様に、飛散粒子の重量濃度は CNF-1<CNF-2<CNF-3 であった。
各試料ともに移し替え試料の量が多いとき(移し替え試料体積 100 mL)の方が、飛散量は多か
ったが、移し替え試料重量あたりの飛散量はほぼ一定であった。吸入性粉塵の飛散量は移し替
え試料重量のおよそ 0.001～0.007%であった。粉塵計の測定値は、フィルタ捕集により求めた
気中濃度のおよそ 40～50％であり、適切な補正をしないと過小評価になることが分かった。 
 

4) 走査型電子顕微鏡(SEM)観察 
飛散させた CNF 乾燥粉体をニュークリポアメンブレンフィルタ(孔径 0.2 µm、φ25 mm、

GE Healthcare)で捕集し、SEM 観察をおこなった。観察した各試料の SEM 像を図 3.1.5 に示
す。粒子は棒状のもの、扁平状のものなど、不均一な形をしており、大きさは、数 µm 以上の
粒子が多く観察された。 

 
3.1.3 まとめ 

各種エアロゾル計測器により飛散した CNF 粒子が検出できることを確認した。CNF 乾燥粉体
の移し替えにより飛散した粒子は、およそ 0.1~10 µm の大きさの凝集粒子であった。吸入性粉塵
の飛散量は移し替え試料の重量のおよそ 0.001～0.007%であった。粉塵計の測定値は、フィルタ
捕集により求めた気中濃度のおよそ 40～50％であり、適切な補正をしないと過小評価になること
が分かった。飛散した CNF 乾燥粉体は、棒状のもの、扁平状のものなど、不均一な形をしており、
大きさは、数 µm 以上の粒子が SEM で多く観察された。粒径の異なる試料を使用した移し替え模
擬試験の結果から、試料の違いによる飛散性の違いも評価できることを確認した。  
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図 3.1.3 CNF 乾燥粉体の移し替え模擬操作時の飛散粒子濃度の経時変化 

100 mL の CNF-1 を移し替えしたときの結果。 
APS、OPC は 10 秒毎、CPC、粉塵計は 1 秒毎の値を示す。 
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図 3.1.4 飛散した CNF 乾燥粉体の粒径分布 

それぞれ 100 mL の試料を移し替えしたときの結果(n=2 の平均)。 
粒子径は、それぞれの計測器の測定原理に基づく球形相当の粒径である。 

 
表 3.1.3 CNF 乾燥粉体の飛散量や気中重量濃度 

 CNF-1  CNF-2  CNF-3 

 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目  1 回目 2 回目 3 回目 4 回目  1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 
移し替え試料 

体積[mL] 100 100 30 30  100 100 30 30  100 100 30 30 
重量[g] 11.4 10.9 3.5 3.7  41.3 36.7 9.3 8.6  34.6 32.7 12.4 9.2 

フィルタ捕集 
粒子捕集量[mg] 0.074 0.046 0.021 0.026  0.258 0.246 0.118 0.095  0.797 0.600 0.224 0.229 
飛散量[mg] 0.21 0.13 0.057 0.073  0.72 0.68 0.33 0.26  2.2 1.7 0.62 0.64 
気中濃度[mg/m³] 0.40 0.25 0.11 0.14  1.4 1.3 0.64 0.51  4.3 3.2 1.2 1.2 

粉塵計濃度[mg/m³] 0.18 0.11 0.039 0.051  0.63 0.62 0.24 0.20  2.3 1.7 0.64 0.67 
飛散量/ 

移し替え試料重量 
[%] 

0.0018 0.0012 0.0017 0.0020  0.0017 0.0019 0.0035 0.0031  0.0064 0.0051 0.0050 0.0069 

粉塵計濃度/ 
気中濃度 

[%] 
46 44 35 36  45 47 38 38  55 51 53 54 
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図 3.1.5 移し替え模擬操作により飛散した CNF 乾燥粉体の形態(SEM 像) 

(a)～(f): CNF-1、(g): CNF-2、(h): CNF-3 参考：フィルタに空いた穴(孔)の径は 0.2 µm 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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3.2 CNF 水分散液の飛沫としての飛散 
CNF 水分散液の飛沫としての飛散については、水分散液製造工程での噴出、スプレー製品噴霧

による製品中の CNF の飛散あるいは製造工程から意図しない漏洩による飛散等が考えられる。飛
散した CNF の液滴は乾燥条件により CNF の凝集状態が変化することが考えられ、その形態から、
人体への影響も異なると考えられる。そこで、CNF 水分散液を飛沫状態で飛散させ、液滴付着時
の形態を、乾燥条件を変更して観察した。 
 
3.2.1 測定 

飛散試験の試験系について、走査型電子顕微鏡(SEM)観察用、透過型電子顕微鏡(TEM)観察用
の試験系をそれぞれ図 3.2.1、図 3.2.2 に示す。 
 
1) SEM 観察用 

(1) 飛散試験 
 CNF 水分散液をアトマイザーで飛散させ(1.5 L/min、液滴の大きさ約 1 µm)、ニュークリポ
アメンブレンフィルタ(孔径 0.2 µm、φ25 mm、GE Healthcare)で捕集した。CNF 水分散液の
乾燥条件は以下の 3 つの方法で行った。 
① 乾燥なし：飛散させた CNF 水分散液の飛沫をフィルタで捕集した。 
② 自然乾燥：飛散させた CNF 水分散液の飛沫を 2 L のステンレスボックスで滞留させ、自

然乾燥させた後、フィルタで捕集した。 
③ 自然乾燥・吸湿乾燥の併用：飛散させた CNF 水分散液の飛沫を 2 L のステンレスボック

スで滞留させ自然乾燥した後、シリカゲルカラムに通して吸湿乾燥し、フィルタで捕集し
た。 
 

(2) 飛散 CNF の形態観察(SEM 観察) 
飛散試験にて CNF 試料を捕集したフィルタに、オスミウム金属被膜コーティング(約 2 nm)

を施した後、SEM で粒子形態を観察した。 
 

2) TEM 観察用 
(1) 飛散試験 
 CNF 水分散液をアトマイザーで飛散させ(1.5 L/min、液滴の大きさ約 1 µm)、多孔カーボン
支持膜 TEM グリッド(グリッド：Quantifoil R1.2/1.3 on 200 mesh Cu, Agar Scientific；グリ
ッドホルダ：Mini Particle Sampler, MPS, Ecomesure)で捕集した。SEM 観察用の飛散試験は
3 つの乾燥条件で行ったが、透過像を見る TEM は乾燥して凝集した試料の観察には適さない
ため、乾燥なしの条件のみ行った。 
 

(2) 染色 
 飛散試験により CNF を捕集したグリッドの CNF 捕集面をルテニウムレッド水溶液に着け、
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グリッド上の CNF を染色した。染色後、グリッドの染色面を純水で洗い、染色液の残渣を洗
浄した。各試料のルテニウムレッドの染色条件を表 3.2.1 に示す。 

 
(3) 飛散 CNF の形態観察(TEM 観察) 
 捕集した試料を染色なし、染色ありの 2 条件で TEM により観察した。 

 

 
図 3.2.1 SEM 観察用飛散試験 試験系 

 

 

図 3.2.2 TEM 観察用飛散試験 試験系 
 

 
表 3.2.1 CNF 試料のルテニウムレッド染色条件 

試料 染色液濃度[%] 染色温度[℃] 染色時間[min] 

機械解繊 CNF 0.1 80 30 

TEMPO 酸化 CNF 0.01 80 30 

 
 
  



第３章 CNF 粉体及び分散液の排出・暴露 

20 

3.2.2 対象試料 
対象とした試料と乾燥条件や染色条件を表 3.2.2 に示す。試料によっては、一部条件のみを行っ

た。 
 

表 3.2.2 対象試料と乾燥条件、染色条件 
No. 試料 提供元 条件 SEM TEM 

(染色なし) 
TEM 

(染色あり) 
1 機械解繊 CNF 

(濃度：0.1%wt) 
大王製紙 乾燥なし 〇 〇 〇 

2  自然乾燥 〇 - - 
3  自然乾燥・吸湿乾燥 〇 - - 
4 TEMPO 酸化 CNF 

(濃度：0.1%wt) 
日本製紙 乾燥なし 〇 〇 〇 

5  自然乾燥・吸湿乾燥 〇 - - 
6 リン酸エステル化 CNF 

(濃度：0.1%wt) 
王子 HD 乾燥なし 〇 〇 - 

7  自然乾燥・吸湿乾燥 〇 - - 

 
 
3.2.3 結果 

飛散 CNF の観察結果について、試料毎に示す。 
 
1) 機械解繊 CNF 

(1) SEM 観察 
飛散試験は①乾燥なし、②自然乾燥、③自然乾燥・吸湿乾燥の併用の 3 条件で行った。SEM

観察結果を図 3.2.3 に示す。 
乾燥なしで捕集した試料では、複数本の繊維が重なり網目状に広がった CNF と繊維が凝集

した粒子状の CNF が観察された。凝集した粒子状の CNF は、粒子単体で存在するもの、繊維
状に存在した CNF の一部が凝集したものが観察された。凝集した粒子の粒径はおよそ 1 µm 以
下であり、液滴が小さかったもの、繊維が細く短いものが凝集したと考えられる。 

自然乾燥で捕集した試料では、凝集した粒子状の CNF が多く観察され、一部繊維状に残っ
た CNF が観察された。凝集した粒子は粒子が連なった細長い形状をしていた。これは、CNF
の太い繊維を中心に、細い繊維が凝集したことで細長い形になったものと考える。粒子は長さ
1 µm 程度の粒子が連なった形であった。 

自然乾燥・吸湿乾燥の併用で捕集した試料では、CNF は全て凝集し、粒子状に観察された。
粒子は全て単一の細長い形状で、ねじれた形状の粒子も観察された。自然乾燥よりも乾燥条件
が強いため、短時間で凝集し、単一の粒子状になったものと考えられる。粒子は細長い形状で、
長さおよそ 1 µm 以下であった。 
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図 3.2.3 捕集した機械解繊 CNF の SEM 観察写真 

(a)(b):乾燥なし、(c)(d):自然乾燥、(e)(f):自然乾燥・吸湿乾燥 
 
 
 
 
 
 
 
  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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(2) TEM 観察  
TEM 観察用の試料は乾燥なしで捕集し、染色なしとありの 2 条件で観察した。観察結果を

図 3.2.4 に示す。 
染色なしの条件では、繊維が網目状に広がった形状が観察された。繊維は太いものと細いも

のが混在する形で観察された。 
染色ありの条件でも、繊維が網目構造をとっている形状が観察された。繊維の表面に染色液

が付着するため、染色しない条件での観察結果と比較すると繊維が太く観察され、グリッド開
孔部の繊維は一部膜状に観察された。染色液は、太い繊維の方が付着しやすく、染色液の濃度
に差がある。繊維が凝集して粒子状になったものに関しては、染色液が多く付着し、黒く観察
された。 

 

 

 
図 3.2.4 捕集した機械解繊 CNF の TEM 観察写真 

(a)(b):染色なし、(c)(d):染色あり(染色液 0.1%wt) 
 
 
  

(a) (b) 

(c) (d) 
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2) TEMPO 酸化 CNF 
(1) SEM 観察 

飛散試験は乾燥なし、自然乾燥・吸湿乾燥の 2 条件で行った。SEM 観察結果を図 3.2.5 に示
す。 

乾燥なしで捕集した CNF は、繊維状には観察されず、丸く靄状に観察された。形状が丸い
のは、液滴の状態でフィルタに付着した時の形状であり、繊維が細いため、繊維が集まった部
分が白く靄のように観察されたと考える。 

自然乾燥・吸湿乾燥で捕集した CNF は、全て凝集した粒子状の形で観察された。粒子は球
形に近く、粒径は 1 µm 以下であった。凝集した粒子が球形に近い形であった理由として、繊
維の大きさによるものが考えられる。TEMPO 酸化 CNF の繊維幅は 3~4 nm で単一であるた
め、凝集するときの核になる太い繊維が存在せず、液滴中の繊維が均等に凝集したため、球形
に近い形になったと考える。 

 

 

 
図 3.2.5 捕集した TEMPO 酸化 CNF の SEM 観察写真 

(a)(b):乾燥なし、(c)(d):自然乾燥・吸湿乾燥 
 
 
  

(a) (b) 

(c) (d) 
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(2) TEM 観察 
TEM 観察用の試料は乾燥なしで捕集し、染色なしとありの 2 条件で観察した。観察結果を

図 3.2.6 に示す。 
染色なしの条件では、繊維状の CNF は観察されず、グリッド開孔部でのみ膜状となった CNF

が観察された。 
染色ありの条件では、グリッド上に CNF の繊維が観察された。染色液は TEMPO 酸化 CNF

のカルボキシ基に付着すると考えられ、凝集した染色液が点で並んでいるように観察された。
グリッド上の CNF は繊維が絡まった状態で網目状に観察され、CNF が密集している部分は染
色が濃く観察された。また、グリッドの開孔部に形成された膜については、ほとんど染色され
なかったが、膜の上に繊維状に存在した CNF が染色されて観察できた。膜になった CNF が染
色されづらい原因として、CNF 同士の凝集が考えられる。CNF の凝集はセルロース中の水酸
基、カルボキシ基の水素結合により起こる。CNF の凝集により染色液は膜の内部まで浸透せ
ず、水酸基、カルボキシ基に付着しなかったと考えられる。 

 
 

 

 
図 3.2.6 捕集した TEMPO 酸化 CNF の TEM 観察写真 

(a)(b):染色なし、(c)(d):染色あり(染色液 0.01%) 
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3) リン酸エステル化 CNF 
 (1) SEM 観察 

飛散試験は乾燥なし、自然乾燥・吸湿乾燥の併用の 2 条件で行った。観察結果を図 3.2.7 に示
す。 

乾燥なしの条件では、繊維状の CNF は観察されず、薄く靄状に広がったものと、凝集した粒
子が観察された。凝集した粒子は球形に近く、粒子表面に繊維形状は観察されなかった。凝集し
た粒子の大きさは粒径数百 nm 以下であった。 

自然乾燥・吸湿乾燥の条件では、CNF は凝集し、球状に観察された。粒径が数百 nm 以下で
あり、複数の粒子が凝集しているものも観察された。 

 

 

 
図 3.2.7 捕集したリン酸エステル化 CNF の SEM 観察写真 

(a)(b):乾燥なし、(c)(d):自然乾燥・吸湿乾燥 
 

(2) TEM 観察 
TEM 観察用の試料は乾燥なしで捕集し、染色なしの条件でのみ観察を行った。観察結果を図

3.2.8 に示す。 
グリッド上には CNF 繊維、CNF 粒子は観察されなかった。また、グリッド開孔部には CNF

の膜が観察された。染色した場合の観察は行っていないが、TEMPO 酸化 CNF と同様に、繊維
状の CNF が観察されると考える。 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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図 3.2.8 捕集したリン酸エステル化 CNF の TEM 観察写真 

(a)(b):染色なし 
 
3.2.4 まとめ 

機械解繊 CNF、TEMPO 酸化 CNF、リン酸エステル化 CNF について、水分散液を飛沫状態で
飛散させ、飛散後の CNF の形態観察を行った。 

機械解繊 CNF について、SEM 観察の結果から、乾燥条件の違いにより形状が異なることが確
認できた。乾燥していない場合は繊維が凝集することなく網目状に観察された。また、CNF の細
い繊維は凝集しやすく、粒径 1 µm 以下の粒子として観察された。乾燥した試料については、乾燥
条件が強くなると、粒子の大きさが小さくなることが分かった。凝集した粒子は細長い形状にな
り、一部、ねじれた形の粒子も観察された。 

TEM 観察の結果、染色しない条件での観察結果から、繊維が網目構造を取っていることを確認
した。また、染色して観察することで、繊維の表面を明確に観察し、繊維が一部膜状に存在して
いることを確認した。 

TEMPO 酸化 CNF について、繊維が細いことから、SEM ではその形状まで観察できなかった
が、乾燥条件の違いにより、フィルタ上での形態が異なることが分かった。また、TEM 観察の結
果、乾燥しない条件では、CNF は繊維状に存在しており、繊維が網目構造を取っていることを確
認した。膜状に乾燥した CNF については、水素結合により繊維同士が凝集していることを観察し
た。 

リン酸エステル化 CNF についても、TEMPO 酸化 CNF と同様に、SEM では繊維の状態は観察
できなかったが、乾燥条件の違いにより、CNF の凝集度合いが異なり、乾燥させることで、球形
に凝集した CNF が観察された。TEM 観察については、未染色で観察した結果、グリッド開孔部
に膜状の凝集物を形成していることを観察した。 
 
参考文献(第 3 章) 
1) ISO 7708 (1995). Air Quality—Particle Size Fraction Definitions for Health-related Sampling. 
  

