
ナノマテリアル情報提供シート

材料名
フラーレン（混合フラーレン、

C60,C70)

事業者名

経済産業省

平成２９年６月時点

NBCIフラーレン分科会登録企業
（ビタミンC60バイオリサーチ株式会社,フロン
ティアカーボン株式会社、本荘ケミカル株式
会社、昭和電工株式会社、三菱商事株式会
社、イデアインターナショナル株式会社）

＊本報告はNBCIフラーレン分科会に登録する事業者で総括して取り纏めたものである。フラーレン自体の製造事業者は、本荘ケミカル株式
会社とフロンティアカーボン株式会社であり、その他事業者はそのフラーレンを原料とした１次加工事業者他である。情報は基本的に製造事
業者の情報であるが、暴露情報など参考になる情報は、１次加工事業者情報も盛り込んで報告する。



添付資料
備考

（測定方法等）

添付有

特性 添付無

有害性情報 添付無

結晶構造 添付無

凝集状態／分
散状態

添付無

粒度分布 添付無

平均一次粒径 ｎｍ 添付無

製品粒径 ｎｍ 添付無

概要

１．MSDSの添付

NEDOプロジェクト “ナノ粒子の特性評価手法の研究開
発”、
“ナノ材料リスク評価書-フラーレン(C60)-最終報告版”
に公表された有害性情報が網羅・整理されている。
(http://www.aist-
riss.jp/main/modules/product/nano_rad.html) ご参
照。

・フラーレン（C60,C70他）自体は炭素原子のみからなる
分子である。
・フラーレン分子が面心立法、六方晶等の結晶格子点に
配置した分子性結晶構造をとる。これが１次凝集体とな
る。
・この分子性結晶が更に２次凝集し、フラーレン粉体を
形成する。

標準製品のフラーレン（C60）
は、0.71nm径の分子が結晶化した
粒子または微結晶が高次凝集した
粒子で、製品粉体としての粒径
は、１０～４０μｍ

代表例としてフロンティアカーボン株式会社の混合フラーレン及びC60のMSDSを添付資
料１(①②）として添付する。尚本MSDSに記載された内容については、本資料5．ナノ
マテリアルの性質等に関する事業者のコメントをご参照。

２．ナノマテリアルの特性

フラーレンに関してはラジカル捕捉性、電子受容性、昇
華性、誘導体化可能他多数の特性あり。但しナノマテリ
アル固有の特性ではなく、化学物質としての特性であ
る。参考情報として「フラーレンの化学と物理」57p：篠
原久典・斎藤弥八著にあるC60の代表的な物性、及びフロ
ンティアカーボン株式会社ホームページ(http://www.f-
carbon.com/)ご参照。

項目

C60の製造方法によるが0.5～50um（メジアン径 8～20um)
で分布

C60の製造方法によるが0.5～50um（メジアン径 8～20um)
で分布

分子径は１ｎｍ前後（C60の分子
径は0.71nm）上記結晶構造に上げ
たように処理方法により結晶サイ
ズ（１次凝集体）が変わる。



製品形状 添付無

密度 g/cm3 タッピング法

比表面積 m2/g ＢＥＴ法（窒素）

表面電荷 ｍV

化学組成

（注意；ＭＳＤＳ中
データは残留溶媒を
含む他、製造その他
の最大変動要因など
を考慮した情報であ
るため、データ使用
等では報告者に必ず
確認のこと）

その他物理化
学的特性（気孔
率、拡散、重力沈
降、収着、湿式及
び乾式移動、酸化
還元と光化学反応
の影響、土壌中の
移動性等）

添付無

製造・輸入量
（平成2８年度・概
数）

製造量

一般的な製品形状は黒色粉体。製品形状は最終晶析工程
の処理方法によって制御することが可能。通常は非針状
の球形、立方体、鱗片状などの形状の粉体の集合体であ
る。

代表値として、C60粉体の比表面
積：　0.24～0.92

（測定データなし）

３．ばく露情報

（１）製造・輸入に関する情報

代表値としてのC60製品粉体のか
さ密度は0.65程度。
注意）フラーレンは処理方法に
よっていろいろな製品粉体形状に
制御することができ、それによっ
てかさ密度も変わる。

・C60、C70他一般化学式Cnの単離品もしくは混合品（ｎはフラーレ
ン分子を構成する炭素原子数）
・全て炭素99.9%以上
・単離品はそれぞれC60、C70が97%以上
・混合フラーレンは製造法（アーク法と燃焼法が一般的）によって
異なる[C60,C70,C70より分子量の大きい高次フラーレン]が、＊アー
ク法の代表値で[65%,25%,10%]、＊燃焼法の代表値で[55%,20%,15%]
である。
・上述は残留溶媒分を含まないＨＰＬＣ純度

その他情報として「フラーレンの化学と物理」：篠原久
典・斎藤弥八著にあるC60の代表的な物性、及びフロン
ティアカーボン株式会社ホームページ
(http://www.f-carbon.com/)ご参照。

1 t 未満



主な用途① 用途分類

詳細分類

主な用途② 用途分類

詳細分類

主な用途③ 用途分類

詳細分類

主な用途④ 用途分類

詳細分類

主な用途⑤ 用途分類

詳細分類

製造・加工施
設及びプロセ
ス

添付無

労働者のばく
露情報
（ばく露対象者、
ばく露活動・時間
等）

添付無

工程からの環
境排出量

添付無

ＬＣＡとしての環境
排出に関しては、
NEDO「ナノ粒子特性
評価手法の研究開
発」プロジェクト作
成；ナノ材料リスク
評価書-フラーレン
(C60)-最終報告版が
参考資料”

