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よくある質問  

食品のナノテクノロジーに関する一般的な質問を集めました。答えることが難しい質問も含まれ

ていますが、発展中の科学技術である食品ナノテクノロジーの現状の姿を理解していただくため、

そのような質問に対しても率直に答えています。 

定義  

ナノとは何ですか？  

 国際単位系（SI）では、基本単位（例えば、m；長さ、s；時間、A；電流、など）の前に、

文字 n（読みはナノ）を付けると、10-9（10 億分の 1）を表す接頭辞（補助的な単位）となりま

す。基本単位だけでは非常に大きな数値や非常に小さな数値を扱わなければいけない場合がある

ので、その不便さを解消するために接頭辞を用いてもよいことになっています。 

転じて、日常生活で非常に小さいことを表すときにも使われることがあります。 

【接頭辞の例】 

 10-12: p（ピコ） 

 10-9 : n（ナノ） 

 10-6 : μ（マイクロ） 

 10-3 : m（ミリ） 

 103 : k（キロ） 

 106 : M（メガ） 

 109 : G（ギガ） 

 1012 : T（テラ） 

ナノテクノロジーとは何ですか？  

 ナノスケールのような小さな世界では、私たちが通常目にするミリメートルからメートルスケ

ールの大きな世界とは、かなり違った現象が見られます。本プロジェクトで新たに開発した低温
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製粉装置を使って製粉した微細小麦全粒粉（図 1）で、非常に滑らかな食感でおいしい超多加

水全粒粉パンを作ることができました。また、10 ミクロン程度に微細化した魚肉を使用して、

魚肉加工品の粘性を向上させるなどの新しい技術も生まれています。 

 微細化することで現れる様々な性質を私たちの生活に役立てるために、微小世界における物理

化学法則の解明、物質の微細化・加工技術や微細化した物質（ナノ粒子）の利用技術の開発、さ

らに安全性確認なども含めて、総合的にナノテクノロジーと呼んでいます。ナノテクノロジーは

狭い分野に限定されるのではなく、あらゆる産業や科学分野の発展に欠かせない基盤技術だと認

識されています。 

 

図 1 低温製粉装置とそれで製粉した小麦全粒粉の粒度分布 

ナノ食品とは何ですか？具体的な例を挙げて説明してください。  

 食品に限らず、「ナノ」という言葉を使って売り出している製品について、下記のウェブサイ

トがリストを作成しています。 

 独立行政法人産業総合研究所・化学物質リスク管理研究センター 

ナノテクノロジー消費者製品一覧（注） 

http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/index.htm�
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 The Woodrow Wilson International Center for Scholars 

Nanotechnology Consumer Products Inventory 

Nanotechnology Product Directory 

これらのページを見ると、現状は、ナノテクノロジーを使って高機能を付加したサプリメントな

どが多いようです。詳細はこれらのページをご覧ください。 

 

（注）このリストに関して、次の注意書きが付いています。 

DISCLAIMER（免責事項）：このインベントリーは（独）産業技術総合研究所（AIST）化学

物質リスク管理研究センター（CRM）が編集したものです．この中でとりあげた商品等は，ナ

ノテクノロジーの日本社会への浸透度合いを測るための情報提供のみが目的であり，これらの製

品やサービス，あるいはそれらを製造・販売している企業を推薦したり批判したりすることを意

図したものではありません．また，製造・販売元へのリンクを張ってありますが，それらのリン

ク先における記述内容の正確さや，製品やサービスに起因する利便性や安全性にはなんら責任を

負いません．製品やサービスに関する商標や写真を利用していますが，それらの使用は製品を特

定することのみを目的としたものです． 

食品のナノ加工とは具体的には何をするのですか？  

 食品素材をナノサイズ化して、新たな特性をもつ食品ないし食品素材を創造することを目指し

ます。但し、本プロジェクトの研究では、食品の場合にはナノサイズまでの微細化をしなくとも、

すでに 20 〜 30 μm 程度のサイズで、新たな性質をもつ食品が開発できることがわかってき

ました。例えば、30 μm 程度の全粒粉を使用したパンでは、前記のように極めて滑らかな食感

を持つ全粒粉パンが製造できます。そのため、本プロジェクトでは、ナノ領域だけでなく、数十

μm 程度の範囲までも研究対象とします。 

 

http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/�
http://nanoshop.com/�
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従来の食品の中にナノ食品と言ってもよい物はなかったのですか？  

