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ＮＩＭＳ参考物質でお茶成分を分ける！ 

平成１９年 ９月 ７日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

概要 

１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：岸 輝雄）燃料電池材料センター（センター長：西村

睦）ナノイオニクス材料グループのアジャヤン・ヴィヌー主任研究員はナノ物質ラボ（ラボ長：室町

英治）超分子グループの有賀克彦グループリーダーの協力のもと、独自開発し機構発参考物質第２号

として無償頒布中の新規ナノ物質「カーボンナノケージ（ＣＮＣ）」にユニークな特性・用途がある

ことを発見しました。 

２．「カーボンナノケージ」のユニークな特性・用途 

ナノテクカーボンでカテキンとタンニンを選択分離：操作は混ぜて分けるだけ！ 

「カーボンナノケージ」を用いるこの方法で、お茶の成分からタンニンのみを選択的に除き、貧血気

味の人にやさしいお茶を作ったり、吸着したタンニンを回収すれば抗菌作用の強い成分だけを取り出し

たりすることが可能となる。本方法は、“混ぜて分ける”だけなので、高価な器具は一切必要とせず、

また環境を害する有機溶媒も要さない。経済的にも環境的にもフレンドリーな手法である。 

本成果は、アメリカ化学会の Journal of the American Chemical Society 誌に速報として発表される。 
補足：お茶やワインなどに含まれるポリフェノール類は、健康食品として注目されている。ただし、ポリフェノールと言っても、多種多
様あり、それぞれが異なる薬効を持つ。例えば、お茶に含まれるサイズの小さいポリフェノールであるカテキンには、抗酸化作用、
コレステロール低下作用、血圧上昇抑制作用などの効果があるといわれている。それに対し、サイズの大きなポリフェノール類で
あるタンニンは、鉄の吸収を阻害することから貧血治療などにおいては除きたい成分である一方、さまざまな抗菌作用があること
が知られている。お茶が持つ抗菌作用はタンニンに由来し、抗 SARS 作用や、抗 HIV 作用があることが実験的に証明されている。
このような背景から、多種多様なポリフェノールを分離し、それぞれの目的に応じた成分を的確に使うことが求められている。 
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「ＮＩＭＳ参考物質でお茶成分を分ける！」の背景 

～ナノテクカーボン「カーボンナノケージ」でカテキンとタンニンを選択分離：操作

は混ぜて分けるだけ！～を見出すにいたった状況 

 

お茶やワインなどの飲料に含まれるポリフェノール類は、健康食品として注目され、

その需要も多い。ただし、ポリフェノールと言っても、その中身は多種多様であり、

それぞれの成分が異なる薬効を持つ。例えば、お茶の中に含まれるサイズの小さいポ

リフェノールであるカテキンには、抗酸化作用、コレステロール低下作用、血圧上昇

抑制作用などの効果があるといわれている。それに対し、サイズの大きなポリフェノ

ール類であるタンニンは、鉄の吸収を阻害することから貧血治療などにおいてはのぞ

きたい成分である一方、さまざまな抗菌作用があることが知られている。お茶が持つ

抗菌作用はタンニンに由来し、抗SARS作用や、抗HIV作用があることが実験的に証明

されている。このような背景から、多種多様なポリフェノールを分離し、それぞれの

目的に応じた成分を的確に使うことが求められている。カテキンやタンニン等の化学

構造は似ているため化学的な性質によって分離することは困難であり、そのサイズに

応じて分離することが必要となる。 

 

物質・材料研究機構のヴィヌー研究員らは、独自に開発した新規ナノカーボン「カ

ーボンナノケージ」を用いることによって、極めて簡単かつ低コストでカテキンとタ

ンニンを分離する手法を考案した。この手法では、カテキンとタンニンを溶かした水

溶液にカーボンナノケージの粉を分散し、攪拌・濾過するだけで、タンニンだけが選

択的にカーボンナノケージに吸着させることができる。例えば、1 グラムずつタンニ

ンとカテキンを 1 リットルに溶かした水溶液 4 mL に 0.5 mg のカーボンナノケージ

を分散して、数時間攪拌し濾過したところ、約 95% の選択率でタンニンが吸着した。

（表紙のグラフ参照）同様な実験を活性炭や従来のカーボン物質で行ったが、そのよ

うな高い選択性は全く見られなかった（例えば、活性炭はカテキンをどちらかという

と好んで吸着するがその選択性は顕著ではない）。つまり、混ぜてのぞくだけという簡

単な操作で、混合水溶液からタンニンのみを 100% 近く分離することに成功したので

ある。 

 

この方法を用いれば、お茶の成分からタンニンのみを選択的にのぞき、貧血気味の

人にやさしいお茶を作ったり、吸着したタンニンをカーボンナノケージから回収する

ことによって抗菌作用の強い成分だけを取り出したりすることが可能となる。本方法

は、“混ぜて分ける”だけなので、高価な器具はいっさい必要とせず、また環境を害す

る有機溶媒の使用も要さない。経済的にも環境的にもフレンドリーな手法である。 

 