計測技術と計
測結果

添付無

（２）ばく露情報

化粧品用の基剤及び添加剤

フォトレジスト材料、写真材料、印刷版材料

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器 

主な用途

その他

プラスチック、プラスチック添加剤、プラスチック加工助剤

その他の添加剤（改質剤等）

作動油、絶縁油、プロセス油、潤滑油剤（エンジン
油、軸受油、圧縮機油、グリース等）

その他

電気・電子材料

その他

１）国立衛生研による最も曝露可能性が高い場所での測定結果が報
告されている。「Measurement of the Physical Properties of
Aerosols in a Fullerene Factory for Inhalation Exposure
Assessment」
２）労働安全衛生法粉塵則に基づく作業環境実施（本手法はナノ
パーティクルが測定できるものではないが、測定結果は本方式での
測定可能な最小粒子も殆どないという結果であり、またこれをもっ
て定期管理としているケースもある。）

・全体の製造工程は概略以下のような製造プロセスで構成される。
　　１）合成プロセス（アーク、燃焼）
　　２）抽出（固液分離・乾燥）プロセス
    ３）単離（カラム、錯体化・乾燥）プロセス（C60,C70製品の場
合のみ）
・上記工程で製造されたフラーレン製品が１次加工して使用される
ケース有り
・フラーレン製造プロセスについては、作業員が定常的に暴露する
可能性のある作業は、乾燥工程後の製品取り出しと製品梱包のみで
ある。これらの作業の際は、作業員が指定の保護具を着用し、ま
た、作業員周辺の粉塵を局所排気装置また高性能フィルター付掃除
機で除去している（除去した粉塵は、廃棄物として焼却処理してい
る）。

・事業者により多少差異はあるが、数名（５名以下の固定作業者）
×数時間（５時間未満）が作業時間（尚作業者は作業毎に担当区分
はされていない。）
・本報告参加の企業は、労働者の作業情報（対象者、活動内容、時
間）に関して作業記録を残している。（フォームや対応開始時期等
については各社差異あり）

・乾燥後の取出しまでは全て密閉工程であり、取出・製品梱包は局
所排気装置を付帯して作業
・粉体付着布など固体廃棄物は産業廃棄物として焼却処理
・溶解残の可能性がある溶媒はプロセス内でリサイクル使用する仕
組み。劣化した溶媒を廃棄する場合は、産業廃棄物として焼却処分
・プロセスの性質上、排水ゼロ
－以上より作業環境からの環境への排出は非常に少ないと推定（但
し定量的なデータなし）



リスク評価結
果

添付無

ばく露・排出
抑制対策

添付無

労働者への教
育

添付無

今後の対策等
のロードマッ
プ

添付無

添付無

添付無

注意：本内容は国内製造事業者の製品・事業活動に関するもの
であり、輸入業者の取扱製品のそれを保証するものではない。
また本内容は報告者の知的財産・個人情報に関わる内容が含ま
れており、データとして引用される場合には報告者への連絡・
許可が必要。

４．リスク評価・管理の状況

現時点では全体のリスクの中の一つとして必要なリスク
評価は行っているが、ナノマテリアルに特化したリスク
評価は行っていない。

行政サイドから出された通知・情報、安全性に関する報
告・論文等発表される都度教育を実施。また労働安全衛
生法の各種教育とともに、労働者の衛生管理者・各種作
業責任者等の資格取得に努め、これを通じて基礎技術・
法規その他の理解度を向上させている。

保護具・換気装置他対策について、供給者側の技術開
発・ナノ領域での機能立証がされたものが供給可能にな
る都度、対策を見直していく予定。一方事業者としては
安全性情報をより充実させる努力を実施する予定（ロー
ドマップとしては無し）

５．ナノマテリアルの性質等に関する事業者のコメント（ユーザに対するアドバイス等）

６．その他

１）製造ラインはできるだけ密閉化
２）密閉化できない取出し作業や梱包作業などについては局所排気
のある環境で作業実施
３）排気設備を有していても指定保護具の着用を指導
その他：晶析操作により製品他の粉体サイズの増大化・サイズ制御
により間接的に排出抑制を図っている。　また保護具は作業・プロ
セスにより適正なものを選択し、また保護具に関する最新の情報を
入手する努力を行っている。２次汚染防止の観点から保護具は使い
捨てを基本としている。

フラーレンに関しての性質他は、測定される条件・環境に依存
するので、報告の内容はあくまでも代表例となる。詳細につい
ては必ず報告者や事業者に直接確認願います。（例えば、MSDS
内記述の溶解度は幾つかの条件前提で溶解した量の代表値であ
り、全ての条件でこの溶解度が得られる訳ではない。加えてＭ
ＳＤＳ記載の内容は、フラーレンの取扱い上の安全確保を図る
意味から、ワーストケースを想定した記述として関係者の注意
を喚起している場合がある。)
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  作成日：2002年05月27日 