(a) (b) 
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 第４章 CNF 複合材の製造・加工・摩耗・劣化時の排出・暴露 
4.1 節では、CNF 複合材の製造施設の作業環境計測の結果を示す。また、４.2 節では、CNF 複

合材の加工や摩耗時における CNF の排出・暴露可能性を評価するために実施した CNF 複合材の
切削試験、摩耗試験の結果を示す。摩耗試験では耐候性試験後の劣化試料を対象とした試験の結
果も示す。 

 
4.1 CNF 複合材の製造施設の作業環境計測 

リグノ CNF 複合材の製造施設において、CNF 及びその他の粒子の飛散や暴露の可能性を評価
するために作業環境計測を行った。 
 
4.1.1 測定 
<測定施設及び測定日> 
 測定施設：京都大学宇治キャンパス リグノ CNF 製造施設 
 測定日：2019 年 11 月 28、29 日 

 
<対象試料と対象工程> 
 ポリアミド 6 (PA6)と CNF の複合材(PA6/CNF)のペレット化と混練を評価対象とした。比較の
ために CNF(パルプ)を含まない PA6 そのものについてもペレット化と混練を行った(表 4.1.1)。 

ペレット化は、混練して棒状(ストランド)にした樹脂や複合材を切断機で数 mm のペレットに
切断する工程である。混練は、樹脂とパルプを二軸混練押出機により、温度をかけた上で練って
混ぜる工程である。パルプは混練に伴い解繊されてナノ化される。PA6/CNF 複合材は 1 回混練し
たものを再度混練し、計 2 回混練する。 

CNF の原料は、アセチル化リグノパルプ(約 50％水分、トドマツ由来、リグニン約 3％(変性前)、
アセチル基の置換度置換度は約 0.8)であった。 

 
表 4.1.1 対象工程、対象試料、条件 

対象工程 対象試料 条件 
ペレット化 PA6 処理時間：約 1 時間、処理量: 1210 g、 

ストランドの太さ: 0.8～3 mm 程度 
PA6/ CNF10% 処理時間：約 1 時間、処理量: 2380 g、 

ストランドの太さ: 2.7～3.5 mm 程度 
混練 PA6 処理時間：約 2 時間、混練量: 約 1200  g、 

温度: 140～230℃、回転数: 200 rpm、混練速度: 約 15 g/min 
PA6/CNF30% 処理時間：約 1 時間(1 回目)＋約 1 時間(2 回目)、 

混練量: 約 540 g、 
温度: 140～230℃、回転数: 200 rpm、混練速度: 約 15 g/min 
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調査日の工程詳細を表 4.1.2 に示す。 
 

表 4.1.2 調査日の工程詳細 
11 月 28 日 ペレット化(PA6) フィルタ捕集 
13:07 装置運転開始、切断開始 ポンプ ON (A, B, C) 
13:56 つまりを直す 

 

14:08 切断終了 ポンプ OFF (C) 
14:09 装置運転終了、ペレットの回収袋を外す 

 

14:10-14:11 掃除機使用 
 

14:12 
 

ポンプ OFF (A, B) 
11 月 28 日 ペレット化(PA6/CNF10%) フィルタ捕集 
14:31 装置運転開始 ポンプ ON (A, B, C) 
14:32 切断開始 

 

15:32 切断終了 
 

15:32:40 装置運転終了 
 

15:36 掃除終了 
 

15:37 
 

ポンプ OFF (A, B, C) 
11 月 29 日 混練(PA6) フィルタ捕集 
9:49 

 
ポンプ ON (A, B, C) 

9:50 ダクト、装置電源 ON 
 

9:51 フィーダーテストのため、投入口に PA6 ペレットを投入 
 

9:54-10:00 ペレット投入と秤量を繰り返して調整する 
 

10:01 投入口を元の位置に戻して準備完了 
 

10:01:40 混練開始 
 

10:02:40 ペレットを追加投入 
 

10:05 出口側から出始める 
 

11:01 ペレットを追加投入 
 

12:00 混練終了 
 

12:01 投入口に残ったペレットの残りを取り去り、ポリエチレン(PE)を少量投入 ポンプ OFF (A, B, C)    
11 月 29 日 混練(PA6/CNF30%) フィルタ捕集 
13:00 

 
ポンプ ON (A, B, C) 

13:03 フィーダーテストのため、投入口に試料(PA6 とパルプの混合物)を投入  
13:22 1 回目の試料を投入 

 

13:46 投入口をかき混ぜる 
 

14:01 1 回目の混練終了 
 

14:03-14:04:30 掃除機使用 
 

14:05 2 回目の試料(1 回目の混練物)投入、フィーダーテスト 
 

14:10 2 回目の混練開始 
 

14:10:30 試料追加投入 
 

14:25 試料追加投入 
 

14:33 投入口をかき混ぜる 
 

15:13 2 回目の混練終了 
 

15:17 
 

ポンプ OFF (A, B, C) 
15:17:50 PE を少量投入 

 
 

掃除機使用 
 

 
  



第４章 CNF 複合材の加工・摩耗・劣化時の排出・暴露 

29 

<測定位置> 
ペレット化及び混練のそれぞれについて、3 か所の測定位置で同時に測定を行った。 
 

1) ペレット化(図 4.1.1、4.1.2) 
・測定位置 A, B: ペレタイザー近傍 

A1、B1 はフィルタ捕集(ペレタイザーからの距離：約 10 cm) 
A2、B2 はエアロゾル計測器(ペレタイザーからの距離：20～50 cm) 

・測定位置 C: 対照(ペレタイザーからの距離：約 6 m)  

  
図 4.1.1 ペレット化の写真 

 
図 4.1.2 ペレット化の概要  
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2) 混練(図 4.1.3、4.1.4) 
測定位置 A: 原料投入口近傍(投入口から約 20 cm) 
測定位置 B: 混練出口近傍(出口から約 20 cm) →基本的にフードに吸われる空気 
測定位置 C: 対照(混練機からの距離：約 4 m)  

  
図 4.1.3 混練の写真 

  

 
図 4.1.4 混練の概要 
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<測定項目> 
測定項目は表 4.1.3 のとおりである。1)のエアロゾル計測器は、エアロゾル濃度の時間変化や場

所による相対的な違いを見ることを目的とした。2)～4)の分析は、CNF (パルプ)及びその他の粒
子の飛散濃度を定量し、既存の粉塵やナノ材料の許容濃度と比較することを目的とした。5)は粒
子の形態観察を目的とした。 

労働衛生の分野では、吸入性粉塵(吸入して肺まで到達する大きさの粒子：ISO 77081)の定義で
4 µm 粒子 50%カット)が対象とされることが多く、許容濃度も吸入性粉塵の値が提案されている
ことから、2)～4)の分析用に、吸入性粉塵の捕集を行った。また、作業場の汚染の観点からは肺に
入らない大きさの粒子も重要であり、また、計測の観点からは大きな粒子を含む方が発生した粒
子を検出しやすく、計測法の検証にもなることから、総粉塵の捕集も行った。ただし、4)について
は、分析にかかる時間を考慮して、吸入性粉塵のみとした。 

それぞれの詳細について、以下に示す。 
 

表 4.1.3 測定項目 
1) エアロゾル計測器：光散乱式粒子計数器(OPC) 0.3～10 µm の粒子の個数濃度 

凝縮粒子計数器(CPC) 約 0.01～>1 µm の粒子の個数濃度 
粉塵計 近似の重量濃度 

2) フィルタ捕集：重量分析 重量濃度(総粉塵、吸入性粉塵) 
3) フィルタ捕集：炭素分析  炭素濃度(総粉塵、吸入性粉塵) 
4) フィルタ捕集：熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)  セルロース相当濃度(吸入性粉塵) 
5) フィルタ捕集：走査型電子顕微鏡  形態観察(総粉塵) 

 
1) エアロゾル計測器 

3 種のエアロゾル計測器(光散乱式粒子計数器(OPC)、凝縮粒子計数器(CPC)、粉塵計；各計測器
の詳細は付録 I 参照)をそれぞれ 3 機ずつ用いて、3 か所で同時に、工程の前後も含めて連続的に
測定を行った。粉塵計については、吸入性粉塵相当の濃度を得るために、空気吸入口にサイクロ
ンを取り付けて、大きな粒子を除去した。ペレット化の際には、エアロゾル計測器をペレタイザ
ーの近くに置き、近傍のエアロゾル粒子を測定した。混練の際には、目的の測定位置の近くにエ
アロゾル計測器を置くことができなかったため、エアロゾル計測器の空気吸入口に導電性チュー
ブ(1 m)をつなぎ、目的の測定位置の空気を測定した。その際、測定位置 C (対照)についても、条
件をそろえるために、同じ長さの導電性チューブをつないだ。 

 
2) フィルタ捕集：重量分析 

ポンプで空気を吸引し(流量：約 10 L/min)、オープンフェイスのフィルターホルダー(有効捕集
面積 9.6 cm2)を用いて、気中の粒子(総粉塵)を PTFE フィルタ(孔径 2 µm、φ37mm、P/N R2PJ037、
Pall Corporation)に捕集した。また、ポンプで空気を吸引し(流量：約 8.7 L/min)、サイクロン
(GK4.162 (RASCAL)、4 µm 粒子 50%カット、Mesa Labs, Inc.)で大きな粒子を除去して、吸入性
粉塵を PTFE フィルタに捕集した。 
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フィルタは、ウルトラミクロ天秤(SE2-F, Sartorius AG)で粒子捕集前後のフィルタ重量を測定
し、その重量の差から捕集した粒子の重量を求め、ポンプによる積算空気吸引量を考慮して気中
重量濃度を求めた。 

トラベルブランク(現場にもっていった未使用フィルタ)の値は、2.6±1.4 µg/filter (平均値±標
準偏差, n=5)であった。粒子捕集フィルタについては、トラベルブランクの平均値を差し引き、標
準偏差の 3.3 倍(4.5 µg/filter)を検出限界、標準偏差の 10 倍(13.6 µg/filter)を定量下限とした。 
 
3) フィルタ捕集：炭素分析 

通常の炭素分析では石英繊維フィルタを用いるが、今回は、有機ガスが吸着しにくい銀繊維フ
ィルタ(孔径 0.8 µm、φ37mm、P/N 225-1801, SKC Inc.)を用いた。フィルタの材質以外は上記
の重量分析と同様の方法により、総粉塵と吸入性粉塵を捕集した。フィルタを実験室に持ち帰っ
た後、カーボンエアロゾル分析装置(CAA-202M-D, Sunset Laboratory Inc.)で捕集粒子中の炭素
量を測定し、ポンプによる積算空気吸引量を考慮して、気中での炭素濃度を求めた。通常の炭素
分析では、フィルタの一部(1.0 cm2 or 1.5cm2)のみを分析装置に入れるが、フィルタ全体を折りた
たんで分析装置に入れた。 

カーボンエアロゾル分析装置による熱炭素分析の原理は以下のとおりである。フィルタに捕集
した試料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
二酸化炭素等へと酸化され、さらに触媒によりメタン等へと還元された後、水素炎イオン化検出
器により検出される。 

炭素分析の予備検討(下の囲み)の結果、アセチル化リグノパルプ、PA6、それらの複合材は、主
にヘリウム雰囲気下の 200～870℃の画分で検出・定量されたことから、その総量を解析に用いる
ことにした。  

トラベルブランクの値は、0.58±0.42 µg/filter (平均値±標準偏差, n=6)であった。粒子捕集フ
ィルタについては、トラベルブランクの平均値を差し引き、標準偏差の 3.3 倍(1.4 µg/filter)を検
出限界、標準偏差の 10 倍(4.2 µg/filter)を定量下限とした。 

 
炭素分析の予備検討 

炭素分析の温度条件を表 4.1.4 に示す。炭素分析では、ヘリウム雰囲気下及び酸素存在下
で段階的に試料を昇温し、ヘリウム雰囲気下で検出した炭素を有機炭素(OC)、酸素存在下で
検出した炭素を元素状炭素(EC)とする。分析した各試料を表 4.1.5 に示す。各試料について、
各画分のおける検出割合を図 4.1.5 に示す。 

アセチル化リグノパルプは主に OC2 (ヘリウム雰囲気下の>200～400℃)の画分の割合が
高く、PA6 は主に OC3 (ヘリウム雰囲気下の>400～600℃)の画分の割合が高かった。
PA6/CNF 複合材では、OC2 と OC3 の両方の画分の割合が高かった。パルプと PA6 は完全
に分離定量することはできなかった。 

いずれにおいても、OC1 や EC の割合は低いことから、解析には OC2～OC4 の画分の総
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量を用いることにした。OC2～OC4 の画分の総量は、PA6 と CNF(パルプ)を合わせた値と言
える。 

各試料の重量と炭素分析による炭素量の関係を図 4.1.6～4.1.9 に示す。いずれにおいても、
ほぼ線形の応答が得られた。試料重量に対する炭素量(グラフの傾き)は、アセチル化リグノ
パルプが 0.36、PA6 が 0.59、PA6/CNF がその中間であった。参考として、アセチル化して
いないセルロースの炭素割合は 0.44、PA6 の炭素割合は 0.64 である。得られたグラフの傾
きはこれらの値より若干低いが、炭素分析装置の検出器(水素炎イオン化検出器 FID)は、ヘ
テロ原子(N や O など)により感度が落ちる傾向があり、アセチル化リグノパルプや PA6 につ
いては、実際の炭素量より若干低めの値となると考えられる。よって、得られたグラフの傾
きはほぼ妥当な値と考えられる。 

 
表 4.1.4 炭素分析の温度設定条件 

画分 キャリア 
ガス 

時間 
[s] 

オーブン温度  
[℃] 

OC1 He 150 200 
OC2 He 600 400 
OC3 He 600 600 
OC4 He 300 870 

 He 45 550 
EC1 2% O2/He 45 550 
EC2 2% O2/He 45 625 
EC3 2% O2/He 45 700 
EC4 2% O2/He 45 775 
EC5 2% O2/He 45 850 
EC6 2% O2/He 110 870 

 
表 4.1.5 試料の一覧 

アセチル化リグノパルプ 
PA6 (混練前) 
PA6 (混練後) 
PA6 (ペレット化) 
PA6/CNF30% (混練 1 回目) 
PA6/CNF30% (混練 2 回目) 
PA6/CNF10% (ペレット化) 
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図 4.1.5 炭素分析の各画分における検出割合 

 

 
図 4.1.6 アセチル化パルプの重量と炭素分析による炭素量の関係 
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図 4.1.7 PA6 の重量と炭素分析による炭素量の関係 

 
図 4.1.8 PA6/CNF30%の重量と炭素分析による炭素量の関係 

 

 
図 4.1.9  PA6/CNF10%(ペレット化)の重量と炭素分析による炭素量の関係 
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4) フィルタ捕集：熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析(熱分解 GC-MS) 
吸入性粉塵を石英繊維フィルタ(Model 2500 QAT-UP、φ37mm、PALL Corporation)に捕集し

た(フィルタの材質以外は上記の重量分析と同様)。フィルタを実験室に持ち帰った後、熱分解 GC-
MS (熱分解装置：EGA/PY-3030D、フロンティア・ラボ株式会社；GC-MS：7890B GC/5977B 
MSD、アジレント・テクノロジー株式会社)で捕集粒子中のセルロース相当量を測定し、ポンプに
よる積算空気吸引量を考慮して、気中でのセルロース相当濃度を求めた。セルロースの代表的な
熱分解生成物である 2-フルフラール(m/z 82)を指標に、セルロース相当量を得た。1 回の分析で
は、約 16 分の 1 の大きさに切断したフィルタを使用し、同一試料の繰り返し測定(n≥4)を行った。
外れ値は Smirnov-Grubbs の棄却検定(5%)により除去した。 

あらかじめ、検量線を作成するために、乾燥させたアセチル化リグノパルプを密閉容器内で模
擬的に飛散させ、飛散粒子を PTFE フィルタと石英繊維フィルタに捕集した。PTFE フィルタを
ウルトラミクロ天秤で測定することにより粒子重量を、石英繊維フィルタを熱分解 GC-MS で測
定することにより 2-フルフラールの定量値を得て、検量線を作成した(図 4.1.10)。 

トラベルブランクではピークが非検出であったため、検量線の回帰直線の標準偏差を元に、標
準偏差の 3.3 倍(0.05 µg)を検出限界、標準偏差の 10 倍(0.15 µg)を定量下限とした。約 16 分の 1
の大きさに切断したフィルタを分析しているので、フィルタ一枚当たりに換算した検出限界と定
量下限は、それぞれ 0.8、2.4 µg/filter となる。 

 

 
図 4.1.10 熱分解 GC-MS によるアセチル化リグノパルプの分解生成物(2-フルフラール) 

の検量線 
 

5) フィルタ捕集：走査型電子顕微鏡(SEM) 
ポンプで空気を吸引し(流量 0.3 L/min)、ニュークリポアメンブレンフィルタ(孔径 0.2 µm、φ

25 mm、GE Healthcare)でエアロゾル粒子を捕集した。フィルタの一部を切り取り、電子顕微鏡
用の試料台にカーボン両面テープで貼り付け、オスミウムコーターでオスミウム金属被膜コーテ
ィング(約 2 nm)をした後、電界放射型 SEM で粒子の形態を観察した。 
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<当日の温湿度> 
 当日の温湿度を表 4.1.6 に示す。 

表 4.1.6 当日の温湿度 
    近傍(B)  対照(C) 
    温度[℃] 湿度[%]  温度[℃] 湿度[%] 
11 月 28 日 13:00 16.4 52.8  15.5 55.6  

14:00 17.1 50.9  15.8 54.7  
15:00 17.9 48.9  15.9 54.1  
16:00 17.1 50.1  15.9 53.9 

11 月 29 日 9:00 14.4 53.2  14.8 54.4  
10:00 14.9 53.2  15.4 52.8  
11:00 16.4 52.0  16.6 51.7  
12:00 17.0 54.2  17.4 51.4  
13:00 17.4 50.0  17.0 49.8  
14:00 18.5 44.4  18.8 44.3 

  15:00 17.2 47.1  16.7 47.3 

 
4.1.2 結果と考察 
1) エアロゾル計測器 
 ペレット化及び混練の際のエアロゾル計測器の計測値について、それぞれ図 4.1.11 及び図
4.1.12 に示す。OPC の結果については、粒子サイズ(光散乱相当径)が 3.3 µm より小さな粒子と大
きな粒子に分けて図に示した。 
 ペレット化については、作業の前後で特にエアロゾル粒子濃度の変化は見られなかった(図
4.1.11)。一方、混練については、PA6 と PA6/CNF のどちらにおいても、混練機の近傍(A 及び B)
でエアロゾル粒子濃度の上昇が見られた(図 4.1.12)。以下、詳細をまとめる。 
 

・装置の稼働に伴い、測定位置 A(原料投入口近傍)において、OPC による 0.3-3.3 µm の個数濃
度が一定して高い状態にあった。これは、装置の稼働に由来するものと考えられる。 

・混練の間、測定位置 A(原料投入口近傍)及び B(混練試料出口近傍)の両方において、小さな粒
子(0.01->1 µm)の個数濃度(CPC の値)が高かった。PA6 と PA6/CNF でほとんど変わらない
こと、そして、粒子の大きさから判断して、加熱に伴い揮発した樹脂由来の成分が空気中で
凝縮してできた粒子ではないかと考えられる。 

・混練の間、測定位置 B(混練試料出口近傍)において、OPC による 0.3-3.3 µm の個数濃度及び
粉塵計による重量濃度が高かった。対象試料の混練後にポリエチレン(PE)を混練したときも
同様であった。加熱に伴い揮発した樹脂由来の成分が空気中で凝縮してできた粒子ではない
かと考えられる。なお、測定位置 B は、基本的にフードに吸われる空気である。 

・原料投入時に投入口近傍(A)において、OPC による 0.3-3.3 µm の個数濃度及び粉塵計による
重量濃度の瞬間的な上昇が PA6 と PA6/CNF の両方の混練時に見られた。瞬間的なもので、
総量としては多くないが、試料の投入時に若干の粉塵の発生があると考えられる。 
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図 4.1.11 エアロゾル計測器の結果：ペレット化 
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図 4.1.12 エアロゾル計測器の結果：混練 

 
  



第４章 CNF 複合材の加工・摩耗・劣化時の排出・暴露 

40 

2) 重量濃度、炭素濃度、セルロース相当濃度 
 総粉塵の濃度(重量濃度、炭素濃度)を表 4.1.7 に、吸入性粉塵の濃度(重量濃度、炭素濃度、セル
ロース相当濃度)を表 4.1.8 に示す。総粉塵の結果を見ると、対照(C)より装置近傍(A や B)の方が
若干濃度は高かったが、PA6 と PA6/CNF で大きな差はなかった。吸入性粉塵の結果については、
対照(C)と装置近傍(A や B)で明確な差は見られなかった。 
 ナノセルロースを対象とした許容濃度の提案値はまだない。参考として、日本産業衛生学会に
よる第 2 種粉塵(綿塵など)の許容濃度は、吸入性粉塵が 1,000 µg/m3、総粉塵が 4,000 µg/m3、
二酸化チタンナノ粒子の許容濃度が 300 µg/m3 である。また、産総研等が提案するカーボンナノ
チューブについての吸入性粉塵の許容濃度が 30 µg/m3 である(参考：付録 II)。今回の測定値は、
これらの許容濃度の値より十分に低い値であった。 
 

