
ご紹介ありがとうございます。私達の研究結果をこのような格式の高い会議で発
表する機会を与えて下さったことについて、作業部会の皆様に感謝いたします。

ここに示すような演題で報告いたします。

私達は、ナノ粒子のキャラクタリゼーションとリスク評価研究と題するNEDOの研究プロ
ジェクトに5年間従事し、2010年度末（2011年2月）に終了しました。今日は、その研究プ
ロジェクトの目的と結果の概略をお話ししたいと思います。
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今日お話しする内容は、ここに示しました7項目です。
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これまでに、私は２回、OECDの化学品委員会でナノについての意見を発表しま
した。イントロダクションとして、そのことからお話しします。
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一度目は、2005年6月にこの会場で開かれたJoint Meetingです。この会合で、
私は有害試験に使われる試料のcharacterization（サイズ等の計測）の重要性に
ついて述べました。これは、その時のスライドの表紙です。
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二度目は、2005年12月にWashington DCで開かれたWorkshop です。
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この会合では、ナノ材料のリスク評価に関する研究の向こう5～6年間のRoadmapを示
しました。

これらの会合で、私は試験試料のキャラクタリゼーションの重要性と単なるハザード評
価研究ではなく、リスクマネージメント研究の重要性を強調しました。
この内容については、以下のjournalにも発表しています。Thomas, K. et al. (Nakanishi, J. 
included), Research Strategy for Safety Evaluation of Nanomaterials, Part Ⅷ: 
International Efforts to Develop Risk‐Based Safety Evaluation for Nanomaterials, 
Toxicological Sciences, 92(1), pp.23‐32(2006).
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そして、このロードマップに沿った形の研究プロジェクトが2006年度から、NEDO
の支援で始まりました。そして、今年（2011年）の2月末に、このプロジェクトは終
わりました。

これは、工業ナノ材料のリスク評価に関する日本では最も大きな研究プロジェク
トです。今日は、このNEDOプロジェクトの結果を中心に、ナノ材料、中でもCNTの
リスク評価に関するわれわれの到達点をお話ししたいと思います。
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二番目の課題に移ります。われわれの研究戦略についてです。
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私は、これまでに度々、ナノ材料のリスク評価では、試験に使う粒子のサイズや形の計
が あ 指摘 来 プ ジ も測が重要であることを指摘して来ました。NEDOプロジェクトでもこの点に力を入れまし

た。計測やCNTの合成技術に強い産総研が中心になったからこそ、できたのです。
NEDOプロジェクトを始めるにあたって、通常の意味の計測に加えた、スライドに示す二
つの点に注意すべきと主張しました。

一つは、一次粒子と二次粒子のサイズや形を別々に計測し、その影響を別々に評価し
なければならないということです。もう一つは、二次粒子もナノスケールであるサイズの

害 が粒子で有害性試験をする必要があるということです。
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このスライドで、第一の点を説明します。一番左の粒子がナノスケールの一次粒
子です。粒径は50nmです。真ん中の粒子は、粒径が50nmの一次粒子の凝集
体で、粒径（強いて言えば外径）は2マイクロメータです。このような形で存在す
れば、二次粒子とよばれます。右側の粒子は、ミクロンサイズの一次粒子です。

粒子のBET比表面積は、非常に重要な特性ですが、その値はナノ粒子の一次粒
子と凝集体の二次粒子でほぼ同じ値です。表に示した通り、凝集体がXなら、一
次粒子もXです 粒径は同じミクロン粒子のBET比表面積は Xに比較して非常に次粒子もXです。粒径は同じミクロン粒子のBET比表面積は、Xに比較して非常に
小さいです。

もう一つの重要な粒子特性として、粒子の肺胞沈着率がありますが、凝集体（真
ん中の粒子）のそれをYとしますと、ミクロン粒子もYです。粒子の外径で決まる
からです。しかし、一番左の一次粒子がそのまま動けば、その沈着率はYに比べ
非常に大きいのです。