最終改訂日：2013年04月01日 

１．製品及び会社情報 

製品名： ｎａｎｏｍ ｍｉｘ ＳＴ （ﾅﾉﾑﾐｯｸｽ ST） 

会社名： フロンティアカーボン株式会社 

住所： 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビル24階 

担当部門： 営業・販売部 

電話番号： 03-3210-2620    ＦＡＸ番号 03-3210-4606 

緊急連絡先： 営業・販売部（電話番号  080-5175-2034）     

２．危険有害性の要約 

GHS分類 

物理化学的危険性 

火薬類 分類対象外（爆発性に関する原子団を含まない） 

可燃性固体 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

自己反応性化学品 分類対象外（爆発性に関わる原子団および自己反応性に関わ

る原子団を含まない） 

自然発火性固体 区分外（常温の空気と接触しても自然発火しない） 

自己発熱性化学品 分類できない（データなし） 

水反応可燃性化学品 分類対象外（金属または半金属が含まれていない） 

酸化性固体 分類対象外（酸素、フッ素または塩素を含まない） 

有機過酸化物 分類対象外（有機過酸化物でない） 

金属腐食性物質 区分外（鋼およびアルミニウムが容器として使用で 

きる） 

健康に対する有害性 

 急性毒性（経口） 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

急性毒性（経皮） 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

急性毒性（吸入：蒸気） 分類対象外 

急性毒性（吸入：粉塵） 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

急性毒性（吸入：ミスト） 分類対象外 

皮膚腐食性・刺激性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

呼吸器感作性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

皮膚感作性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

生殖細胞変異原性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし／Ames試験陰性） 

特定標的臓器毒性・全身毒性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

（単回暴露） 

特定標的臓器毒性・全身毒性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

（反復暴露） 

吸引性呼吸器有害性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

環境に対する有害性 

水生環境急変有害性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

水生環境慢性有害性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

製品安全データシート

添付資料１①
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ラベル要素  

 絵表示又はシンボル 

  

 

 

 

 

     

 危険喚起語 警告 

 危険有害性情報 吸入すると有害のおそれ（粉塵） 

目に入ると有害のおそれ（粉塵） 

 注意書き  

  【安全対策】 可燃性の恐れのある粉体 

適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

  【応急措置】 データなし。 

  【保管】 冷暗所に保管すること。 

  【廃棄】 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務

委託すること。 

 

３．組成、成分情報 

 単一製品・混合物の区別： 混合物 

 化学名（又は一般名）  ： 
フラーレン、バックミンスターフラーレン、フレライト、 

フラーレンエクストラクト 

 成分及び含有量： 

フラーレン＞９５％ 

（フラーレンＣ６０ 約６０％、フラーレンＣ７０ 約２５％、その他炭素

数７６以上の高次フラーレン） 

1,2,4-トリメチルベンゼン ＜２％ 

 化学式又は構造式： 
フラーレンＣ60、Ｃ70、Ｃ76など 

1,2,4-トリメチルベンゼン Ｃ9Ｈ12 

 官報公示整理番号（化審法・安衛法） 

  フラーレン：（化審法・安衛法）元素 

  1,2,4-トリメチルベンゼン：（化審法・安衛法）3-7、 

  CAS No. ： フラーレンＣ60：99685-96-8、フラーレンＣ70：115383-22-7、 

   フレライトＣ60／Ｃ70：131159-39-2、 

   1,2,4-トリメチルベンゼン:95-63-6 

 

４．応急措置 

 吸入した場合： 

 
 

患者を通風のよい所に移して安静にする。多量の水でよくうがいをする。大量に吸入した場合は

速やかに医師の処置を受ける。  

 皮膚に付着した場合： 

 
 

直ちに汚染された衣類を脱ぎ捨て、患部を多量の水で（石けんを用いて）よく洗い流す。痛みや

外観の変化が生じた場合には医師の処置を受ける。 

 目に入った場合： 

  直ちに清浄な水で１５分間以上洗浄した後、医師の診察を受ける。 

 飲み込んだ場合： 

  水で口の中を良く洗浄し、直ちに医師の診察を受ける。  
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５．火災時の措置 

 消火剤： 

  水、炭酸ガス、泡消火剤、乾燥砂 

 特定の消火方法： 

  消火作業は、風上から行う。 

  移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 

  火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。 

  火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。 

  消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な処置をする。 

  初期消火には、水, 粉末薬剤, 炭酸ガス, 乾燥砂などを用いる。 

  大規模火災には水噴霧、泡を用いる。 

  容器周辺が火災の時は、容器を安全な場所に移動する。 

  移動が出来ないときは、容器に水を注入して冷却する。 

 消火を行う者の保護（保護具等）： 

 

 

 

消火の際は必ず保護具（防塵マスク、手袋、眼鏡）を着用する。燃焼ガス中には炭酸ガスや一酸

化炭素が含まれるので、消火作業の際には煙を吸入しないように注意する。状況に応じ、特に室

内などでの消火はボンベ式空気呼吸器を使用する。 

 

６．漏出時の措置 

 人体に対する注意事項： 

  作業の際には、保護具（防塵マスク、ゴム手袋、眼鏡）を着用し、粉塵を吸入しないようにする。

 環境に対する注意事項： 

 

 

飛散・流出した製品が河川等外部に排出され、環境への影響を起こさないように速やかに回収す

る。 

 除去方法： 

 

  

飛散したものを掃き集めて密封できる空容器に回収する。可能ならば、粉塵を防ぐためにまず湿

らせる。 

 二次災害の防止策： 

  付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに消火剤を準備する。  

 

７．取扱い及び保管上の注意 

 取扱い： 

 技術的対策（取扱者の暴露防止、火災爆発の防止など）： 

  取り扱う場合は、粉塵の眼や皮膚への接触および吸入を防ぐため、保護眼鏡、保護手袋、防塵マ

スク等、適切な保護具を着用する。取扱い後は、手洗い、洗顔を十分に行い、作業衣等に付着し

た場合は着替える。作業場の床や作業台等の清掃については、拡散させないよう高性能フィルタ

ーを備えた掃除機による吸引や湿った布による拭き取りによっておこなう。また、火災爆発防止

のため、粉塵が飛散しないようにし、高温物、火花、火炎との接近、および酸化剤との接触や混

合を避ける。 

 注意事項（局所排気、全体換気、エアロゾル・粉塵発生防止など）： 

 