表 4.1.7 総粉塵の濃度 

工程 測定位置 
捕集時間 

[min] 
重量濃度 
[µg/m3] 

炭素濃度* 
[µg/m3] 

ペレット化 PA6 
切断機近傍：A1 65 120 39  
切断機近傍：B1 65 21 10  

対照：C 61 <2.0 (6.5) 

ペレット化 PA6/CNF 
切断機近傍：A1 66 97 40  
切断機近傍：B1 66 (12) 10  

対照：C 66 (7.3) 6.9 

混練 PA6 
投入口近傍：A 132 17 9.4  

混練出口近傍：B 132 59 5.2  
対照：C 132 (9) 3.7 

混練 PA6/CNF 
投入口近傍：A 137 16 12  

混練出口近傍：B 137 16 6.2  
対照：C 137 (6.8) (2.9) 

<：検出限界未満、括弧の値：定量下限未満 
*ヘリウム雰囲気下の 200～870℃で検出された炭素 
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表 4.1.8 吸入性粉塵の濃度 

工程 測定位置 
捕集時間 

[min] 
重量濃度 
[µg/m3] 

炭素濃度* 
[µg/m3] 

セルロース 
相当濃度** 

[µg/m3] 

ペレット化 PA6 
切断機近傍：A1 65 <2.3 (5.4) 8.0 
切断機近傍：B1 65 <1.5 (7.0) (3.2) 

対照：C 61 <5.7 (4.3) (2.1) 

ペレット化 PA6/CNF 
切断機近傍：A1 66 <7.4 (5.9) 4.3 
切断機近傍：B1 66 <7.6 (4.4) 4.2 

対照：C 66 (9.0) (4.9) 9.5 

混練 PA6 
投入口近傍：A 132 (7.6) 4.6 3.5 

混練出口近傍：B 132 (8.3) 4.5 2.4 
対照：C 132 (4.4) (3.4) <0.7 

混練 PA6/CNF 
投入口近傍：A 137 (9.0) 4.5 3.0 

混練出口近傍：B 137 (7.2) 4.0 2.6 
対照：C 137 (8.0) (3.5) (2.0) 

<：検出限界未満、括弧の値：定量下限未満 
*ヘリウム雰囲気下の 200～870℃で検出された炭素 
**アセチル化リグノパルプによる検量線を基づいた値 

 
3) 電子顕微鏡観察 
 いずれにおいても、CNF やパルプと思われる繊維状の粒子は観察されなかった。 
 
4.1.3 まとめ 
 CNF を含まない PA6 樹脂そのものと PA6/CNF 複合材のそれぞれについて、ペレット化と混練
の際のエアロゾル濃度を測定した。 

エアロゾル計測器による測定では、ペレット化については、作業の前後で特に濃度の変化は見
られなかった。一方、混練については、装置の近傍で濃度の上昇が見られた。多くは、CNF(パル
プ)の有無によらず、装置の稼働や加熱に伴い揮発した樹脂成分に由来するものと考えられた。原
料投入時に投入口近傍において、瞬間的な上昇が見られ、総量としては多くないが、試料の投入
時に若干の発塵があると考えられた。 

各工程の際にフィルタ捕集したエアロゾル粒子の重量濃度、炭素濃度、セルロース相当濃度の
結果は、総粉塵では対照地点より装置近傍の方が若干濃度は高かったが、PA6 と PA6/CNF で大
きな差はなかった。また、肺に入る大きさである吸入性粉塵の結果については、対照地点と装置
近傍で明確な差はなかった。ナノセルロースを対象とした許容濃度はまだないが、既存の粉塵や
ナノ材料の許容濃度と比較しても、今回の測定値は十分に低い値であった。 

フィルタ捕集したエアロゾル粒子の電子顕微鏡観察では、いずれにおいても、CNF やパルプと
思われる繊維状の粒子は観察されなかった。 
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4.2 CNF 複合材の切削試験及び摩耗試験 
本節では、CNF 複合材の加工や摩耗時における CNF の排出・暴露可能性を評価するために実

施した CNF 複合材の切削試験、摩耗試験の結果を示す。摩耗試験では耐候性試験後の劣化試料を
対象とした試験の結果も示す。評価した試料の一覧を表 4.2.1 に示す。CNF 複合材に加え、比較
のために CNF を加えていない樹脂も対象とした。表 4.2.1 の下の 4 つが耐候性試験後の試料であ
る。耐候性試験の概要を表 4.2.2 に示す。 

 
表 4.2.1 評価した試料の一覧 

試料名 提供元 
樹脂 

タイプ 
CNF 

タイプ 
CNF 含有率 

[wt%] 
耐候性
試験 

切削
試験 

摩耗
試験 

大王 PP 大王製紙 PP - 0 - 〇 〇 
大王 PP/CNF-1 大王製紙 PPa) 機械解繊 CNFc) 10 - 〇 - 
大王 PP/CNF-2 大王製紙 PPa) 機械解繊 CNFc) 10 - 〇 〇 

大王 PP 黒 大王製紙 PPb) - 0 - 〇 - 
大王 PP 黒/CNF-1 大王製紙 PPa),b) 機械解繊 CNFc) 10 - 〇 - 
大王 PP 黒/CNF-2 大王製紙 PPa),b) 機械解繊 CNFc) 30 - 〇 - 

京大 PP 京都大 PP - 0 - 〇 〇 
京大 PP/CNF 京都大 PPa) リグノ CNFd) 10 - 〇 〇 

京大 PA6 京都大 PA6 - 0 - 〇 〇 
京大 PA6/CNF 京都大 PA6 リグノ CNFd) 10 - 〇 〇 
京大 PP 耐候 京都大 PP - 0 〇 - 〇 

京大 PP/CNF 耐候 京都大 PPa) リグノ CNFd) 10 〇 - 〇 
京大 PA6 耐候 京都大 PA6 - 0 〇 - 〇 

京大 PA6/CNF 耐候 京都大 PA6 リグノ CNFd) 10 〇 - 〇 
a) 相溶化剤等を含む 
b) 着色剤を含む 
c) 機械解繊 CNF：原料は漂白針葉樹パルプ 
d) リグノ CNF：原料は未漂白針葉樹パルプ、アセチル化処理、リグニン約 3% 
PA6：ポリアミド 6、PP：ポリプロピレン 
 

表 4.2.2 耐候性試験の概要 
光源 サンシャインカーボンアーク 
照射時間 1400 時間実施(1 年 3.5 ｹ月の太陽光紫外線量に相当) 
水噴霧 1 時間のうち 12 分 
試料温度 63℃ 
槽内温度 43℃ 
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4.2.1 CNF 複合材の切削試験 
切削試験の試験系の概要を図 4.2.1 に示す。マイクログラインダー(イーマックスエボリューシ

ョン、株式会社ナカニシ)を用いて、アタッチメントにチタンコート超硬カッター(円筒型、刃径：
6.3 mm、刃長：13 mm、型番：21213、株式会社ナカニシ)を使用し、切削速度 10,000 rpm で 30
秒間×3 回、ボックス内で試料を切削した。HEPA フィルタを用いることで、外からボックスへの
粒子の流入がない状態にし、切削に伴い飛散した粒子のみを、エアロゾル計測器(光散乱式粒子計
数器(OPC)、凝縮粒子計数器(CPC)、走査型移動度粒径測定器(SMPS)；各計測器の詳細は付録 I 参
照)により測定した。また、ニュークリポアメンブレンフィルタ(孔径 0.2 µm、φ25 mm、GE 
Healthcare)を用いて飛散粒子を捕集し、走査型電子顕微鏡(SEM)で飛散粒子の形態を観察した。
各試料の切削量(＝30 秒間×3 回の切削による試験片の重量減少)を表 4.2.3 に示す。 

 

 
図 4.2.1 切削試験の試験系の概要 
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表 4.2.3 各試料の切削量 
 切削量* [mg] 

大王 PP 176 
大王 PP/CNF-1 180 
大王 PP/CNF-2 307 

大王 PP 黒 235 
大王 PP 黒/CNF-1 394 
大王 PP 黒/CNF-2 250 

京大 PP 78 
京大 PP/CNF 208 

京大 PA6 139 
京大 PA6/CNF 82 

* 切削量は、3 回の切削による試験片の重量減少 
 
エアロゾル計測器による測定値の時間変化の例を図 4.2.2 に示す。マイクログラインダーの空

回し時には粒子の発生がほとんどなく、試料の切削に伴い粒子が発生した。SMPS は粒径分布の
1 サイクルの測定に 3 分かかるため、10 L のステンレスボックスを用いて発生粒子を滞留させて
から測定した。CPC も同様の空気を測定した。数 µm より大きい粒子は、重力沈降によるロスが
生じるので、OPC はステンレスボックスを通さない空気を測定した。図 4.2.2 で、SMPS/CPC と
OPC で濃度の減衰時間が異なるのはそのためである。 

SMPS と OPC で測定した切削時の飛散粒子の粒径分布を図 4.2.3 に示す。縦軸は積算飛散粒子
個数を切削量で基準化した値を示した。CNF 含有の有無によらず、0.01～10 µm の広い粒径範囲
の粒子が発生し、粒径分布の形は似通ったものであった。 

切削による飛散粒子の SEM 写真を図 4.2.4 に示す。CNF と思われる繊維状の粒子は観察され
ず、飛散粒子のほとんどは、樹脂そのものの塊、または樹脂と CNF の混合物の塊と考えられ
た。 
 

 
図 4.2.2 切削試験時のエアロゾル計測器による測定値の時間変化 
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試料：大王 PP/CNF-1 

 
図 4.2.3 切削による飛散粒子の粒径分布 

縦軸は積算飛散粒子個数を切削量で基準化した値を示した。 
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図 4.2.4 切削による飛散粒子の SEM 写真 
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4.2.2 CNF 複合材の摩耗試験 
摩耗試験の試験系の概要を図 4.2.5 に示す。マイクログラインダーのアタッチメントにワイヤ

ーブラシ(サイズ：φ25×7 mm、毛材：スチール 0.15 mm、型番：50447、株式会社ナカニシ)
を使用し、荷重 0.98N、摩耗速度 67 rpm で 24 時間の摩耗を各試料につき 2 回行った。試験系
は切削試験とほぼ同様であるが、2 回目の試験の際には、図 4.2.5 の観察用サンプル捕集の代わ
りに、PTFE フィルタ(孔径 2 µm、φ37mm、P/N R2PJ037、Pall Corporation)で粒子を捕集
し、ウルトラミクロ天秤で粒子捕集前後の PTFE フィルタ重量差を測定することにより、飛散粒
子の重量(＝飛散量)を求めた。飛散量は、吸入性粉塵用のサイクロン(4 µm 粒子 50%カット)を
通した後の粒子を捕集しているので、吸入性粉塵相当の値である。 
 1 回目と 2 回目の試験の摩耗量(＝各 24 時間の摩耗による試験片の重量減少)と、2 回目の試験
の飛散量を表 4.2.4 にまとめる。耐候性試験後の試料はもろくなっていることから、京大
PA6/CNF の 2 回目を除けば、耐候性試験後の試料の方が摩耗量は多い傾向があった。摩耗量当
たりの飛散量(＝「飛散量/摩耗量」)は、樹脂が PP の試料より樹脂が PA6 の試料の方が高い傾
向があった。 

 

 

図 4.2.5 摩耗試験の試験系の概要 
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表 4.2.4 摩耗量と飛散量 
  試験 1 回目   試験 2 回目 

  摩耗量 a) [mg]   摩耗量 a) [mg] 飛散量 b) [mg] 飛散量/摩耗量 
大王 PP 33  44 0.009 0.021% 

大王 PP/CNF-2 24  28 <0.003 <0.011% 
京大 PP 48  82 <0.003 <0.004% 

京大 PP 耐候 104  109 0.016 0.015% 
京大 PP/CNF 68  32 <0.003 <0.009% 

京大 PP/CNF 耐候 92  56 0.009 0.016% 
京大 PA6 13  20 0.090 0.44% 

京大 PA6 耐候 39  32 0.089 0.28% 
京大 PA6/CNF 18  32 0.14 0.44% 

京大 PA6/CNF 耐候 28   13 0.098 0.73% 
a) 摩耗量は、24 時間の摩耗による試験片の重量減少 
b) 飛散量は、フィルタで捕集した吸入性粉塵相当の飛散粒子の重量 
 
摩耗試験後の摩耗面の摩耗深さについて、代表的な結果を図 4.2.6 に示す。摩耗深さは数百 µm

以上であった。一般に樹脂のスキン層(金型に接して即座に冷却固化した樹脂の層；CNF はほとん
ど存在しないと考えられる)の厚みは 20～30 µm 程度であり、摩耗深さはスキン層を超えている
と考えられた。 

エアロゾル計測器による測定値の時間変化の例を図 4.2.7 に示す。24 時間にわたる摩耗時の濃
度は、樹脂が PA6 の試料ではほぼ横ばい、樹脂が PP の試料では時間と共に若干減少傾向であっ
た。 

SMPSとOPCで測定した摩耗時の飛散粒子の粒径分布(2回の試験の平均値)を図4.2.8に示す。
縦軸は積算飛散粒子個数を摩耗量で基準化した値を示した。0.01～10 µm の広い粒径範囲の粒子
が発生し、粒径分布の形は樹脂が PP の試料と樹脂が PA6 の試料で異なっていたが、CNF 含有の
有無で大きくは変わらなかった。 
 摩耗による飛散粒子の SEM 写真を図 4.2.9 に示す。切削時と同様に、CNF と思われる繊維状
の粒子は観察されず、飛散粒子のほとんどは、樹脂そのものの塊、または樹脂と CNF の混合物
の塊と考えられた。 
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図 4.2.6 摩耗試験後の摩耗面の摩耗深さ 

キーエンス VHX-6000 を使用。 
 

 
図 4.2.7 摩耗試験時のエアロゾル計測器による測定値の時間変化 
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図 4.2.8 摩耗による飛散粒子の粒径分布 

縦軸は積算飛散粒子個数を摩耗量で基準化した値を示した(2 回の試験の平均値)。 
樹脂が PP の試料については、SMPS の 0.2 µm 以上の測定値で分析上の異常値(分級器内での放電に
伴うと考えられるもの)が見られたので省いた。  
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図 4.2.9 摩耗による飛散粒子の SEM 写真 
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4.2.3 まとめ 
CNF 複合材の切削や摩耗時の飛散粒子の粒径分布の形は、CNF 含有の有無でほとんど変わら

なかった。また、飛散粒子の形態観察では、CNF と思われる繊維状の粒子は観察されず、飛散
粒子のほとんどは、樹脂そのものの塊、または樹脂と CNF の混合物の塊と考えられた。劣化試
料の摩耗試験においても同様であった。 

 
参考文献(第 4 章) 
1) ISO 7708 (1995). Air Quality—Particle Size Fraction Definitions for Health-related Sampling. 
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 第５章 CNF 応用製品のライフサイクルにおける排出・暴露 
本章では、CNF 応用製品のライフサイクルにおける排出・暴露について、CNF 応用製品に関す

る情報の整理とシナリオに基づく排出・暴露評価事例を示す。 
5.1 節では、現在および将来において、CNF が用いられる応用製品にどのようなものがありう

るかを明らかにするため、CNF 応用製品についてのヒアリング調査及び文献調査の結果を示し、
得られた CNF 応用製品の情報から、機能、用途(部材)、製品種類の観点で CNF 応用製品を分類
して整理する。 

5.2 節では、代表的な製品ケースとして、自動車、化粧品、容器・包装を対象に、潜在的な暴露
ポテンシャルを概算するために推定した CNF 使用量の結果を示す。また、自動車については廃棄
プロセスでの暴露濃度、化粧品についてはスプレー製品からの暴露量の推定結果を示す。 
 
5.1 CNF 応用製品の概要と事例 
5.1.1 ヒアリング調査 

CNF の応用製品について、ヒアリング調査を実施した。ヒアリング期間は 2017 年 10 月 25 日
～11 月 6 日で、CNF 関連事業者を対象に行った。表 5.1.1 にヒアリング調査の概要を示し、表
5.1.2 にヒアリングに使用した調査用紙を示す。ヒアリング調査によって得られた応用製品につい
ての情報を表 5.1.3 に示す。 

 
表 5.1.1 ヒアリング調査の概要 

調査名 CNF 応用製品に関するヒアリング調査 

調査対象 CNF 関連事業者 

実施期間 2017/10/25～2017/11/6 

調査方法 メールによる依頼・回答方式 

回答数 4 件 
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CNF 応用製品に関する調査 記入票 

会社名／氏名                   

No. 製品名 (※1) 
製品について(※2) 

A or B or C 

CNF を使用している 

部分・部材 
CNF の機能・特徴 (※3) 備考 （Ｗｅｂサイト情報等） 

例 ボールペン A インキ 増粘性  

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

１０      

※１ 製品名は、材料的なものでもかまいませんが、できるかぎり消費者が直接使用する製品の名称をご記入ください。 

※２ Ａ ： 貴社から既に販売している CNF消費者製品 

     Ｂ ： 貴社の CNFの供給先企業が販売している消費者製品 

   Ｃ ： 今後計画しているもしくは予想される消費者製品 
※３ 増粘性、ガスバリアー性、透明性、軽量性、高強度 等 

表 5.1.2 ヒアリング調査用紙 
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表 5.1.3 ヒアリング調査で得た応用製品の情報 

No. 製品名 
製品に 
ついて 

CNF を使用して 
いる部分・部材 

CNF の機能 
・特徴 

備考 （Ｗｅｂサイト情報等） 

1 ボールペン Ｂ インキ 増粘性 成型加工,第 28 巻,第 8 号,p319,2016 年 

2 化粧品 Ｃ 化粧品 増粘性 https://www.dks-
web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1 

3 塗料 Ｃ 塗料 増粘性 https://www.dks-
web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1 

4 電池 Ｃ 電極 増粘性 https://www.dks-
web.co.jp/updata/n_pdf/46.pdf 

5 トイレタリー製品 Ｃ スプレー製品など 増粘性 https://www.dks-
web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1 

6 農業・園芸用薬剤 Ｃ 殺虫剤、殺菌剤など 増粘性 https://www.dks-
web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1 

7 キレキラ！ナノ EX A ウェットシート 強度向上 大王製紙 
8 CNF 配合 PP C 樹脂中 高強度 大王製紙 
9 CNF 成形体 C 成形体中に分散 高強度 大王製紙 

