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１．目的・検討内容 

（１）目的 

ナノ物質の適正管理のためには、管理対象を明らかにしつつ、適切な計測技術を用いて

ばく露評価をする必要がある。そこで現状利用できるナノ物質の計測技術を整理し、ナノ物

質のライフサイクルの各段階での管理対象について、ふさわしい計測技術を検討する。特

に、生産管理及び品質保証で使用可能な汎用的な装置の中で、物質のサイズ（大きさ）を

計測する装置を中心に整理する。 

 

（２）検討内容 

ナノ物質の生産から、ナノ物質を使用した製品の生産、事業者や消費者による製品の使

用、製品の廃棄までの一連のライフサイクルを考慮して、ナノ物質の形態に応じたナノ物質

の計測技術の整理を行う。特に、計測技術について、ナノ粒子そのものを計測する固相計

測法、液中ナノ粒子を計測する液相計測法またはナノ粒子エアロゾルを計測する気相計測

法に分類し整理する。ここで固相計測法とは電子顕微鏡法等により固体粒子を静置して計

測する方法を言うものとする。 

これら計測技術のうち、国内のナノ物質製造企業が使用している計測技術に留意し、生

産管理及び品質保証に利用されている主な計測方法（主に固相計測法または液相計測法）

について、組成（炭素系、酸化物系、金属系等）、形状（粒状、繊維状等）または特性（凝集

性等）等の違いに応じ、ナノ物質の適切な計測技術を整理する。 

また、ナノ物質に関連する労働環境管理、一般環境管理または消費者の製品使用に伴う

ばく露管理における計測技術の整理を行う。特に、気相計測法を中心にサンプリング手法

及び計測技術の整理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ナノ物質のライフサイクルと管理対象 

 (*) B to B : 企業間取引   B to C : 企業と一般消費者の間の取引 
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２．現状利用可能なナノ物質の計測技術 

（１）ナノ物質のライフサイクルにおける管理対象及び計測対象 

ナノ物質は、微細な固体状の物質であり、その粒子径や存在状態を計測するには高度な技

術を要する。特に、ナノ物質を効率的に計測するためには、ライフサイクルにおけるナノ物質

の状態に応じ、適切な計測方法を選択する必要がある。 

ナノ物質を製造する場合やナノ物質を使用した製品を製造する場合、生産管理や品質保証

のためにナノ物質のサイズの把握が必須となる。この場合、ナノ物質は液相中または固相とし

てナノ粒子を計測することが効率的である。 

一方、製造現場のナノ物質の飛散を防止する労働環境管理の観点からは、作業環境の気

相中に存在するナノ物質を計測することが求められる。さらに、工場から外部への排出（排出

ガス、排水、廃棄物）を抑える一般環境管理においては、ナノ物質を気相中または液相中で計

測することが望ましい。 

ナノ物質は用途により製品中の存在状態は多様であり、ナノ物質を用いた製品を消費者が

使用する場合、製品からナノ物質が放出されるかどうかを確認することは難しい。消費者が使

用中の製品から人へのばく露や生態環境への放出を考慮すると、製品に応じ、気相中、液相

中に存在するナノ物質または固相としてのナノ粒子を計測することが求められる。 

製品の廃棄物処理やリサイクル処理において、処理現場から外部への放出や漏洩がない

よう管理するためには、気相中または液相中に存在するナノ物質を計測する必要がある。 

以上を考慮して、ナノ物質のライフサイクルにおける管理対象と計測対象をまとめ、表１に

示す。 

表１ ナノ物質のライフサイクルと計測対象 

ライフステージ 管理対象 
計 測 対 象 
気 相 液 相 固 相 

ナノ物質製造 

生産管理・品質保証 製品（ナノ物質）    

労働環境 主に作業中の粒子飛散    

一般環境 外部放出、廃棄物    

ナノ物質を使用 

した製品製造 

生産管理・品質保証 製品（ナノ物質含有製品）    

労働環境 主に作業中の粒子飛散    

一般環境 外部放出、廃棄物    

消費者使用 
人へのばく露 経皮、経口、吸入    

一般環境 外部放出    

廃棄 
労働環境 主に処理作業中の粒子飛散    

一般環境 廃棄物からの外部放出    
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（２）計測対象とナノ物質の計測方法 

現在用いられている、ナノ物質の粒子径及び粒子径分布を計測する方法、並びに粒子を分

級する方法を表２に示す。 

固相計測法として、電子顕微鏡法（TEM、SEM）、原子間力顕微鏡法（AFM）、Ｘ線回折

（XRD）及びガス吸着法（BET比表面積計測法）、液相計測法として、動的光散乱法（DLS）やレ

ーザー回折・散乱法（LD）等、気相計測法として凝縮核計数法（CNC または CPCTM）、走査式

電気移動度径計測法（DMAS または SMPSTM ）等がある。これらの計測法は、計測可能な粒

子の種類や粒子径範囲等が異なるため、計測にあたっては計測原理等を十分に把握し活用

する必要がある。 

また分級装置と粒子検出装置を組み合わせることでより精度の高い計測結果を得られるこ

ともある。 
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表２ ナノサイズ粒子径計測方法及び分級方法 

計測方法 

対象の状態 計測対象 適用可能範囲 信頼性 

備考 
気・液・固 

一次・ 
二次粒子注 1 

計測基準 計測物理量 
（それぞれの 

等価径による） 
平均 

粒子径 
粒子径分

布 

透過型電子顕微鏡法（TEM） 固 一次・二次粒子 個数 幾何学径 0.08 nm - ○ ○ 信頼ある平均値を求めるためには大量の計測点が必要 

走査型電子顕微鏡法（SEM） 固 一次・二次粒子 個数 幾何学径 1.2 nm - ○ ○ 信頼ある平均値を求めるためには大量の計測点が必要 

原子間力顕微鏡法（AFM） 固、液 一次・二次粒子 個数 幾何学径 0.1 nm - ○ ○ 
信頼ある平均値を求めるためには大量の計測点が必要 
探針形状によるアーティファクトがある 

X 線回折法（XRD） 固 
一次粒子 
（結晶子） 

体積 
回折線幅 

（シェラー法） 
3 nm - 100 nm ○ × アモルファスに適用できない 

ガス吸着法（BET 比表面積計測法） 固 - 表面積 ガス吸着量 1 nm - ○ × 
多孔質材料ではｔ-plot を適用して計算する必要がある 
適用しない場合、粒子径は過小評価される 

動的光散乱法（DLS） 液 二次粒子 光強度 拡散係数相当径 1 nm - 1μm ○ △ 粒子径分布が広いと信頼性が低くなる 

静的光散乱法 
（SLS） 

多角度光散乱法（MALS） 液 二次粒子 光強度 光散乱相当径 10 nm - 500 nm ○ × 粒子径は回転半径からも換算できる 

単一角度光散乱法（OPC） 気・液 二次粒子 個数（=光強度） 光強度相当径 100 nm-100 μm ○ △ 
粒子濃度が希薄でないと計測不可 
製品は専ら個数計測 

小角 X 線散乱法（SAXS) 固・液 二次粒子 X 線強度 X 線散乱相当径 1 nm - 1μm ○ △ 粒子径分布が広いと信頼性が低くなる 

パルス磁場勾配核磁気共鳴法（PFG-NMR） 液 二次粒子 個数 拡散係数相当径 - 100 nm ○ △ 測定に長時間を要し、装置が巨大 

レーザー回折・散乱法（LD） 液 二次粒子 体積 光散乱相当径 10 nm - 3 mm ○ △ 粒子径分布が狭くなると信頼性が低くなる 

誘導回折格子法（IG） 液 二次粒子 体積 拡散係数相当径 1 nm - 200 nm ○ △ 金属粒子の場合は測定が困難になる場合がある 

電気的検知帯法 液 二次粒子 体積 電気抵抗換算径 400 nm - 10 mm ○ ○ 粒子径分布が非常に広い試料の計測は困難 

液相遠心沈降法（CLS) 液 二次粒子 体積 ストークス径 3 nm – 1μm ○ 〇 
粒子径が小さい場合、あるいは溶媒との密度差が小さい
場合は、測定に時間がかかる 

超音波減衰分光法 液 二次粒子 体積 超音波散乱相当径 100 nm - 100 μm ○ △ 粒子濃度が濃厚でないと計測不可 

ナノ粒子追跡法（NPT) 液 二次粒子 個数 拡散係数相当径 10 nm - 500 nm ○ △ 
粒子濃度が希薄でないと計測不可 
信頼ある平均値を求めるためには長時間計測が必要 

飛行時間計測法（TOF）（APS） 気 二次粒子 個数 空気動力学径 500 nm － 20 μm ○ ○ 粒子径は換算粒子径で定性的 

凝縮核計数器法（CNC または CPCTM) 気 二次粒子 個数 散乱光のパルス数 2.5 nm－1μm × × 適用可能範囲内の全粒子個数のみを計測 

走査式電気移動度径計測法 
（DMAS または SMPSTM） 

気 二次粒子 個数 電気移動度 2.5 nm－1μm ○ ○ 
粒子径は換算粒子径で定性的/製品は専ら個数計測 
DMA と組み合わせた FMPS、LiquiScan がある 

〇： 計測できる、   △： 限定的に計測できる、   ×： 計測できない 
 
 

分級方法 

対象の状態 計測対象 適用可能範囲 

備考 
気・液・固 

一次・ 
二次粒子注 1 

--- 分級原理 
（それぞれの 

等価径による） 

流動場分離法（FFF） 液 二次粒子 --- 並進拡散・熱拡散 1 nm -1 μm 上記粒子径計測方法と組み合わせて粒子径分布計測が可能 

超臨界流体クロマトグラフィー法（SFC) 液 二次粒子 --- ゲル孔径・吸着性 - 10 nm 分離サイズレンジが狭い 

サイズ排除クロマトグラフィー法（SEC） 液 二次粒子 --- ゲル孔径・分配性 1 nm - 50 nm 分離サイズレンジが狭い 

（ゲル）電気泳動法 液 二次粒子 --- （ゲル孔径）・静電気力 1 nm - 100 nm   

ふるい法 液 二次粒子 --- ふるい孔径 20 μm - ポアフィルターならば適用可能範囲の最小径は 10 nm となる 

微分型静電分級法（DMA） 気 二次粒子 --- 電気移動度 1 nm - 1 μm CNC と結合すると走査式電気移動度径計測法（SMPSTM） 

エアロゾル質量分級法（APM） 気 二次粒子 --- 遠心力・静電気力 10 nm - 1 μm   

衝突分離法（カスケードインパクター法） 気 二次粒子 --- 慣性・ストークス 10 nm -10 μm 電子式低圧インパクター（ELPI）は同じ原理 

多段サイクロン法 気 二次粒子 --- 慣性・ストークス 500 nm －10 μm   

注 1： 凝集体がない場合は一次粒子も二次粒子と表記。                                                                           （産業技術総合研究所からの情報を元に事務局にて作成） 
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（３）国内ナノ物質製造企業により使用されている計測技術 