 フラーレンの輸送、貯蔵、使用など取扱い上の施設は極力密閉構造とする。やむを得ず開放する

場合は飛散を極力防止するため、局所排気装置を用い、発生した粉じんは発生源にて除去する。

 局所排気装置の屋外への排気口には高性能ファイルターを設けること。 また、屋内作業場に

おいて浮遊粉じん濃度を極力下げるため、全体換気を設ける。 

 保管： 容器を密栓した後、冷暗所に保管する。長期間の保管を避ける。 

 安全な容器包装材料： ガラス容器、ステンレス容器、ポリエチレン容器など。 

 

８．暴露防止及び保護措置 
 設備対策： ・樹脂等の固体に練り込まれている状態等、労働者の曝露の恐れが無い場合を除き、取扱装置

は原則として密閉式の構造とすること。 

  ・密閉化等の措置を講ずることができない場合、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設置すること。また、当該排気口には有効なフィルターを備えた除塵装置を設置すること。
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  ・密閉化等の措置を講ずることができない場合、局所排気装置等と共に呼吸器用保護具を使用

すること。 

 管理濃度： 設定されていない  

  （参考情報）  

   フラーレン： 設定されていない 

   粉塵： 3.0mg/m3 

   1,2,4-トリメチルベンゼン 設定されていない 

 許容濃度： 設定されていない  

  （参考情報）  

   フラーレン： 設定されていない 

   粉塵：  

  1mg/m3(吸入性粉塵) 日本産業衛生学会勧告値（2004年版） 

  4mg/m3(総粉塵)  

  3mg/m3(Respirable) ＡＣＧＩＨ（2004年版）TLV-TWA 

  10mg/m3(Inhalable)  

  1,2,4-トリメチルベンゼン：  

  日本産業衛生学会勧告値（2002年版）： 25ppm (120mg/m3) 

  ＡＣＧＩＨ（2002年版）         ： 25ppm 

 保護具：   

  呼吸器用の保護具： 防じんマスク 

  手の保護具： 軟質プラスチック又はゴム製手袋（有効かつ清潔な状態を保持する

ために、使い捨てとすることが望ましい。尚、使用した保護手袋を

廃棄する場合は袋に封入し適切に廃棄すること） 

  目の保護具： 防じん眼鏡（ゴーグル型保護眼鏡） 

  皮膚及び身体の保護具： 作業衣に付着する恐れのある場合、専用の保護衣（不織布の長袖が

望ましい） 

 注意事項：  

 1) 防じんマスクについては、規格（平成１２年９月１１日付け労働省告示第８８号）に基づく国家検定

に合格したもので、粒子捕集効率が99.9％以上のもの（国家検定規格ＤＳ３、ＲＳ３、Ｓ３）又はＪＩ

ＳＴ８１５７に適合した粒子捕集効率が99.9%以上の電動ファンつき呼吸用保護具、もしくはこれと同

等以上のものを使用する。 

 2) また、防じんマスクについては、一般の取扱事業所において、局所排気装置等を設置する場合は指定

防護係数５０以上、試験研究機関においては指定防護係数１０以上のものを用いる。 

 3) 防じんマスクの選択、使用等については、以下の点に留意する。 

  ＊ 着用者の顔に合ったものを選択する。なお、密着性の良否を確認する機器もあるので、これ

らを可能な限り利用し、良好な密着性を確保すること。 

  ＊ 作業に適した性能および構造のものを選ぶ。その際、取扱い説明書等に記載されているﾃﾞｰ

ﾀを参考にする。 

  ＊ 着用者に適正な装着方法、使用方法、点検方法等について十分な教育訓練を行う。 

  

９．物理的及び化学的性質 

物理的状態 

形状：      粉末 

色：       黒褐色 

臭い：      無臭 

物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲 

沸点：      昇華            

融点：       なし 

分解温度：      既知見なし  

  引火点：        200℃以上(ｾﾀ密閉式・ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開放式) 
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  発火点：        既知見なし 

爆発特性 

爆発限界：      既知見なし 

蒸気圧：            Ｃ60 0.067Pa(500℃)、  Ｃ70 0.027Pa(500℃)         

密度：（質量密度） Ｃ60 1.729g/cm3（5K 計算値）、 Ｃ70 1.6926g/cm3 

溶解性：  水に不溶、芳香族系溶剤に可溶。 

オクタノール／水分配係数：既知見なし 

 

（参考情報）---------------------------------------------------------------------------------- 

 注）1,2,4-トリメチルベンゼンについては、残存溶媒として２％以下の含有量であり、混合物としての物性

等に及ぼす影響は極めて小さいと推定されるが、混合物の危険性については不明であるため、参考までに個

別の情報を記載する。 

＜1,2,4-トリメチルベンゼン＞ 

物理的状態 

形状：     液体 

色：      無色透明 

臭い：     有機溶剤臭 

物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲 

沸点：      169.4℃            

融点：      -43.8℃  

  引火点：         50℃ （密閉式）               

  発火点：        500℃ 

爆発特性 

爆発限界：      既知見なし 

蒸気圧：            0.5kPa (20℃)  

蒸気密度：     4.17  (空気=1)        