 例えば、牛乳の脂肪球の大きさは 100 nm〜10μm、同じく牛乳のカゼインミセル（牛乳のタ

ンパク質の 80％を占めるカゼインからなる球状粒子）の大きさは数 nm〜300 nm 程度で、天然

のナノ食品といって良いでしょう。また、シクロデキストリンという天然の環状分子は、香辛料

などの揮発成分を保持する目的で広く使用されています。 

 

無機材料のナノテクノロジーと、食品のナノテクノロジーの違いは何ですか？  

 無機材料のナノテクノロジーは、すでに９０年代から実用化され、半導体及びそれを利用した

コンピュータ、携帯電話、映像機器などの電子機器類、各種センサ類などがすでに実用化され、

日常生活中で使用されています。 

 一方、食品分野でのナノテクノロジーは、まだ歴史が浅いですが、ここ数年の間に鮮度や風味

を保つための容器や包装材料、ナノサイズ化による吸収率向上を狙ったサプリメント等が市販さ

れています。また、マイクロレベルですが、食品の風味保持や食感向上を狙った製品開発も進行

中です。 

 

メリット・デメリット  

食品をナノ化するメリットは何ですか？  

 腸管における吸収性の向上が期待されています。例えば、通常サイズでは大半が消化されずに

排出されてしまう有用成分のナノサイズ化による吸収向上、疾病などによって吸収力が低下した

方への栄養補給等が考えられます。さらに、微細化による食感の変化、鮮度の維持、栄養成分の

維持、乳濁飲料の透明化、などを利用した新規食品の開発の可能性もあり、一部では商品化され

た例もあります。 
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そもそもヒトの消化器系が食品をナノ化するシステムだという見方ができます。

まえもってナノ加工した食品と、そうでない食品を食べたときに、人体に違い

は生じるのでしょうか？  

 通常食品の場合には、経口摂取した後、ゆっくりと消化が進み、腸管で吸収されることになり

ます。ナノ食品の消化吸収についての研究データはまだ少ないですが、消化されたのと同程度の

サイズの食品が腸に到達するため、吸収率は通常食品に比べて高くなることが予想されます。 

 

食品をナノ化することで発生する危険はありませんか？  

 この問題の結論を出すには、今後の研究を待たないとなりません。しかし、現時点では、上記

の消化器系のナノ化プロセス後と同等程度のサイズの食品分子を吸収することになりますから、

適切な摂取量を守れば、食品のナノ化そのもので直接の危険が発生することは考えにくいです。 

 

規制  

食品で使用される「ナノテク」や「ナノ」という言葉に、法律的な問題や規制

はないのですか？   

 ナノテクあるいはナノという言葉に関して、現在、国内の法的規制や食品表示の義務はありま

せん。また、外国においてもほぼ同様です。 

 一方、台湾にはナノマーク制度があり、200 以上の製品が認定されているとのことですが、そ

の大半は工業製品と思われます。 
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歴史・現状  

「ナノテクノロジー」を初めて提唱した人は誰ですか？  

 1959 年にリチャード・ファインマン教授がアメリカ物理学会の講演で、ナノの世界ではマク

ロな世界とは違った性質が現れ、その研究は人類にとって有用であると主張しました。1974 年

に谷口紀男教授が国際生産技術会議で、「ナノテクノロジー」という言葉を使って、2000 年に

は加工精度が 1nm 程度になり、そのための総合的な技術開発が必要であると提案しました。エ

リック・ドレクスラー教授は、1986 年の著書「Engine of Creations (創造する機械)」で自己複

製可能な分子ナノテクノロジーの概念を発表し、専門家でない人たちにも衝撃を与えました。 

ナノテクノロジーを推進した技術にはどのような物がありますか？  

 ナノテクノロジーは様々な技術の集合で、どれが特別重要かを決めるのは困難です。ここでは、

原子レベルの構造を観察したり、操作したりすることができる、走査型プローブ顕微鏡(SPM)

について簡単に紹介します。 

ゲラルド・ビニッヒ博士とハインリッヒ・ローラー博士が 1981年に走査型トンネル顕微鏡(STM)