国内ナノ物質製造企業、または関係業界団体（調査対象数；15 社/団体）において、現在、

生産管理や商取引のために使用している計測技術を調査・整理した。以下に概要を述べる

（詳細は参考資料２参照）。 

生産管理及び商取引に使用している主な計測方法として、ナノ物質の平均粒子径の計測

には、電子顕微鏡法（TEM、SEM）が多く用いられている。また、生産管理におけるナノ物質の

平均粒子径の計測には、比較的簡便な BET 比表面積計測法の単独又は、TEM、SEM 計測

法との相関を把握した上で、BET 比表面積計測法が用いられている。一方、粒子径分布の計

測には、TEM、SEM の他に、レーザー回折・散乱法（LD）または動的光散乱法（DLS）を用いる

という回答が多かった。 

一方で、現状の計測方法の課題として、電子顕微鏡法（TEM、SEM）は、装置価格や維持

費が高いこと、習得が難しいこと、粒子径分布を求めるため代表サンプルの採取法が決まっ

ていないこと、観察視野が狭いために計測粒子数を増やす必要があり労力を要すること等の

課題の言及があった。また、レーザー回折・散乱法（LD）または動的光散乱法（DLS）は、試料

の前処理の標準化、装置メーカーや機種により計測結果が異なること等の課題があるとの回

答があった。 

 

 
※  TEM/SEM；透過型電子顕微鏡法/走査型電子顕微鏡法、 BET；ガス吸着法（BET 比表面

積計測法）、 XRD； X 線回折法、 DLS；動的光散乱法、 LD； レーザー回折・散乱法、 
CLS；遠心沈降法 

 

調査対象 15 社/団体、複数回答あり。（図中カッコ内数字は延べ回答数を表す） 

 

図２ ナノ物質製造企業が使用している粒子径計測技術 

 

平均粒子径測定

DLS (2)

XRD (2)

BET (4)

TEM/SEM
 (10)

LD (1)

粒子径分布測定

LD (7)

TEM/SEM
(6)

DLS (4)

電気的検知法 (1)

乾式篩 (1)

遠心沈降 (1)CLS (1)  

乾式ふるい法(1) 

平均粒子径測定 

電気的検知帯法(1) 

粒子径分布測定 
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３．ナノ物質の生産管理・品質保証のための計測技術 

（１）生産管理・品質保証のための主要計測技術 

各国や国際機関等のナノ物質の定義に関する観点として、①サイズ、②集合体（凝集体、

二次粒子）の扱い、③粒子径分布、④人工的か否か、等が挙げられる。また、欧州委員会

（EC）が 2011 年 10 月に公表したナノ物質の定義では、「非結合状態、または強凝集体（アグ

リゲート）または弱凝集体（アグロメレート）であり、個数基準の粒子径分布で 50%以上の粒子

について 1 方向以上の大きさが 1 nm から 100 nm までの範囲にある粒子を含む、自然の、ま

たは偶然にできた、または製造された材料」としている。なお、このナノ物質定義中の粒子は

一次粒子を指す。 

生産管理・品質保証におけるナノ物質の計測技術として、欧米や国際機関等のナノ物質の

定義を考慮すると、以下のような計測技術が求められる。 

 

• 製品中の 1 nm～100 nm の粒子径分布を把握するため、適用粒子径範囲の下限が 10 

nm 以下、上限がサブミクロン以上である計測技術 

• 現在、装置が市販されている計測技術（研究開発中の計測技術は含まない） 

• 現在、国内ナノ物質製造企業が使用している計測技術を勘案し、操作性や価格等の観

点から導入可能性が定性的に高いと想定される計測技術 

 

（２）主要な計測技術の概要 

表２から、生産管理・品質保証のための主な計測法の概要を記載する。 

①透過型電子顕微鏡法；TEM（Transmission Electron Microscope Method） 

＜概要＞ 

• 計測対象に電子線を照射し、透過電子による結像から個々に幾何学径を求める。得られ

た電子顕微鏡像から粒子径分布を推計する解析ソフトウェアを用いると粒子が適切に分

散した試料では、各種の幾何学的粒子径(フェレー径（粒子の輪郭を一定方向に引いた

二本の平行線で挟んだ時の最も長い平行線間距離）、長軸径、短軸径、その両者の平均

である 2 軸平均径、投影面積を用いた円相当径等)を求めることができる。高分解能の装

置であり、計測可能な粒子径の下限は 0.08 nm で他の方法と比べ一番小さい。 

＜長所＞ 

• 粒子の投影像が観察できる。 

• 一次粒子と二次粒子をそれぞれ区別して計測することができ、強凝集体の構成粒子（一

次粒子）の大きさも求めることができる。 

• EDX 等を付設している装置では、同時に成分分析も行うことができる。 

＜短所＞ 

• 装置は高価であり、性能を維持するためのランニングコストが高い。 

• 装置の操作や計測結果の解析にあたっては、高度な技能を必要とするため、相当程度
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の訓練が必要である。 

• 代表性のある計測結果を得るためには数千個以上の粒子の計測が必要となることもあ

る。このため、多数回の計測が必要となり、手間や時間を要する。 

• 画像を解析し粒子径を算出するため、粒子が複雑な形状の場合、粒子径の定義によって、

粒子径や粒子径分布が異なる。現時点で算出方法の標準はない（なお、電子顕微鏡法と

原子間力顕微鏡法以外の方法では粒子を球形と仮定する）。 

• 凝集体の表面付近にある一次粒子は計測できるが、内部等観測不可能な場所に存在す

る一次粒子は計測が困難であり、また、強凝集体を含む場合には粒子境界の判断が難

しくなる。したがって、一次粒子の完全な粒子径分布が求まるとは限らない。 

• 物質によっては、電子線の照射により粒子を構成する成分が蒸発し、粒子の形や大きさ

が変化する場合がある。 

 

②走査型電子顕微鏡法；SEM(Scanning Electron Microscope Method) 

＜概要＞ 

• 電子線を走査し、計測対象から放出される二次電子を検出して結像させる。焦点深度の

深い観察が可能であるが、ＴＥＭに比べ分解能は若干劣る。計測下限は、現状の高分解

能装置で 1.2 nm である。他に反射電子や特性 X 線も放出されそれらも分析等に利用され

る。 

＜長所＞、＜短所＞は、TEM と同様である。 

 

③ガス吸着法（BET 比表面積計測法；Gas Adsorption Method) 

＜概要＞ 

• 一旦真空に引いた試料容器内にガス(窒素等)を導入し、温度一定の下でガスを試料に吸

着させ、吸着等温線（ガス吸着量の圧力依存性）を得る。BET（Brunauer Emmett Teller）

の吸着等温式をこの吸着等温線に合わせ、吸着ガス分子の断面積を用いて試料の表面

積を求める方法が、BET法である。直径がdpである球形粒子の体積基準の比表面積は、

πdp
2/(πdp

3/6)=6/dp で与えられる。試料全体の比表面積を計測し、この式を用いれば、

試料が均一な球形粒子で構成されている（単分散）と仮定した場合の粒子径を求めること

ができる。100 nm の粒子の体積基準の比表面積は 60 m2/cm3 であり、この値が EC によ

るナノ粒子の定義勧告（参考資料-1参照）で、ナノ粒子の判断基準の一つとして用いられ

ている。市販装置での測定では体積基準ではなく質量基準の比表面積を得るので、質量

基準比表面積を体積基準比表面積に換算するために、試料の真密度の情報が必要とな

る。この方法で算出した粒子径は、粒子が凝集していてもその構成粒子（一次粒子）のサ

イズをある程度反映しているので、二次粒子径しか計測できない方法と併用すれば、凝

集の程度が推定でき、有用である。(アグリゲートの場合は凝集の程度による。)多孔質粒

子の場合には、吸着等温線から t プロット法によって外部表面積を求め、その値から粒子
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径を計算することができる。 

＜長所＞ 

• 装置は安価である。（t プロット法が適用できる装置では比較的安価） 

• 試料の前処理（分散操作など）を必要とせず、装置の操作に高度な技能を要しない。 

＜短所＞ 

• 計測に数時間程度を要する。 

• 計測結果は平均粒子径のみであり、粒子径分布は分からない。 

• 多孔質粒子や強固に凝結した強凝集体等複雑形状の粒子の場合は、実態に比べ計測

結果の比表面積から推定される粒子径は異なる。 

 

④動的光散乱法；DLS(Dynamic Light Scattering Method) 

＜概要＞ 

• 液体に分散した粒子は液体分子と衝突してブラウン運動をしており、レーザー光を照射

すると、ブラウン運動をしている粒子群からの散乱光の強度に揺らぎが生ずる。この揺

らぎの自己相関関数、あるいは揺らぎの周波数解析から粒子の拡散係数を求める。次

に、ストークス・アインシュタインの関係式を用いて拡散係数から粒子径を算出する。こ

のため、本法から求められた粒子径は、拡散係数相当径と呼ばれる。散乱光強度は、

ナノ物質の範囲では粒子径の6乗に比例するので、粒子径が小さくなると急激に減少し、

感度が低下することで計測下限が決まる。粒子径の小さい粒子群の中に大きな粒子が

混在するとその散乱光強度が非常に大きくなるので、計測に影響を及ぼす。また、粒子

径が大きくなるとブラウン運動よりも重力による沈降速度の影響が大きくなるため、計

測原理適用の上限が決まる。計測範囲は 1 nm～1μm 程度である。一次粒子と二次粒

子の区別はできない。 

＜長所＞ 

• 装置の操作に高度な技能は必要なく、簡便かつ短時間で計測ができる、 

• 装置は比較的安価である。 

• 単分散（均一の粒子径分布）に近い粒子の場合、良好な計測結果が得られる。 

＜短所＞ 

• 粒子の平均粒子径と粒子径分布を求める方法は装置メーカーにより異なる。 

• 体積基準粒子径分布を求める場合は、粒子と媒体の複素屈折率が必要になるが、正確

な値が求められていない場合が多い。 

• 分布幅の広いサンプルでは、計測結果の信頼性が低下する。 

• 計測時の粒子濃度が高いと、計測結果に粒子濃度の影響（多重散乱等）を受けやすい。 

 

⑤小角 X 線散乱法；SAXS（Small Angle X-ray Scattering Method） 

＜概要＞ 
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• 試料で散乱された X 線の強度を測定し、低散乱角度の X 線強度分布に一致するよう、試

料の形状あるいは粒子径分布を推定する。測定対象粒子の大きさがサブミクロン領域に

広がると、散乱角は微小角度（たとえば、1,000 nm 径の粒子に対応する Cu Kα線での散

乱角は 0.0088°）となり、精密な計測が必要となる。現状の計測下限値はサブ nm、計測

上限値は 1,000 nm であり、一次粒子、二次粒子の区別はできない。 

＜長所＞ 

• 液体中に分散した試料でも粉末状試料でも測定可能である。 

• 球形以外の粒子形状（円筒状、薄板状、円盤状など）を仮定した粒子径を推定できる。 

＜短所＞ 

• 装置は比較的高価であり、性能を維持するためのランニングコストも必要である。 

• 粒子径分布が広いと、計測結果の信頼性が低下する。 

 

⑥レーザー回折・散乱法；LD（Laser Diffraction Method） 

＜概要＞ 

• 粒子にレーザー光を照射すると、粒子の前方と後方に広がる光散乱パターン（ミー散乱）

が観察される。このミー散乱パターンから粒子径分布を推定するが、その手法はメーカー

によって異なる。ナノ領域では粒子径変化による散乱パターンの差が小さくなる。レーザ

ー光の波長を短くして測定下限値を下げる試みがなされているが、現状では 10 nm が計

測下限値である。一次粒子、二次粒子の区別はできない。 

＜長所＞ 

• 操作は簡便で、数分程度の短時間で計測することが可能である。 

• 数 mm 程度の大きな粒子まで計測ができる。 

• 機器導入費用は比較的安価である。 

• 気相、液相のどちらも測定可能である。 

＜短所＞ 

• 粒子径分布を求めるために、粒子の複素屈折率が必要であるが、正確な値が求められ

ていない場合が多い。 

• 単分散に近い試料では粒子径分布が広く求まる。 

• 計測時の粒子濃度が高いと、計測結果に粒子濃度の影響（多重散乱等）を受けやすい。 

 