このように粒子の特性は、一次粒子の大きさに依存するものと二次粒子の大き
さに依存するものがあるので、別々に計測する必要があるのです。



二番目のポイント、つまり、なぜ二次粒子の粒径もナノスケールの試験試料で
試験すべきと考えたのか、その理由を三つ挙げました。第一の、一般の方の疑
問に答えるためという点は、次のスライドで説明します。

こういう目標を達成するために、下の方に挙げた三つの大きな技術課題を克服
しなければなりませんでした。その中で一番難しかったのは、ナノスケールの分
散試料調製でした。
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市民の方の疑問に答えるという意味について説明します。ナノ粒子のサイズと
有害性との関係について、世間の認識が混乱しているという背景があります。

普通の人は、ナノ粒子は、ナノスケールの大きさの粒子として存在していると考
えています。そして、非常に小さいので、ナノ粒子は有害だと考えています。とこ
ろが、専門家は、ナノ粒子は凝集していて、その粒径はナノスケールではないの
で、ナノ材料に特別の有害性はないと言います。

この二つの意見は、全く違うように見えますが、実は共通点があります。それは、
二次粒子の粒径がナノスケールなら有害だと考えていることです。

しかるに、これまでのナノ粒子に関する有害性試験試料は、すべてナノスケール
ではないのです。一次粒子はナノスケールですが、現実に試験に使われるのは、
凝集した二次粒子だということです。

したがって、今のような試験をいくら続けても一般の方のナノについての疑念は
残り続けると思ったからです。そこで、二次粒子もナノスケールになるような試料
を調製し、試験すべきだと考えたのです。
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研究課題の全体の枠組を示します。

有害性評価と暴露評価をして、リスク評価をするという枠組はごく普通のもので
す。しかし、その下にある、試料の調製と計測という課題は、ナノ特有のもので
す。
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これが、この研究プロジェクトのキーポイントです。

第１，第２，第３については、既に述べた通りです。第４，個々の材料に焦
点をあてるのではなく、物質群の全体像を把握する、第５、新規物資のリ
スク評価モデルを作ることを目標にしました。
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ここでは、有害性評価をどのように進めたかについて述べます。
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有害性評価の手順をここに示しました。吸入暴露による有害性試験に重点をお
いたことが、ひとつの特徴です。ラットについてNOAELを出し、そこからヒトについ
てのOELを求めるというのが中心的な手順です。ここまでは、炎症についての評
価です。

4番目、発がん性については別途検討しました。5番目にも注目してください。全
体像を把握するためにできるだけ簡易な試験法を用いるように工夫しました。5

年間で ある程度全体像を把握したいが 通常の試験をしていたのでは 何も年間で、ある程度全体像を把握したいが、通常の試験をしていたのでは、何も
分からない所から出発するのですから、せいぜい1物質の試験で終わってしまい

ます。ともかく、多くの物質について試験して大まかな姿を捕らえたいということ
で、あらゆる工夫をしました。
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この5年のプロジェクト期間内に全体像を把握するために、三つの新しい方法を
考えました。

第１は、長期の影響をみたいが、ラットの2年間吸入試験はできないという状況
を考えて、気管内投与試験をして、投与後2年後まで観察し、がんなどの影響を
調べました。

第２は 吸入試験の吸入暴露期間を４週間にしました しかし 13週の影響を知第２は、吸入試験の吸入暴露期間を４週間にしました。しかし、13週の影響を知
るために、13週の暴露に相当する肺保持量を維持した気管内投与試験を平行
して実施し、13週暴露影響を外挿しました。

第３は、同じ物質群の中の複数の材料を比較するために、二軸アプローチとい
う方法を採用しました。

気管内投与試験とは、粒子の分散液を気管内に投与して肺などへの影響をみ気 気
る試験方法です。
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これが、吸入系試験の基本的デザインです。上が、気管内投与試験、下が吸入
暴露試験です。

