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序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工業にお

いても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきております。環境問題では、

京都議定書の第一約束期間が開始し、排出権取引やＣＤＭなどの柔軟性措置に関連した

新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温室効果ガスの削減目標の達成に向けた

取り組みを強化しているところです。また、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制

も一部が発効し、その対応策が新たな課題であるとともに、新たなビジネスチャンスと

も考えられます。 
 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平成１９年

には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に伴い、リスクアセ

スメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定されるなど、

機械工業にとってきわめて重要な課題となっております。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まりから、そ

れに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進めている我が国機械

工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急な対処が求められておりま

す。 

 こうした背景に鑑み、幣会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つとして株式

会社東レ経営研究所に「ナノマテリアルの健康リスク・環境リスク検証、および使用規

制動向に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、

関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 
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は し が き 
 
 本調査研究は、社団法人日本機械工業連合会における平成２０年度委託調査研究事業

「ナノマテリアルの健康リスク・環境リスク検証、および使用規制動向に関する調査研

究」として、実施したものである。 
 
 ナノテクノロジーは、これまでの材料技術では実現し得なかった機能向上や付加価値

の可能性を提供する技術として世界中で注目されており、我が国においても将来的には

巨大な市場が期待できる分野として活発な研究や製品応用が進んでいる。 
 しかし、その一方でナノサイズの材料＝ナノマテリアルは、鉄や銀といったありふれ

た物質であっても、ナノメートル（nm＝10 億分の 1 メートル）という極微のサイズに

なることで、これまで知られていなかった特性や挙動を示す可能性があることが明らか

になってきた。ナノテクノロジーの発展を期待する一方で、ナノマテリアルのリスクに

関して知見を蓄え、適切にリスクを評価･管理することが今われわれに求められている

のである。 
 こういった現状を踏まえ、本調査では主要なナノマテリアルの用途を整理しつつ、そ

の使用量を推定し、さらにナノマテリアル規制整備に関する米国現地動向調査等を実施

し、ナノマテリアル･リスク管理規制の今後の方向性について考察したものである。 
 
 なお、本調査にあたり、ご多忙のところをヒアリングや資料提供等に御協力頂いた日

本および米国の関係企業･機関の方々にこの場を借りて心から御礼を申し上げたい。 
 
平成２１年３月 
 

株式会社 東レ経営研究所    
代表取締役社長 佐々木 常夫 
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――――― 本調査研究の概要 ―――――  

 
１．調査目的： 
 

 ナノテクノロジーは次代の重要な産業技術として認識されているが、その一方でここ

数年、ナノ材料による健康リスク・環境リスクに対する懸念も高まっている。こういっ

た動きに対応して、日本をはじめ欧米諸国、さらに OECD などの国際機関でもナノマ

テリアルの安全性を評価し、リスクを規制･管理するための取り組みが活発化している。 
 本調査はこれらナノマテリアルに関する国内外の規制動向について情報収集すると

共に、ナノマテリアルユーザーである機械産業に求められる対応を考察し、我が国機械

産業の競争力向上に貢献することを目的として実施した。 
 
２．調査研究の主な内容と方法： 
 
 １）ナノマテリアル･リスク管理動向調査 
    国内外の規制動向に関し、文献調査、Web 調査等を元に整理 
 ２）ナノマテリアル国内使用状況調査 
    文献調査、ヒアリング等を元に、ナノマテリアル国内使用量を推定 
 ３）ナノマテリアルユーザー業界動向調査 
    文献調査等による製品分類別用途整理、業界団体への訪問面接ヒアリング調査 
 ４）米国におけるリスク評価･規制動向調査 
    米国現地において関連政府機関等に訪問面接ヒアリング調査 
 ５）ナノマテリアル･リスク規制対応の方向性 
    １）～４）調査結果に基づき、機械産業としての欧州環境規制対応を考察 
 
３．調査期間： 
 
 １）ナノマテリアル･リスク管理動向調査         2008 年 9 月～12 月 
 ２）ナノマテリアル国内使用状況調査           2008 年 9 月～11 月 
 ３）ナノマテリアルユーザー業界動向調査         2008 年 9 月～11 月 
 ４）米国におけるリスク評価･規制動向調査        2008 年 11 月 
 ５）ナノマテリアル規制への対応に関する考察             2009 年 2～3 月 
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第Ⅰ章．ナノマテリアル・リスク管理動向調査 
 