⑦誘導回折格子法；IG（Induced Grating Method） 

＜概要＞ 

• レーザー光の照射下、液体中に分散させた粒子を誘電泳動させ、粒子の集積によって回

折格子を形成される。その後誘電泳動させていた電場を停止することで、集積した粒子

は拡散する。この拡散による回折格子の消滅速度を計測し、ストークス・アインシュタイン

の関係式から粒子径を求める。計測可能範囲は、1 nm～200 nm である。一次粒子、二次
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粒子の区別はできない。 

＜長所＞ 

• 粒子による散乱光ではなく、粒子で構成される回折格子による回折光強度の時間変化か

ら粒子の拡散係数を求めるため、粒子径が小さくなっても強度の低下がない。従って、安

定で再現性の良い計測が可能である。微量の粗大粒子が混入しても、計測すべきナノ粒

子の情報を捉えることができる。 

• 操作は簡便で、数分程度の短時間で計測することが可能である。 

• 機器導入費用は比較的安価である。 

＜短所＞ 

• 我が国発の新しい技術であり、今後信頼性に関する専門家のコンセンサスや標準化に向

けた取組が必要である。 

• 下限は 1 nm 程度まで計測可能であるが、計測できる上限粒子径は約 200 nm と比較的

小さい。 

• 導電性分散媒以外はでは測定できず、あまり大きな導電率の媒液は使用できない。又対

象によって計測が難しい場合がある。 

 

⑧液相遠心沈降法；CLS（Centrifugal Liquid Sedimentation Method） 

＜概要＞ 

• 遠心力を利用し溶液中のナノ粒子を沈降させ、ある場所での粒子濃度の時間変化、また

はある時間での粒子の局所濃度分布を検知する。粒子径はストークスの法則により決ま

る沈降速度から一義的に求め、その量は粒子濃度から求める。検知には光透過あるい

は X 線透過が用いられる。光利用の場合，吸光係数が必要であり、X 線利用の場合，炭

素など軽元素の測定に限界がある。一次粒子、二次粒子の区別はできない。 

＜長所＞ 

• 粒子径に依存する沈降速度を直接計測しているため、粒子径（ストークス径）への換算に

仮定を必要とせず、計測結果の信頼性が高い。 

• 機器導入費用は比較的安価である。 

＜短所＞ 

• 粒子と分散媒の密度が必要である。 

• 計測時間が長く、数時間程度必要な場合もある。数十 nm 以下の粒子や密度の小さい粒

子では、沈降速度が小さいため、更に時間を要し、事実上測定できない場合もある。 

• 粒子径が小さくなると、ブラウン拡散の影響を考慮せねばならない場合がある。 

 

 

（３）ナノ物質の種類ごとの計測技術の整理 

ナノ物質の種類に応じた計測技術を整理した。無機系ナノ酸化物（ナノ二酸化チタン・ナノ
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酸化亜鉛等）、金属系ナノ粒子（金、銀、鉄、白金等）、カーボンブラック、ナノ合成樹脂（ポリ

スチレンラテックスナノ粒子等）、カーボンナノチューブの 5 種類について、それぞれに適応す

る計測技術（粒子径/粒子径分布（個数基準・体積基準）計測、形状計測）を整理した。 

 

① 無機系ナノ酸化物（ナノ二酸化チタン・ナノ酸化亜鉛等） 

＜性状＞ 

a. 無機系ナノ酸化物の多くは金属酸化物であり、空気中、水中で安定である。工業ナノ物

質としては、チタン、亜鉛、ケイ素、アルミニウム、セリウム等のナノサイズの酸化物が

利用されている。酸化物ではないが、炭酸カルシウムや複合酸化物であるチタン酸バリ

ウム等も同様の取り扱いが可能である。 

b. 多面体や板状等の多様な粒子形状をとり、凝集体を形成している場合が多い。液体中

で分散剤を加え、超音波照射によって一次粒子に分散できる弱凝集体（アグロメレー

ト）と、強固に凝結して一次粒子にまで分散できない強凝集体(アグリゲート)がある。(二

酸化チタンの例を図３に示す。) 

 

図３ 二酸化チタン粒子の形状と最終製品中での存在形態 

 

＜平均粒子径計測＞ 

a. 後述の粒子径分布の結果から計算できる。 

b. BET法の計測結果から求めた粒子径を、一次粒子の平均粒子径の参考とすることがで

きる。（３．（２） ③<概要>参照） 

＜粒子径分布（個数基準）計測＞ 

a. 電子顕微鏡（TEM、SEM）法により計測できる。 

ただし、二次粒子が含まれる場合、それを構成する全ての一次粒子の粒子径分布を計

測できないことがある。 

b. 動的光散乱（DLS）法、小角 X 線散乱（SAXS）法、レーザー回折・散乱（LD）法、誘導回

折格子（IG）法、液相遠心沈降（CLS) 法の計測結果から算出した粒子径分布（体積基

 

 

出所：日本酸化チタン工業会 
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準）を用い、粒子形状を仮定して導出できる。 

この場合、一次粒子と二次粒子の区別のない粒子径分布となる。 

＜粒子径分布（体積基準）計測＞ 

a. 電子顕微鏡（TEM、SEM）法の粒子径分布（個数基準）の計測結果から粒子形状を仮定

して導出できる。 

ただし、この場合、＜粒子径分布（個数基準）計測＞a と同じ制約がある。 

b. DLS 法、SAXS 法、LD 法、IG 法、CLS 法の計測結果から粒子径分布（体積基準）を得る

ことができる。これらの 5 つの方法には、３．(２) ④～⑧で述べた長所、短所があるので、

予備的な電子顕微鏡観察等により、粒子径分布の特徴に応じて適当な方法を選択す

るとよい。 

この場合、一次粒子と二次粒子の区別のない粒子径分布（体積基準）となる。 

＜形状計測＞ 

a. 電子顕微鏡（TEM、SEM）法で計測できる。 

粒子を異なる方向から観察すれば、より正確に形状の計測ができる。これはより多くの

視野での観察をもって代えることができる場合がある。 

b. SAXS 法の測定結果をより近似できる形状モデルから形状を推定できる。ただし、球状、

円筒状、薄板状、円盤状のいずれかと類推できるに過ぎない。 

 

 

② 金属系ナノ粒子（金、銀、鉄、白金等） 

＜性状＞ 

a. 貴金属（金、白金、パラジウム等）以外の金属系ナノ粒子は活性が強く、大気中（及び

酸素を含んだ液中）では酸化により粒子径が変化することが多いため、酸化しないよう

に留意して扱わなければならない。 

b. 液相反応により 製造される場合は、ほぼ球状の一次粒子で、図４のように単分散に近

い状態で得られることが多い。この状態で製品として出荷される場合もある。コロイド状

態では、ナノ粒子同士の凝集や反応による変化を防止するため、粒子の表面を界面活

性剤等の有機分子で覆うことが多い。粒子径計測において電子顕微法では通常、金属

部分のみの大きさが評価される。一方、他の測定法では有機分子を含んだ大きさで評

価されることが多い。 

c. 気相反応により製造される場合は、一部焼結した強凝集体で得られることが多い。 

d. 磁性金属が凝集体を形成すると、鎖状又はデンドライト状になることがある（図５）。 
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＜平均粒子径計測＞ 

３．（３） ①無機系ナノ酸化物の＜平均粒子径計測＞の a、b と同様。 

＜粒子径分布（個数基準）計測＞ 

３．（３） ①無機系ナノ酸化物の＜粒子径分布（個数基準）計測＞の a、b と同様。 

＜粒子径分布（体積基準）計測＞ 

３．（３） ①無機系ナノ酸化物の＜粒子径分布（体積基準）計測＞のa、bと同様。ただし、b

について、電気伝導性の高い金属系ナノ粒子（金、銀、鉄、白金等）への IG 法の適用可能

性は困難である場合もあるとの専門家の意見もある。 

＜形状計測＞ 

３．（３） ①の＜形状計測＞の a、b と同様。 

 

③ カーボンブラック 

＜性状＞ 

a. カーボンブラックは炭化水素化合物の部分燃焼によって製造されるが、ドメイン（10 nm

～500 nm 程度）と呼ばれる一次粒子が生成過程において熱で融着し、さらに炭化水素

が結合・炭化して、強固に結合したアグリゲート（数十 nm～数百 nm 程度）と呼ばれる一

次凝集体を形成する。アグリゲートは凝集してアグロメレート（数 μm～数百 μm）と呼

ばれる二次凝集体を形成している 

b. 用途ごとにアグリゲートの形状を球状、連珠状、枝分かれ状等に作り分けることができ

る（図６）。 

     

図４ Ag コロイド粒子                 図５ 熱 CVD 法 Ni ナノ粒子 

(DIC Technical Review No.14(2008)             (大塚ら；日化誌(1984)） 
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＜平均粒子径計測＞ 

a. 図６A の場合、電子顕微鏡（TEM、SEM）法により計測できる。 

図６B～D のように、ほとんどの一次粒子が融着し強凝集体を構成している場合、一次

粒子の平均粒子径計測は、難しい。しかし、一次粒子が識別できる場合は、そのサイ

ズをいくつか計測することによって、一次粒子の代表径とできる場合がある。 

b. アグリゲートは粒子が強く結合したり、融着したりすることにより構成され、表面積が個

別の粒子の和より小さくなる。そのため、カーボンブラックの場合、比表面積から平均粒

子径を評価することはほとんどできない。ただし、図６A のように粒子間に結合・融着が

ない場合は、参考値とすることが可能である。 

＜粒子径分布（個数基準）計測＞ 

a. 図６A の場合、電子顕微鏡（TEM、SEM）法により計測できる。 

図６B～D のように、ほとんどの一次粒子が融着し強凝集体を構成している場合、一次

粒子の粒子径分布は電子顕微鏡（TEM、SEM）法によっても計測できないことが多い。 

b. 下記の体積基準の粒子径分布より換算する。ただし、粒子を球状等と仮定して換算す

るため、図６B～D の場合では結果に対する信頼性は低い。 

＜粒子径分布（体積基準）計測＞ 

a. 図６A の場合、３．（３） ①無機系ナノ酸化物の＜粒子径分布（体積基準）計測＞の a、b

（SAXS 法を除く）と同様である。ただし、凝集体の分散が難しいため、一次粒子と二次

粒子の区別のない粒子径分布（体積基準）となる。 

 
 
図６ カーボンブラック（アグリゲート）の TEM 像  （カーボンブラック協会） 
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b. 図６B～D の場合、３．（３） ①無機系ナノ酸化物の＜粒子径分布（体積基準）計測＞の

a、b（SAXS 法を除く）と同様である。ただし、連珠状や枝分かれ状粒子が多いため、結

果に対する信頼性は低い。 

＜形状計測＞ 

３．（３） ①無機系ナノ酸化物の＜形状計測＞の a と同様である。 

 