右上の数値は、気管内投与試験の際の粒子径、右下の表は、吸入暴露試験の
際のチャンバー内の粒子の大きさです。SWCNT（A)は、単層CNTの代表として選
ばれた材料です。
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この表は、多層CNTの代表として選ばれたMWCNT(N)と単層CNTの代表である
SWCNT(A)の吸入暴露試験で、毒性影響が認められなかった試験についての診
断結果です。酸化ニッケルは、陽性対照として試験しています。
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このスライドは、SWCNT（A)の吸入暴露試験の炎症の程度を示す炎症スコアの
結果です。0.03と0.13mg/m3の二つの用量で、影響が見られません。

技術的な制約（孤立分散試料を調製しているため、高濃度では凝集してしまう
のです）から、これ以上高い濃度での試験はできませんでした。

したがって、0.13mg/m3を仮のNOAEL（無毒性用量）としました。気管内投与試験
を併用することで この濃度をNOAELにすることが妥当という結論を出すのですを併用することで、この濃度をNOAELにすることが妥当という結論を出すのです
が、それは、次の次のslideで説明します。
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これが、SWCNT(A)についての気管内投与試験の結果です。

横軸は、投与後の時間、縦軸は組織病理学的診断結果をスコアで表現したもの
です。上二つが、投与量が高い場合です。黄緑は陽性対照のMin‐U‐Sil（シリカ）
です。その他は、投与量の少ない場合のSWCNT(A)と二酸化チタンの結果です。

この結果から、SWCNT（A)の投与量が1mg/kg以上と以下では炎症の状況が全く
異なることが分かります異なることが分かります。
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これは、吸入暴露試験と気管内投与試験結果を、肺保持量という指標で統合し
た図です。上の数字は吸入暴露試験のSWCNT(A）のチャンバー内濃度です。下
の数字は、CNTの肺内保持量です。

13週の吸入暴露試験を行ったと仮定したときの肺内保持量が、IHのカラムの○
です。0.03 mg/m3の場合の肺内保持量は0.04 mg/kgです。0.13 mg/m3の場合
の肺内保持量は0.18 mg/kg です。

吸入試験では、 0.13mg./m3 で影響なしでしたので、この値をNOAELにしまし
た。本来ならば、この5倍の濃度の試験をして、その場合には影響有りとなると、
NOAELは確かに0.13ですねとなります。しかし、0.13以上の濃度の吸入暴露試

験をするゆとりがありませんでした。そこで、気管内投与試験の、どの肺内保持
量で、影響なしと影響有りの境があるかを見ました。

下は、気管内投与試験の肺内保持量です。0.2 mg/kgと1.0 mg/kg が影響有りと
なしの境になっています。この境が、丁度吸入試験の 0.13mg./m3に相当しま
す。このことから、0.13mg./m3はNOAELであると判断するのが適切と考えまし
た。

気管内投与試験を介在させると、判断が安全側になりがちですが、0.13を吸入
暴露試験のNOAELと判断することは妥当だと考えています暴露試験のNOAELと判断することは妥当だと考えています。
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ここに、5年間の吸入系試験の実施状況を示します。赤い印が吸入暴露試験、
緑の三角が気管内投与試験です。酸化ニッケルはpositive controlとして試験し
ました。試験試料としては、フラーレン（C60）と3種のCNTです。
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ここに、4物質群の代表的材料の吸入系暴露による有害性試験結果を示しま
す。多層CNT, 単層CNT,フレーレンと二酸化チタンについての結果です。詳しく
は、後に説明することにして、ここには結果のみ書きました。

われわれは、最初にCNTsとフラーレンについて4週間の吸入試験を行い、炎症を
エンドポイントにしたNOAEL（無毒性用量）を求めました。さらに、この結果と気管
内投与試験の結果を用いて、13週吸入暴露試験の場合のNOAELを求めまし
たた。