10 CNF 配合ナイロン C ナイロン中 高強度、 
寸法安定性 ユニチカ 

11 CNF 成形体(CNF100%) C  軽量化 利昌工業 
12 CNF 配合 PP C 樹脂中 高強度 中越パルプ 
13 CNF 配合 PP C 樹脂中 高強度 吉川国工業 

14 接着剤・塗料 C 塗料中 増粘性、 
高強度 

服部商店 

15 CNF 配合 PE C PE 中 高強度 モリマシナリー 
16 CNF100%義歯 C  高強度 中越パルプ 

17 おむつ B 吸収剤 機能性付与 http://www.nipponpapergroup.com/prod
ucts/cnf/ 

18 パンク防止剤 C 揚げ物の中身 増粘性 http://www.nipponpapergroup.com/prod
ucts/cnf/ 

19 化粧品 C 化粧品 増粘剤 http://www.nipponpapergroup.com/prod
ucts/cnf/ 

20 食パンの保水性向上 C 食パン 保水剤 http://www.nipponpapergroup.com/prod
ucts/cnf/ 

21 餅の食感維持 C 餅 保水剤 http://www.nipponpapergroup.com/prod
ucts/cnf/ 

22 保湿クリーム、乳液 C 保湿クリーム・乳液 保水、 
増粘剤 

http://www.nipponpapergroup.com/prod
ucts/cnf/  

23 プラスチック部品(自動
車等) C プラスチック部品 強度向上 http://www.nipponpapergroup.com/prod

ucts/cnf/  

24 壁紙用、顔料用塗料 C 塗料 チキソ性 http://www.nipponpapergroup.com/prod
ucts/cnf/  

25 カーケミカル用品原材料 B カーケミカル 増粘分散性  

26 化粧品用原材料 C 化粧品 増粘分散性  

注) 製品についての記号は以下のとおり。Ａ：貴社から既に販売している CNF 消費者製品、Ｂ：貴社の CNF の供
給先企業が販売している消費者製品、Ｃ：今後計画しているもしくは予想される消費者製品 

 

https://www.dks-web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1
https://www.dks-web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1
https://www.dks-web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1
https://www.dks-web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1
https://www.dks-web.co.jp/updata/n_pdf/46.pdf
https://www.dks-web.co.jp/updata/n_pdf/46.pdf
https://www.dks-web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1
https://www.dks-web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1
https://www.dks-web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1
https://www.dks-web.co.jp/pdf/takuto/569_3.pdf#page=1
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
http://www.nipponpapergroup.com/products/cnf/
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5.1.2 文献調査 
 CNF の応用製品についての調査に使用した文献を表 5.1.4 に示す。 

 
表 5.1.4 ヒアリング調査に使用した文献 

文献名 著者・監修 発行 発行年 参照ページ 
ナノセルロースの製造技術と応用展開 1) 磯貝明監修， 

ナノセルロース
フォーラム編集 

(株)シーエムシー・
リサーチ 

2016 pp.91-194 

機能性セルロース次元材料の開発と応用
2) 

近藤哲男監修 (株)シー・エム・シー
出版 

2013 pp.25-26, 
79-209 

セルロースナノファイバー技術資料集 3)  (株)シー・エム・シー
出版 

2016 pp.179, 
239-240 

セルロースナノファイバーの実用化技術
4) 

 S&T 出版(株) 2016 pp.133-198 

セルロースナノファイバーの調製、分散・
複合化と製品応用 5) 

 (株)技術情報協会 2015 pp.5-7,49-50, 
201,460-462 

2017 年版セルロースナノファイバー市場
の展望と戦略 6) 

 矢野経済研究所 2017 pp.22,29-37, 
57,83,92 

図解よくわかるナノセルロース 7) ナノセルロース
フォーラム 編 

日刊工業新聞社 2015 pp.166-189 

トコトンやさしいナノセルロースの本 8) ナノセルロース
フォーラム 編 

日刊工業新聞社 2017 pp.86-139 

 
 
5.1.3 CNF 応用製品の事例 

ヒアリング調査と文献調査により得られた CNF 応用製品の情報から、機能、用途(部材)、製品
種類の観点で CNF 応用製品の分類を行った。以下に CNF 応用製品の分類と説明を示す。現時点
において、実際に市販されている CNF を使用した製品は、ボールペンインク、紙おむつ、ペーパ
ークリーナー、ヘッドホンステレオ振動版、スポーツシューズ、化粧水、和菓子、ラケット、生コ
ンクリート圧送用先行剤など、限られた製品のみである。ここでは、現在行われている技術開発
動向から、将来 CNF が用いられる可能性があると考えられる応用製品を想定し、それらの製品、
用途も含めて取りまとめた。 

 
■ 複合材料  

CNF は、樹脂、ゴム、繊維などと複合化することにより、高結晶性、高強度、寸法安定性、
可撓性といった性能を発揮し、製品の強度の向上や軽量化を実現する。そのため、複合材料と
して使用されるケースは多く、最も多くの用途が考えられる。樹脂の高強度化、軽量化のため
の補強材として使用される場合、CNF の添加量は重量比で 10～20％程度であると言われてい
る 6)。以下に、複合材料としての代表的な製品を示す。 
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(1)自動車 
自動車の外装材(ボディー、バンパー等)と内装材への応用が期待されている。近年では、

NEDO や環境省が主導し、CNF の活用で自動車の軽量化を目指すプロジェクトが数多く立ち
上げられている。現在のところ、いずれも研究開発段階であり、製品として販売されているも
のはない。自動車に使用されている金属材料を CNF で代替するにはコスト等の面でまだ超え
るべきハードルが高い。一方で、内装材及び外装材に使用されている既存の樹脂材料を CNF
複合材料で代替することについては、比較的早い段階での実用化が期待できると考えられる。
また、CNF の低熱膨張性という特性を活かして、自動車のバンパーやフェンダーなど、大き
な温度変化に曝されるポリプロピレン製部材やゴム部材への適用についても期待できる。 

 
(2)タイヤ 
   CNF はゴムに混ざりやすいため、強化材として用い、強くて軽いタイヤを作る研究が進め

られている。CNF をゴムに添加することで伸張性を保ったまま弾性率を増加させ、熱膨張を
減少させる効果がある。 

 
(3) 靴・手袋 

タイヤ強化材と同様に CNF をゴムに添加した応用製品として、山林用特殊安全靴、スポー
ツシューズの試作や、作業用ゴム手袋の指先への適用が試されている。 
 CNF をゴムに添加することにより、従来の耐久性を保ちながら大幅な軽量化が可能になる。
靴底のゴムに CNF を添加することで耐摩耗性を向上させて、ゴムの表面が劣化して剥落する
のを防ぐことができる。 

2018 年 6 月 1 日に販売が開始された (株)アシックスのランニングシューズは、靴底のミッ
ドソール(甲被とコツ底の間の中間クッション材)に搭載されたスポンジ材の気泡を補強する
素材として CNF を採用している。その結果、「軽量性と耐久性という相反する機能を高次元
で両立させて、従来のミッドソール材に比べ、軽量性を維持したまま、強度を約 20%、耐久性
を約７％高めた」と発表された。  

 
(4) 建材 

コンクリートやセメントの添加剤として CNF を用いることにより、多様な効果が期待され
ている。コンクリートの強度特性を改善する目的で CNF を添加する場合、1%程度の添加量で
補強効果が得られる。また、圧力工法でコンクリートを施工する場合に求められる高い流動性
を、CNF のチキソ性を活かして、水の添加量を増やすことによる材料分離が生じることなく
実現し、コンクリート施工性を改善することができる。その他として、断熱材等での活用の研
究が進んでいる。 

2019 年 2 月、タケ・サイト株式会社は、CNF の添加により、チキソ性と、三次元マトリッ
クス効果が付与された建築材料「生コンクリート圧送用先行剤」を改良したと発表した。「圧
送用先行剤」とは、建設現場でコンクリートポンプ車の配管に事前投入して詰まりを防ぐ役割
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を果たす。この先行剤に CNF を配合することで、配管への流し込み作業が容易で、いったん
投入すれば配管内でそのままの形状を保持することができるようになった。 
 

(5) 家電・PC  
冷蔵庫や洗濯機などの家電製品やパソコンは、使用時に発熱をともなう。低熱膨張で強度が

高いという CNF は、家電製品やパソコンの外装(筐体)に使用が可能である。 
 
(6) 家具 
   MDF (medium density fiberboard)は、木質繊維に接着剤を加え、板状に熱圧成型した軽量

ファイバーボードの一種である。MDF の接着と補強にリグノ CNF が用いられる。強度が低
いため、家具や住宅整備機器の扉、側板、背板や、3 段ボックス、スピーカーのキャビネット
などに広く用いられている。従来使用していた接着剤の代わりに、CNF を接着剤として使用
することにより、環境にやさしい MDF を製造することができる。また、家具の表面に使用す
る化粧板原紙に CNF を配合したものの開発が進んでいる。 

 
(7) 卓球ラケット 
   2018 年、株式会社ダーカーから CNF を使用した卓球ラケット「アルバ 23」が発売された。

「CNF を使用した木材自体を強くする新しい加工方法で、木を硬くすることなく弾き出す力
を生み出した」と発表された。 

 
(8) バドミントンラケット 
   卓球ラケットと同じく、2018 年、VICTOR SPORTS より、バドミントンラケットが発売さ

れた。「ウルトラセルロース・ナノファイバー(UltraCNF)の特殊的な 3D 構造がフレキシブル
に動くことで、強さと粘り、敏捷性を発揮できる。この技術をラケットフレームに搭載する
ことで減振効果を向上させ、しっかり狙えるコントロール性を実現させている」と発表され
た。 

 
■ 電気・電子機器 

 電気・電子機器への CNF 用途開発としては、CNF の光透過性を活かしたフィルタ、光学
フィルム等が検討されている。CNF の高強度を活かしたスピーカーは既に市販が開始されて
いる。 

 
(1) 携帯用電子機器 

CNF の高強度で透明、しかも熱膨張しにくい特徴を活かして、プラスチックを補強した
材料を作ることができる。この補強材料はフレキシブルに大きく曲げることができ、しか
も透明性が保たれるため、携帯用電子機器の透明ディスプレイや、透明カラーフィルター
への応用が検討されている。 
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(2) スピーカー・ヘッドフォン 

スピーカーやヘッドフォンは、振動板で電気信号を音波に変えて空中に放射している。
この振動板の材料に CNF を使ったスピーカーやヘッドフォンが発売されている。振動板
は、その音声再現能力に加え軽量性と高い剛性を併せ持つことが理想とされている。これ
まで振動板の材料としては、紙、樹脂、金属や、樹脂にカーボンナノチューブを混ぜたも
のなど多種多様なものが使われてきた。 

CNF の軽量・高強度であるという特徴を活かし、さまざまな素材と組み合わせることに
より、剛性などの各種条件を最適化することで、強さやしなやかさと軽さを備えた幅広い
音域をカバーすることができる振動板が開発された。 

 
(3) 空気清浄機 

空気清浄機に内蔵されているエアフィルターは、空気中のゴミ、塵埃などを取り除き、空気
を正常化する目的で使用されるもので、用途や要求される清浄度によって素材が異なる。この
エアフィルターに極少量の CNF を使用することで、ナノサイズの網目が形成され、従来のエ
アフィルターでは対応が難しかったウィルス、超微細粒子等の捕集が期待できる。 
 

■ 電子機器材料  
 電子部品の中には発熱量が大きいものがあるので、CNF の低熱膨張と高強度という特性を
活かして基板材料や外装等への応用が考えられている。 

 
(1) リチウムイオン電池 

リチウムイオン電池において、正極と負極を絶縁するものとしてセパレーターがあるが、
CNF のセパレーターへの応用が考えられている。CNF の表面修飾と細孔制御により、優れた
性能を持つセパレーターの開発が進んでいる。 

マンガン酸リチウム(LiMn2O4)を正極材料に使用するマンガン系リチウムイオン電池は、価
格が安い反面、劣化が早いという欠点があるが、セパレーターに CNF 膜を用いて、正極から
溶出したマンガンイオンを CNF 膜の表面でキャッチして、負極側に透過できないようにして
電池の劣化を遅らせることができる。 

 
 (2) 太陽電池 
   現在の太陽電池は光を取り込む透明なガラス等に、透明電極や発電層を積み重ねて作製さ

れる。CNF の透明シートの上に、幅約 100 nm の銀ナノワイヤーを塗布することより、現在
の太陽電池に用いられている酸化インジウムスズ(ITO)ガラスと同等の高透明性、高導電性を
示す基板の開発が進んでいる。この太陽電池は軽くて折り畳みが可能であり、どこにでも持
ち運ぶことが可能である。 
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(3) 有機 EL ディスプレイ 
   有機 EL (有機エレクトロ・ルミネッセンス)は、発光を伴う物理現象及びその現象を利用し

た有機発光ダイオードや発光ポリマーとも呼ばれる製品のことをいう。この有機 EL 現象を
利用したディスプレイが有機 EL ディスプレイである。CNF の高強度で透明、しかも熱膨張
しにくい特徴を活かして、プラスチックを補強した材料を有機 EL ディスプレイの透明基板
に利用することが検討されている。 

 
■ 化粧品 

 CNF の増粘性やチキソ性を活かして、化粧品への応用の研究開発が行われている。CNF は
一般的な天然由来増粘剤(カルボキシメチルセルロース(CMC)等)に比べて、低添加領域でも
高い構造粘性を発現することに加えて、高いチキソトロピー(チキソ性)を持ち、せん断力が加
わると小さい力であっても高粘度のゲル状から流動性の高い液状の性質に変わる特性がある。
そのため、ゲル状でありながらスプレー噴射が可能であり、さらに下向きでスプレーすると
いった使い方が可能となる。さらに、スプレーした液の液垂れを防ぐことや付着性を向上す
るなどの効果が期待され、化粧の下地や保湿成分を定着させることができる。また、CNF は
水中で他の成分とからんで均一に分散する特徴があり、べたつかず、伸ばしやすく、ダマに
ならないリキッドのファンデーションや日焼け止めへの応用が考えられる。 

カルボキシメチル化セルロースナノファイバー(CM 化 CNF)を配合した化粧水の販売が開
始されている。「CNF を配合することで、保湿性とサラッとした感触が同時に実現している」
と発表された。 

 
■ 日用品 

 「日用品」とは、生活していくために必要な物である。普通生活雑貨のことを指し、食料
品や衣料品などは含めない場合が多い。生活用品などともいう。CNF のもつ増粘性、高強度、
担持性等の特性を活かした製品の開発が進み、以下に示す「トイレ掃除シート」、「紙おむつ」、
「ボールペン」が既に製品化されている。 
 

(1)トイレ掃除シート 
 CNF を用いたトイレ掃除シート、トイレ用ペーパークリーナーが製品化されている。シー
トの表面の立体的な凹凸加工に CNF を加えることでナノレベルの汚れを捕らえるとともに、
表面強度の向上が得られている。 

 
(2) 紙おむつ 

 CNF を用いた大人用紙おむつが製品化されている。CNF は比表面積が大きく、表面に金属
イオンや金属ナノ粒子を高密度に付着させることが容易である特徴を活かし、消臭・抗菌効
果のある銀イオンを CNF に大量に保持させたままシート化し、従来製品より高い消臭・抗菌
機能を実現している。 
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(3) ボールペン 

CNF のチキソ性を活かしたボールペンが実用化され、販売されている。CNF を増粘剤とし
てゲルインクに入れることで、低粘度のインクのようにサラサラとした書き心地でありなが
ら、インク漏れせず、早書きでも擦れたりせず筆記できる。 

 
■ 塗料 

塗料を塗るときに問題となるのが液垂れで、垂直方向のものに塗料を均一に塗るのは容易
ではない。CNF には増粘性とチキソ性という特徴があり、塗料に CNF を添加することで、粘
度を高くして液垂れを防ぐことができる。また、チキソ性の特徴により、スプレーでの塗装が
可能となる。さらに、CNF は高強度という特徴があるため、塗装後の耐摩耗性の向上も期待
できる。 

塗料には顔料が含まれているが、塗料を長期間保存すると、顔料が沈殿することがある。
CNF には分散安定性があり、塗料に分散安定剤として混ぜることにより、塗料の保存性の改
善が期待できる。 
 

■ 医療用品 
CNF は身体への親和性がいいので人工血管や人工軟骨、チキソ性を活かした細胞培養材料、

医療器材等への応用で研究が進められている。 
 
(1) 創傷被覆材 

傷口を覆うことで傷口の治療を促進する材料の総称を創傷被覆材と呼ぶ。CNF は比表面積
が大きく、3 次元の網目構造を形成しているため保水性にも優れる。また、透明フィルム化が
可能なことで傷口の状態を観察できる。 

 
(2) 義歯床 

義歯床とは、義歯を固定する土台であり、歯のない部分の粘膜の上に乗る部分である。CNF
の高強度という特徴を活かした義歯床の開発が進んでいる。 

 
(3)ドラッグデリバリーシステム基材 

ドラッグデリバリーシステムとは、薬を体内の必要な部位へ、必要な量、必要な時間に届く
ように制御する方法である。CNF は比表面積が大きく表面に多くの官能基を持つため、少な
い量の CNF に大量の物質を選択的に結合させることができる。CNF から水分を多く含んだ３
次元構造のハイドロゲルを作り、このハイドロゲルに薬剤を入れて輸送し、目的の場所でハイ
ドロゲルを収縮させて薬剤を放出する。 
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■ 食品容器  
CNF のガスバリア性を活かした食品容器の開発が行われている。 

 
 (1)ガスバリアフィルム 

CNF は親水性であるため、ポリエチレンやポリプロピレンといった水に強い基材に積層す
ることによって、酸素バリア性を保つフィルムへの応用が考えられている。フィルムは、透明
で酸素を通さないため、食品や医薬品等の劣化を防ぎ、有効期限を延長させる高機能包装材料
としての利用が期待されている。 

 
 (2)食品容器 

酸素を通さないガスバリア性を活かして、CNF を PET フィルムに積層した後で、紙に積層
するなどの方法を用いて、紙カップが試作されている。 

 
■ 食品 

CNF は、粘性、保水性、保形性、分散安定性を有するため、食品添加物として使用するこ
とで、食品の保水性維持、ひき肉加工品の肉汁保持、加工食品のドリップ防止、触感の改善な
どの効果が期待できる。 

カルボキシメチル化セルロースナノファイバー(CM 化 CNF)を使用したどら焼きが販売さ
れている。「従来品に比べてふわっと感、しっとり感を実現するとともに、日持ちを伸ばすこ
とに成功した」と発表されている。 

 
■ 応用製品事例のまとめ 

以上のように、分類・整理してきた製品について、CNF を使用している部分、部材等や、
CNF の機能、特徴を表 5.1.5 に示す。 
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表 5.1.5 CNF 応用製品の概要と事例 

製品名 
CNF を使用している 

部分・部材等 
CNF の機能・特徴 

複合材料 
(1) 自動車 外装材及び内装材 軽量・高強度 
(2) タイヤ ゴム 高強度 
(3) 靴・手袋 靴底のゴム等 軽量・高強度 
(4) 建材 コンクリートの添加剤 高強度 
(5) 家電・PC 筐体 軽量・高強度・低熱膨張 
(6) 家具 接着剤 高強度 
(7) 卓球ラケット 合板 高強度 
(8) バドミントンラケット フレーム 高強度 

電気・電子機器 
(1) 携帯用電子機器 透明ディスプレイ等 透明性・高強度・低熱膨張 
(2) スピーカー・ヘッドフォン 振動板 軽量・高強度 
(3) 空気清浄機 エアフィルター 細孔制御 