１．ナノマテリアル･リスク管理の概況 
 
１-１．ナノマテリアル･リスクの背景 
 
 ナノテクノロジーは近年急速な発展を遂げ、市場に流通する生産財や消費財でナノマテ

リアルが使用されるケースも増えているが、ナノマテリアルによる人体や環境への影響に

関しては世界的に見てもまだ研究データの蓄積が極めて少ない状態にある。 
 ここで問題となるのは、現在流通しているナノマテリアルのほとんどが「通常のサイズ

（バルク＝塊）であれば古くからある、ごくありふれた物質」であるということである。

たとえば銀や鉄といった物質に代表されるように、バルクであれば、その物質の化学的･物

理的特性はもとより、人体への影響や毒性についてもすでに科学的知見は十分すぎるくら

い蓄積されている。 
 それでも「研究データの蓄積が極めて少ない」と考えなければならないのは、性質がよ

く知られている物質であっても、それがナノサイズになることでバルクの時とは異なる特

性･挙動を示すという点である。銀や鉄といったありふれた物質がどの程度小さくなること

でどんな性質が生じ、それによってどういった特性を発揮するか、という点についての研

究は、ようやく始まったばかりというのが実情に近い。 
 
 現在、世界にはナノマテリアルだけを対象にした法規制、言い換えれば「物質のサイズ

の違いで生じるリスクを管理する法規制」を持っている国は存在しない。これはナノサイ

ズになったときの物質特性データ･科学的知見が決定的に不足しており、ナノマテリアルだ

けを対象にした体系な法規制を作ることが不可能であるという、現在のナノテクノロジー

の現状を反映したものといえる。 
 
  
１-２．ナノマテリアルの定義 
 
 ナノマテリアルに関しては国際的に統一した定義というのも存在していないが、次ペー

ジの表にみるように、いくつかの国、あるいは国際機関である程度共通した定義が存在し

ている。ただし、これらは正確に言えば定義というよりもそれぞれの国や機関の「考え方」

に近いものであり、たとえば「ナノスケール」という言葉の定義の記述にも「一般的には」

といったような言い方がされている。 
 
 ナノマテリアルの定義に関する考え方で比較的共通しているのがサイズに関してであり、
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「三次元のうち、少なくとも一次元が 1～100nm サイズである」という条件でナノマテリ