二酸化チタンについては、NEDOプロジェクトでは実験は行わず、Bermudezらの
結果を使いました。ラットのNOAELから、ヒトの作業環境暴露限界値（OEL）を求
めました。
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次の課題に進みます。ナノ粒子の有害性を支配する重要な要因は何かという課
題です。

そのために、１枚前のスライドを思い出してください。ここで、私は二酸化チタン、
フラーレン、CNTについてのNOAELとOELの値を示しました。

この値は、あくまでも試験に用いた材料についての値です。試験しないSWCNTと

かにも通用するのという疑問を持つと思います その問に答えるのが二軸アプかにも通用するのという疑問を持つと思います。その問に答えるのが二軸アプ
ローチです。このことを通して、有害性を支配する因子が浮かび上がってくると
思います。
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ここに、二軸アプローチの概念を示しました。ポイントは、代表的な試料につい
て、詳しい試験をし、その結果を横軸に示す、そして, 同じグループに属する他

の材料について、やや簡単な試験をして相対活性を求め、それを縦軸の値にし
て、NOAELやOELを推定する方法です。

では、やや簡単な方法として何がいいか？われわれは、それに気管内投与試
験を用いました。
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今回は、縦軸の尺度として、気管内投与試験を行い、投与後１ヶ月の気管支肺
胞洗浄液（BALF）中の好中球の増加率を用いました。投与後の期間が短いと、
急性影響が強く見られ、適切ではありません。

これは、粒子を吸入することによって起きる炎症反応の大きさを知るための簡易
的な方法です。
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これが、2種のSWCNTと2種のDWCNTについての結果です。ここに、BALF中の炎
症反応指標、つまり好中球の数の増加率を示しました。その値は、SWCNT(A)に
ついて269、 SWCNT(C) については120、DWCNT（二層CNT）については58と39
です。

SWCNT(A)を１とすれば、他は、0.45，0.22、0.14で、SWCNT(A)に比べ十分小さい
です。したがって、SWCNT(A)の結果をもとに導出されたOELの値は、多くの
SWCNTやDWCNTにも適用できることが分かりますSWCNTやDWCNTにも適用できることが分かります。
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これは、MWCNTについての結果です。

29



このslideには、MWCNT、DWCNT、SWCNTの結果をまとめて一枚の表にしました。

上のlineは、BALF中好中球数の増加率です。下のlineには、多層と単層の境を取
り除いて、すべてについて、SWCNT(A)の値を１とした時の比率を示しました。

CNTの壁の数が多くなると、質量当たりの炎症反応の大きさは小さくなることを
示しています。
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材料間の比較のために、二軸アプローチを採用したのですが、それを超えてとても注
が目すべきことが見つかりました。
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これが、それです。横軸は材料のBET比表面積です。縦軸は、先ほど説明した
BALF好中球数の増加率です。

CNTのBET比表面積が大きくなると、炎症反応の大きさがふえるという関係が
はっきり出ています。しかもそれが、MWCNT、DWCNT、SWCNTで一つの曲線に
なっています。多層と単層を区別する意味もないことが分かります。

ここで BET比表面積とは何かを説明しておきます それは 窒素気体が入りこここで、BET比表面積とは何かを説明しておきます。それは、窒素気体が入りこ
むことができるすべての空隙の表面積です。
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CNTのBET比表面積とは何でしょうか？まず、CNTの壁の数とCNTのチューブ径に
依存しています。

壁の数が少なければ少ないほど、比表面積は大きくなります。また、チューブ径
が小さいほど、比表面積は大きくなるのです。理想的にできていれば、単層CNT
のBET比表面積は1300 m2/g 程度です。
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つぎに、皆さんが最も関心があるのではないかと思われる問題について考えましょう。

CNTの有害性は、単分散状態と凝集状態とでどの位違いがあるのだろうかという問題
です。多層CNTについては、NEDO と Bayer と Nanocyl（BASFがバックになっている）が、
ラットのNOAELを出しています。