電子機器材料 
(1) リチウムイオン電池 セパレーター 細孔制御 
(2) 太陽電池 基板 透明性 
(3) 有機 EL ディスプレイ 基板 透明性・高強度・低熱膨張 

化粧品 
リキッドファンデーション・ 
日焼け止め等 

増粘剤 増粘性・チキソ性 

日用品 
(1) トイレ掃除シート シートへの配合 高強度 
(2) 紙おむつ シート 担持性 
(3) ボールペン インク 増粘性 

塗料 
塗料 添加剤 増粘性・チキソ性 

医療用品 
(1) 創傷被覆材   保水性 
(2) 義歯床   高強度 
(3) ドラッグデリバリーシステム基材   担持性 

食品容器・包装 
(1) 食品容器 容器 ガスバリア性 
(2) ガスバリアフィルム 包装材 ガスバリア性 

食品 
食品 添加物 増粘性・保水性 
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5.2 製品ケースについての暴露シナリオ 
 前節において種々の CNF 応用製品についての製品種類、機能、用途(部材)、使用方法について
とりまとめてきた。表 5.2.1 に代表的な製品種類と想定される使用段階での暴露経路を示す。 
 

表 5.2.1 CNF 応用製品の種類と使用段階での暴露経路の推定 
製品分類
項目 

製品名  成 
形
品 

混
合
物 

暴露経路 特記事項 
吸入 経皮 経口 

複合材料 自動車 ✔ － △ △ △ 屋外使用での劣化・摩耗によ
る環境経由暴露の可能性 

タイヤ ✔ － △ △ △ 同上 
靴、手袋 ✔ －         
建材(エアロゲル) ✔ － △ △ △   
建材(セメント) ✔ － ○ ○ △ 屋外使用での劣化・摩耗によ

る環境経由暴露の可能性 
家電、PC ✔ － X △ X   
家具 ✔ － X △ X   

電気・電
子機器 

携帯用電子機器 ✔ － X X X 内部部品のため暴露なし 
スピーカー・ヘッド
フォン 

✔ － X X X 同上 

空気清浄機 ✔ － X ○ X フィルタからの脱離 
電子機器
材料 

リチウムイオン電池 ✔ － X X X 内部部品のため暴露なし 
太陽電池 ✔ － X X X 同上 
有機 EL ディスプレ
イ 

✔ － X X X 同上 

化粧品 リキッドファンデー
ション 

－ ✔ X ○ ○ 意図的な暴露 

日焼け止め － ✔ (○) ○ ○ 意図的な暴露、括弧はスプレ
ーの場合 

日用品 トイレ掃除シート ✔ － X ○ △   
紙おむつ ✔ － X ○ △   
ボールペン － ✔ X ○ X   

塗料 塗料 － ✔ (○) ○ X 括弧はスプレーの場合 
医療用品 創傷被覆材 ✔ － X ○ X   

義歯床 ✔ －   △ ○   
ドラッグデリバリー
システム基材 

✔ －   ○     

食品容
器・包装 

ガスバリアフィルム ✔ － X △ ○ 食品への移行による経口暴露 
食品容器 ✔ － X △ ○ 食品への移行による経口暴露 

食品 食品 － ✔ △ △ ○ 意図的な暴露 
✔：該当。〇＝暴露量推定の検討が必要であると思われるもの。△＝暴露量が非常に小さいと思われるもの、 
×＝暴露経路とみなされないもの 
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 個々の製品について想定される使用段階での定性的な暴露シナリオは表 5.2.1 に示すとおりだ
が、定量的な暴露量推定を行うことは、入手可能な情報が少なく困難である。製品を、大きく成
形品と混合物に分類し、それぞれに対しライフサイクル別の概略的な暴露シナリオに関連する事
象を表 5.2.2 のように整理した。 
  

表 5.2.2 応用製品種別とライフサイクル段階別の暴露シナリオにおける要点 
ライフサイクル 製造段階 使用段階 廃棄段階 

レセプター 作業者 消費者 環境 

複合材料など(成形品)  乾燥粉体、スラリー、
複合材製造プロセス 

CNF 複合材の劣化摩耗 CNF 複合材原料の生分解 

塗料、化粧品など 
(混合物) 

乾燥粉体、スラリー 製品使用時の暴露 代表的な CNF の生分解 

 
 本節では、前節で得られた応用製品に関する情報を用いながら、代表的な製品ケースとして自
動車、化粧品、容器・包装について潜在的な暴露の程度を見積もるために CNF 使用量を推定した。
また、一部製品について暴露濃度、暴露量などの検討を行った。自動車は CNF 使用量が多い代表
的な長期使用製品として、化粧品は消費者への直接暴露が予想される代表的な製品として、容器・
包装材は廃棄後の環境への影響に関心が高い製品として、解析対象に選択した。 
 
5.2.1 自動車 
 自動車に用いられる CNF はプラスチックやゴムとの複合材料である。複合材料中の CNF は、
母材であるプラスチック樹脂やゴム等と強固に結合した状態で製品となっている。したがって、
使用時の暴露経路として考えられるのは、劣化や摩耗により CNF が母材から脱離したものが、吸
入、経皮、及び経口経路により人が暴露するケースに限られると考えられる。 
 ここでは、自動車の CNF 使用量の推定(5.2.1.1 節)と、自動車廃棄段階における作業環境での暴
露の最大濃度の推定(5.2.1.2 節)を行った。 
 
5.2.1.1 自動車への CNF 使用量推定 
 2018 年の自動車生産台数 1)にもとづき、内装及び外板に用いられる CNF 量を推定した。推定
には、三菱化学テクノリサーチ 2)で報告されている推定方法を援用した。推定において、全ての
自動車に CNF 含有部品(内装、外板)が使用されると仮定し、CNF 年間使用量は、内装中 CNF 使
用量と外板中 CNF 使用量を合計したものとした。 
 三菱化学テクノリサーチの報告 2)では、自動車部品へ適用された場合の市場規模の試算として、
CNF による自動車の軽量化のケースが想定されている。その中で、①自動車の内装及び部品と②
自動車の外板の 2 種類のケースが試算されており、本研究でもその 2 種類を想定し、下記のよう
に CNF 使用量を推定した。 
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① 内装中 CNF 使用量(t/年) 
  ＝自動車生産台数(台)× 1 台あたり樹脂使用量(t/台)   

   ×樹脂中フィラー比率(％)×比重換算(-)×CNF 使用製品割合(10%、30%、50%) 
② 外板中 CNF 使用量(t/年) 

   ＝自動車生産台数(台)×1 台あたり外板使用量(t/台) 
   ×樹脂中 CNF 比率(％)×比重換算(-)×CNF 使用製品割合(10%、30%、50%) 
 

CNF 年間使用量 ＝ ①内装中 CNF 使用量 ＋ ②外板中 CNF 使用量 
 
 ①に代入する数値については、自動車生産台数は 2018 年の統計 1)より 9,729,594 台とした。つ
ぎに表 5.2.3 より車両 1 台(1,500 kg)あたりの樹脂使用量は 180 kg/台と設定した。次に、表 5.2.4
より、CNF で代替可能と想定されるポリプロピレン-タルク複合素材(PP (Talc))が 61.2 kg/台、
ポリアミド(PA)が 7.2 kg/台であることから、車両 1 台あたりの CNF 代替可能樹脂使用量(t/台)
は 68.4 kg/台と設定した。そのうち約 14%がフィラー(Talc、ガラス繊維)であり 2)、樹脂中フィラ
ー比率(％)を 14%とした。比重は、Talc 2.5、ガラス繊維 2.7、CNF 繊維 1.52)として比重を換算し
た。最後に CNF 使用製品割合(代替される割合)を 10%、30%、50%とした。 

その結果、内装に用いられる CNF 量は、CNF 使用製品割合が 10%の場合で 5,485 t/年、30％
の場合で 16,455 t/年、50%の場合で 27,425 t/年と推定された。 

 
表 5.2.3 自動車車両 1 台あたりの材料使用量と構成比 

材料 構成比[%] 重量[kg] 

鉄 60 900 

樹脂 12 180 

ゴム 7 105 

非鉄 14 210 

その他 9 135 

出典：三菱化学テクノリサーチ(2014)2) 
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表 5.2.4 車両１台あたりの樹脂材料構成 
樹脂材料 構成比[%] 重量[kg] 

PP 25 45 
PP (Talc) 34 61.2 

PA 4 7.2 

PUR 13 23.4 

PE 6 10.8 

ABS 5 9 

その他 13 23.4 

出典：三菱化学テクノリサーチ(2014)2) 
 
 次に②に代入する数値について、自動車生産台数は、①と同様に 9,729,594 台 1)とした。表 5.2.3
より車両 1 台(1,500kg)あたりの鉄量は 900 kg/台であるが、鋼板の 20％(180 kg)が外板用途 2)で
あることから、180 kg/台が外板使用量と設定した。CNF 強化 PP は、構成比が PP 90％と CNF 
10％と考え、樹脂中の CNF 比率は 10%とした。比重は、PP が 0.9、CNF が 1.5、鋼板が 7.8 で
あるので、樹脂構成比率に基づき、CNF 強化 PP の比重を 0.96 と設定して比重換算した。最後に
CNF 使用製品割合を 10%、30%、50%とした。 

その結果、外板に用いられる CNF 量は、CNF 使用製品割合が 10%の場合で 2,155 t/年、30％
の場合で 6,466 t/年、50%の場合で 10,777 t/年と推定された。 
 
 以上より、表 5.2.5 に自動車に用いられる CNF 量推定結果を示す。自動車への CNF 使用量は
約 8,000～40,000 t/年と推定された。ただし、CNF は製品マトリクス樹脂中に固定化されており、
摩擦等の可能性を考慮しても、環境中への放出や暴露の可能性は極めて低いと考えられる 3)。 
 

表 5.2.5 CNF 使用量推定結果 [t/年] 
CNF 使用製品割合 

品目 
10％ 30％ 50％ 

①内装・部品 5,485 16,455 27,425 
②外板 2,155 6,466 10,777 
合計 7,640 22,921 38,202 

 
5.2.1.2 廃棄段階における自動車からの CNF 排出量と暴露の最大濃度の推定 
 次に、自動車の廃棄段階における CNF 量を推定し、作業環境中の CNF 最大濃度を推定した。 
 一般的な自動車のリサイクルは、図 5.2.1 に示すように最終ユーザーから解体事業者、破砕事
業者を経て、さまざまな機能部品、有用金属の約 8 割(重量比)が資源として回収される。最終的
には破砕業者での資源回収後に残った 2 割弱の ASR (Automobile Shredder Residue：自動車破
砕残渣)を適正処理することで、車両全体の 9 割以上が再資源化される 4)。 
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図 5.2.1 一般的な自動車リサイクルの流れと使用済自動車の構成(重量％) 

(豊通リサイクル株式会社(2020)4)を参考に改編) 

 
 そこで、2017 年度自動車引き取り台数 2,980,817 台 5)に基づいて ASR 量を推定した。つづい
て、自動車の内装及び外板に含まれる CNF の 2 割程度が ASR に含有されると仮定して、CNF
量を以下の式で推定した。 
 

ASR として処理される CNF 量(t/年) 
 ＝ひきとり台数(台/年)×1 台あたり CNF 使用量(t/台) 

    ×ASR 比率(－)×CNF 使用製品割合(10%、30%、50%) 
 

推定結果を表 5.2.6 に示す。 
 

表 5.2.6 ASR として処理される CNF 量推定結果 [t/年] 
CNF 使用製品割合 10％ 30％ 50％ 

CNF 量 469 1,407 2,346 

 
 廃棄自動車中に含まれる CNF が廃棄処理中に飛散、暴露する可能性について、中西(2011)の方
法 3)にもとづき暴露の最大濃度を見積もった。廃棄自動車を解体する作業環境中の吸入性粉塵濃
度は 2 mg/m3 以下で管理され 6)、CNF 含有樹脂を使った車は、廃棄車両全体の 10%、30%、50%
と想定した。また、自動車の部材として用いられた CNF は、廃棄時にシュレッダー処理されて他
の自動車や部材と均一に混合され、その比率が吸入性粉塵の構成に反映されると仮定した。下記
の式に基づいて、作業環境中の CNF 最大濃度を推定した。結果を表 5.2.7 に示す。 
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作業環境中の CNF 最大濃度(mg/m3) 
 = 吸入性粉塵の管理濃度(mg/m3) 
 ×自動車 1 台あたり CNF 使用量(kg /台)/自動車 1 台重量(kg /台) 
 ×CNF 使用自動車割合(－) 
 = 2 mg/m3×7.7 kg/1,500 kg×CNF 使用自動車割合(10%、30%、50%) 

 
表 5.2.7 作業環境中 CNF 濃度推定結果 [µg/m3] 

CNF 使用製品割合 10％ 30％ 50％ 

CNF 濃度 1.0 3.1 5.1 

 
 自動車部品に使用された CNF が、シュレッダー処理時にほかの自動車の部品とともに裁断・均
一に混合されて、その比率が吸入性粉塵の構成にも反映されると仮定すると、吸入性粉塵の管理
濃度相当での CNF への暴露濃度は CNF を使用する自動車の割合により、1.0～5.1 µg/m3 と計算
される。ただし、この濃度は、空気中に CNF が単独で浮遊しているというよりも、複合材のマト
リクス樹脂と結合したり、ほかのパーツ由来の粒子との凝集体を形成したりしていると考えられ
る。 
 
5.2.2 化粧品 
 化粧品は基本的に混合物であると考えられるが、シート状のものなど成形品に含まれる場合も
ある。化粧品の CNF は多くの場合、液体状やゲル状の状態で存在する。使用時の暴露経路は、直
接、スプレーや人の肌へ塗るなどの行為により、吸入、経皮、及び経口暴露が考えられるが、最
も主要な経路として考えられるのは経皮暴露である。 
 ここでは、まず、CNF が化粧品に用いられた場合の使用量を推定した(5.2.2.1 節)。次に、消費
者製品暴露評価ツールを用いて CNF が化粧品スプレーに用いられた場合の吸入暴露量を推定し
た(5.2.2.2 節)。また、CNF 含有化粧品の経皮暴露について考察した(5.2.2.3 節)。 
 
5.2.2.1 化粧品への CNF 使用量推定 
 2017 年の化粧品の製品出荷量 7)に基づき、化粧品への CNF 使用量を推定した。製品出荷量に
は容器・包装部分も含まれており、安全側の推定になっている。CNF が使用される化粧品の品目
として、化粧水、美容液、ファンデーション、日焼け止めを仮定した。CNF 使用量は下記の式で
求められる。 
 

化粧品への CNF 使用量(kg/年) 
＝化粧品の製品出荷量(kg/年) ×CNF 含有率(%)×CNF 使用製品割合(10%、30%、50%) 
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2017 年の化粧品の製品出荷量は 41,475,694 kg、CNF 含有率は展示会でのヒアリングなどから
0.5%と設定した。CNF 使用製品割合を 10%、30%、50％と仮定した。推定結果を表 5.2.8 に示す。
化粧品への CNF 使用量は 20～100 t/年程度と推定された。 
 

表 5.2.8 化粧品に含まれる CNF 量推定結果 [kg/年] 
CNF 使用製品割合 

品目 

10% 30% 50%  

化 粧 水 13,779 41,337 68,894 

美 容 液 2,623 7,869 13,115 

フ ァ ン デ ー シ ョ ン 1,423 4,269 7,116 

日焼け止め及び日焼け用化粧品 2,913 8,739 14,565 

合計 20,738 62,214 103,689 

 
5.2.2.2 CNF 含有化粧品スプレーからの暴露量推定 
 CNF を含有した化粧品スプレーは製品化されていないため、暴露量に影響の大きい変数や仮定
について知見を得ることを目的に、消費者製品暴露評価モデルを用いて CNF 含有スプレー使用時
の吸入暴露量を推定した。 
 暴露評価モデルは、欧州化学物質生態毒性センターによる ECETOC-TRA、産業技術総合研究所
が開発した室内製品暴露評価ツール AIST-ICET、オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)が開発
した ConsExpo-nano の 3 種とした。3 つのモデルの比較を可能とするため、共通化が可能な変数
については共通設定とし、各モデルの機能に関係する変数は独自のものを設定した。変数はでき
る限りモデルのデフォルト値を使用した。 
 
＜基本的な暴露シナリオ＞ 
 製品使用(噴霧速度、噴霧時間、使用頻度)、部屋体積、人(体重、呼吸量、暴露時間)に関するパ
ラメータは共通する値を設定した(表 5.2.9)。対象スプレー種別は、ConsExpo において化粧品と
してのデフォルト値が与えられているデオドラントスプレー(缶)とオードトワレスプレー(ポンプ
式)の 2 種類とした。部屋の換気回数は ECETOC 以外の 2 モデルでは 2 回/日とし、ECETOC で
は換気率に関連した「希釈率」を 0.86 と設定した。ECETOC では化粧品スプレーについての推定
式が与えられていないため、「空気清浄剤(Air care products)スプレー」の推定式を使用した。 
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表 5.2.9 化粧品スプレーからの暴露量推定のための暴露シナリオ 

変数名 単位 

スプレー製品 

デオドラン

ト(缶) 

オードトワレ

(ポンプ式) 

噴霧速度 g/秒 0.45 0.1 

噴霧時間 秒 10.2 4.8 

暴露時間 分 18 

化学物質比率 % 0.5 

使用頻度 回/日 4 

部屋体積 m3 20 

体重 kg 60 

呼吸率 m3/h 1.37 

 
＜エアロゾル粒径に関する設定＞ 
 スプレーから噴霧されるエアロゾルの粒径に関して、ConsExpo で設定した対数正規分布(中央
値、変動係数、最大値)及び浮遊割合(新、旧)、スケール係数(いずれもデフォルト値)を表 5.2.10
に示す。浮遊割合とはエアロゾルのうち気中に浮遊する割合、スケール係数とは粒径 22.5 µm 以
下の粒子の割合を意味する。ここで対数正規分布は 22.5 µm 以下の粒径分布についてフィッティ
ングした係数である。浮遊割合(新)は浮遊割合(旧)とスケール係数の積である。ICET では、浮遊
割合は ConsExpo の浮遊割合(旧)の値を設定し、10 µm 以下の粒子割合は表 5.2.10 で示した
ConsExpo のスケール係数と分布パラメータから算出し設定した。 
 
＜クラウドに関する設定＞ 
 クラウドとはスプレーを人に向けて噴霧したときに生じる噴霧者周辺の高濃度領域のことであ
り、ICET、ConsExpo では考慮される。両モデルでのクラウド初期体積を表 5.2.10 に示す。 
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表 5.2.10 エアロゾル粒径とクラウドについての設定値 

変数名 

設定値など 

デオドラント(缶) 
オードトワレ 

(ポンプ式) 