密度：             0.88g/cm3（15℃） 

溶解性 ：      水に難溶、有機溶剤に易溶 

 

１０．安定性及び反応性 

安定性：       通常の貯蔵、取扱条件では安定だが、室温の長期保存で溶媒難溶分が増加する。

酸化剤との接触に注意する。 

反応性：       通常の貯蔵、取扱条件では安定。酸化剤と反応し、酸化物生成。直火で燃焼。 

避けるべき条件：   過熱、炎を当てる。 

危険有害な分解生成物：既知見なし。燃焼時には一酸化炭素及び二酸化炭素を発生する。 

その他：       既知見なし 

 

１１．有害性情報 

 ＜フラーレン＞ 

［ヒトへの健康影響］ 

急性毒性： 知見なし 

刺激性（皮膚・目）： 知見なし 

慢性影響： 知見なし 

［動物への健康影響］ 

急性毒性： 知見なし  

刺激性（皮膚・目）： 知見なし 

感作性： 知見なし 
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亜急性毒性： 知見なし 

慢性毒性： 知見なし 

変異原性（微生物、染色体異常）： 

 Ａｍｅｓ試験; 陰性 

 染色体試験：   知見なし 

がん原生： 知見なし 

生殖毒性： 知見なし 

催奇形性： 知見なし 

（参考情報）---------------------------------------------------------------------------------- 

 注）1,2,4-トリメチルベンゼンについては、残存溶媒として２％以下の含有量であり、混合物としての物性

等に及ぼす影響は極めて小さいと推定されるが、混合物の有害性については不明であるため、参考までに個

別の情報を記載する。 

＜1,2,4-トリメチルベンゼン＞ 

［ヒトへの健康影響］ 

急性毒性：知見なし 

刺激性（皮膚・目）：皮膚に対して一次刺激作用はあるが、皮膚からの吸収による全身中毒は低い 

との情報。 

慢性影響：知見なし 

［動物への健康影響］ 

急性毒性：ラット（経口）ＬＤLO  5000mg/kg 

          ラット（吸入）ＬＤ50   18mg/m3 4時間 

刺激性（皮膚・目）：知見なし 

感作性：知見なし 

亜急性毒性：知見なし 

慢性毒性：知見なし 

変異原性（微生物、染色体異常）：知見なし 

がん原生：知見なし 

生殖毒性：知見なし 

催奇形性：知見なし 

その他（水と反応して有害なガスを発生する等を含む）：知見なし 

 

１２．環境影響情報 

＜フラーレン＞  

Ｃ60は白色腐朽菌により生分解が認められた報告があるが、漏洩、廃棄などの際は、環境に影響を 

与える危険性があるので、取扱いに注意する。 

・コイへの濃縮度試験 

試験名称： 混合フラーレンのコイへの濃縮度試験 

試験委託者： フロンティアカーボン株式会社 

試験機関： 三菱化学メディエンス安科研事業部 

適用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ： OECD Guideline for Testing of Chemicals 305(1996) 

  “Bioconcentration: Flow-through Fish Test” 

適用ＧＬＰ： OECD Principles of Good Laboratory Practice(2006) 

試験結果： 本試験結果では被試験物質の魚類への濃縮性は低いと判断された。 

・ヒメダカに対する急性毒性試験 

試験名称： 混合フラーレンのヒメダカ（Oryzias latipes）への急性毒性試験 

試験依頼者： フロンティアカーボン株式会社 

試験機関： 三菱化学メディエンス安科研事業部 
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適用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ： OECD Guideline for Testing of Chemicals 203(1992) 

  “Fish, Acute Toxicity Test” 

適用ＧＬＰ： OECD Principles of Good Laboratory Practice(1997) 

試験結果： ９６時間ＬＣ５０： ＞１０７ｍｇ／Ｌ＊）（９５％信頼限界：算出不可） 
＊）本試験は試験ガイドラインの上限濃度での限度試験であり、全ての試験区におい

て死亡魚は認められず、生存魚に異常な症状は観察されなかったため、「＞試験

高濃度区」と言う結果となった。 

・オオミジンコに対する急性遊泳阻害試験 

試験名称： 混合フラーレンのオオミジンコ（Daphnia magna）への急性遊泳阻害試験 

試験依頼者： フロンティアカーボン株式会社 

試験機関： 三菱化学メディエンス安科研事業部 

適用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ： OECD Guideline for Testing of Chemicals 202(2004) 

  “Daphnia sp., Acute Immobilization Test” 

適用ＧＬＰ： OECD Principles of Good Laboratory Practice(1997) 

試験結果： ４８時間ＥＣ５０： ＞９５．３ｍｇ／Ｌ＊）（９５％信頼限界：算出不可） 
＊）本試験は試験ガイドラインの上限濃度での限度試験であり、全ての試験区におい

て遊泳阻害率は０％であったため、「＞試験 高濃度区」と言う結果となった。 

・藻類に対する生長阻害試験 

試験名称： 混合フラーレンの藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）に対する生長阻害試

験 

試験依頼者： フロンティアカーボン株式会社 

試験機関： 三菱化学メディエンス安科研事業部 

適用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ： OECD Guideline for Testing of Chemicals 201(2006) 

  “Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test+” 

適用ＧＬＰ： OECD Principles of Good Laboratory Practice(2006) 