アルを捉える場合が多い。つまり細長い繊維状物質や薄く広い形状の物質であっても「少

なくとも一次元」が100nm以下であればナノマテリアルであるとみなされるケースが多い。 
 
主要機関･主要国でのナノマテリアル関連用語定義 
 ナノマテリアルに関連する定義 “ナノスケール”の定義 
EC SCCP 
消費者製品に関

する化学委員会 

【Nanomaterial】 
一つ又はそれ以上の外形の次元が、又は

内部構造がナノスケールである材料。ナ

ノスケールでない同じ材料のものとは

顕著に異なる性質を示すことがある。 

【Nanoscale】 
一つ又はそれ以上の次元で 100nm 以下

を持つこと。ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰの要素としては

1nm と 100nm の範囲にある大きさ。 

BSI 
英国規格研究所 

【Nanomaterial】 
一つ又はそれ以上の外形の次元でナノ

ス ケ ー ル を 有 す る 、 あ る い は

nano-structured である材料。 
注：ナノ材料はナノスケールでない同じ

材料とは異なる特性を持つ。 

【Nanoscale】 
およそ 1nm から 100nm の範囲の大き

さ。 
注 1：より大きなものからは外挿できな

い性質が、このサイズのみではないにし

ろ、特徴的に発現する。 
注 2：下限値（1nm）は物理的には重要

ではなく、原子のｸﾞﾙｰﾌﾟと区別するため

に用いられているもの。 
EPA 
米国環境保護局 

【Engineered Nanoscale Material】 
一つあるいはそれ以上の次元がナノス

ケールを持つものとして作製された粒

子、物質、素材。 

【Nanoscale】 
一般には nanometers（1×10-9m）のサ

イズで測定された大きさに用いられる。 
NMSP※1 としては、原子/分子状態と塊/
マクロの状態の中間のサイズ。これは一

般に1nm以上100nm以下であるが例外

を含む。このサイズの工業ナノ材料は特

徴的で際立った特性を持つ。 
OECD 
WPNM※2 
 

【Nanostructurerd】 
内部構造あるいは表面構造がナノスケ

ールである。 

【Nanoscale】 
一般的に、1nm～100nm の範囲の大き

さ。 

ISO 
国際標準化機構 

【Nanoparticles】 
直径が 100nm 以下の粒子で幾何学的･

空力学･移動性･投影面積等の種々の名

称でのものを含む。 

【Nanostructurerd】 
100nm 以下の、物理的･化学的又は生物

学的特性に影響する構造的特色を持つ

粒子。 
日本 
（厚生労働省） 

【ナノマテリアル】 
元素等を原材料として製造された固体状の材料であって、大きさを示す 3 次元のう

ち、少なくとも一つの次元が 100nm よりも小さいナノ粒子及びナノ構造体 
（「ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙに対するばく露防止等の予防的対応について」見直し案の対象） 

※1：MNSP＝Nanoscale Materials Stewardship Program（上記 EPA の定義は NMSP に限ってのもの） 
           ※2：WOMN＝Working Party on Manufactured Nanomaterials 

（環境省「平成 20 年度ナノ材料環境影響基礎調査検討会第１回資料」、厚生労働省資料等を元に作成） 

 
 本調査で扱うナノマテリアルに関しても、原則としては上記の様々な定義に共通した部

分である「少なくとも 1 次元が 1～100nm サイズのもの」としているが、次章の使用状況

調査などでは一部例外的な素材に関しても記載している。 
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１-３．ナノマテリアル･リスク認識の現状 

 
 ナノマテリアルについては、ヒトが摂取した場合の健康被害の可能性や、環境に放出さ

れた際の悪影響など、様々な懸念が指摘されている。ただ、すでに述べたようにナノマテ

リアルの「サイズが小さいがゆえの特有の有害性」や「ヒトがばく露した場合の影響」に

ついての知見が絶対的に不足していることもあり、ナノマテリアルの有害性やリスク問題

も現状では科学的・体系的に立証されたと言えるまでには至っていない。 
 従って、現在指摘されているナノマテリアル･リスクに関する研究結果や知見は断片的な

情報という側面があるのは否定できないが、主要なリスクと考えられるものを以下に整理

していく。 
 
1）ナノマテリアルの特性 
 
 前頁で整理した定義にもみられるように、一般的に「少なくとも一次元のサイズが 100nm
以下である物質」とされている。物質がここまで小さくなると、バルク状態の時とくらべ

て比表面積が大幅に増えることになり、さらに極小物質であることから量子効果が発現す

る可能性が大きくなる。表面積が増えることによって表面活性や表面電荷など、様々な特

性がバルクのときとでは異なることが指摘されている。 
 
 ナノマテリアル固有の、もう一つの問題は量子効果である。物質の化学的あるいは物理

的な特性の多くは、その物質中の電子の挙動を反映したものであり、電子自体は粒子性と

波動性の両方を備えている。物質が小さくなると、電子の持つ二つの性質のうち波動性が

大きくなるとされており、それが、同一の物質であってもバルク状態のときとは異なる特

性となって現われる。 
 「ナノであるがゆえの電子挙動」に基づく特性を一般には量子効果というが、量子効果

の発現によって、たとえば細胞などに対してどういった悪影響を及ぼすかといった面に関

しては未解明の部分が多い。 
  
 
2）有害性懸念（ハザード） 
 
 上述のように、ナノ物質固有の特性を生む理由に関してはある程度解明されているが、

実際にそれが環境に放出したり、人体に取り込まれた場合の厳密な研究データは極めて不

足している。 
 現在一般的に指摘･報告されているナノマテリアルの危険性･有害性事象について次頁で

整理しているが、リスク懸念のある物質としてはナノ銀、二酸化チタン、CNT などが例に
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挙がるケースが多い。 
 ナノ物質自体が発揮する有害メカニズムが明確になっていないにもかかわらず、これら

の物質のリスクが指摘されるのは、これらのナノマテリアルが多くの用途、特に食物と接

する食品容器類や、肌に直接塗る日焼け止め等、幅広い用途に利用され始めているという

ことも大きく影響している。 
 
①CNT（カーボンナノチューブ） 

 形状がアスベストファイバーに近いことから、中皮腫などの疾患、ひいては肺ガン等の

リスクが多数指摘されており、ナノマテリアル･リスクの代表的なものといえる。 
 日本でよく知られているのは、2008 年春に国立医薬品食品衛生研究所が発表した報告で