を発明し、物体表面の原子配列を見ることができるようになりました。STM は探針を走査しな

がら物体表面の間のトンネル電流を計測して、物体の表面形状を原子レベルで測定します。ゲラ

ルド・ビニッヒ博士は、トンネル電流の代わりに原子間力を用いた、原子間力顕微鏡(AFM)を

1986 年に発明し、金属以外の物質も観察できるようにしました。STM や AFM のように、探針

を走査して物体表面の形状や状態を計測する顕微鏡を総称して、SPM と呼んでいます。 

ナノテクノロジーが意識されてから発見された物質として、フラーレン（1984 年にハロルド・

クロトー教授、リチャード・スモーリー教授、ロバート・カール教授が発見した炭素 60 個から

なる球形の分子）やカーボンナノチューブ（1991 年に飯島澄男博士が発見したグラファイトを

丸めた直径数 nm の筒状分子）があります。これらの分子は現在 SPM を用いて観察できるよう

になりました。 

1989 年にドン・アイブラー博士が STM を使って Xe 原子を 1 個ずつ移動させ思い通りに並べる

ことに成功しました。 
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ナノテクノロジーに日本はどの程度研究費を使っていますか？  

 総務省による平成 20 年科学技術研究調査のデータを基に、日本における研究主体と研究分野

別に使用された研究費を図 2 に示しました。第３期科学技術基本計画（平成 18 年度から 22 年

度）では、「ナノテクノロジー・材料」（9270 億円）が「ライフサイエンス」（2 兆 6900 億円）、

「情報通信」（3 兆 1510 億円）、「環境」（1 兆 770 億円）と並んで、重点推進 4 分野に指定

されていますが、他の 3 分野に比べると研究費は少なめです。特に、「ナノテクノロジー」（2260

億円）に限定すると、その少なさが目立ちます。しかし、将来の科学技術インパクトと社会経済

インパクトはともに高いと判断されているため、今後も重点的に研究開発資源が配分されると思

われます。 

 

図 2 平成 20 年科学技術研究調査に基づく特定目的別使用研究費 

 

http://www.stat.go.jp/data/kagaku/2008/index.htm�
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/main5_a4.htm�
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ナノテクノロジーを使った食品にはどのような物がありますか？  

 ナノサイズ化されたアスタキサンチンやココア、乳酸菌や海藻抽出物、様々なビタミン類、ヒ

アルロン酸やコラーゲン等に加え、主にサプリメント用途で、プラチナ、金、マグネシウム、カ

ルシウム、銅、イリジウム等も使用されています。現時点では、食品への用途はまだ少なく、過

半数はサプリメント製品です。以下で、ナノサイズ食品などの例が見られます。 

http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/ 

http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/index.htm 

 

未来  

ナノテクノロジーによって、これまで食品として利用できなかった資源が食品

になる可能性がありますか？  

 ナノサイズ化による吸収率向上等により、これまで利用できなかった資源が食用になる可能性

はあります。ただし、これまで食経験がなかった食材を、食用とする場合には、その安全性等に

ついて充分な検討を行なう必要があります。また、新規食品の場合には、食品衛生法などに照ら

して認可を得るなどを手続きが必要です。 

 

ナノテクノロジーによって、これまでの食材がよりおいしく安全に食べられる

可能性がありますか？  

 賞味期間の延長や風味の維持・向上を目的に、ナノテクノロジーを応用した容器・包装の開発

が進められており、その一部は実際に利用されています。食品そのものでは、まだ試験段階です

がナノ及びマイクロテクノロジーによって食品の食感が向上したり、保存期間の延長が可能にな

った例もあります。ただし、食品は、多種多様な材料から構成されていますので、上記の例が全

ての食品にあてはまる訳ではなく、それぞれ個別の検討が必要でしょう。 

 

http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/�
http://staff.aist.go.jp/kishimoto-atsuo/nano/index.htm�
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ナノ食品を食べ続けると、味覚が変化するなど、人体に影響は出ませんか？  

 味覚は、舌の味覚受容細胞を食品が刺激することによって感知しますが、このとき細胞は分子

レベルの物質を受容していますので、味覚に関しては、ナノサイズ化されていても通常の食品と

変わるところはないと思われます。 
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