ConsExpo における粒径分布に関する変数 

中央値[µm] 8.3 2.7 

変動係数 0.84 0.73 

最大粒径[µm] 10 

浮遊割合(旧) 1 0.2 

浮遊割合(新) 0.9 0.02 

スケール係数 0.9 0.1 

ICET における粒径分布に関する変数 

10 µm 以下の粒子割合[%] 53 9.6 

クラウドに関する変数 

初期体積[m3] 0.0625 

 
＜結果＞ 
 2 種のスプレー製品に対し３つのモデルで推定された吸入暴露量を表 5.2.11 に示す。缶スプレ
ーの方がポンプ式よりも暴露量が大きかった。缶スプレーでは３つのモデルでの推定値は近い値
を示したが、ポンプ式では ICET、ConsExpo での推定値は ECETOC のそれを大きく下回った。 
 

表 5.2.11 ３つのモデルによる推定吸入暴露量 [µg/kg/day] 
スプレー製品 ECETOC ICET ConsExpo 

デオドラント(缶) 23 37 15 

オードトワレ(ポンプ式) 2.4 0.086 0.063 

 
＜考察＞ 
 推定暴露量に影響を及ぼす主な要素として、①噴霧量、②換気率、③粒径、④クラウドが考え
られる。③については ICET と ConsExpo では吸入可能性が小さい 10 µm 以上の粒子は暴露に寄
与しないと仮定している。また重力沈降によっても大きな粒子の暴露は小さいと推定される。ポ
ンプ式スプレーではエアロゾル粒径が比較的大きいため、③を考慮した ICET、ConsExpo での推
定暴露量が ECETOC のそれを大きく下回ったものと考えられる。一方、缶スプレーでは 3 モデル
の暴露量に大きな差はなかった。これは ICET と ConsExpo において、③によって暴露量が小さ
くなる効果と、逆に④によって大きくなる効果が、互いに打ち消しあったものと定性的には考え
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られる。化粧品スプレー製品からの推定暴露量にはクラウドとエアロゾル粒径が大きな影響を与
え、特にエアロゾル粒径はスプレーの型式により大きく異なることが示唆された。 
 
5.2.2.3 CNF 含有化粧品の経皮暴露 
 CNF 含有化粧品の経皮暴露は、化粧品の使用によって人の皮膚表面に CNF が付着する段階と
皮膚表面から体内に CNF が吸収する段階に分けられる。CNF が付着する段階について、本 NEDO
委託事業で実施した皮膚刺激性試験の結果は陰性であった(セルロースナノファイバーの有害性
試験手順書 2.3.2 項)。また、化粧品からの皮膚表面に付着する段階での暴露量は第 2 章の 2.3 節
で示したデンマークの報告書でも定量が試みられているが、製品の使用頻度、使用量などが決ま
れば比較的容易に求められる。 
 一方、皮膚表面から体内に CNF が吸収する段階について、本 NEDO 委託事業で実施した皮膚
透過性試験によって得られた知見からは、体内には吸収されないことが示唆された(セルロースナ
ノファイバーの有害性試験手順書 2.2 節)。本節では、物性を用いた皮膚透過係数の推定式によっ
て CNF の皮膚吸収について考察した結果を示す。 
 図 5.2.2 に各種物質の皮膚透過係数の実測値 8),9)とモデル推定値との比較を示す。実測値の対象
物質は、メチルパラベン、n-アミノ安息香酸エチル、エチルパラベン、n-アミノ安息香酸プロピ
ル、プロピルパラベン、一硝酸イソソルビド、n-アミノ安息香酸ブチル、カフェイン、ブチルパ
ラベン、アミノピリン、二硝酸イソソルビド、スクロースであり、皮膚はヒト皮膚、ラット皮膚、
人工膜(Strat-M)を対象としている。皮膚透過係数の推定式としては、Ten Berge の式 10) (図 5.2.3)
を用いた。この推定式は皮膚の角質層を透過することを仮定している。図 5.2.2 からは各種物質の
皮膚透過係数の実測値(文献値)は、モデル推定値の 1/10～10 倍以内で一致しているものが多いこ
とから、モデル推定は各種物質の皮膚透過性評価に適用可能であることがわかる。 
 図 5.2.3 の皮膚透過係数推定式の形からもわかるが、一般に皮膚透過係数は分子量の増加に伴
い低下し、分子量が 500 以上では著しく低下すること 11)、オクタノール水分配係数が小さい(水
へ溶けやすい)ほど低下すること 12)が知られている。 
 図 5.2.2 に示したスクロース(分子量：342)の皮膚透過係数実測値は 5.2×10-6 cm/h であり、皮
膚を透過しないとみなされる値(非透過係数；3.6×10-6 cm/h)よりも僅かに大きい程度である。こ
こで非透過係数は、角層の剥がれ落ちる速度よりも透過係数が小さければ皮膚を透過できない 13)

という考え方で推定している。 
 スクロースは CNF と同じ糖類(グルコースユニットが２つ)であること、CNF は非常に多くの
グルコースが連なる多糖であり、最低でも分子量は 1,000 程度以上あるとすれば、CNF が健常皮
膚の角質を経由して透過することは考えにくい。ただし、付属器官(毛包／汗腺、脂腺)を介した細
孔膜部分への侵入や、傷、ひび割れにより皮膚の角質層が剥がれ落ちている部分からの侵入につ
いては、別途検討が必要と思われる。また、物性を用いた透過係数推定による定量的な考察を行
うには、CNF の物性データ(オクタノール水分配係数、分子量分布)の取得が必要である。 

本項目では、水を媒体とした CNF 溶液の皮膚透過性を検討したが、化粧品には各主成分が含ま
れており、化粧品に含有する親油性の溶媒が皮膚角質に影響を与え皮膚透過速度が変化する可能
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性が指摘されている 14)。具体的な製品の暴露評価を考える場合には、この点に関しても検討が必
要である。 
 

 

図 5.2.2 各種物質の皮膚透過係数の実測値(文献値)とモデル推定値との比較 
 

 
図 5.2.3 皮膚透過速度推定式(Ten Berge の式) 10) 
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5.2.3 容器包装プラスチック 
 2018 年のプラスチック出荷量 15)に基づき、容器包装プラスチック用途への CNF 使用量を下記
の考え方で推定した。 
 

容器包装プラスチックへの CNF 使用量(t/年) 
  ＝容器包装プラスチック(全体)出荷量(t/年)×容器包装比率(-) 
   ×CNF 含有率(%) × CNF 使用製品割合(10%、30%、50%) 
 
 プラスチック出荷量全体では、容器包装プラスチック用途以外のプラスチックが含まれてしま
うため、プラスチック製品の区分のうち、フィルム、シート、容器、発泡製品、その他の出荷量合
計を容器包装プラスチック(全体)出荷量と仮定した。ただし、このままでは、別の用途が混在する
ため、それぞれの容器包装比率 16)を乗算して、容器包装プラスチック量を設定した。表 5.2.12 に
2018 年のプラスチック製品出荷量と容器包装比率、容器包装推定量を示す。 
 

表 5.2.12 2018 年のプラスチック製品出荷量と容器包装比率、容器包装推定量 [t/年] 
  出荷量 15) 容器包装比率 16) 容器包装推定量 

フィルム 2,380,136 50% 1,190,068 

シート 186,947 50% 93,474 

容器 916,703 100% 916,703 

発泡製品 275,864 50% 137,932 

その他 332,043 10% 33,204 

合計 4,091,693 
 

2,371,381 

 
 プラスチック製品中の CNF 含有率は 10%と設定し、CNF 使用製品割合を 10%、30%、50%と仮
定して CNF 使用量を推定した。結果を表 5.2.13 に示す。容器包装プラスチックへの CNF 使用量
は、CNF 使用製品割合が 10%の場合で 23,714 t/年、30%の場合で 71,141 t/年、50%の場合で
118,569 t/年と推定された。 
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表 5.2.13 容器包装プラスチックに使用される CNF 量の推定結果 [t/年] 
CNF 使用製品割合 

品目  

10% 30% 50% 

フィルム 11,901 35,702 59,503 

シート 935 2,804 4,674 

容器 9,167 27,501 45,835 

発泡製品 1,379 4,138 6,897 

その他 332 996 1,660 

合計 23,714 71,141 118,569 

 
5.2.4 まとめ 
 CNF の応用製品について想定できる定性的な暴露シナリオを整理した上で、製品を大きく成形
品と混合物に分類し、それぞれに対しライフサイクル別の概略的な暴露シナリオに関連する事象
を表 5.2.2 のように整理した。自動車、化粧品、容器・包装プラスチックを対象に潜在的な暴露ポ
テンシャルを概算するために CNF の使用量を推定し、自動車では廃棄プロセスでの暴露濃度を、
化粧品についてはスプレー製品からの暴露量を推定した。表 5.2.14 に製品別の CNF 使用量推定
結果を示す。 
 

表 5.2.14 製品中に使用される CNF 量推定結果 [t/年] 
CNF 使用製品割合 

品目 

10％ 30％ 50％ 

自動車 7,640 22,921 38,202 

化粧品 21 62 105 

容器包装プラスチック 23,714 71,141 118,570 

合計 31,375 94,124 156,877 

 
 表 5.2.14 から、製品に使用される CNF 量は、容器・包装プラスチック、自動車、化粧品の順で
多いという推定結果であった。これらは潜在的な暴露ポテンシャルを示してはいるが、推定で仮
定した CNF 使用製品割合や製品中 CNF 含有率は仮の値であり、結果には不確実性があることに
留意する必要がある。また、自動車、容器・包装プラスチックの場合は CNF 複合材として用いら
れるため、CNF は母材であるプラスチック樹脂やゴム等と強固に結合した状態で製品となってお
り、CNF 単体としての排出・暴露は限定的であると考えられる。一方で、化粧品用途で用いられ
る CNF 使用量推定値は小さいが、形態としては CNF 単体であるので、人への暴露や環境への影
響を評価することが重要である。人への暴露については、本章でスプレー製品に対して行ったよ
うな暴露量推定が、環境への影響については、第 6 章で述べるような生分解性の確認が重要とな
る。 
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 第６章 環境排出後の分解 
6.1 生分解性試験について 
 CNF が環境に排出された後の生分解性について知見を得るため、生分解性試験を行った。一般
環境中の生分解性及び付加的な位置づけとして海水中での生分解性を確認した。 

OECD TG301C 試験は、化学物質審査規制法(化審法)において化学物質の環境中で速やかに分
解されるかどうか(易生分解性)を判断するために採用されている試験の一つである。国内 10 か所
から汚泥(河川、湖沼及び内海の表土を含む表層水、下水処理場の返送汚泥)を採集して培養した活
性汚泥を用いる試験であり、環境媒体全般に含まれる微生物による分解の観察を意図した試験で
ある。BOD (生物化学的酸素要求量)で測定した分解度が60%以上のときに易生分解性と判断され、
化審法では「良分解性」と判断される。 
 OECD TG306 試験は、海水のみを用いて行う試験であり海水に含まれる微生物による分解を観
察する試験である。DOC (溶存有機炭素)除去による分解度が 70%超(フラスコ振とう法)、または
DO (溶存酸素)による分解度が 60%超(クローズドボトル法)のときに試験結果は陽性と判断され、
海洋環境において生分解性のポテンシャルを持つと判断される。本試験では OECD TG306 試験を
一部改変して行った(以降、OECD TG 306 改法と呼ぶ)。 
 TG 306 法は比較的簡便な方法であるため、海水中での生分解性について知りたいときに初めに
行うのに適しており、本方法での結果が陽性であった場合は、海水中で生分解すると言える 1)。し
かし、TG306 法では用いる海水に含まれる微生物量が一定でないため試験結果の変動が大きく、
偽陰性の結果を多く生じるという指摘がなされている 2)。また、栄養塩の添加や、被験物質濃度が
実際の海水中よりも高く設定されているなどの点において、実際の海洋環境の模擬試験となって
いないという指摘もある 1)。そのため、TG306 法での結果が陰性の場合も、それがただちに海洋
中で生分解されないことを意味するわけではなく被験物質を低濃度にするなど、さらなる試験が
必要とされる。TG306 法を改良する案として、培地中微生物濃度の増加、試験期間の延長が提案
されている 2)。 
  
6.2 一般環境中での生分解性 
 CNF が一般環境に排出された後の生分解性について知見を得るため、OECD TG301C 試験を行
い、環境中で速やかに分解されるかどうか(易生分解性)を判断した。OECD TG301C 試験は国内
10 か所から汚泥(河川、湖沼及び内海の表土を含む表層水、下水処理場の返送汚泥)を採集して培
養した活性汚泥を用いる試験であり、環境媒体全般に含まれる微生物による分解の観察を意図し
た試験である。BOD で測定した分解度が 60%以上のときに易生分解性と判断される。 
 
【試験期間】 
・試験 1：2017 年 11 月 8 日~同年 12 月 6 日(28 日間) 
・試験 2：2018 年 8 月 31 日~同年 9 月 28 日(28 日間) 
・試験 3：2018 年 11 月 27 日~同年 12 月 25 日(28 日間) 
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OECD TG301C 法による CNF 及び比較対照としたセルロース材料の生分解性試験の結果を表

6.１に示す。 
 

表 6.１ 生分解性試験結果(OECD TG301C 法による) 
試料 試験 1  試験 2 試験 3 

TEMPO 酸化 CNF 易生分解性 － － 

リン酸エステル化 CNF － 易生分解性 － 

機械解繊 CNF － 易生分解性 － 

アセチル化パルプ(置換度:0.69) － － 易生分解性 

アセチル化リグノ CNF (置換度:0.69) － － 易生分解性 

セルロース粉末(Avicel PH-101) 易生分解性 易生分解性 易生分解性 

酢酸セルロース（置換度：2.4） － － 易生分解性
ではない 

「－」は試験を実施していないことを表す。 
 
 試験 1~3 は試験時期が異なるため、用いた活性汚泥も異なることに注意が必要である。 
 TEMPO 酸化 CNF、リン酸エステル化 CNF、機械解繊 CNF、アセチル化 CNF はいずれも、分
解度が 60%を超えており易生分解性と判断された。これらは化審法の基準では良分解性と判定さ
れる。セルロース粉末は試験によって 60%を超える場合と超えない場合があったが、超えない場
合も生分解の途中である試料があったためであり、易生分解性と判断された。また、アセチル化
パルプは分解度が 60%を下回ったが、これはサンプルサイズ(n=3)のうち、１つの試料が生分解
されず(分解度 2%)、残り２つの試料が生分解された(分解度：80%、77%)ためであり、易生分解
性と判断された。酢酸セルロースは生分解されず、易生分解性ではないと判断された。 
 
6.3 海水中での生分解性 

海水中生分解性試験は OECD TG306 法を一部改変して行った。TG306 法は、海水のみを用い
て行う試験であり海水に含まれる微生物による分解を観察する試験である。DOC 除去による分解
度が 70%超(フラスコ振とう法)、または DO による分解度が 60%超(クローズドボトル法)のとき
に試験結果は陽性と判断され、海洋環境において生分解性のポテンシャルを持つと判断される。
TG306 法は基本的には水溶性物質を対象とした試験方法であるが CNF は水に溶けない。水に溶
けない物質についても分解度を測定可能とするため、OECD TG306 法(フラスコ振とう法)をベー
スに、分解度を DOC 測定ではなく、BOD 測定により求めるように改変した。 

試験に供したサンプルは前節の TG301C 法と基本的には同じであるが、アセチル化パルプおよ
びアセチル化リグノ CNF (置換度：0.69)の代わりに、未変性リグノ CNF（置換度：0）、アセチル
化リグノ CNF（置換度：0.40）、アセチル化リグノ CNF（置換度：0.84）を用いた。 
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60 日間の試験を 2 回行った。2 回の試験期間、海水採取場所は以下のとおりである。 
 
【試験期間と海水採取場所】 
・試験 1：2019 年 7 月 31 日～9 月 30 日(60 日間) 博多湾博多港 
・試験 2：2019 年 10 月 24 日～12 月 22 日(60 日間) 博多湾西公園付近の海岸 
 
 試験の有効性について、各試験で用いた海水の微生物活性を対照物質(安息香酸ナトリウム)の
分解度で判定したところ、試験１は微生物活性が低く有効性条件を満たしていなかったが、試験
2 では微生物活性が高く有効性条件を満たすと判断した。 
 そのため、生分解性のポテンシャルについての判断には、有効性条件を満たした試験 2 のみを
用いることとした。ただし、試験 1 は有効性条件を満たしていないものの、いくつかの CNF 試料
では 50%程度の分解が観察され、試料による分解性に差がみられるといった情報(試料による分解
度の大きさの傾向は試験 2 と類似)が得られたため、試験 2 の結果を補足し考察するためのデータ
としては有効であると考えられた。 
 試験の結果、TEMPO 酸化 CNF、機械解繊 CNF、未変性リグノ CNF、アセチル化リグノ CNF 
(置換度：0.40)、アセチル化リグノ CNF (置換度：0.84)はいずれも分解度が 60%を超えており、
海洋環境中での生分解性のポテンシャルありと判断された。 
 
参考文献(第６章) 
1) Wilde BD, Mortier N, Verstichel S, Briassoulis D, Babou M, Mistriotis A, Hiskakis M (2013). 