あり、CNT と中皮腫発症を結びつける実験として注目を集めた。 
 
 国立医薬品食品衛生研究所の実験例（2008.3 報道） 

 マウスを４群に分け、粒径が平均約 100nm で長さの異なる CNT、アスベスト、フ

ラーレン、何も含まない液体を注射。 
 このうち、CNT を注射した群では、腹腔内に中皮腫が 16 匹中 14 匹に、アスベスト

でも 18 匹中 14 匹で発見された。腫瘍の近くには CNT や青石綿が沈着しており、繊維

状の細長い形状がマウス体内で分解されにくいことが影響したと考えられている。なお、

フラーレンと何も含まない液体を注射したマウス群では腫瘍は発見されていない。 
 
 エジンバラ大学の実験例（2008.5 報道） 

 長繊維状と短繊維状の CNT、さらに長繊維状と短繊維状のアスベストファイバーを

マウスの腹腔に注入。その結果、長繊維状の CNT は長繊維状のアスベストファイバー

と同様の作用を示した。長繊維状のアスベストファイバーは肺に深く浸透し、長さがあ

るために肺の自浄作用で除去することができないことから、中皮腫や肺ガンの原因にな

ると考えられる。 
 
 CNT、あるいはカーボンナノファイバーが繊維状であることからアスベストと同じよう

な害があるのではないかという懸念は広く認識されており、上記の実験などもそれを示す

実験結果であるとされる。 
 ただ、上記の二つの実験例はどちらも CNT やナノファイバーを腹腔に注射器で注入した

結果である。CNT 等の摂取経路として通常考えられるのは「吸入」や「経口」であって、

直接注射するということは現実にはあり得ない。従って、これらの実験結果を現実のナノ

マテリアル･リスクとして捉えるのはやや無理があるが、繊維状のカーボン系ナノマテリア

ルがばく露の量しだいでは人体に深刻な悪影響を与える可能性がある物質として認識され

始めているのは確かである。 
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②ナノ銀 

 銀はバルクであればほとんど無害な物質であり、皮膚に直接接触するアクセサリー類や

口の中にいれるスプーンなどの用途でも問題なく用いられる物質である。ただ、銀がナノ

サイズになったときに発現する「ナノ銀固有の特性」についてはまだ不明な部分が多い。 
 ただ、一般的に殺菌･抗菌効果を得る、すなわち「微生物を殺す」ために使われるナノ銀

が、そのまま人体に摂取されれば体内微生物にも何らかの影響を与えるという可能性があ

るのは否定できない。さらに、そういったナノ銀が現実には食品容器など、経口摂取の可

能性のある用途に用いられているということも、ナノ銀リスクに対する懸念を高める要素

になっている。 
  
 ナノ銀のリスクとしてもう一つ指摘する必要があるのが、環境放出後の問題である。抗

菌効果があることをセールスポイントにした「ナノ銀配合の洗濯機」に対して海外などで

は販売停止などの措置がとられた事例があるが、ここで特に問題にされているのは洗濯排

水と一緒に流れ出た「溶出銀」成分である。殺菌効果のある銀が下水道で運ばれ、下水処

理場に到達した場合、処理場の活性汚泥などに含まれる微生物にダメージを与える例があ

ることは、米国などでも指摘されている。 
 ただ、ナノ銀についてはどういう条件、どういうメカニズムで溶出するのか、あるいは

溶出したものが銀そのものなのか、イオンなのかといった面でまだ解明されていない部分

も多く、リスク評価が確立するまでにはまだかなりの時間がかかると考えられる。 
 
 

③二酸化チタン･酸化亜鉛 

 銀と同様、二酸化チタンや酸化亜鉛についてもそれがナノサイズになることでどういっ

た特性･挙動を示すかはまだ未解明と言ってよい。それでも二酸化チタンの人体リスクが懸

念されるのは、ナノ二酸化チタンが日焼け止めという、皮膚に直接すりこむ用途に使われ

るため、次項 3）で述べる「ばく露リスク」が高いと考えられる点にある。 
 ただ、物質自体の有害性はもちろん、皮膚にすりこんだ場合のナノマテリアルの皮膚浸

透メカニズムについてもリスク評価を下せるほどのデータはなく、日焼け止めや化粧品等

でのナノマテリアル使用のリスクもまた「疑いがある」「可能性がある」という捉え方にな

らざるを得ない。 
  

 上に掲げた 3つの物質の例はナノマテリアル･リスクの中で認知度の高い例であるが、こ

れ以外にも、鉄を含有したナノ粒子が皮膚にダメージを与える可能性、ナノ粒子自体は無

害でも、そこに有害物質のイオンが結合することで、有害物質の細胞侵入を許すといった

様々な報告が存在している。 

 繰り返しになるが、こういったナノマテリアルの有害性に関する懸念や報告はまだ断片
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的情報という側面が大きく、国際的に受け入れられるだけの科学的･体系的データの蓄積は