④ ナノ合成樹脂（ポリスチレンラテックスナノ粒子等） 

＜性状＞ 

a. 液相重合により製造されるポリマー粒子は、ほぼ球形でほとんど二次粒子はなく一次

粒子である。このようなポリマー粒子が懸濁した溶液をラテックスと呼ぶ。特に反応を精

密に制御した重合で得られるポリスチレンラテックスやスチレン・ブタジエンラテックス粒

子等では、単分散に近いので、標準粒子として使われている。 

 

＜平均粒子径計測＞ 

a. 後述の粒子径分布の結果から計算できる。 

b. BET 法の計測結果から求めた粒子径を、一次粒子の平均粒子径とできる。 

＜粒子径分布（個数基準）計測＞ 

a. 電子顕微鏡（TEM、SEM）法により計測できる。ただし、電子顕微鏡の真空下での電子

線照射条件によっては高分子が融解/気化し、大きさや形状が変化することがある。 

d. 動的光散乱（DLS）法、レーザー回折・散乱（LD）法、誘導回折格子（IG）法、液相遠心沈

降（CLS) 法の計測結果から算出した粒子径分布（体積基準）を用いて導出できる。 

＜粒子径分布（体積基準）計測＞ 

a. 電子顕微鏡（TEM、SEM）法の粒子径分布（個数基準）の計測結果から導出できる。 

d. 動的光散乱（DLS）法、レーザー回折・散乱（LD）法、誘導回折格子（IG）法、液相遠心沈

降（CLS) 法の計測結果から粒子径分布（体積基準）を得ることができる。凝集粒子は

   

  図７ NIST ポリスチレンラテックス標準粒子   図８ ポリスチレンラテックス粒子 

      の SEM 像      （分布あり）の TEM 像 
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ほとんどないので、二次粒子を含む場合に生じる問題はない。また、単分散に近いので

LD よる計測や、密度が小さいので CLS による計測は不利である。 

 

＜形状計測＞ 

３．（３） ①無機系ナノ酸化物の＜形状計測＞の a と同様。 

 

⑤ カーボンナノチューブ 

カーボンナノチューブは繊維状物質であるため、繊維径計測、繊維長計測を整理し

た。 

＜性状＞ 

a. カーボンナノチューブ（CNT）の種類には、単層 CNT（SWCNT）及び多層 CNT（MWCNT）

がある。 

b. CNT は複数の CNT が束状に凝集したバンドル構造をとり、これらが絡み合っている場

合が多い。絡み合った繊維の塊はミクロンサイズ以上であり、さらにこれらが凝集して

いる場合が多い。 

c. CNT は、製造方法や製造条件により繊維径や長さの分布が異なる。 

＜繊維径計測＞ 

a. 繊維径はサイズが小さいため、電子顕微鏡（TEM）法により計測する。また電子線の透

過により、断面構造及び層数を計測できる。 

真空下電子線照射条件により、表面に付着しているアモルファスカーボンやその他揮

発成分が気化し、形状が変化することがある。また、強い電子線照射をすると CC 結合

が切れて結晶が壊れることがある。 

b. ラマン散乱スペクトル（７つの主要計測技術以外の計測技術）の計測により、CNT に特

徴的な振動モード（ラジアルブリージングモード（RBM）や 2D バンド等）から、SWCNT 直

径分布の計測や SWCNT と二層 CNT（DWCNT）の区別等ができる。また、紫外-可視-

近赤外領域（UV-Vis-IR）の光吸収の計測からも構造に関する情報が得られる。 

＜繊維長計測＞ 

a. 繊維長は電子顕微鏡（TEM・SEM）法により計測できるが以下の特徴がある。 

繊維長が短い場合は、比較的容易に計測できる。一方、繊維長が長い場合は、繊維が

曲がり絡み合っているため、始点と終点を確認しにくく、計測が困難である。 

 

（４）計測における前処理と分散技術 

ここまでは、粒子径（分布）計測を取り上げてきたが、実際には計測以前に試料のサンプリ

ング操作と分散操作が必要であり、それらが不十分だと計測自体が実態と乖離した値を与え

てしまうため、非常に重要な操作である。これまでの粉体材料については、物質に応じてサン

プリング・分散の方法が標準化されている場合もあるが、ナノ物質についてはほとんどない。 
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まずサンプリング操作では、代表性のある試料が採取されなければならない。電子顕微鏡

法においては観察できる試料の範囲が極めて狭い。また、液相計測法では小さなセルに希

薄な粒子濃度で計測するため、試料の量は極めて少ない。従って、代表性のある試料がサン

プリングされているかについて十分注意する必要がある。電子顕微鏡のように個々の粒子を

計測する手法では、代表性のある計測結果を得るためには多数の粒子を計測する必要があ

り、コスト的に不利である。 

分散操作では、物質に応じた適切な分散媒と分散剤の選定が必要であり、攪拌や超音波に

よる分散操作の強度の調整も重要である。よく使用される超音波分散では、伝播型式、出力、

分散時間等の操作因子がある。ナノ物質の凝集状態には弱いアグロメレートからアグリゲー

トまで種々の段階があり、本来の凝集状態（生産管理や商取引で対象としている状態）での

粒子径分布を求めるには、分散操作の制御が非常に重要となる。一方、二次粒子を構成す

る一次粒子の粒子径を求めるためには、一次粒子を破壊しない程度の粉砕操作（強力な分

散操作）が必要となることもある。 

ナノ物質の粒子径計測における前処理、分散についての情報は、決定的に不足しており、

ここで具体的に記述することができない。これまでの粉体材料に対するサンプリング操作と分

散操作を参考にして、計測を含めた標準化が検討される必要がある。 

 

（５）ナノ物質の定義と計測技術 

ナノ物質の定義は、EU、フランス、オーストラリア、米国、化学産業国際評議会（ICCA）等

から勧告、規則または提案等の形で公表されている。このうち EU のナノ物質の定義は、EC

により 2011 年 10 月に公表され、欧州経済圏内での政策及び規制への使用を勧告している。

定義では、ナノ物質を、「非結合状態、または強凝集体（アグリゲート）または弱凝集体（アグ

ロメレート）であり、個数基準の粒子径分布で 50%以上の粒子について 1 方向以上の大きさが

1 nm から 100 nm までの範囲にある粒子を含む、自然の、または偶然にできた、または製造さ

れた材料」としている。 

しかしながら、現時点で、EU は、ナノ物質の定義に対応した計測方法を明らかにしていな

い。いくつかの研究機関や産業界等から、ナノ物質の定義と計測技術の課題に関し問題提

起がされている。例えば、オランダ国立公衆衛生･環境研究所（RIVM）は、2012年 6月に「ナノ

物質の定義に関する EC 勧告の解釈と影響」報告書を公表し、強凝集体や弱凝集体と単独粒

子の区別ができないこと、電子顕微鏡法においても欠点があること、EC によるガイダンスが

必要であること等に言及し、特にナノ物質の種類ごとに最適な粒子径計測法が異なること、

電子顕微鏡法の他 1 種類以上の計測法を用いること、強凝集体の判定基準を設定すること

等を指摘している。また、EC-JRCは、2012年 9 月に「定義の履行のための計測の要件」報告

書を公表し、現在使用可能な計測方法は全てのナノ材料について定義を満たすか否かを決

定できないこと、新規の計測法を開発する必要があること、現状では一つの計測で可能な方

法は存在しないこと、ラウンドロビンテスト等の検証を踏まえ将来的に定義を改定しなければ
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ならないこと等に言及している。 

また、ＩＳＯ／ＴＣ256（顔料及び充填剤）では、実用的な個数基準の粒子径分布の試験方法

を早急に確立するため、「顔料及び充填剤の粒子径分布測定のための遠心沈降法に関する

規格」提案がドイツから提出され、同規格の信頼性を検証するためのナノサイズの粉体につ

いてラウンドロビンテストが実施されようとしている。この他、EU の消費者製品規制委員会に

おいて、酸化亜鉛については、遠心沈降法に基づく粒子径分布データを規制基準として公式

に利用するよう求める動きが見られる。 

このような中、EU 域内へ輸出を行っているまたは行う予定の国内ナノ物質製造企業やナノ

物質使用製品製造企業においては、自社製品や自社製品に含まれる物質がナノ物質の定

義に該当するか否かを検討し把握することが求められる。 
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４．ナノ物質の一般環境管理、労働環境管理、人への直接ばく露防止のための計測技術 

ナノ物質とそれを使用した製品の製造における労働環境、消費者の使用に伴う人への直

接ばく露、すべてのライフステージにおける一般環境管理では、主に気相計測法、固相計測

法を用いることにより適正な管理が可能となると考えられる。捕集装置、分級装置、計測装置

を組み合わせた装置を用いることが多く、特に、管理対象により対象物質の濃度域や計測対

象外の物質の量が異なるため、対象物質を計測装置や捕集装置まで導くサンプリング技術

が重要になる。 

 

（１）サンプリング 

気相計測における「サンプリング」として、二つのケースが考えられる。一つは気相中に存

在する粒子を直接計測する装置に導入するためのサンプリングと、もう一つは気相中の粒子

を捕集し分析をその場ではなく別の場所にある装置で行うためのサンプリングである。 

ともに、計測したい場の空気を計測器ないし捕集装置に導入するが、このときの留意点は

その場の空気を乱さないように導入する事である。粒子径が非常に小さいナノ粒子の場合、

粒子は気流と共に流入するため、導入口における空気の流速の影響はないとされる。しかし、

ナノ粒子が凝集したサブミクロンの粒子が混在していることが多いため、導入口における空

気流速は、周囲流速と等しい等速吸引を行う必要がある。なお、サンプリング管への沈着（拡

散，静電など）による損失粒子量は粒子径に依存するため、計測誤差となる。 

 

①その場計測のためのサンプリング 

計測装置への空気の導入流路には、帯電粒子の静電沈着を防ぐために金属パイプや導

電性シリコンチューブが用いられる。しかしこの場合でも、誘導電荷による静電沈着は防げな

い。拡散沈着を考慮して，管路長及び管径の選定も重要である。吸引は計測機器にポンプを

内蔵している場合がほとんどである。装置に導入される空気には必ず環境に元々ある粒子

（バックグラウンド）も含まれるので、計測したいナノ粒子を環境粒子と区別して計測する事が

できない。したがって、ナノ粒子発生源が無い場合のバックグラウンドを計測してその差から

発生したナノ粒子の濃度を算出する必要がある。このバックグラウンドの計測を行わないと計

測値は意味を持たない。環境の粒子濃度も、外気の影響を受けて時々刻々変化しているの

で、できるだけ環境粒子濃度が同じと考えられる場所で同時にバックグラウンドを計測するか、

作業が行われていない場合の同じ場所での計測を行う必要がある。しかし、このようにして測

定したバックウグラウンドでも、あくまでも参考値であり、真のバックグラウンドではない。装置

や作業からの粒子の発生を捕捉するためには、HEPA フィルター等を用いて粒子の無い空気

を作製し、その環境下で計測する事が望ましい。 

一般環境では、ディーゼル排気粒子のような揮発性物質 (VOC や sVOC) をバックグラウ

ンドとして含む場合が多いので、導入空気の流路を加熱するサーモデニューダを設置し、揮

発性物質を除去することで、飛散したナノ粒子との分別を行うことが試みられている。 
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その場計測装置では、粒子濃度や粒子径分布は計測できても、成分や形状は計測できな

いので、同時に粒子を捕集して、別途種々の分析を行うことが多い。 

 