KBBPPS Knowledge Based Bio-based Products' Pre-Standardization. Work package 6, 
Biodegradability, Deliverable N°6.1: Report on current relevant biodegradation and 
ecotoxicity standards. 

https://www.biobasedeconomy.eu/app/uploads/sites/2/2017/03/Report-on-current-
relevant-biodegradation-and-ecotoxicity-
standards.pdf#search=%27Degradation+marine+plastic+method+oecd+306%27 

2) Ott A, Martin TJ, Whale GF, Snape JR, Rowles B, Galay-Burgos M, Davenport RJ (2019). 
Improving the biodegradability in seawater test (OECD 306). Science of The Total 
Environment 666:399‒404. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719306552 

https://www.biobasedeconomy.eu/app/uploads/sites/2/2017/03/Report-on-current-relevant-biodegradation-and-ecotoxicity-standards.pdf#search=%27Degradation+marine+plastic+method+oecd+306%27
https://www.biobasedeconomy.eu/app/uploads/sites/2/2017/03/Report-on-current-relevant-biodegradation-and-ecotoxicity-standards.pdf#search=%27Degradation+marine+plastic+method+oecd+306%27
https://www.biobasedeconomy.eu/app/uploads/sites/2/2017/03/Report-on-current-relevant-biodegradation-and-ecotoxicity-standards.pdf#search=%27Degradation+marine+plastic+method+oecd+306%27
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719306552
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 第７章 まとめ 
第２章から第 6 章までの結果をまとめるとともに、推奨される排出・暴露管理等について述べ

る。 
第２章では、既往研究についてまとめた。CNF の作業環境計測や模擬試験による排出・暴露評

価事例はまだ少なく、それらは主にエアロゾル計測器を利用した簡易な計測に基づくものであっ
た。Shatkin & Kim1)によるナノセルロース応用製品のライフサイクルにおける暴露シナリオ評価
(表 2.2)では、ランクが高いものとして、乾燥したナノセルロースの吸入暴露が挙げられている。
CNF は一般に水分散液の状態で製造されるが、乾燥状態の方が保管や輸送が楽なこと、樹脂との
混練する際には乾燥状態の方が取り扱いがしやすいことなどから、乾燥状態の CNF の製造・出荷
も行われている。乾燥した CNF の取り扱い時にはまず注意が必要と考えられる。 
 第３章の 3.1 節では、CNF 乾燥粉体の移し替え模擬試験の結果を示した。CNF 乾燥粉体の移し
替えにより、およそ 0.1~10 µm の大きさの CNF 凝集粒子の飛散が起こることを確認した。CNF
の乾燥粉体を取り扱う際には、局所排気や保護具の使用等が推奨される。各種エアロゾル計測器
により飛散した CNF が検出できることを確認した。特に上記のサイズ領域の粒子を計測できる粉
塵計や光散乱式粒子計数器(OPC)は、小型で、秒単位の測定値が得られることから、現場の日常の
安全管理に有用であると考えられる。尚、粉塵計の測定値は、適切な補正をしないと過小評価に
なる可能性があることに注意が必要である。作業環境計測の方法は、4.1 節で示した作業環境計測
の事例を参考にしていただきたい。ナノセルロースの吸入暴露影響に関しては、慢性影響に関す
る十分なデータはまだないが、CNF 及びセルロースナノクリスタルの動物への短期の吸入試験に
おいて見られた炎症は、一般のセルロースや低毒性粉塵と同様に一過性であり、アスベスト等と
は異なることが報告されている 2)。本 NEDO 委託事業で実施した気管内投与試験においても、CNF
の炎症反応は、経日的に減衰することが確認された(セルロースナノファイバーの有害性試験手順
書 1.1.3 項)。CNF に特化した許容濃度はまだないが、付録 II に示したナノ材料及びその他粉塵の
許容濃度を参考にして、当面の現場の管理濃度を設定していくことが重要と考えられる。 
 第３章の 3.2 節では、CNF 水分散液の飛沫としての飛散の模擬試験の結果を示した。CNF 水分
散液は、乾燥粉体に比べると飛散や吸入暴露が起こりにくいと考えられるが、例えば、水分散液
製造工程での噴出、スプレー製品噴霧による製品中の CNF の飛散あるいは製造工程から意図しな
い漏洩による飛散等が考えられる。模擬試験において、CNF を含む液滴を気中で乾燥させないで
捕集した場合には網目状の CNF が観察され、CNF を含む液滴を気中で乾燥させた場合には凝集
した固まった粒子が確認された。このように、気中での液滴の乾燥の有無で、暴露する CNF の形
態が大きく異なることが分かった。一般に 10 µm を上回る液滴の場合には重力沈降ですぐに落下
し、10 µm より小さな液滴(水滴)の場合にはすぐに揮発してしまうと考えられることから、CNF
水分散液の飛沫が発生しても、吸入時の CNF は乾燥した凝集粒子が主になると考えられる。CNF
は一旦乾燥すると表面の水酸基同士の水素結合により全体として強く凝集し、比表面積も小さく
なるため、ナノ材料としての特性は失われ、ナノでないセルロースと同様に考えることができる
かもしれない。凝集してもナノの構造を保って比表面積が高い状態のままである他のナノ材料(カ
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ーボンナノチューブや二酸化チタンなど)とは、性質的に異なるように思われる。液滴が水分散液
ではなく揮発しにくいオイルのような場合には注意が必要と考えられる。 
 第 4 章では、CNF 複合材の製造・加工・摩耗・劣化時の排出・暴露について、現場調査や模擬
試験の結果を示した。CNF複合材の製造現場におけるペレット化と混練の際のエアロゾル濃度は、
既存の粉塵やナノ材料の許容濃度と比較しても十分に低かった。また、CNF 複合材の切削や摩耗
時の飛散粒子は、CNF 含有の有無でほとんど変わらず、CNF と思われる繊維状の粒子は観察され
ず、飛散粒子のほとんどは樹脂そのものの塊、または樹脂と CNF の混合物の塊と考えられた。劣
化試料の摩耗試験においても同様であった。限られたデータではあるが、CNF は母材である樹脂
と強固に結合した状態あり、CNF 単体としての排出・暴露は限定的であると考えられる。部材の
加工や摩耗の際には CNF 含有の有無によらず粉塵が発生するが、樹脂自体の粉塵の排出や暴露を
適切に管理することで、CNF 単体としての排出・暴露も低く管理できると考えられる。 

第 5 章では、現在及び将来、CNF が用いられる応用製品について整理し、機能、用途(部材)、
製品種類の観点で CNF 応用製品の分類を行った(表 5.1.5)。また、代表的な製品種類と想定され
る使用段階での暴露経路をまとめた(表 5.2.1)。自動車、化粧品、容器・包装プラスチックを対象
として、潜在的な暴露ポテンシャルを概算するために CNF の使用量を推定し、自動車では廃棄プ
ロセスでの暴露濃度を、化粧品についてはスプレー製品からの吸入暴露量を推定し、経皮暴露に
ついて考察した。自動車、容器・包装プラスチックの場合は CNF 複合材として用いられるため、
CNF は母材であるプラスチック樹脂やゴム等と強固に結合した状態で製品となっており、CNF 単
体としての排出・暴露は限定的であると考えられる。一方で、化粧品用途で用いられる CNF 使用
量推定値は小さいが、形態としては CNF 単体であるので、人への暴露や環境への影響を評価する
ことが重要である。人への暴露については、本書でスプレー製品に対して行ったような暴露量推
定が重要となる。 

第 6 章では、CNF が環境に排出された後の分解についての知見を得るために実施した生分解性
試験の結果をまとめた。一般環境の生分解性試験では、対象とした CNF のすべてが易生分解性と
判断された。 

 
 

参考文献(第７章) 
1) Shatkin JA, Kim B (2015). Cellulose nanomaterials: life cycle risk assessment, and 

environmental health and safety roadmap. Environmental Science Nano 2:477‒499. 
2) Ede JD, Ong KJ, Goergen M, Rudie A, Pomeroy-Carter CA, Shatkin JA (2019). Risk Analysis 

of Cellulose Nanomaterials by Inhalation: Current State of Science. Nanomaterials 9:337. 
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 付録 I エアロゾル計測器の概要や原理 
 主なエアロゾル計測器について、概要や原理を表 I.1 にまとめる。また、各計測器のおよその対
象範囲を図 I.1 に示す。 
 

表 I.1 エアロゾル計測器の概要や原理 
光散乱式粒子計
数 器 (optical 
particle counter: 
OPC) 

約 0.3～>10 µm (装置によって下限は<0.1 µm)の粒径範囲のエアロゾルについて、
粒径(光散乱径)別の個数濃度が計測できる装置である。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。ただし、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。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、一般の作業環境では、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 0.001 µm)の粒径範囲のエアロゾルについて
の総個数濃度が計測できる装置である。基本原理は 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 OPC では計測できない小さな粒
子まで計測できる。ただし、粒径の情報は得られない。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。 

走査型移動度粒
径 測 定 器
(scanning 
mobility particle 
sizer: SMPS) 

約 0.01～1 µm (装置によって下限は 0.001 µm)の粒径範囲のエアロゾルについて、
粒径(電気移動度径)別の個数濃度が計測できる装置である。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、一回(一通りの粒径範囲)の計測に数分か
かる。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。 
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表 I.1 エアロゾル計測器の概要や原理(続き) 
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)別の個数濃度が
測定できる装置。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。 

(光散乱式)粉塵
計 

エアロゾルのおよその重量濃度が計測できる装置である。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、粉塵計は、複数の粒
子の総光散乱強度を見ている。エアロゾルの重量濃度と散乱光量がほぼ直線的に敏
感に比例することを利用して、エアロゾルの重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重量濃度変換係数を、フィルタ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ことで、より正確な重量濃度を得ることがで
きる。 

 

 
 

図 I.1 各計測器のおよその対象範囲 
およその値であり、製品によって異なる。 
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 付録 II ナノ材料及びその他粉塵の作業環境における許容濃度 
II.1 ナノ材料及びその他粉塵の作業環境における許容濃度 1) 

図 II.1 に日本産業衛生学会 2)による二酸化チタンナノ粒子(ナノ TiO2)及びその他各種粉塵に対
する許容濃度の勧告値と、各国機関・団体 3)‒11)から提案されているナノ材料の許容濃度(用語や位
置付けはそれぞれ異なるが、ここでは許容濃度と表す)をまとめる。労働衛生の分野では、吸入性
粉塵(ISO 770812)の定義で 4 µm 粒子 50%カット)が対象とされることが多く、図 II.1 には主に吸
入性粉塵としての勧告値を示した。同じ材料でも、各国機関・団体で許容濃度の勧告値に幅があ
るが、その主な理由は、動物からヒトへの外挿の方法や不確実性係数(安全率)の取り方が異なって
いるからである。 

一般的な粉塵(第 1~3 種粉塵)に対し、ナノ材料の許容濃度は、相対的に低い値となっている。
一般にナノ材料は、質量で比較すると、より少量で有害影響がみられ、表面積やかさ体積の大き
さが有害性と関連しているとする説がある 13),14)。しかし、現状では、ナノ材料の有害性試験が重
量濃度を基準に実施・評価されていることから、勧告されている許容濃度は重量濃度が用いられ
ている。日本産業衛生学会 2)の許容濃度では、非ナノの二酸化チタンは第二種粉塵に該当し、その
許容濃度は 1,000 µg/ｍ3 であるのに対し、ナノ TiO2 の許容濃度はその約 1/3 の 300 µg/ｍ3 とな
っている。米国国立労働安全衛生研究所 4)は、非ナノサイズの二酸化チタンの許容濃度を 2,400 
µg/ｍ3 としているのに対し、ナノ TiO2 の許容濃度はその約 1/8 の 300 µg/ｍ3 と決めている。英
国規格協会 15)やドイツ法定災害保険研究・試験研究所 16)は、許容濃度が決められていないナノ材
料について、ナノでない同じ物質の≦1/10 (低溶解性物質の場合)～1/5 (溶解性物質の場合)の値
をベンチマークとすることを提案している。 

飛散時のナノ材料は多くの場合凝集しており、ナノ材料の許容濃度の導出に使われた動物試験
の多くも、肺に入る程度の凝集粒子で試験されている。よって、これらの許容濃度は、実質、凝
集粒子を対象とした許容濃度であるといえる。 

既存の粉塵の許容濃度の中で、重量濃度以外の尺度で決められているものとしては、アスベス
トの本数による許容濃度がある。英国規格協会 15)やドイツ法定災害保険研究・試験研究所 16)は、
許容濃度が決められていない繊維状のナノ材料について、アスベストの本数ベースの許容濃度
(0.01 fibers/cm3)をとりあえずのベンチマークとすることを提案している。ただし、カーボンナノ
チューブや CNF 等の繊維状のナノ材料の多くは凝集状態で存在しており、必ずしもアスベストの
ように繊維の本数が数えられるような形態をしていない。アスベストの計数法では、凝集粒子は
繊維数としてカウントしない。よって、ナノ材料では、本数による管理は現実的でない場合が多
い。 

 

 



付録 II ナノ材料及びその他粉塵の作業環境における許容濃度 

87 

 
図 II.1 ナノ材料及びその他粉塵の作業環境における許容濃度 1) 

 

II.2 ナノセルロースの許容濃度 
 ナノセルロース(CNF 及びセルロースナノクリスタル等)を対象とした吸入暴露の許容濃度の提
案値はまだない。参考として、日本産業衛生学会 2)による第 2 種粉塵(綿塵など)の許容濃度は、
吸入性粉塵が 1,000 µg/m3、総粉塵が 4,000 µg/m3 である。 

ナノセルロースの吸入暴露影響に関しては、慢性影響に関する十分なデータはまだないが、CNF
及びセルロースナノクリスタルの動物への短期の吸入試験において見られた炎症は、一般のセル
ロースや低毒性粉塵と同様に一過性であり、アスベスト等とは異なることが報告されている 17)。
また、本 NEDO 事業で実施した気管内投与試験においても、CNF の炎症反応は、径日的に減衰す
ることが確認された(セルロースナノファイバーの有害性試験手順書 1.1.3 項)。これらの知見を踏
まえ、上記に示したナノ材料及びその他粉塵の許容濃度を参考にして、当面の現場の管理濃度を
設定していくことが重要と考えられる。 
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 付録 III CNF 及び関連材料をとりまく国際規制状況 
III.1 はじめに 
 本書「セルロースナノファイバー及びその応用製品の排出・暴露評価事例集」並びに本 NEDO 委
託事業の別の成果物である「セルロースナノファイバーの検出・定量の事例集」及び「セルロー
スナノファイバーの有害性試験手順書」は、CNF を製造・使用する事業者による自主的な安全管
理を支援することを目的としている。一方で、CNF は、国内外の化学物質等に関する法規制の中
で何らかの規制対象となっている可能性があり、CNF 自体及び応用製品を市場化する際には、そ
れらの規制に対応する必要がある。 
 CNF は、物質としては古くから各方面で使われているセルロースと同等であり、原料は天然の
植物である。また、糖類から構成される高分子であり、サイズ・形状からナノ材料のカテゴリー
に属すると考えられる。加えて、各種の表面修飾 CNF が存在している。こういった特徴を踏まえ、
本付録 III では、国内外の法規制において CNF 及び関連材料がどのような規制対象となる可能性
があるか、主要な国・地域、主要な法規制の特徴を網羅的に調査した結果を示す(2019 年 12 月時
点の情報に基づく)。ただし、各法規制の具体的な内容は膨大であるため、本付録 III では、全体的
な規制状況を俯瞰するに留める。 
 CNF 自体及び応用製品の市場化などを検討している事業者等は、実際に法律の条文を参照する
とともに、当局の担当者等に具体的な規制の内容を照会することが推奨される。また、各法規制
は随時改訂されていることにも留意が必要である。 
 
III.2 調査の内容 
III.2.1 調査の対象範囲 
(1) 対象とした国と地域 
 CNF については世界的な市場化の展開が想定されることから、我が国を含む世界の主要な国・
地域として、日本、欧州、米国、カナダ、オーストラリア、中国、韓国を対象とすることとした。
また、CNF 関連材料の研究開発・市場化に力を入れていると考えられる北欧国の中からフィンラ
ンドを加えた。 
 
(2) 対象とした法規制分野 
 CNF の特性、取り扱いの場面、用途を勘案して、化学物質管理にかかる法律、労働安全・衛生
にかかる法律、食品安全・衛生にかかる法律、医療・医薬品にかかる法律(化粧品を含む)を対象と
した。 
 
III.2.2 調査の方法 
(1) 関連する法規制等の抽出 
 III.2.1 に示した対象範囲において、化学物質等を対象とした(成形品を含む)法律を網羅的に抽出
した。調査においては、各法規制の概要を示すウェブページに関連するガイダンス文書等が示さ
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れている場合には、それらも対象に含めることにした。 
 
(2) 検索キーワードによる全文検索 
 CNF 及び関連材料の特徴を踏まえ、表 III.2.1 に示す①～⑤の観点を設定した。 
 それらの観点に関連する検索キーワード(表 III.2.1)を用いて、(1)で抽出した法律やガイダンス
文書等の全文検索を行い、各観点に関する言及の有無を確認した。なお、日本語、英語以外の言
語の文書については、英語の検索キーワードを対象言語に翻訳した検索キーワードを用いて原文
に対する全文検索と、インターネットのオンライン上で原文の機械翻訳が可能な場合には、オン
ライン上で英語への機械翻訳を行った後、英語の検索キーワードを用いて機械翻訳された英文に
対する全文検索を行った。 
 各法律やガイダンス文書等における各観点への言及の有無は、CNF 及び関連材料がどのような
規制対象となっている可能性があるかと関連していると考えられる。各法律やガイダンス文書に
おける CNF 及び関連材料の扱いに関する判断のフローを図 III.2.1 に示した。 
  

表 III.2.1 各法規制における CNF の位置付けを確認するための観点と検索キーワード 
観点 設定理由 検索キーワード 

① CNF 及び関連物質が

既存物質として登録・届

け出済みか 

セルロース自体は古くから使

われており、既存物質として

扱われるのであれば、新規物

質としての試験データ要求は

ないと考えられる。 

「セルロースナノファイバー」「セルロースナノクリ

スタル」「セルロースファイバー」「セルロースクリ

スタル」「ナノファイバー」「ナノクリスタル」「セル

ロース」「cellulose nanofiber/ cellulose nanofibre」

「cellulose nanocrystalline」「cellulose fiber. 

cellulose fibre」「cellulose crystalline」「nano fiber/ 

nano fibre」「nano crystalline」「cellulose」 

② 天然物に関する除外

規定や特定の規定がある

か 

天然物であれば規制対象から

除外したり個別の扱いをされ

たりする可能性がある。 

「天然物」「natural substances」「naturally 

occurring」 

③ 高分子(ポリマー)に

関する除外規定や特定の

規定があるか 

高分子(ポリマー)については

規制対象から除外したり個別

の扱いをされたりする可能性

がある。 

「高分子」「high molecular」「polymer」 

④ ナノ材料に関する除

外規定や特定の規定があ

るか 

ナノ材料に関する追加的な規

制内容を有する可能性があ

る。 

「ナノ」「ナノ材料」「粒子」「繊維」「nano」

「nanomaterial」「particle」「fiber/ fibre」 

⑤ 表面処理等に関する

規定があるか 

とくに表面修飾について定め

のある法規制が存在する 

「表面処理」「表面修飾」「modification」「surface 

coating」 
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図 III.2.1 各種法規制における CNF 及び関連材料の扱いに関する判断のフロー 

 
 
III.3 調査の結果 
 調査の結果を、表 III.3.1 (日本)、表 III.3.2 (欧州)、表 III.3.3 (フィンランド)、表 III.3.4 (米国)、
表 III.3.5 (カナダ)、表 III.3.6 (オーストラリア)、表 III.3.7 (中国)、表 III.3.8 (韓国)に示す。各表に
は、各法規制における観点①～⑤に関する言及の有無を整理した。CNF 及び関連材料は、一般の
化学物質としての扱いとは別に、○を付された観点からの規制対象となっている可能性がある。
なお、フィンランドについては、EU 加盟国であることから基本的に欧州の法規制等を国内法とし
て適用しており、フィンランド独自の法規制等において観点①～⑤への言及は認められなかった。 
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表 III.3.1 日本における観点①～⑤に関する言及のあった法規制等 

法規制の
種類 

法規制等 
① 

既存 
物質 

② 
天然
物 

③ 
高分
子 

④ 
ナノ 
材料 

⑤ 
表面 
修飾 

備考 

化学物質 
管理 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律(化審法)・施行令・施行規則 1) 

〇 〇 〇 － 〇 
 

労働安全 
・衛生 労働安全衛生法(安衛法)・施行令・規則 2) 〇※ 〇 〇 － － 

※セルロース、セルロースの
リン酸エステル化反応生成物
ナトリウム塩、等 

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 3) 