まだ圧倒的に不足している状態にある。 

  

 
3）ばく露懸念 
 
 ナノマテリアルのばく露問題は大きく分けて「ナノ物質メーカー、あるいはナノ物質ユ

ーザーの製造現場で働く従業員」のばく露と、「ナノ物質を含有している製品を使用した消

費者」のばく露とに分けることができる。 
 このうち、職業的ばく露に対する対策の緊急性が高いという認識は我が国でも米国等で

も共通しており、米国では「呼吸器保護基準：Respairatory Protection Standard」や「身

体防護器具基準：Personal Protective Equipment Standard」など、労働者の健康保護に

適用し得る既存の法規制を使ってナノマテリアルを扱う工場従業員向けのガイドラインを

検討している。 

 

 また、後項で触れるように、我が国においても厚生労働省が職業的なナノばく露を予防

するための措置を通達として発表しており、消費者に比べてばく露量が多くなりやすい職

業的ばく露の対策が急務として広く認識されている。 

 ただ、実際にどんな経路で、どの程度のばく露量であれば、どういった悪影響があるか

といった科学的な知見･データは不足しており、通常の有害物質や放射線などのように、ど

の程度が許容範囲であり、どの程度が危険なのかといったばく露の量的な影響差も明確に

なっていない。 

 たとえば、工場従業員に対するナノマテリアルばく露を考えた場合、 も可能性が高い

摂取パターンは“吸入”であると考えられるが、実際にマウスなどを使ってマノマテリア

ル吸入実験を行うのは技術的にも難しく、実験方法も確立していない。前出のマウス実験

で「CNT を腹腔内に注射」という方法を使った背景にも、吸入実験の困難性があるという

指摘は本調査のヒアリングで聞かれた。ばく露影響に関するデータを十分に蓄積するまで

には、長い時間が必要になるのが避けられない。 
  
 消費者のばく露は職業的なばく露に比べると可能性が低く、ばく露量そのものも少ない

と考えられるが、同一のナノ物質であってもそれが使用される製品用途によってばく露の

可能性には大きな差があり、しかも用途によってばく露形態も皮膚接触、経口、吸引など

様々なパターンが考えられることから、ばく露影響の評価問題を複雑にしている。 
 たとえば、同じ CNT でも、それがリチウム電池という密閉物の中に含有され、さらにそ

れが携帯電話という機器の中に入った状態のばく露可能性と、野球のバットに使用された

場合とではばく露可能性は大きく異なる。また、バットの中に含まれる CNT でも皮膚接触
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によるばく露と、乳児が舐めた場合のばく露とでは異なる可能性がある。 
 また、ナノマテリアルが環境に放出されるメカニズムにしても解明はこれからであり、

たとえば靴下に含まれた銀から洗濯の際に銀イオンが水に溶出するとしても、それをもた

らす理由としては水、攪拌の振動、温度、洗剤成分等々、様々な因子がからみ、そのメカ

ニズムを明らかにするのは容易ではない。 
 
 以上に述べたように、ナノマテリアルのリスクに関してはハザードについてもばく露に

ついても、「現状ではほとんどわからない」というのが実情に近い。次項で触れるように、

化学物質などと同じように「ハザード（物質固有の有害性・毒性）×ばく露可能性」でナ

ノマテリアルのリスクを捉えるという考え方はすでに存在している。しかし、実際にその

考え方に基づいてナノマテリアルのハザード、ばく露を評価し、適切なリスクマネジメン

トを行えるまでの科学的知見が十分に蓄積するまでにはかなり長い時間がかかると考えざ

るを得ない。
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２. 海外でのナノマテリアル・リスク管理動向 
 