さて、このカーボンナノケージは、NIMSで独自に開発されたものであり、NIMS参考

物質第２号である。5から 10 ナノメートルのかご型の精密に制御された孔径を持つ、

新規なカーボン物質である。世界最大級の比孔容積（空隙率）を持ち、活性炭などの
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従来カーボンに比べて非常に軽い。カーボンであるため疎水的であり、大きな孔容積

であることもあいまって、水に溶けている有機物を除去する高い能力を持つことが期

待されていた。今回の発見は、それをさらに発展させ、実用分野に応用できることを

実証したものである。カーボンナノケージの孔の構造は、活性炭など（孔径 2 ナノメ

ートル以下）に比べて大きく、そのため、サイズの大きなタンニンを選択的に分ける

ことができるのである。このような効果は、精密に制御されたカーボンナノケージの

孔構造に由来するものである。 

 

この他、カーボンナノケージは、ペプチドやタンパク質などのサイズの大きな物質の

吸着にも高い特性を示すことが実験的に証明されつつあり、凝集体を形成して問題と

なるアミロイドやプリオンなどの選択除去に応用されることが期待される。 

 

なお、本カーボンナノケージは、NIMS 参考物質として、品質保障されたものが、一般

に配布されている。参考物質に関する説明を次ページ以降に掲載する。 

 

問い合わせ先： 

〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 

独立行政法人物質・材料研究機構 

広報室 TEL:029-859-2026 

 

NIMS 標準物質に関すること： 

独立行政法人物質・材料研究機構 

連携推進室 標準化チーム チーム長 

河西 純一 

TEL:029-859-2748 

E-mail：KASAI.Junichi@nims.go.jp

 

 

研究内容に関すること： 

開発者である Dr. アジャヤン・ヴィヌー研究員に代わって日本語でお答えします。 

独立行政法人物質・材料研究機構 

ナノ物質ラボ 超分子グループ グループリーダー 

有賀 克彦 

TEL:029-860-4597 

E-mail：ARIGA.Katsuhiko@nims.go.jp

 

※9/1-9/8 は海外出張中ですので、この期間はメールにてお問い合わせください。 
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（参考資料） 

 

参考物質頒布など標準化関連の施策の背景（平成１９年４月１０日発表） 

（独）物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）の国際標準化活動方針： 

ＮＩＭＳは、物質・材料科学技術の中核的研究機関として、信頼性のある材料評価

手法の提案などを通して、ＶＡＭＡＳ（※２）などの国際標準関連事業に積極的に貢献

しております。今後ともＮＩＭＳの研究活動の推進を通じて、我が国の物質・材料研

究活動を底支えし、国際的な物質・材料研究活動をも牽引する中核的機関としての役

割を果たすべく、体制整備等活動の強化策を中長期的視点で策定しつつ、以下の施策

を実施しております。 

① 標準物質等の認証及び配布：ＮＩＭＳで開発された物質の特性値を認定し、

標準物質（材料試験標準）や参考物質として利用される機会を創出する 

② ＶＡＭＡＳ活動を通じた計測法、標準物質の国際認定への活動強化 

③ 材料研究成果の国際標準化に協力する 

※２ ＶＡＭＡＳ→http://www.nims.go.jp/vamas/001.htm 「ベルサイユサミット

に基づく新材料と標準に関する国際共同研究」 

 

標準物質等の認証及び配布のお知らせ内容 

平成１７年度には、標準物質等の実例第１号として、開発済みの新規ナノ物質であ

るＣ６０フラーレンナノチューブを取り上げ、内部での認証手続き※３を構築し、ＮＩＭ

Ｓ認証の「参考物質」として一般への配布を実施しました。平成１８年度は、同様に

新規ナノ物質であるカーボンナノケージを取り上げ、内部認証後、配布準備が整いま

したので、取得方法を含めてお知らせいたします。今回は、配布第２号です。 

■ 物質番号：NIMS STRM2007 – 1001a 

■ 物質名称：カーボンナノケージ／Carbon nano cage standard testing material 

■ 物質概要：この物質は、純粋かつ低密度なメソ多孔性カーボン粒子である。 

従来の材料にはない大きな比表面積を持ち（活性炭の２倍程度）、次のような広い範

囲の用途に適用できる可能性がある。 

＜記：大小様々な有機・生体分子の吸着・分離、水素貯蔵、陽極電極の支持材料、

エネルギー貯蔵、電気二重層キャパシタ（コンデンサ）、触媒担持材料、など＞ 

■ 標準となる特性（４計測機関での計測値平均値、範囲）：  

・比表面積＝１．６５±０．１０×１０３ｍ２／ｇ 

・固有細孔容積＝２．２６±０．２３ｃｍ３／ｇ 

参考：ＮＩＭＳ計測値 

・比表面積＝１．６８×１０３ｍ２／ｇ 

・固有細孔容積＝２．２６ｃｍ３／ｇ 

（比表面積は、固体試料１ｇ当りの表面積、固有細孔容積は、固体試料１ｇ当りの

細孔の容積。） 
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■ 利用法：粉体特性計測時の標準試料。特性を活かした用途の検討。 