②粒子捕集のためのサンプリング 

粒子を捕集する場合のサンプリングでは、捕集のために慣性を利用するインパクター方式

やフィルターを使用する。捕集した粒子の重量と吸引した積算流量とから、粒子濃度を求める。

捕集した粒子は、化学分析による組成分析や電子顕微鏡による形状観察、粒子径計測、元

素分析などの対象となる。 

大気汚染を計測する場合、降下ばいじん等大量に試料を採取するために、ハイボリューム

エアサンプラーが用いられているが、作業環境計測等ではローボリュームエアサンプラーが

使用される。 

 

（２）気相中ナノ粒子の粒子径・粒子径分布の計測法 

①その場計測法 

飛散したナノ粒子の発生源とその量を知るためには、特定の場所における気中の粒子（エ

アロゾル粒子）をサンプリングし、捕集した粒子がどのような物質で構成されているかという同

定（組成）と、粒子径及び粒子径毎の重量が計測出来なければならない。これらは、一般的

に時間とともに変化する可能性がある。 

従来、クリーンルーム等の管理に用いられている光散乱方式のパーティクルカウンター

(OPC)は、安価で簡便であるが、100 nm 程度以上の粒子径の粒子数しか計測できないので、

ナノ粒子は計測範囲外である。ただし、ナノ粒子がサブミクロン～ミクロンサイズのエアロゾル

粒子に凝集しているなら、OPC でも計測できる。 

エアロゾルナノ粒子の粒子径分布を計測する装置として、電子式低圧インパクター（ELPI）、

走査式電気移動度径計測法（SMPSTM、Scanning Mobility Particle Sizer)等があり何らかの分

離（分級）法と検出法が組み合わされている。粒子径が 100 nm 以下であるナノ粒子を分離で

きる分離法には、衝突分離法（カスケードインパクター）や微分型静電分級器（DMA、モビリテ

ィアナライザー）などがある。 

衝突分離法（カスケードインパクター）は、多段の円板上に粒子が衝突付着する現象が粒

子の慣性によることを利用したもので、一定時間後各段に付着した粒子の重量や数を計測す

る。低圧インパクター（LPI）と呼ばれる装置では、減圧状態にすることによりナノ領域の計測

が可能となる。衝突板の段数を多くすることができないため、粒子径の分解能は DMA より劣

り、計測下限は 10 nm である。しかし、バックアップフィルターを用いることでそれより小さな粒

子も捕集できる。この LPI に、電荷チャージャーとエレクトロメータを装備した電子式低圧イン

パクタ（ELPI) は、粒子径分布の時間的変化の計測が可能となる。 

DMA は、粒子に電荷を与えると、電界中の粒子の電気的移動度が粒子径に依存すること

で分離（分級）する装置である。粒子径の分解能が優れている。このようにして分離（分級）さ
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れた粒子の個数濃度を計測する方法である凝縮核計数器（CNC または CPCTM）を組み合わ

せた装置が、走査式電気移動度径計測法（DMAS または SMPSTM）である。DMA はポリスチレ

ンラテックス標準粒子の校正等に一部使用されており、分級性能は高い。凝縮核計数器とは

光散乱式パーティクルカウンタに凝縮機能を加えて、100 nm より小さな粒子も検出できるよう

にしたもので、独立して使用する場合には粒子個数のみの情報を得ることができる。比較的

安価で使いやすい。 

走査式電気移動度径計測法の計測範囲は 2.5 nm～1000 nm である。一次粒子と二次粒子

の区別はできない。装置の操作に高度な技能は必要ないことや、短時間で計測ができるなど

の長所を持つが、高価である。今日では、比較的安価なポータブルタイプや測定の時間分解

能が 1 秒というリアルタイムで粒子径分布測定が可能な FMPS という機種も開発されている。

検出器としてＦＣＡＥ（ファラデーカップエアロゾルエレクトロメーター）を使用したタイプもある。 

EPLI も SMPSTM も粒子径分布を計測するが、表示される粒子径は空気動力学径と電気移

動度径の相当径であり、幾何学的な粒子径と異なる。 

《注記》液相中のナノ粒子をエレクトロスプレーで気中に分散し、SMPSTM を使用して計測する

LiquiScan という装置もあり、生産管理・品質保証のための計測に使用できる可能性がある。性能は

SMPSTM と同様である。ただし、界面活性剤や電解質物質を含む溶液をスプレーすると、それらが粒子

として検出されるため、真の粒子径分布を求めることが困難なこともある。 

 

②簡便なその場計測法－労働環境での計測 

SMPSTM や ELPI は気相中のナノ粒子の粒子径分布の時間変化を計測できるが、共に比較

的高価である。労働環境での計測のために、ポータブルで比較的安価な装置を使用する暴

露濃度を計測する方法を、米国 NIOSH や我が国の産業技術総合研究所、労働安全衛生総

合研究所等が提案・実施している。その方法は CNC と OPC（直読、手で持ち運び可能）によ

る計測とフィルターで粒子をサンプリングし、それを、化学分析や電子顕微鏡観察することを

組み合わせたものである。CNC では、10 nm～1,000 nm の粒子の 10,0000 個/cm3程度までの

粒子個数濃度が計測可能で、OPC のある機種では、300 nm、500 nm、1,000 nm、3,000 nm、

5,000 nm、10,000 nm 毎の粒子個数の計測が可能なので、この二つを、同時に並べて使用す

る。例えば、CNC の値が高く、OPC の 300 nm～500 nm レンジの値が低ければ、ナノ粒子が

多いことが示され、CNC の値が低くて OPC の 1,000 nm 以上の値が高ければナノ粒子が少な

いと判断される。ただし、この方法では 100 nm 以下の粒子の粒子径分布はえられず、100 nm

以上の粒子径分布の精度も低い。労働環境において、バックグラウンド（作業を行っていない

時間における同じ場所における計測値）と比較して、ナノ粒子が増加しているかどうかの判定

に、この方法は有効と考えられる。 

 

③捕集物の分析法 

エアロゾル粒子をサンプリングして走査型電子顕微鏡（SEM）や透過型電子顕微鏡（TEM）
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で観察すれば、一次粒子の粒子径分布や粒子間の凝集状態が分かり、さらに分析機能が付

加された電子顕微鏡であれば、物質の同定・組成分析が可能である。また、化学分析、原子

吸光分析(AAS)、誘導結合プラズマ発光分光分析(ICPS)等によって構成成分が判る。室内環

境での計測では、外気や作業者からの発塵、空調・清掃機器の影響を受ける場合が多く、計

測対象としている粒子のみがサンプリングされるわけではない。室外では、ディーゼル排気粒

子等の影響がある。サンプリングには、一般の粉じん用、あるいは環境計測用のエアサンプ

ラーを使用することが可能である。 

カーボンナノチューブが存在する場合には、環境からのカーボン粒子と識別するために、

熱分解温度の相違を利用して有機炭素と元素状炭素、さらに結晶性の違いを分別定量する

炭素分析法が用いられている。 
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５．まとめ 

ナノ物質を適正に管理するためには、どのようなナノ物質（組成、形状、サイズ、凝集状態

等）が、どの程度含まれ（含有量、サイズ分布等）、どのような状態（混合物か単一か、気相中

か液相中か固相中か等）であるかについて把握する必要がある。また、製造から使用・廃棄

までのライフサイクルのステージごとにばく露情報を把握し、ライフサイクルを通じたばく露評

価を行っていく必要がある。 

そこで、現状利用できるナノ物質の計測技術を整理し、ナノ物質のライフサイクルのステー

ジごとの管理すべき対象について、それぞれに適応可能な計測技術の検討を行った。 

これらを踏まえて、我が国のナノ物質の計測技術の現状と今後の方向を整理する。 

 

（１）ナノ物質のライフサイクルと管理対象 

ナノ物質の製造からナノ物質を使用した製品の製造、事業者や消費者による製品の使用、

製品の廃棄までの一連のライフサイクルのなかで、管理対象を整理した。生産管理・品質保

証、労働環境、一般環境におけるナノ物質を管理対象とした。 

 

（２）生産管理・品質保証における効率的な計測技術 

ナノ物質の生産管理・品質保証において必要となる平均粒子径や粒子径分布等の基本デ

ータを取得するための計測技術について検討した。 

現状で利用可能と思われるナノサイズの粒子径を計測する技術から、EU 等のナノ物質の

定義を踏まえて、適用粒子径範囲において粒子径分布を把握できること、装置が市販されて

いること、国内ナノ物質製造企業の使用状況などを考慮して主な計測技術の概要を示した。 

ナノ物質の組成（炭素系、酸化物系、金属系等）、形状（粒状、繊維状等）によるナノ物質の

特性（凝集性等）の違いに対して、適当な計測技術という観点でも整理し、凝集しやすい物質

の計測の留意点、組成に応じた計測技術の留意点などの課題を抽出した。 

 

（３）一般環境管理、労働環境管理のための計測技術 

ナノ物質のライフサイクルにおけるばく露管理のためには、大気中や水中への排出の管理、

作業環境への飛散の管理、事業者や消費者による製品の使用に伴う放出可能性の把握が

必要である。これらは生産管理とは異なり、現場や状況によってナノ物質の濃度やナノ物質

以外の物質の量に大きな違いがある。このため計測装置を使用する前段階のサンプリング

方法が重要になる。気相中については、複数のサンプリング方法が知られている。一方、液

相中・固相中の一般化学物質については水、土壌関係のサンプリング方法はあるものの、そ

の後ナノ物質を分離してナノ物質の存在の同定、定量を行った事例が無く、現状では計測が

困難である。このため、労働環境管理や一般環境排出管理において優先される気相中につ

いてのみ、サンプリング技術と計測技術の整理を行った。 
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（４）今後の我が国ナノ計測技術の方向性 

製品中のナノ物質を適切に管理していくためには、対象物質のなかにナノ物質がどの程度

含有しているかを適切に把握することが重要である。実際に計測する際には、ナノ物質の組

成や特性等に留意し、各計測技術の適用範囲を十分に理解した上で、計測技術を活用する

必要がある。ナノ物質の含有に関する計測結果については、サプライチェーン等で情報が共

有されるように SDS 等を用いて情報提供を努めることが望ましい。労働環境管理や一般環境

管理におけるナノ物質の計測では、対象物質をサンプリングする必要がある。対象物質の存

在状況やナノ物質の組成・特性等に対応したサンプリング技術を検討し、適切な計測技術を

選択していく必要がある。 

 

EU、仏、豪ではナノ物質についてそれぞれの定義が公表され、運用されているものの、定

義に該当するかどうかを判断するための計測方法が示されていない。これは予防原則の観

点から現状要求されているナノ材料の物理化学特性を、品質管理の一環としても行えるほど

堅固な評価手法が確立されていないことが大きな要因と考えられる。 

国内の企業や研究機関においては、十分な実績のある計測技術について、ナノ物質の計

測に必要な標準物質の開発等を行い、一連の計測方法について国際標準化等、海外での導

入を視野に入れた戦略的な取組を考えていく必要がある。具体的には産官学が協力し取組

を進め、経済協力開発機構工業ナノ材料作業部会（OECD/WPMN）や国際標準化機構

（ISO/TC24、ISO/TC229）等での標準化を進めていくべきと考える。さらに、凝集したナノ物質

の試料分散方法の構築、計測に必要なサンプル量、標準粒子の開発、装置校正法、データ

処理法等の標準的手法の提案等を行っていく必要がある。その際、ラウンドロビンテスト等を

行い、技量把握と課題抽出を踏まえた標準開発を行うことが重要である。 
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（参考資料 1） 欧米における規制動向とナノ物質の定義 