試験結果： ＥＣ５０（０－７２ｈｒ）：＞１０６ｍｇ／Ｌ＊）（９５％信頼限界、算出不可） 

ＮＯＥＣｒ（０－７２ｈｒ）：０．２１１ｍｇ／Ｌ 
＊）試験 高濃度区は、試験上限濃度（１００ｍｇ／Ｌ）であり、阻害率が＜５０％

であったため、「＞試験 高濃度区」と言う結果となった。 

本試験結果では、高濃度試験区において、細胞凝集または細胞容積の拡大（膨潤）

が認められた。 

※ 本試験結果の位置付けとしての、一般的な有機化合物の生態影響試験結果については環境省のホームペ

ージ等を御参照ください。  

http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/01.html 

 

（参考情報）---------------------------------------------------------------------------------- 

 注）1,2,4-トリメチルベンゼンについては、残存溶媒として２％以下の含有量であり、混合物としての物性

等に及ぼす影響は極めて小さいと推定されるが、混合物の有害性については不明であるため、参考までに個

別の情報を記載する。 

＜1,2,4-トリメチルベンゼン＞ 

  分解性：知見なし 

  蓄積性：コイを［ＭＩＴＩ法］で試験した結果、濃縮度は中程度である。 

  魚毒性：知見なし 

      

１３．廃棄上の注意 

 廃棄物は焼却または埋め立てによって処理する。焼却するときは、焼却設備を用いて大気汚染防止法   

等に適合した処理をする。埋め立てるときは、関係法規や条例に従って処理する。 
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１４．輸送上の注意 

注意事項： 

  運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩     

  れの防止を確実に行う。 

  国連分類： 国連の分類基準に該当せず。                             

  国内規制： 適用法令なし。 

 

     

１５．適用法令 

消防法：      該当せず 

化学物質管理促進法（ＰＲＴＲ法）： 該当せず 

労働安全衛生法： 「粉じん障害防止規則」（粉じん作業，環境測定，設備点検等） 

             じん肺法（粉じん作業） 

 その他：      薬事法( 化粧品品質基準, 化粧品原料基準) 

           大気汚染防止法( 粉じん発生施設) 

 

１６．その他の情報 

  記載内容の問い合わせ先： 

    フロンティアカーボン株式会社  営業・販売部 

        電話番号：03-3210-2620     ＦＡＸ番号:03-3210-4606 
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0(10):p.510-515(1989)   

１２) IARC:"IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans" Vol.65(1996)  

１３）N.Sera et. al., Carcinogenesis, 17,2163(1996) 

１４）A.Sakai et. al., Fullerene Sci. Technol. 7,743-756 (1999) 

１５）The Differential Cytotoxicity of Water-Soluble Fullerenes, M. Sayes et.al, Nano Letters, 4, 18

81-1887(2004) 

１６) 三菱化成安全科学研究所試験データ(1992) 

１７）厚生労働省 労働基準局長 平成20年2月7日通達（基発第0207003号） 
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１８）厚生労働省 労働基準局長 平成21年3月31日通達（基発第0331013号） 

１９）三菱化学安全科学研究所試験報告書「混合フラーレンのコイへの濃縮度試験：試験番号A070435」 （2009） 

２０）三菱化学安全科学研究所試験報告書「混合フラーレンのヒメダカへのに対する急性毒性試験：試験番号

A070436」（2009） 

２１）三菱化学安全科学研究所試験報告書「混合フラーレンのオオミジンコに対する急性遊泳阻害試験：試験番

号A070437」（2009） 

２２）三菱化学安全科学研究所試験報告書「混合フラーレンの藻類に対する生長阻害試験：試験番号A070438」

（2009） 

   

本データシートは工業的な一般的取扱いに際しての安全な取扱いについて、弊社が入手した 新の情報を集めた

ものですが、記載のデ－タや評価に関しては、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。新たな情

報を入手した場合は追加又は訂正される事があります。また、特別な取扱いをされる場合、例えば他の化学物質

を混合したり、特殊な条件で使用する等のときは、その安全性の評価及び安全対策を実施の上、お取り扱い願い

ます。 
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  作成日：2002年05月27日 

最終改訂日：2013年03月25日 

１．製品及び会社情報 

製品名： ｎａｎｏｍ ｐｕｒｐｌｅ ＳＴ （ﾅﾉﾑﾊﾟｰﾌﾟﾙ ST） 

会社名： フロンティアカーボン株式会社 

住所： 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビル24階 

担当部門： 営業・販売部 

電話番号： 03-3210-2620    ＦＡＸ番号 03-3210-4606 

緊急連絡先： 営業・販売部（電話番号  080-5175-2034）     

２．危険有害性の要約 

GHS分類 

物理化学的危険性 

火薬類 分類対象外（爆発性に関する原子団を含まない） 

可燃性固体 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

自己反応性化学品 分類対象外（爆発性に関わる原子団および自己反応性に関わ

る原子団を含まない） 

自然発火性固体 区分外（常温の空気と接触しても自然発火しない） 

自己発熱性化学品 分類できない（データなし） 

水反応可燃性化学品 分類対象外（金属または半金属が含まれていない） 

酸化性固体 分類対象外（酸素、フッ素または塩素を含まない） 

有機過酸化物 分類対象外（有機過酸化物でない） 

金属腐食性物質 区分外（鋼およびアルミニウムが容器として使用で 

きる） 

健康に対する有害性 

 急性毒性（経口） 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

急性毒性（経皮） 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

急性毒性（吸入：蒸気） 分類対象外 

急性毒性（吸入：粉塵） 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

急性毒性（吸入：ミスト） 分類対象外 

皮膚腐食性・刺激性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

呼吸器感作性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

皮膚感作性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

生殖細胞変異原性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

特定標的臓器毒性・全身毒性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

（単回暴露） 

特定標的臓器毒性・全身毒性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

（反復暴露） 

吸引性呼吸器有害性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

環境に対する有害性 

水生環境急変有害性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

水生環境慢性有害性 分類できない（ﾃﾞｰﾀなし） 

製品安全データシート

添付資料１②
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ラベル要素  

 絵表示又はシンボル 

  