－ － － 〇 － 
 

食品安全 
・衛生 食品衛生法・施行令・施行規則 4) 〇※ － － － － 

※微結晶セルロース、微小繊
維状セルロース、粉末セルロ
ース 

医療 
・医薬品 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律 5) 

－ － － － － 一般化学物質として 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律 6) 

〇※ － － － － 
※結晶セルロース、粉末セル
ロース、ケイ酸処理結晶セル
ロース、等 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律 7) 

－ － － 〇 － 
 

〇：言及あり、－：言及なし 
1) 法律；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC0000000117 
   施行令；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349CO0000000202 
   施行規則；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/ 
  349M50000400040_20161001_000000000000000/0?revIndex=0&lawId=349M50000400040 
2) 法律；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057 
   施行令；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347CO0000000318 
   施行規則；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032 
3) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5342&dataType=1&pageNo=1 
4) 法律； https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000233 
   施行令； https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=328CO0000000229 
   施行規則； https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100023 
5) 法律；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000145 
   施行令；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336CO0000000011 
   施行規則；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100001 
6) 法律；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000145 
   施行令；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336CO0000000011 
   施行規則；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100001 
7) 法律；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000145 
   施行令；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336CO0000000011 
   施行規則；https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336M50000100001 
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表 III.3.2 欧州における観点①～⑤に関する言及のあった法規制等 

法規制の
種類 

法規制等 
① 

既存 
物質 

② 
天然
物 

③ 
高分
子 

④ 
ナノ 
材料 

⑤ 
表面 
修飾 

備考 

化学物質 
管理 

REACH 規則 1) 〇※ － 〇 〇 〇 
※セルロースパルプ、セルロ
ース構成モノマー 

CLP 規則 2) 〇※ － － － － ※セルロース 
労働安全 
・衛生 

労働安全衛生枠組み指令 3) － － － 〇※ － ※別途 info sheet で説明 
職業上の化学薬品に関連したリスク指令 4) － － － 〇※ － ※ガイダンスで説明 
Non-binding guide to good practice for 
understanding and implementing Directive 
92/57/EEC on the implementation of minimum 
safety and health requirements at temporary or 
mobile construction sites5) 

－ － － 〇 －  

食品安全 
・衛生 

消費者への食品情報の提供に関する規則 6) － － － 〇 －  
食品添加物、食品酵素、食品香料の共通認可手順
を確立する委員会規則 7) 

〇※ － － － － ※一般化学物質として 

食品添加物に関する規則 8) 〇※ － － 〇 － ※他規則にリスト 
食品添加物、食品酵素、香料及び栄養源での使用
が承認された食品添加物の連合リストを確立する
ことによる食品添加物に関する規則(EC) No 
1333/2008 の附属書 III を改正する委員会規則 9) 

〇※ － － － － ※セルロース 

規則 1333/2008 の附属書 II 及び III にリストされた
食品添加物の仕様を規定する委員会規則 10) 

〇※ － － － － 
※microcrystalline cellulose, 
powdered cellulose 

新規食品に関する規則 11) － － － 〇 －  
(新規食品の)申請の管理的及び科学的要件に関する
委員会実施規則 12) 

－ － － 〇 －  

新規食品としての地位の決定に向けた協議プロセ
スの手順ステップに関する委員会実施規則 13) 

－ － － 〇 －  

乳幼児向け食品、特別な医療目的の食品、及び体
重管理のための総食事代替品に関する規則 14) 

－ － － 〇 －  

食品接触を意図した再生セルロースフィルムに関
する委員会指令 15) 

〇 － － － －  

医療 
・医薬品 

化粧品規則 16) 〇※ － － 〇 － 
※cellulose, 
microcrystalline cellulose 

獣医用医薬品に関連する共同体コードに関する指
令(2022 年 1 月 27 日まで)17) 

〇※ － － － － 
※cellulose, microcrystalline 
cellulose, powdered 
microcrystalline cellulose 
and carmellose sodium 

獣医用医薬品に関する規則(2022 年 1 月 28 日よ
り)18) 

〇※ － － 〇 － 

人用医薬品に関連する共同体コードに関する指令
19) 

〇※ － － － － 

EMA の設立と人及び獣医用医薬品の承認と監督に
関する欧州共同体の手順を規定する規則 20) 

－ － － － － 一般化学物質として 

EMA の設立と人及び獣医用医薬品の承認と監督に
関する欧州共同体の手順を規定する規則 21) 

－ － － 〇 －  

医療機器に関する規則 22) － － － 〇 －  

体外診断用医療機器に関する規則(2022/5/26～)23) － － － － － 一般化学物質として 

体外診断用医療機器に関する指令 24) － － － － － 一般化学物質として 
〇：言及あり、－：言及なし 
1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410 
2) https://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation 
3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0391 
4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:31998L0024 
5) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96b5fe83-ef7d-4628-9af0-e02b25810c1d 
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6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169 
7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R0234 
8) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008R1333 
9) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1130 
10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0231 
11) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2283 
12) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2469 
13) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0456 
14) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0609 
15) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0042 
16) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1223 
17) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0082 
18) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj 
19) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083 
20) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0726 
21) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0726 
22) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745 
23) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746 
24) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0079 

 
 

表 III.3.3 フィンランドにおける観点①～⑤に関する言及のあった法規制等 

法規制の
種類 

法規制等 
① 

既存 
物質 

② 
天然
物 

③ 
高分
子 

④ 
ナノ 
材料 

⑤ 
表面 
修飾 

備考 

化学物質 
管理 化学物質法 1) － － － － － 一般化学物質として 

労働安全 
・衛生 

労働安全衛生法 2) － － － － － 一般化学物質として 

職場での化学薬品に関する政府令 3) － － － － － 有害物質の場合 

食品安全 
・衛生 食品法 4) － － － － － 一般化学物質として 

医療 
・医薬品 

化粧品法 5) － － － － － 一般化学物質として 
医薬品法 6) － － － － － 一般化学物質として 
ヘルスケア機器及び用品法 7) － － － － － 一般化学物質として 

〇：言及あり、－：言及なし 
1) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Kemikaalilaki 
2) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/ 
  20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Ty%C3%B6turvallisuuslaki 
3) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010715 
4) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023 
5) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130492 
6) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395 
7) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629 
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表 III.3.4 米国における観点①～⑤に関する言及のあった法規制等 

法規制
の種類 

法規制等 
① 

既存 
物質 

② 
天然
物 

③ 
高分
子 

④ 
ナノ 
材料 

⑤ 
表面 
修飾 

備考 

化学物質 
管理 

有害物質管理法(TSCA)と関連 CFR1) 〇※ － 〇 〇 〇 ※セルロース等 

労働安全 
・衛生 

ハザードコミュニケーション 2) － － － － － 一般化学物質として 
実験室での有害化学物質への職業的ば
く露 3) 

－ － － 〇 －  

食品安全 
・衛生 

連邦食品・医薬品・化粧品法と関連
CFR4) 

〇 
※① 

－ 〇 
〇 

※② 
－ 

※① 直接添加物：cellulose, 
microcrystalline 
間接添加物：セルロース 
FCN 届出物質：microfibrillated 
cellulose pulp 
※② ウェブ上で説明 

医療 
・医薬品 

連邦食品・医薬品・化粧品法と関連
CFR (化粧品)5) 

－ － － 〇※ － ※ガイダンスで説明 

連邦食品・医薬品・化粧品法と関連
CFR (医薬品)6) 

－ － － 〇※ 〇※ ※ガイダンスで説明 

〇：言及あり、－：言及なし 
1) TSCA；https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter53&edition=prelim 
   関連規則 CFR；https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ 
 text-idx?SID=67778d06ecd327782571314a2ea7427f&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40CIsubchapR.tpl 
2) https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ 
 text-idx?SID=5a26436594f9c014b55b73e4d9e1b29b&mc=true&node=se29.6.1910_11200&rgn=div8 
3) https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ 
 text-idx?SID=b8a7f5329633a528c1b0e34a4113befc&mc=true&node=se29.6.1910_11450&rgn=div8 
4) FFDCA；https://legcounsel.house.gov/Comps/Federal%20Food,%20Drug,%20And%20Cosmetic%20Act.pdf 
   関連規則 CFR；https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ 
 text-idx?SID=58bbeb8b5f243dbc3e4b9eb6d4df6c3e&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfrv3_02.tpl#0 
5) FFDCA；https://legcounsel.house.gov/Comps/Federal%20Food,%20Drug,%20And%20Cosmetic%20Act.pdf 
   関連規則 CFR；https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ 
 text-idx?SID=58bbeb8b5f243dbc3e4b9eb6d4df6c3e&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfrv7_02.tpl#0 
6) FFDCA；https://legcounsel.house.gov/Comps/Federal%20Food,%20Drug,%20And%20Cosmetic%20Act.pdf 
   関連規則 CFR；https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ 
 text-idx?SID=58bbeb8b5f243dbc3e4b9eb6d4df6c3e&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfrv7_02.tpl#0 
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表 III.3.5 カナダにおける観点①～⑤に関する言及のあった法規制等 

法規制の
種類 

法規制等 
① 

既存 
物質 

② 
天然
物 

③ 
高分
子 

④ 
ナノ 
材料 

⑤ 
表面 
修飾 

備考 

化学物質 
管理 

カナダ環境保護法 1) 
〇 

※① 
－ － 

〇 
※② 

－ 
※① セルロース他 
※② ウェブ上で説明 

新規物質届出規則(化学物質及びポリマ
ー)2) 

－ － 〇 － －  

労働安全 
・衛生 

カナダ労働安全衛生規則 3) － － － 〇※ － ※ガイダンスで説明 

食品安全 
・衛生 

食品医薬品規則 4) 〇※ － － － － ※microcrystalline cellulose 

医療 
・医薬品 

化粧品規則 5) － － － － － 一般化学物質として 
食品医薬品規則 6) － － － － － 一般化学物質として 
医療機器規則 7) － － － － － 一般化学物質として 

〇：言及あり、－：言及なし 
1) https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-15.31.pdf 
2) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html 
3) https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-86-304/index.html 
4) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._870/index.html 
5) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._869/index.html 
6) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._870/index.html 
7) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-98-282/index.html 
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表 III.3.6 オーストラリアにおける観点①～⑤に関する言及のあった法規制等 

法規制
の種類 

法規制等 
① 

既存 
物質 

② 
天然
物 

③ 
高分
子 

④ 
ナノ 
材料 

⑤ 
表面 
修飾 

備考 

化学物
質 
管理 

工業化学品(届出・評価)法 19891) 〇※ － 〇 － － ※セルロース(結晶、微結晶) 
工業化学品(届出・評価)規則 19902) － － 〇 － － 一般化学物質として 
工業化学品法 20193) 〇 － － － － 一般化学物質として 
工業化学品規則 20194) － － 〇 〇 〇  

労働安
全 
・衛生 

モデル労働安全衛生法 5) － － － － － 一般化学物質として 
モデル労働安全衛生規則 6) － － － － － 一般化学物質として 
モデル実践規範：労働安全衛生リスク
の管理方法 7) 

－ － － － － 一般化学物質として 

モデル実践規範：職場の有害化学物質
の表示 8) 

－ － － 〇 －  

モデル実践規範：職場の有害化学物質
のリスク管理 9) 

〇※ － － 〇 － ※セルロースプロセスの例示 

食品安
全 
・衛生 

オーストラリアニュージーランド食品
基準コード 10) 

〇 
※① 

－ － 
〇 

※② 
－ 

※① microcrystalline cellulose, 
cellulose, microcrystalline and 
powdered 
※② 報告書等 

医療 
・医薬
品 

工業化学品(届出・評価)法 198911) 〇 － 〇 － －  
工業化学品(届出・評価)規則 199012) 〇 － 〇 － －  
工業化学品法 201913) 〇 － － － －  
工業化学品規則 201914) 〇 － 〇 〇 〇  

治療品法 15) － － － － － 一般化学物質として 

治療品規則 16) 
〇 

※① 
－ － 

〇 
※② 

－ 
※① セルロース(ハーブ物質、補完
薬の有効成分) 
※② ウェブ上で説明 

治療品(医療機器)規則 17) － － － － － 一般化学物質として 
〇：言及あり、－：言及なし 
1) https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00146/Html/Text#_Toc6308554 
2) https://www.legislation.gov.au/Details/F2010C00477 
3) https://www.legislation.gov.au/Details/C2019A00012 
4) https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L01543 
5) https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-act 
6) https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/model-work-health-and-safety-regulations 
7) https://www.safeworkaustralia.gov.au/resources_publications/model-codes-of-practice 
8) https://www.safeworkaustralia.gov.au/resources_publications/model-codes-of-practice 
9) https://www.safeworkaustralia.gov.au/resources_publications/model-codes-of-practice 
10) https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx 
11) https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00146/Html/Text#_Toc6308554 
12) https://www.legislation.gov.au/Details/F2010C00477 
13) https://www.legislation.gov.au/Details/C2019A00012 
14) https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L01543 
15) https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00028 
!6) https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C00003 
!7) https://www.legislation.gov.au/Details/F2017C01165 
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表 III.3.7 中国における観点①～⑤に関する言及のあった法規制等 

法規制の
種類 

法規制等 
① 

既存 
物質 

② 
天然
物 

③ 
高分
子 

④ 
ナノ 
材料 

⑤ 
表面 
修飾 

備考 

化学物質 
管理 

新化学物質環境管理弁法 1) － － ○ － －  
新化学物質申告指南 2) ○※ ○ ○ － － ※microcrystalline cellulose 

労働安全 
・衛生 

GBZ2.1  職場における化学的因子の職業
ばく露限界値 3) 

○※ － － － － ※cellulose 

食品安全 
・衛生 

GB2760-2014 食品添加物使用基準 4) ○※ － － － － 
※microcrystalline cellulose, 
cellulose 

GB9685-2016 食品接触材料及び製品用
添加剤使用標準 5) 

－ － － － － 一般化学物質として 

医療 
・医薬品 

化粧品衛生監督条例・実施細則 6) ○ ○ － － － 
※microcrystalline cellulose, 
cellulose 

薬品登録管理弁法 7) － － － － － 一般化学物質として 
〇：言及あり、－：言及なし 
1) http://www.gov.cn/flfg/2010-02/04/content_1528001.htm 
2) http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201009/W020100921500388885939.pdf 
3) http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3582h/201909/e44eada234fe429cadc21b4f92bcb6bf.shtml 
4) https://www.cfsa.net.cn/Article/News.aspx?id=65FBE50B8A53ACC373FA5A4C3181A4AF 
5) http://www.csres.com/detail/291021.html 
6) 条例；http://www.gov.cn/banshi/2005-08/01/content_19081.htm 
   実施細則；http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3576/200804/349b0bb17ad6471e835eaff9dbb5e7f3.shtml 
7) http://www.gov.cn/zhengce/2007-07/11/content_2602988.htm 
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表 III.3.8 韓国における観点①～⑤に関する言及のあった法規制等 

法規制の
種類 

法規制等 
① 

既存 
物質 

② 
天然
物 

③ 
高分
子 

④ 
ナノ 
材料 

⑤ 
表面 
修飾 

備考 

化学物質 
管理 

化学物質の登録及び評価等に関する法律・施行令・施行
規則 1) 

〇※ － 〇 〇 〇 
※セルロース、パルプ、セル
ロース、再生セルロース 

労働安全 
・衛生 

産業安全保健法・施行令・施行規則 2) 〇※ 〇 〇 － － ※セルロース 
空気中の製造ナノ物質のばく露評価についての技術指針 3) － － － 〇 －  

カーボンナノチューブとカーボンナノファイバー(元素炭
素分析)の作業環境測定分析技術指針(A-162-2016)4) 

－ － － 〇 －  

製造ナノ物質の健康に対する有害性試験試料の適正容量
調製のための解説ガイドライン(T-3-2015)5) 

－ － － 〇 －  

ナノ材料の製造・取扱い・労働者安全衛生に関する技術
ガイドライン 6) 

－ － － 〇 －  

ナノ物質の製造・取扱い作業場のリスク評価に関する技
術指針 7) 

－ － － 〇 －  

食品安全 
・衛生 

食品添加物公典 8) 〇※ － － － － 
※cellulose, microcrystalline 
microfibrillated cellulose 
cellulose, powdered 

器具及び容器包装公典 9) 〇※ － － － － ※再生セルロース 

医療 
・医薬品 

化粧品法・施行令・施行規則 10) － － － － － 一般化学物質として 
医薬品などの安全に関する規則 11) 〇※ － － － 〇 ※microcrystalline cellulose 
医療機器法・施行令・施行規則 12) － － － 〇 －  

〇：言及あり、－：言及なし 
1) 法律；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=204831&viewCls=lsRvsDocInfoR# 
   施行令；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=212007&viewCls=lsRvsDocInfoR# 
   施行規則；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=212971&viewCls=lsRvsDocInfoR# 
2) 法律；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=206708&viewCls=lsRvsDocInfoR# 
   施行令；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=212399&viewCls=lsRvsDocInfoR# 
   施行規則；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=208507&viewCls=lsRvsDocInfoR# 
3) http://kosha.or.kr/kosha/data/guidanceW.do?mode=download&articleNo=263635&attachNo=143787 
4) http://www.kosha.or.kr/kosha/info/searchTechnicalGuidelines.do# 
5) http://www.kosha.or.kr/kosha/info/searchTechnicalGuidelines.do# 
6) http://www.kosha.or.kr/kosha/data/guidanceW.do?mode=download&articleNo=263618&attachNo=143770 
7) http://www.kosha.or.kr/kosha/data/guidanceX.do?mode=download&articleNo=263672&attachNo=143824 
8) http://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/safefoodlife/food/foodRvlv/foodRvlv.do 
9) http://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/safefoodlife/ 
 notification.do?ntfc_dvs=NTFC05&menu_grp=MENU_NEW04&menu_no=3114 
10) 法律；http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=202710&lsId=002015&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls= 
 lsInfoP&efYd=20200314&vSct=%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88&ancYnChk=0#0000 
   施行令；http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=212315&lsId=005668&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls= 
 lsInfoP&efYd=20200314&vSct=%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88&ancYnChk=0#0000 
   施行規則；http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=213493&lsId=008741&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls= 
 lsInfoP&efYd=20200122&vSct=%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88&ancYnChk=0#0000 
11) http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=212325&lsId=011794&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls= 
 lsInfoP&efYd=20191212&vSct=%EC%95%BD%EC%82%AC%EB%B2%95&ancYnChk=0#AJAX 
12) 法律；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=188095&lsId=009514&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls= 
 lsInfoP&efYd=20200701&vSct=%EC%9D%98%EB%A3%8C%20%EA%B8%B0%EA%B8%B0&ancYnChk=0#0000 
   施行令；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=210929&lsId=009705&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls= 
 lsInfoP&efYd=20191024&vSct=%EC%9D%98%EB%A3%8C%20%EA%B8%B0%EA%B8%B0&ancYnChk=0#0000 
   施行規則；http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=210915&lsId=009740&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls= 
 lsInfoP&efYd=20201023&vSct=%EC%9D%98%EB%A3%8C%20%EA%B8%B0%EA%B8%B0&ancYnChk=0#0000  
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