（１）EU 

○ EC-JRC による取組 

• 2009 年に、欧州委員会（EC）環境総局の依頼により Joint Research Center（JRC）は

ナノ物質に関係する Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals（REACH）ガイダンス文書を将来的に改訂するための助言をまとめる３つ

のプロジェクト（ナノ物質として扱う物質の特定（RIP-oN1）、届出に必要な情報要件

（RIP-oN2）、及び安全性評価（RIP-oN3））を実施。2011 年 10 月までに 3 つのプロジェ

クトの報告書を公表した。 

○ EC によるナノ物質の定義の勧告 

• 2011 年 10 月に、EC は規制のためのナノ物質の定義を勧告し、公表した。 

• ナノ物質を、少なくとも一方向の次元のサイズが 1 nm から 100 nm の範囲である一

次粒子の個数が、総個数の 50%以上である物質と定義した。 

• 2012 年に、ECHA（欧州化学品庁）はナノ物質について、情報要件と化学物質安全性

評価のガイダンスと、ガイダンス付属書として、物理化学的性質、環境運命と環境毒

性、ヒト健康のための用量（濃度）反応の特性評価、環境のための用量（濃度）反応

の特性評価、労働環境暴露評価といったエンドポイントごとのガイダンスを公表した。 

○ EU における化粧品規制 

• 2009 年 12 月に、EU は化粧品規則を公布（2013 年 7 月 11 日一部施行）。 

• 本規則では、ナノ物質を、意図的に製造された非溶解性または生体内残留性がある

材料で、一方向以上の外部寸法または内部構造（“internal structure”で凝集体の一

次粒子の外部寸法を指す：事務局注）が 1～100 nm であるものと定義した。 

• ナノ物質に適用される規則として、ナノ物質を特定するための情報、粒子径と物理化

学的特性、上市予定の化粧品に含まれるナノ物質の年間使用量推計、ナノ物質の

毒性学的プロファイル、化粧品カテゴリーに関連したナノ物質の安全性データ、合理

的に予測可能な暴露条件、等の各項目について情報を提出することを義務づけた。 

• ナノ物質の形で存在する全ての成分を成分リストに明確に表示すること、該当する成

分の名称の後に括弧付きで nano と記すこと等を定めている。 

○ EU における殺生物製品の上市及び使用に関する規制 

• 2012 年 6 月に、EU は殺生物製品の上市及び使用に関する規則を公布（2013 年 9 月

1 日施行） 

• 本規則では、ナノ物質を EC 勧告の定義を一部修正した。 

（EC 勧告） 自然のまたは偶然にできた、または製造された材料(material) 

（本規則） 自然のまたは製造された、活性または非活性物質(substance) 

• ナノ物質が製品に使用されている場合、ナノ物質による人と動物の健康及び環境に

及ぼすリスクを評価することが認可条件とされている。 
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• ナノ物質の安全性試験に際しては、その特性に合わせた試料調製等を含め、適用し

た試験法の科学的妥当性を説明すべきであるとしている。 

• 製品中にナノ物質を含む場合、該当する成分の名称の後に括弧付きで nano と表示

するとともに、ナノ物質に特有なリスクを表示すべきであるとしている。 

• 殺生物剤によって加工された最終製品にも適用される。 

○ EU における消費者への食品情報の提供に関する規則 

• 2011 年 11 月に、EU は消費者への食品についての情報の提供に関する規則を公布

（2014 年 12 月 13 日施行）。この規則は、消費者保護を目的としたものである。 

• 表示義務の規定では、「ナノテクノロジーによる物質が含まれている場合は、消費者

に知らせるため、ナノテクノロジーによる物質の定義と適当な表示方法を考慮すべき

である」としている。 

• 原材料リストの規定において、「食品の成分として工業ナノ材料が含まれている場合、

全ての成分は原材料リストに明確に表示されなければならず、nano という文字が括

弧付きで示されていなければならない」としている。 

 

（２）米国 

○ ナノ物質・ナノテクの規制・監督に関する政策原則 

• 2011 年 6 月、大統領府科学技術政策室は、行政管理予算局及び通商代表部と連名

で、ナノ物質・ナノテクの規制・監督に関する政策原則（覚書）を各省庁に提示。 

• ナノ物質は、サイズだけでなく、サイズの変化により新規な特性や現象が出現するか

否かを判断して規制を策定すること。 

○ 酸化チタン系物質に係る重要新規利用規則 

• 2012 年 7 月に、EPA は、有害物質規制法（TSCA）の下、二つの酸化チタン系物質（ス

ズ亜鉛及びカルシウム添加ルチル、スズ亜鉛及びナトリウム添加ルチル）の重要新

規利用規則（SNUR）を公布。 

• 本規則では、対象物は、その d10 粒子径（レーザー光散乱計測法で計測した質量基

準積算ふるい下粒子径分布が 10%における粒子径）が 100 nm 以下であると特定して

いる。これは、EPA のナノナノスケールの粒子径分布に対する一つの考え方を示して

いる。 

○ カーボンナノチューブに係る重要新規利用規則 

• 2010 年 10 月、EPA は、TSCA の下、カーボンナノチューブ（トーマススワン社の多層

CNT 及び単層 CNT）に対して最初の SNUR を公布した。 

• その後も製造前の届出に応じ、SNUR を公布した。2011 年に、多層 CNT に対して 1

つの SNUR の公布、多層 CNT に対して 7 つの SNUR（うち 1 件は単層 CNT との混合

物）の公布があった。 

○ FDA におけるナノテク応用に関するガイダンス 
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• 2011 年 6 月、FDA は以下の 2 点に基づいて化粧品、食品分野でナノテクが使われて

いるかどうかを判断するとの考えを示した。 

• その基準は、①工業材料または製品が少なくとも一方向の次元でナノスケール（約 1

～100 nm）であること、又は②例え１μm の粒子でも、小さくなるが故に物理的/化学

的/生物学的に新規な性質や現象が現れること、である。 

• 2012年 4月、FDAは事業者に対し、ナノテクを応用した製品への規制に関するガイダ

ンスを発表。 

• 製品の開発段階で FDA に相談するように強く要請している。ケースバイケースの判

断をベースにした規制が開始されている。 

 

（３）その他諸国 

①オーストラリア 

• 2010 年 10 月に、国家化学物質通知評価機構（NICNAS）は、既存化学物質インベ

ントリ未登録の新規化学物質であり工業ナノ物質に該当する物質は、通常の新規化

学物質とは異なる手続きを課すことを発表した（2011 年 1 月 1 日発効）。 

• 工業ナノ物質は、ナノ物質に特有の化学的または物理的性質を有し、個数基準積算

粒子径分布で 100 nm 以下の大きさの粒子を 10 %以上含み、意図的に製造された物

質としている。 

• 新規化学物質かつ工業ナノ物質については、大きさ等の物理的･化学的特性やケー

スバイケースで健康影響、環境動態と影響、生体毒性のデータは届出者が提供しな

ければならない。リスク評価は、NICNAS によって行われる。 

• この運用状況を踏まえ、ナノ物質に係る規制を既存化学物質に広げることを検討して

いる。 

②カナダ 

• 2007 年、カナダ環境保護法のもと、ナノ物質が新規物質の届出の対象となるかどう

かについて、物質のサイズではなく、国内物質リスト（DSL；Domestic Substance List）

に記載されているかどうか、独特の構造又は分子配列を持つかどうかで判断するこ

ととしている（米国の TSCA の下での EPA の見解と同様である）。 

• 2010 年 3 月に、環境省と保健省は、共同で、ナノ物質についてのカナダ保健省の作

業定義に関する暫定政策ステートメントを発表した（2011 年 10 月発効）。 

• ナノ物質は、少なくとも一方向の次元がナノスケール（1～100 nm）であること。 また

は、三次元ともナノスケールでなくても、ナノスケール現象（サイズによって特性が変

化すること）を示すものとしている。粒子径分布は考慮されていない。既存物質のナノ

スケールのものも含み、ナノ物質を広く定義している。 

• ナノ物質とその応用製品に関する報告と物理化学特性や有害性データ提出を要求

でき、広く情報収集が可能になっている。 
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• 2010 年 9 月に、環境省は、多層 CNT に対して、重要新規活動（Significant New 

Activity）を適用することを告示。 

• 届出が必要な 1 事業者あたりの製造または輸入の年間下限量は用途によって異な

る。「重要新規活動」となったナノ物質に対しては、「情報要件」によって定められた毒

性試験データ等の提出を行わなければない。 

③フランス 

• 2010 年 7 月に、第 2 グルネル法が成立（2011 年 1 月発効）。ナノ粒子状物質の報告

制度を構築している（2012 年 2 月に政令公布、8 月に省令公布）。 

• 製造・輸入・流通されたナノ粒子状物質に関する年次報告申告制度を整備。本申告

制度は、フランス国内で年間 100 ｇ以上のナノ粒子状物質（定義はＥＣ勧告を一部修

正：参考資料１、（４）を参照のこと）を製造、輸入、流通させる者は製品に用いている

ナノ物質について物質名、量、用途及び譲渡先を翌年 5 月までに環境大臣に電子的

に提出することを義務付けた（申告制度は 2013 年 1 月施行された。申告の締め切り

は 5 月 1 日）。提供された情報は、譲渡先の情報を除き、原則として公開される。 

 

（４）粒子径分布を考慮したナノ物質の定義 

粒子径分布を考慮したナノ物質の定義は、EU、オーストラリア及びフランスで出され、化

学産業国際評議会（ICCA）も提案している。また、ナノスケールの粒子径分布を考慮した

規定が米国でもみられる。これらの内容を以下の表に示す。 

これらのうち、ＥＣ（フランスはＥＣに準拠）とオーストラリアは、個数基準の一次粒子径分

布を用いている。ICCA の提案は、質量基準で、ナノ物質と強凝集体(アグリゲート)や弱凝

集体（アグロメレート）で異なる質量基準を設定しているのが特徴である。米国の規定は、

一般に適用するのではなく、特定の物質に対する重要新規利用規則（SNUR）においてなさ

れたものであり、計測法も指定されている。 

 

国 内容 備考 

EU 

○ その構成粒子が凝集していない状態（unbound）の
粒子、或いは強凝集体(アグリゲート)、又は弱凝
集体（アグロメレート）であって、個数基準の積算
粒子径分布で 50%以上の粒子が、少なくとも一つ
の次元で 1 nm から 100 nm の範囲にある粒子を
含む、自然由来、又は非意図的、あるいは人工的
に製造された物質。 

○ 少なくとも一方向の次元が 1 nm 未満のフラーレ
ン、グラフェン・フレーク及び単層カーボンナノチュ
ーブはナノ物質と見なされる。 

○ 単位体積あたりの表面積が 60 m2/cm3 より大きけ
れば、その物質が上記のナノ物質定義の範疇に
入ると見なされる場合がある。 

○ 粒子とは、明確な物理的境界を有する物質の小片

○ EC が 2011 年 10 月に、EU
と欧州経済圏内の政策と規
制に使用することを勧告す
るナノ物質の定義を公表。 

○ この定義は、経験的、科学
的、及び技術的発展を踏ま
えて 2014 年 12 月までに見
直される。 
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である(ISO146446:2007)。 
○ 特定のケース（特定の法令に適用する場合：事務

局で意訳）、及び、環境、健康、安全、または、欧
州の競争力に関わる等の懸念といった観点から
妥当だと判断される場合には、粒子の個数基準の
積算粒子径分布における 50 %という閾値は、
1-50 %間の閾値に置き換えてもよい。 