 

 

 

 

     

 危険喚起語 警告 

 危険有害性情報 吸入すると有害のおそれ（粉塵） 

目に入ると有害のおそれ（粉塵） 

 注意書き  

  【安全対策】 可燃性の恐れのある粉体 

適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

  【応急措置】 データなし。 

  【保管】 冷暗所に保管すること。 

  【廃棄】 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務

委託すること。 

 

３．組成、成分情報 

 単一製品・混合物の区別： 単一製品 

 化学名（又は一般名）  ： 
フラーレン、バックミンスターフラーレン 

Fullerene 

 成分及び含有量： フラーレンＣ６０＞９６％ 

 化学式又は構造式： Ｃ60 

 官報公示整理番号（化審法・安衛法） 

  フラーレン：（化審法・安衛法）元素 

  CAS No. ： 99685-96-8 

 

４．応急措置 

 吸入した場合： 

 
 

患者を通風のよい所に移して安静にする。多量の水でよくうがいをする。大量に吸入した場合は

速やかに医師の処置を受ける。  

 皮膚に付着した場合： 

 
 

直ちに汚染された衣類を脱ぎ捨て、患部を多量の水で（石けんを用いて）よく洗い流す。痛みや

外観の変化が生じた場合には医師の処置を受ける。 

 目に入った場合： 

  直ちに清浄な水で１５分間以上洗浄した後、医師の診察を受ける。 

 飲み込んだ場合： 

  水で口の中を良く洗浄し、直ちに医師の診察を受ける。  

                                       

５．火災時の措置 

 消火剤： 

  水、炭酸ガス、泡消火剤、乾燥砂 

 特定の消火方法： 

  消火作業は、風上から行う。 

  移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 

  火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。 
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  火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。 

  消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な処置をする。 

  初期消火には、水, 粉末薬剤, 炭酸ガス, 乾燥砂などを用いる。 

  大規模火災には水噴霧、泡を用いる。 

  容器周辺が火災の時は、容器を安全な場所に移動する。 

  移動が出来ないときは、容器に水を注入して冷却する。 

 消火を行う者の保護（保護具等）： 

 

 

 

消火の際は必ず保護具（防塵マスク、手袋、眼鏡）を着用する。燃焼ガス中には炭酸ガスや一酸

化炭素が含まれるので、消火作業の際には煙を吸入しないように注意する。状況に応じ、特に室

内などでの消火はボンベ式空気呼吸器を使用する。 

 

６．漏出時の措置 

 人体に対する注意事項： 

  作業の際には、保護具（防塵マスク、ゴム手袋、眼鏡）を着用し、粉塵を吸入しないようにする。

 環境に対する注意事項： 

 

 

飛散・流出した製品が河川等外部に排出され、環境への影響を起こさないように速やかに回収す

る。 

 除去方法： 

 

  

飛散したものを掃き集めて密封できる空容器に回収する。可能ならば、粉塵を防ぐためにまず湿

らせる。 

 二次災害の防止策： 

  付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに消火剤を準備する。  

 

７．取扱い及び保管上の注意 

 取扱い： 

 技術的対策（取扱者の暴露防止、火災爆発の防止など）： 

  取り扱う場合は、粉塵の眼や皮膚への接触および吸入を防ぐため、保護眼鏡、保護手袋、防塵マ

スク等、適切な保護具を着用する。取扱い後は、手洗い、洗顔を十分に行い、作業衣等に付着し

た場合は着替える。作業場の床や作業台等の清掃については、拡散させないよう高性能フィルタ

ーを備えた掃除機による吸引や湿った布による拭き取りによっておこなう。また、火災爆発防止

のため、粉塵が飛散しないようにし、高温物、火花、火炎との接近、および酸化剤との接触や混

合を避ける。 

 注意事項（局所排気、全体換気、エアロゾル・粉塵発生防止など）： 

 

 フラーレンの輸送、貯蔵、使用など取扱い上の施設は極力密閉構造とする。やむを得ず開放する

場合は飛散を極力防止するため、局所排気装置を用い、発生した粉じんは発生源にて除去する。

 局所排気装置の屋外への排気口には高性能ファイルターを設けること。 また、屋内作業場に

おいて浮遊粉じん濃度を極力下げるため、全体換気を設ける。 

 保管： 容器を密栓した後、冷暗所に保管する。長期間の保管を避ける。 

 安全な容器包装材料： ガラス容器、ステンレス容器、ポリエチレン容器など。 

 

８．暴露防止及び保護措置 
 設備対策： ・樹脂等の固体に練り込まれている状態等、労働者の曝露の恐れが無い場合を除き、取扱装置

は原則として密閉式の構造とすること。 

  ・密閉化等の措置を講ずることができない場合、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設置すること。また、当該排気口には有効なフィルターを備えた除塵装置を設置すること。