 当面は無料にて配布しておりますので、是非ご活用ください。 

※３ 参考物質の認証基準（概要） 

 ① 特定の処理によって、特定の振る舞いが再現性良く得られる。 

  ＝定められた方法により特性値が必要な精度で得られる。 

 ② 利用法が明確にある。 

 ③ 生産における再現性（量的な生産性が保証されている）がある。 

 ④ 経時変化：一定の環境下での変化が既知で、再現性良く生じる。 

 

取得方法 

取得申請書（別添）に必要事項を記入・捺印のうえ、下記へ郵送お願いいたします 

 〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1 

独立行政法人物質・材料研究機構 連携推進室 標準化チーム 

（電話:029-859-2748, FAX:029-859-2500, e-mail :KASAI.Junichi@nims.go.jp ） 

 

波及効果と今後の展開 

大小様々な有機・生体分子の吸着・分離、水素貯蔵、陽極電極の支持材料、エネル

ギー貯蔵、電気二重層キャパシタ（コンデンサ）、触媒担持材料、など、多種多様な用

途への展開が期待されるカーボンナノケージの、用途開発を活性化することで、実用

化を目指した基礎研究の輪を広げていきます。さらに、有望な用途が見出された場合

には、共同研究への移行など、効果的な研究開発体制での連携活動へ発展させること

で、新規素材の用途開発までの新しいルートを構築することに貢献できる可能性もあ

ります。 

先端材料分野では材料そのものが新しく、一定の特性を持ったものを測定している

かどうかはものによっては疑問である場合が多く、計測手法や試験方法の標準化・規

格化だけでは不十分になります。ゆえに、先端材料分野では被測定体の材料そのもの

を安定した特性を持つことを確認した上で提供することが必要となります。この活動

の狙いは、標準的な試料提供事業を進める上での課題抽出と、今後の事業化の準備と

することにあります。標準物質等の認証及び配布活動は、平成１９年度も国際標準化

小委員会（事務局：連携推進室）の主要課題として取り上げ、第３号の標準物質等の

提供開始に向け、活動を継続していきます。 

 

その他 

 カーボンナノケージについては、NIMS NOW 2006.Vol.6 No.5において参照できます。 

  http://www.nims.go.jp/jpn/news/nimsnow/2006-06/05.htmlより引用 

私達は、最近、全く新しいメソポーラスカーボン、その名も「カーボンナノケージ(CNC)」

を開発しました。これは、ケージ型（かご状）のメソポーラスシリカKIT-5を鋳型と

して、その中で炭化プロセスを行うことによって合成されます（図1）。形成されるメ

ソ孔の孔径等の構造は、炭素源であるショ糖と鋳型のシリカの比を変えるだけで、簡
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単に制御することができます。さらに、この物質の比表面積や比孔容積が、これまで

に報告されているメソポーラスカーボン素材(CMK-3)をはるかに凌駕する値になるこ

とを見出しています。この物質は、タンパク質（リゾチーム）吸着において従来物質

（CMK-3）を大幅に上回る吸着能を示すばかりか、液を流すだけで色素溶液を完全にろ

別できます（図2、活性炭(AC)やCMK-3ではほとんどろ別できないことに注目）。この

物質を用いた、機能分子の選択分別や燃料電池素材への応用を現在検討しています。 

 

 

図1 カーボンナノケージの作製法．
 

図2 カーボンナノケージによる色素除去
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参考物質取得申請書 

 

（宛先） 
青文字部分をご記入の上、印

刷、押印し、郵送お願いいた

します。 

独立行政法人物質・材料研究機構 

連携推進室 標準化チーム 

 

（申請者所属機関名） 

（申請者名）    印 

（住所） 

（連絡先電話番号・ファックス番号・電子メールアドレス） 

 

（取得申請する標準物質または参考物質） 

NIMS STRM2007 – 1001a カーボンナノケージ 

 

（本物質取得後の利用目的など） 

比表面積・固有細孔容積などの粉体特性評価。 

その他： 

 

（本物質取得後の取り扱いは以下の全項目を遵守する） 

・上記目的以外には使用しない。 

・本物質を利用して得られた成果を論文等として公表する場合は、あらかじめ独立行政法人物質・

材料研究機構の合意を得る。また、公表にあたっては、独立行政法人物質・材料研究機構から提

供された本物質を利用したことを記載する。 

・独立行政法人物質・材料研究機構より提供された本物質を事前の合意なしに第三者に譲渡、貸与

等を行わない。 

・申請者は、独立行政法人物質・材料研究機構より提供された本物質が以下の可能性を有すること

を了解する。 

(1) 本物質は、実験段階のものであり未確認の危険性を有するおそれがあること 

(2) 本物質の使用が、第三者の有する特許、著作権、商標又はその他の知的財産権を侵害する恐

れがあること 

・本物質を利用する過程で得られた技術的成果（知的財産権を含む。）の取り扱い並びにこれにつ

いて知的財産権等を受ける権利については、申請者は独立行政法人物質・材料研究機構と別途協

議のうえ、これを決定する。 

・本申請書に基づいて提供される本物質及び関連情報の使用に関して、申請者が被った損害につい

て、独立行政法人物質・材料研究機構は一切の責任を負わないものとする。 

 

以上 
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