 

豪 

○ ナノスケールで、新規な性質または特別な構造を
もつように生産、製造または加工された工業物質
で、3 次元方向のうち少なくとも一方向の次元が 1 
nm から 100 nm のサイズであるナノ物質または
ナノスケールの内部構造もしくは表面をもつナノ構
造体。注釈として以下の点が挙げられている。 

1) 意図的に生産、製造または加工された材料を対
象とし、非意図的に作られた材料は含まない。 

2) 独特な性質（unique properties）とは、ナノスケー
ルでない同じ材料と比較して、ナノスケールであ
るが故の化学的または物理的性質により、新規
な応用を可能にする性質（例えば、強度、化学反
応性、伝導性）である。 

3) 強い凝集体及び弱い凝集体は、ナノ構造物質。 
4) リスク評価の観点では、粒子の個数基準積算粒

子径分布で、100 nm径以下のものが10％以上で
あれば、ナノ物質である。 

 

○ 2010 年 10 月に、国家工業
化 学 物 質 届 出 評 価 機 構
(NICNAS)が工業ナノ物質
の作業定義を提案、2011年
1 月発効。（本作業定義に
基づく「新工業ナノ物質届
出プログラム」）2011 年 5 月
ガイダンス発表。 

 

仏 

○ ナノ物質とは、EU の定義勧告に準拠し、下記の 1)
及び 2)又は 4)に該当するもの。また、3)を含む場
合がある。 

1） 粒子の 3 次元の少なくとも 1 次元が 1 ～ 100 
nm 

2） 個数基準積算ふるい下粒子径分布で 100 nm が
50 % 以上 

3） 比表面積が 60 m2/cm3 以上 
4） ナノチューブ、ナノワイヤ、ナノシート、量子ドッ

ト、あるいはデンドリマー、1)及び 2)を含む凝集
体や混合物 

 

○ 2011 年 1 月に、ｴｺﾛｼﾞｰ･ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ・持続可能な開発・海
洋省(ＭＥＥＤＤＭ）が、第 2
グルネル法実施の具体的
手順について規定する「上
市されたナノ粒子状物質の
年次申告に関するデクレ
案」のナノ物質の定義を発
表。 

○ 2011 年 1 月公開のデクレ
案。定義は当時の EC 提案
は、粒子径 100 nmにおける
個数基準ふるい下粒子径
分布が 1％以上。 

○ 2012 年 8 月の省令で 50%以
上に変更された（2013 年 1
月施行）。 

米 

○ d10 粒子径（レーザー回折散乱法で計測した質量
基準積算ふるい下粒子径分布が 10%の粒子径）が
100 nm 以下であるものは製造禁止  

 

○ 2011 年 10 月に、環境保護
庁（EPA）が、2 つの酸化チ
タン系粒子状物質を規定す
る SNUR を公表。 
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国
際
団
体 

○ 国際団体による提案 
1) 固体の粒子状物質 
2） 意図的にナノサイズで製造されたもの 
3） ISO の定義による少なくとも１次元が１から 100 nm

のサイズであるナノ物体から成るもの 
4） 上記の弱凝集体あるいは強凝集体 
5） 質量基準で 

・ ISO で定義されるナノ物質を 10 wt% 以上含む
（主として、Top Down の製法対象）または 

・ ナノ物質から成る弱凝集体あるいは強凝集体を
50 wt% 以上含む（主としてボトムアップ製法対
象） 

 

○ 2010 年 10 月、化学産業国
際評議会(ICCA)がナノ物質
の定義に入れられなければ
ならない 5 つの要素を提
案。 
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（参考資料２） ナノ物質製造企業が使用している計測技術 

ナノ物質 団体・企業 
生産管理及びユーザーとの取引に使用して

いる方法 
計測方法の問題点と課題 それ以外の問題点 定義にからんだ EU との商取引での問題点 

ナノ酸化亜鉛 
A 社 

（無機薬品工業
会・亜鉛華部会） 

• 粒子径：BET 比表面積法 
• 粒子径分布：レーザー回折・散乱法 

• BET 比表面積法：再現性が高く、ランニングコスト・習得問題なし。 
• レーザー回折・散乱法（1000 万円以下）：習得容易。前処理の分散一定化が必

要。 

現状取引で一次粒子での規定例
はない。 

既存の多くの上市計測装置が「質量基準による粒子径分
布」であるため、この方が好ましい。個数基準との相関も検
討すべきである。 

CNT B 社 
• 粒子径：電子顕微鏡法 
• 粒子径分布：電子顕微鏡法（少なくとも 300
枚繰り返す） 

• 電子顕微鏡法：手間が掛かり過ぎ。ロット毎の品質検査には適さない。計測枚数
が限られており、統計的に妥当な値かが不明。 

― 
将来、長繊維長による規制が実施される可能性があり、計
測方法が問題になると予想している。 

ナノシリカ 
ホワイトカーボン
部会（湿式シリカ） 

• 粒子径：(一次粒子）BET 比表面積法 
• 粒子径分布：電気的検知帯法、レーザー回
折・散乱法、乾式篩法 

• BET 比表面積法：一点法は数十万円からあり。 
• 電気的検知帯法（数百万円）：μm オーダーで信頼性高いが計測粒子径範囲狭

い、熟練要す。 
• TEM 法：計測には、撮影した粒子約 3,000 個程度の直径を画像処理により計測

する。この処理を行うソフトウェアは安価であるが、処理に数日が必要である。ま
た、多種のソフトウェアが市販されているが、それぞれを使用した場合に、結果
にどの程度差異が生じるかも不明である。 

シリカは凝集体構造のため、前
処理方法により、計測結果が大
きく変わる。 

計測装置に依存しない粒子径分布計測法の標準化が必
要。 

ナノ酸化チタン 

C 社 

• 粒子径(一次径及び形状）：電子顕微鏡法、
（結晶子径）Ⅹ線回折法 

• 粒子径分布：動的光散乱法、レーザー回折・
散乱法 

• 電子顕微鏡法：サンプル個数と視野の選択。 
• 動的光散乱法・レーザー回折・散乱法：サンプルの前処理方法の標準化。 

粒子径といっても、「前提条件」が
多くあり、それが特定されない
と、数値自体が一人歩きしないか
不安がある。 

個数基準で 50％の粒子が100 nm以下であるというでことは
ナノ粒子製造を意図しない物質まで定義に該当してしまう可
能性がある。市場の実情を調べ、妥当な閾値にすべきと考
える。 

A 社 
• 粒子径：BET 比表面積法 
• 粒子径分布：レーザー回折・散乱法 

• BET 比表面積法：再現性高く、ランニングコスト・習得問題なし。 
• レーザー回折・散乱法（1000 万円以下）：習得容易。前処理の分散一定化が必

要。 

現状取引で一次粒子での規定例
はない。 

既存の多くの上市計測装置が「質量基準による粒子径分
布」であるため、この方が好ましい。個数基準との相関も検
討すべきである。 

D 社 

• 粒子径：TEM 法(表面コート品が一般的。
BET 比表面積法値を一次粒子の参考値とし
て活用） 

• 粒子径分布：TEM 法 

• TEM 法：手間が掛かる（品質規格は BET 比表面積法で取り交わす場合が多
い）。 

二次粒子径は分散強度の違いで
大きく変化するので、それを考慮
した議論が必要（ユーザーは承
知している）。 

一次粒子、二次粒子に関する捉え方の統一見解が必要と
考える。 

E 社 
• 粒子径：TEM 法 
• 粒子径分布：レーザー回折・散乱法 

• TEM 法：観察視野狭く、再現性に不安あり。 
• レーザー回折・散乱法：実使用時（気中）状態を反映しているか疑問。 

特になし。 計測結果が大気中のものと限定されたら、装置が必要。 

カーボン 
ブラック 

カーボンブラック 
協会 

• 粒子径：（二次粒子）BET 比表面積法、
CTAB 吸着比表面積法、ヨウ素吸着量法 

• 粒子径分布：遠心沈降法 
• 遠心沈降法：アグロメレートの分離に問題あり。 

代用指標として、オイル吸着量
（二次粒子発達の指標）、比着色
力（一次粒子の分布指標）も採用
している。 

ほとんどのナノ材料では、一次粒子は強凝集体の一部であ
り、定義の持つ物理的意味が不明である。一次粒子は手
間・コストが掛かり精度が悪い TEM 観察以外に適当な手段
がなく、商取引を阻害する効果以外ない。 

ナノ銀 

F 社 
• 粒子径：SEM 法 
• 粒子径分布：動的光散乱法 

• SEM 法（1 千万円）：習得難易度は中程度。 
• 動的光散乱法（600 万円）：習得容易。 

― 
製品は平均粒子径が 12 nm であり、定義に該当し、販売に
障害となる。 

G 社 
• 粒子径：SEM 法、動的光散乱法、Ⅹ線回折
法 

• 粒子径分布：SEM 法、動的光散乱法 
• 形状、平均粒子径、分散状態等により使い分け（万能機種なし）。 ― 

使用機器、計測条件の違いにより、計測値が異なる可能性
がある点。 

H 社 
• 粒子径：TEM 法 
• 粒子径分布：TEM 法 

• TEM 法：外注しているが、計測に時間が掛かる。 ― ― 

I 社 
• 粒子径：電子顕微鏡法、動的光散乱法 
• 粒子径分布：電子顕微鏡法、動的光散乱法 

• 機器価格と維持費。計測手順の習得の難易度。 ― ― 

J 社 
• 粒子径：レーザー回折・散乱法 
• 粒子径分布：レーザー回折・散乱法 

― ― ― 

K 社 
• 粒子径：FE-SEM 法 
• 粒子径分布：FE-SEM 法（画像解析処理） 

― ― 

数十年前から使用されてきているＡｇペースト等ではナノ粒
子という概念がまだ無い時代に」開発された製品もある。そ
れらのＡｇ粒子径は 0.05μｍ程度のものも有り、今まで何も
影響がなかった実績が有るにもかかわらず、急に規制がか
かるという場合にどのような対応をとればよいのかといった
混乱が予測される。 

フラーレン L 社 

• 粒子径：SEM 法(不定期に実施する、形状を
含むラフな検査） 

• 粒子径分布：レーザー回折・散乱法（定量的
管理（内部管理用）） 

• SEM 法：判断可能な粒子は最小 20 nm 程度である。 TEM も同様であるが、nm
サイズの基準粒子で較正しない限り、大きさは計算上のものであり、また定期的
な較正ができない（計測概念上は、不備がある計測）。 

• レーザー回折・散乱法：前処理方法は事業者毎に異なる（ノウハウ・一般的に非
開示）。計測装置は、そのセンサー構成・逆計算アルゴリズム等により、製造会
社・機種が変わると計測結果が異なると言われ、また同じモデルでも装置間誤
差があると言われる。 
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（参考資料３） 粒子（径）計測に関するＪＩＳ規格 
(2013年4月現在）