MWCNT(N)の試験試料は徹底的に分散されていますが、Baytube と Nanocyl 7000は
凝集状態です。これらの結果を比べてみましょう。
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ここに、Nanocyl 7000の試験試料のSEM写真を示します。糸の塊のようになっていま
論す。Ma‐Hockらは、論文の中でwool‐like clumps of agglomerated MWCNT with hairy 

surface と書いています。

著作権に抵触畏れがあり、写真を掲載できませんが、Lan Ma-Hock, et al. (2009) 
“Inhalation Toxicity of Multiwall Carbon Nanotubes in Rats Exposed for 3 
Months” TOXICOLOGICAL SCIENCES, 112(2), 468–481.で見ることができま
す。す。
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これが、Baytubeの試験試料のSEM写真です。著作権に抵触する畏れがあり掲
載できませんが、Jürgen Pauluhn (2010) “Subchronic 13-Week Inhalation 
Exposure of Rats to Multiwalled Carbon Nanotubes: Toxic Effects Are 
Determined by Density of Agglomerate Structures, Not Fibrillar Structures” 
TOXICOLOGICAL SCIENCES, 113(1), 226–242. で見ることができます。

36



これは、NEDOプロジェクトで使われたMWCNT(N)の液中分散試料の長さ分布と
TEM 画像です。この分散液は気管内投与試験に用いられ、同時に暴露試験で
のエアロゾルの原料として使われた。
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これが、吸入暴露試験に用いられたエアロゾル粒子の長さ分布とチューブ径分
布です。

この図から分かるように、吸入暴露試験に用いられた試験試料の粒子の状態
は、BaytubeやNanocylとわれわれとでは、非常に違っています。

NEDOの試験粒子は、ほとんどが単分散で、MWCNTのチューブ径はナノスケー
ルですルです。
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ラットのNOAELが報告されている3種のMWCNTについて、そのNOAELの値とBET比表面積の値
をまとめたのが の表ですをまとめたのが、この表です。

NOAELがBET比表面積に逆比例するなら、その積の値は一定になるでしょう。その積の値を5行
目に示しました。2倍程度違いますが、ほぼ同じと考えていいでしょう。このNOAELには6行目示
した不確実性係数が適用されていますが、もし、これがなければ、3つの値は全く同じになりま
す。
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これまで、炎症反応の結果について述べて来ました。つぎに、発がん性の問題
に移りましょう。
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発がん性の問題について、私達が取り組んだ課題をここに書きました。発がん性につ
いて考える場合には、二酸化チタンのようなPSLT（不溶性かつ低毒性）粒子の問
題と、CNTのような繊維状粒子についての問題を分けて考えることがいいと思い
ます。

１．がPSLT関連、２．が繊維状粒子関連です。ここに挙げた課題の中で、赤字の
部分だけ、今日は説明します。
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PSLT（低溶解性低毒性）粒子の場合についてスライドにまとめました。

第一のポイントから話します。PSLTによるがんは、高用量暴露による持続的な炎

症によって惹起されます。このことは、ほとんどすべての専門家が認めていま
す。つまり、炎症がなければ、がんがないということです。

二番目に書いたように、この立場にたてば、持続的な炎症反応をエンドポイント
にしたNOAELは 発がんに対するNOAELを満たしていると考えることができるのにしたNOAELは、発がんに対するNOAELを満たしていると考えることができるの
です。私達が、炎症をエンドポイントにしたNOAELで十分だと考えるのは、このた

めです。このメカニズムであれば、閾値ありのメカニズムが妥当ということになり
ます。

しかし、そうであれば遺伝毒性試験で陰性とでても良いはずですが、現実には、
二酸化チタンの試験で陽性と出ることがあります。われわれは、これまでの研究
報告を精査し、肺における炎症を介した間接的な遺伝毒性であるとの解釈に
たっております。