  ・密閉化等の措置を講ずることができない場合、局所排気装置等と共に呼吸器用保護具を使用

すること。 

 管理濃度： フラーレンC60に対する管理濃度は設定されていないが、「粉塵」に関する次の値を準用するの

が妥当と考えられる 

  粉塵： 3.0mg/m3 

 許容濃度： フラーレンC60に対する許容濃度は設定されていないが、「粉塵」に関する次の値を準用するの

が妥当と考えられる。 



［nanom purple ST］［ﾌﾛﾝﾃｨｱｶｰﾎﾞﾝ(株)］［NP-ST］［2013/03/25］［4/6］ 

                                           4 

  日本産業衛生学会勧告値（2004年版）： 1mg/m3（吸入性粉塵） 

   4mg/m3（総粉塵） 

  ＡＣＧＩＨ（2004年版）TLV-TWA  ： 3mg/m3（Respirable） 

   10mg/m3（Inhalable） 

 保護具：   

  呼吸器用の保護具： 防じんマスク 

  手の保護具： 軟質プラスチック又はゴム製手袋（有効かつ清潔な状態を保持する

ために、使い捨てとすることが望ましい。尚、使用した保護手袋を

廃棄する場合は袋に封入し適切に廃棄すること） 

  目の保護具： 防じん眼鏡（ゴーグル型保護眼鏡） 

  皮膚及び身体の保護具： 作業衣に付着する恐れのある場合、専用の保護衣（不織布の長袖が

望ましい） 

 注意事項：  

 1) 防じんマスクについては、規格（平成１２年９月１１日付け労働省告示第８８号）に基づく国家検定

に合格したもので、粒子捕集効率が99.9％以上のもの（国家検定規格ＤＳ３、ＲＳ３、Ｓ３）又はＪＩ

ＳＴ８１５７に適合した粒子捕集効率が99.9%以上の電動ファンつき呼吸用保護具、もしくはこれと同

等以上のものを使用する。 

 2) また、防じんマスクについては、一般の取扱事業所において、局所排気装置等を設置する場合は指定

防護係数５０以上、試験研究機関においては指定防護係数１０以上のものを用いる。 

 3) 防じんマスクの選択、使用等については、以下の点に留意する。 

  ＊ 着用者の顔に合ったものを選択する。なお、密着性の良否を確認する機器もあるので、これ

らを可能な限り利用し、良好な密着性を確保すること。 

  ＊ 作業に適した性能および構造のものを選ぶ。その際、取扱い説明書等に記載されているﾃﾞｰ

ﾀを参考にする。 

  ＊ 着用者に適正な装着方法、使用方法、点検方法等について十分な教育訓練を行う。 

  

９．物理的及び化学的性質 

物理的状態 

形状：      粉末 

色：       黒色 

臭い：      無臭 

物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲 

沸点：      昇華            

融点：       なし 

分解温度：      既知見なし 

  引火点：        既知見なし 

  発火点：        既知見なし 

爆発特性 

爆発限界：      既知見なし 

蒸気圧：            Ｃ60 0.067Pa(500℃) 

密度：（質量密度） Ｃ60 1.729g/cm3（5K 計算値） 

溶解性：  水に不溶、芳香族系溶剤に可溶。 

オクタノール／水分配係数：既知見なし 

 

 

１０．安定性及び反応性 

安定性：       通常の貯蔵、取扱条件では安定。酸化剤との接触に注意する。 

反応性：       通常の貯蔵、取扱条件では安定。酸化剤と反応し、酸化物生成。直火で燃焼。 

避けるべき条件：   過熱、炎を当てる。 

危険有害な分解生成物：既知見なし。燃焼時には一酸化炭素及び二酸化炭素を発生する。 
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その他：       既知見なし 

 

１１．有害性情報 

［ヒトへの健康影響］ 

急性毒性： 既知見なし 

刺激性（皮膚・目）： 既知見なし 

慢性影響： 既知見なし 

［動物への健康影響］ 

急性毒性： 既知見なし  

刺激性（皮膚・目）： 既知見なし 

感作性： 既知見なし 

亜急性毒性： 既知見なし 

慢性毒性： 既知見なし 

変異原性： 既知見なし 

染色体試験： 既知見なし 

がん原生： 既知見なし 

生殖毒性： 既知見なし 

催奇形性： 既知見なし 

 

１２．環境影響情報 

Ｃ60は白色腐朽菌により生分解が認められた報告があるが、漏洩、廃棄などの際は、環境に影響を与える

危険性があるので、取扱いに注意する。 

      

１３．廃棄上の注意 

廃棄物は焼却または埋め立てによって処理する。焼却するときは、焼却設備を用いて大気汚染防止法等に

適合した処理をする。埋め立てるときは、関係法規や条例に従って処理する。 

 

１４．輸送上の注意 

注意事項： 

運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れの防止

を確実に行う。 

   国連分類： 国連の分類基準に該当せず。 

   国内規制： 適用法令なし。 

 

１５．適用法令 

化学物質管理促進法（ＰＲＴＲ法）： 該当せず 

労働安全衛生法： 「粉じん障害防止規則」（粉じん作業，環境測定，設備点検等） 

         じん肺法（粉じん作業） 

その他：     薬事法（化粧品品質基準、化粧品原料基準） 

         大気汚染防止法（粉じん発生施設） 

 

１６．その他の情報 

  記載内容の問い合わせ先： 

    フロンティアカーボン株式会社  営業・販売部 

        電話番号：03-3210-2620     ＦＡＸ番号:03-3210-4606 
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本データシートは工業的な一般的取扱いに際しての安全な取扱いについて、弊社が入手した 新の情報を集めた

ものですが、記載のデ－タや評価に関しては、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。新たな情

報を入手した場合は追加又は訂正される事があります。また、特別な取扱いをされる場合、例えば他の化学物質

を混合したり、特殊な条件で使用する等のときは、その安全性の評価及び安全対策を実施の上、お取り扱い願い

ます。 
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