No. JIS番号 名　　　　　　　称 備考及び対応ISO

1 R 1629:1997
ファインセラミックス原料のレーザ回折・散乱法による粒子径分
布測定方法

2 Z 8801-1:2006 試験用ふるい―第1部：金属製網ふるい ISO 3310-1

3 Z 8801-2:2000 試験用ふるい―第2部：金属製板ふるい ISO 3310-2

4 Z 8801-3:2000 試験用ふるい―第3部：電成ふるい ISO 3310-3

5 Z 8815:1994 ふるい分け試験方法通則 ISO 2591-1

6 Z 8816:2001 粉体試料サンプリング方法通則

7 Z 8817:2002 可燃性粉じんの爆発圧力及び圧力上昇速度の測定方法
ISO 6184-1

正誤票：2005-12

8 Z 8818:2002 可燃性粉じんの爆発下限濃度測定方法 正誤票：2005-12

9 Z 8819-1:1999 粒子径測定結果の表現―第1部：図示方法 ISO 9276-1

10 Z 8819-2:2001
粒子径測定結果の表現―

第2部：粒子径分布からの平均粒子径又は
ISO 9276-2

11 Z 8820-1:2002
液相重力沈降法による粒子径分布測定方法―

第1部：測定の一般原理及び指針
ISO 13317-1

12 Z 8820-2:2004
液相重力沈降法による粒子径分布測定方法―

第2部：ピペット法
ISO 13317-2

13 Z 8822:2001 沈降質量法による粉体の粒子径分布測定方法
ISO/CD 13317-4 (TC 24/SC 4/WG 2)

ISO発行後，改正

14 Z 8823-1:2001
液相遠心沈降法による粒子径分布の測定方法―

第1部：測定原理及び指針
ISO 13318-1

15 Z 8823-2:2004
液相遠心沈降法による粒子径分布の測定方法―

第2部：光透過式遠心沈降法
ISO 13318-2

16 Z 8824:2004 粒子径測定のための試料調製-粉体の液中分散方法 ISO 14887

17 Z 8825-1:2001 粒子径解析―レーザー回折法―第1部：測定原理
ISO 13320-1

新規JIS (Z 8825) 発行後廃止　※

18 Z 8826:2005 粒子径解析―光子相関法 ISO 13321

19 Z 8827-1:2008 粒子径解析―画像解析法―第1部：静的画像解析法 ISO 13322-1

20 Z 8827-2:2010 粒子径解析―画像解析法―第2部：動的画像処理法 ISO 13322-2

21 Z 8830:2013 気体吸着による粉体(固体)の比表面積測定方法
ISO 9277,　正誤票；2002

ISO 9277:2010発行による改正JIS

22 Z 8831-2:2010
粉体(固体)の細孔径分布及び細孔特性―

第2部：ガス吸着によるメソ細孔及びマクロ細孔の測定
ISO 15901-2:2006

23 Z 8831-3:2010
粉体(固体)の細孔径分布及び細孔特性―

第3部：ガス吸着によるミクロ細孔の測定方法
ISO 15901-3:2007

24 Z 8832:2010 粒子径測定方法―電気的検知帯法 ISO 13319

25 Z 8833:2011 粒子特性を評価するための粉体材料の縮分 ISO 14488

26 Z 8840:1993 粉体機器―図記号

27 Z 8841:1993 造粒物―強度試験方法

28 Z 8842:1998 粉体計装機器記号

29 Z 8843:1998 工業用板ふるい
ISO 10630:1994  ISO 2194:1991

ISO 7805-1:1984  ISO 7805-2:1987

30 Z 8900-1:2008 標準粒子―第1部：粒子径測定装置検定用粒子 SAP10-03

31 Z 8901:2006 試験用粉体及び試験用粒子 旧試験用ダスト

32 Z 8908:1998 集じん用ろ布

33 Z 8909-1:2005 集じん用ろ布の試験方法―第1部：集じん性能 ISO 11057:2011

34 Z 8909-2:2008 集じん用ろ布の試験方法―第2部：耐久性試験方法 ISO/NWIP 16891 (TC 142/WG 7)

35 Z 8909-3:2008 集じん用ろ布の試験方法―第3部：耐熱性試験方法 ISO/NWIP 16891 (TC 142/WG 7)

36 Z 8910:2007
集じん用ろ布の試験方法―

ろ布耐久性測定用のサンプリング方法及び試験方法

※ Z 8825 粒子径解析―レーザー回折・散乱法 ISO 13320:2009 (MOD)；発行予定

Z 8828 粒子径解析―動的光散乱法 ISO 22412:2008 (MOD)；発行予定

廃止された協会関係のJIS

Z 8800:1991 試験用電成ふるい Z 8801に合体

Z 8801:1976 試験用ふるい Z 8801に合体

Z 8820:1990 液相沈降法による粉体の粒子径分布測定方法通則 Z 8820-1に置き換え（2002）

Z 8821:1990 ピペット法による粉体の粒子径分布測定方法 Z 8820-2に置き換え（2002）

発行予定のJIS
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（参考資料４） 粒子（径）計測に関するＩＳＯ規格 

No. 規格番号
最新
版

名　　　　　称 改正状況 備考・対応JIS／JIS化

1 ISO 2395 1990 Test sieves and test sieving―Vocabulary

1 ISO 565 1990
Test sieves―Metal wire cloth, perforated metal plate, and electroformed sheet―Nominal sizes of

openings

2 ISO 2194 1991
Industrial screens―Woven wire cloth, perforated plate and electroformed sheet―Designation and

nominal sizes of openings
Z 8843

3 ISO 2591-1 1988
Test sieving―

Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate
Z 8815

ISO 3310-1 2000

Cor 1: 2004

5 ISO 3310-2 1999 Test sieves―Technical requirements and testing―Part 2: Test sieves of perforated metal plate Z 8801-2

6 ISO 3310-3 1990 Test sieves―Technical requirements and testing―Part 3: Test sieves of electroformed sheets Z 8801-3

7 ISO 4782 1987 Metal wire for industrial wire screens and woven wire cloth

8 ISO 4783-1 1989
Industrial wire screens and woven wire cloth―Guide to the choice of aperture sizes and wire diameter

combinations―Part 1: Generalities

9 ISO 4783-2 1989
Industrial wire screens and woven wire cloth―Guide to the choice of aperture sizes and wire diameter

combinations―Part 2:Preferred combinations for woven wire cloth
G 3556

10 ISO 4783-3 1981
Industrial wire screens and woven wire cloth―Guide to the choice of aperture sizes and wire diameter

combinations―Part 3:Preferred combinations for pre-crimped or pressure-welded wire screens

11 ISO 7805-1 1984 Industrial plate screens―Part 1: Thickness of 3 mm and above Z 8843

12 ISO 7805-2 1987 Industrial plate screens―Part 2: Thickness below 3 mm Z 8843

13 ISO 7806 1983 Industrial plate screens―Codification for designating perforations Z 8843の参考

14 ISO 9044 1999 Industrial woven wire cloth―Technical requirements and tests
改正中

NP
G 3556

15 ISO 9045 1990 Industrial screens and screening―Vocabulary

16 ISO 10630 1994 Industrial plate screens―Specifications and test methods Z 8843

17 ISO 14315 1997 Industrial wire screens―Technical requirements and testing

ISO 9276-1 1998

Cor 1: 2004

2 ISO 9276-2 2001
Representation of results of particle size analysis―

Part 2: Calculation of average particle sizes/diameters and moments from particle size distributions

改正中

DIS
Z 8819-2

3 ISO 9276-3 2008
Representation of results of particle size analysis―

Part 3: Adjustment of an experimental cumulative curve to a reference model

4 ISO 9276-4 2001
Representation of results of particle size analysis―

Part 4:  Characterization of a classification process

改正予定
PWI

5 ISO 9276-5 2005-8

Representation of results of particle size analysis―

Part 5:Methods of calculation relating to particle size analysis using logarithmic normal probability

distribution

6 ISO 9276-6 2008-8
Representation of results of particle size analysis―

Part 6: Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology

7 ISO 9277 2010 Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption―BET method Z 8830:2013 (ISO 9277：2010に対応)

8 ISO 13099-1 2012
Colloidal systems -- Methods for zeta-potential determination -- Part 1: Electroacoustic and

electrokinetic phenomena
JIS化予定

9 ISO 13099-2 2012 Colloidal systems -- Methods for zeta-potential determination -- Part 2: Optical methods JIS化予定

10 ISO 13317-1 2001
Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods―

Part 1: General principles and guidelines

改正予定

PWI
Z 8820-1

11 ISO 13317-2 2001
Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods―

Part 2: Fixed pipette method
Z 8820-2

12 ISO 13317-3 2001
Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods―

Part 3: X-ray gravitational technique

13 ISO 13318-1 2001
Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods―

Part 1: General principles and guidelines

改正予定

PWI
Z 8823-1

14
ISO 13318-2

Ed. 2
2007

Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods―

Part 2: Photocentrifuge method

Z 8823-2(ISO 13318-2:01に対応）

JIS改正について検討中

15 ISO 13318-3 2004
Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods―

Part 3: Centrifugal X-ray method

16 ISO 13319 2007 Determination of particle size distributions―Electrical sensing zone method Z 8832：2010

17 ISO 13320 2009 Particle size analysis―Laser diffraction methods JIS (Z 8825)公示予定

18 ISO 13321 1996 Particle size analysis―Photon correlation spectroscopy Z 8826

19 ISO 13322-1 2004 Particle size analysis―Image analysis methods―Part 1: Static image analysis methods
改正中

DIS
Z 8827-1:2008

20 ISO 13322-2 2006 Particle size analysis―Image analysis methods―Part 2:Dynamic image analysis methods Z 8827-2:2010

21 ISO 14488 2007 Particulate materials―Sampling and sample splitting for the determination of particulate properties Z 8833：2011

22 ISO 14887 2000 Sample preparation―Dispersing procedures for powders in liquids Z 8824

23 ISO 15900 2009 Determination of particle size distribution―Differential electrical mobility analysis for aerosol particles JIS化見送り

ISO 15901-1 2005

Cor 1: 2007

ISO 15901-2 2006

Cor 1: 2007

26 ISO 15901-3 2007
Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption―

Part 3: Analysis of micropores by gas adsorption by gas adsorption
Z 8831-3:2010

27 ISO 20998-1 2006
Measurement and characterization of particles by acoustic methods―

Part 1: Concepts and procedures in ultrasonic attenuation spectroscopy

28 ISO 21501-1 2009
Determination of particle size distribution―Single particle light interaction methods―

Part 1:Light scattering aerosol spectrometer

29 ISO 21501-2 2007
Determination of particle size distribution―Single particle light interaction methods―

Part 2:Light scattering liquid-borne particle counter

改正予定
PWI

JIS B 9925:10

（空気清浄協会担当）

30 ISO 21501-3 2007
Determination of particle size distribution―Single particle light interaction methods―

Part 3:Light extinction liquid borne particle counter

改正予定
PWI

JIS B 9916:10

（空気清浄協会担当）

31 ISO 21501-4 2007
Determination of particle size distribution―Single particle light interaction methods―

Part 4:Light scattering airborne particle counter for clean spaces

改正予定
PWI

JIS B 9921:10

（空気清浄協会担当）

32 ISO 22412 2008 Particle size analysis―Dynamic light scattering (DLS) JIS (Z 8828）公示予定

1 ISO 11057 2011 Air quality―Test method for filtration characterization of cleanable filter media JIS Z 8909-1をISOに

改正中
CD

改正予定
PWI

TC 146/SC 1

1

Test sieves―Technical requirements and testing―Part 1: Test sieves of metal wire cloth

Z 8819-1

TC 24/SC 8

Z 8801-1

TC 24/SC 4

改正中
NP

Representation of results of particle size analysis―Part 1: Graphical representation

25

Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption―

Part 1: Mercury porosimetry

4

Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption―

Part 2: Analysis of mesopores and macropores by gas adsorption
Z 8831-2:2010

TC 24

24

（2013年4月現在）

 