また、発がん性に「ついては慎重を期す意味で、このOELを時限としました。
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つぎに、繊維状粒子の発がん性の問題に移ります。MWCNT(N)の長い繊維の単分散
験 短 維 較の試験試料（右）を作り、短い繊維の場合（左）と比較しました。
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二つのMWCNT(N)の試験試料の長さ分布です。この気管内投与試験の結果では、両
者 差が者に差が見られませんでした。
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CNTは繊維状だから、アスベストと同じ反応を起こし、中皮腫を起こすことを示唆
していると主張される研究報告が複数あります。

この短い期間では、発がん性試験を行うことは難しいし、また、時間があったとし
ても、中皮腫が起きるか起きないかを実験的に証明することは不可能に見えま
す。

CNTの発がん性を問題にしている論文の内 代表的なものは ここに挙げたものCNTの発がん性を問題にしている論文の内、代表的なものは、ここに挙げたもの

です。これらの論文で提起されているのは、この赤い線で囲まれた四角の中の
二点です。随分、問題が絞られてきました。

つまり、長い真っ直ぐな繊維が問題だということです。この説は、あくまでも仮設
ではありますが、それを全否定できるわけではありませんので、この説を受け入
れて検討することにしました。つまり、長い真っ直ぐな繊維が存在するかを調べ長
ました。
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これが、CNTの模擬排出試験で空気中にでてきた繊維状粒子の電子顕微鏡写
真です。
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これも、同様です。
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これまでに観察した気中CNTの形とサイズについてまとめた結果をスライドに示
しました。殆どは凝集してまるまってしまっているが、太いCNTに真っ直ぐなもの
が時に見られるという状況でした。
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そこで、これはここに示したような個別管理をすることを勧めたいと考えました。
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暴露評価について報告します。
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つぎに、暴露評価とリスク評価に移ります。

CNTを製造する作業現場の空気中CNT濃度について、これまでに公刊されてい
る結果をまとめました。

現場３のデータを見てください。MWCNTの製造工場のデータですが、故意に反
応器を開けた時の値も含まれています。吸入性粉塵の濃度が31～286マイクロ
グラム/m3となっています そして HQは0 19～1 8となっていますグラム/m3となっています。そして、HQは0.19～1.8となっています。

吸入性粉塵を、OELで割った値、それがHQです。この値が１を超過すれば、リス
クありと考えて何らかの対策を取らねばならないと考えるのです。

51



つぎに、現場３のCNT濃度を粒径別に直しました。論文には粒径別の濃度があ
りませんので、ある仮定をおいて計算しました。

MWCNTのOELは0.08mg/m3と今まで説明してきましたが、厳密に考えると粒径

によって違ってくるのです。この計算過程はここでは省略しますが、その結果を
用いて、HQを粒径別に計算すると、100nm以下は0.00017というように非常に小
さいのですが、1ミクロン以上では高い値では1.7になります。

このことから、一般的には、1ミクロンより大きな粒子の管理が基本だということ

が分かります。では、ナノだから問題という話はどこに行ったのだろうと思われる
かもしれません。私達は、そういう疑問に答えようとして、試料を分散して試験し
たのですが、それがひどく有害性が高いという結果ではなかったのです。
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これが、粒径別の個数濃度分布で、この形を仮定して、粒径別の濃度を算出し
たのです。

53



54



ここに示したのは、以前のスライドに示したMWCNTとSWCNTについてのOELの値です。

BET比表面積を見てください。MWCNTのそれは69 m2/gです。これは、一次粒子径が
44 nm であることと関連しています。これには、少し問題があります。
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標準として選んだMWCNT(N)の比表面積が、世界的なMWCNTの流れから考え
ると、小さすぎるのです。したがって、２．のようなことを提案しました。
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その結果がこの表です。CNTについては一つになったのです。
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ここに、順応的管理のひとつとして、時限のOELを提案しました。
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その結果がこれです。
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結論を述べます。
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