２-１. 物質リスク管理に関わるマクロトレンド 
 
 1992 年、国際環境開発会議がリオデジャネイロで開催され、その 10 年後にあたる 2002
年に、新たな課題への対応などを目的として南アフリカのヨハネスブルグで「持続可能な

開発に関する世界首脳会議（World Summit on Sustainable Development、以下 WSSD と

表記）」が開催された。 
 この WSSD は 100 以上の国々から首脳や政府関係者、NGO 等が参加した大規模なもの

であったが、このときに化学物質のリスク管理についての方向性や目標期限について以下

のような合意がなされた。 
 
 ヨハネスブルグにおける化学物質管理に関する合意 
化学物質の生産･使用が人の健康および環境にもたらす著しい悪影響を、リスク評価の

手続き、リスク管理の手続きを使って、リオ宣言第 15 原則に留意しつつ、2020 年ま

でに 小化することを目指す。 
 
 この 2020 年目標の大きなポイントは、化学物質をこれまでのようなハザードベース（そ

の物質固有の危険性･有害性）管理ではなく、リスクベース（その物質固有の危険性･有害

性×その物質のばく露可能性）で管理する必要性をうたった点にある。 
 後項でも触れるが、たとえば欧州の新しい化学物質規制である REACH が物質の登録に

際して、その化学的特性や毒性情報だけではなく、用途ごとのばく露シナリオ情報等につ

いても要求しているのは、「ハザードとばく露可能性の総合としてのリスクベースで化学物

質を管理する」というヨハネスブルグでの 2020 年合意に沿ったものということができる。

また、同じく後述する我が国の化学物質審査規制法（以下、化審法と表記）の見直し検討

作業においてもハザード×ばく露で化学物質のリスクを評価するという、2020 年目標に向

けた考え方が大きく盛り込まれている。 
 
 現在、化学物質とナノマテリアルとの厳密な“境界線”は極めて曖昧であり、ナノマテリア

ルを既存の化学物質管理スキームの中に組み入れていくという考え方も存在しているが、

上述の「ハザード×ばく露でのリスク管理」という化学物質リスク管理トレンドも、そのま

まナノマテリアルに及ぼうとしている。現在、ナノマテリアルのリスクを考える上で も

ポイントとされているのは、この「ハザード」と「ばく露」の 2 点に他ならないのである。 
 複雑な有機系化学物質などと違い、ナノマテリアルの素材は古くから存在している極め

てシンプルなものである場合が多い。「銀」「鉄」などはその代表例であるが、カーボンナ

ノチューブ（以下、CNT と表記する）などの新しいナノマテリアルでも本質的には「炭素」
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という、ごくありふれた物質である。 
 
 銀、鉄、炭素、二酸化チタン等々のありふれた物質であれば、その化学的･物理的特性や

毒性データなどはすでに十分蓄積されている。だが、それらは全て物質がバルクであるこ

とを前提とした知見であり、それがナノサイズになり、表面積が増えたり量子効果が発現

した状態でどのような特性を示すのか、といった点に関しては現在もまだ解明されていな

い。つまり、ナノマテリアルに関しては「ナノサイズであるがゆえの特有のハザード」を

知る必要があり、しかもそれはまだほとんど解明されていない状態にある、ということが

まず指摘できる。 
 さらに、ナノマテリアルのばく露に関しても科学的知見は全く未整備といっていい状態

にある。ナノマテリアルのばく露影響をどう評価するかという検査技術開発もトライアル

の段階に近い。ナノマテリアルのばく露影響を評価する手段として、科学的にオーソライ

ズされ、世界的に共通化された基準もまた未整備の状態なのである。 
 
 すでに述べたように、化学物質と同じようにナノマテリアルに関しても「ハザード×ばく

露」という捉え方でリスク管理を行うという考え方は広まっている。しかし、世界的に見

てもナノマテリアル固有のハザード研究やばく露研究は始まったばかりというのが実情で

あり、言い換えればナノマテリアルのリスクを評価するための二つの尺度であるハザード

もばく露も、どちらも「わからない部分」の方が圧倒的に多いというのが現状であるとい

える。 
  
 
２-２. 国際機関による取り組み動向 
 
 そういった状況の中、国際的に共通なナノマテリアル･リスク管理手法を確立するための

取り組みが OECD（経済協力開発機構）や ISO（国際標準化機構）といった国際機関を中

心に進められている。 
  
1）OECD 
 OECD 内にある化学品委員会の下部組織として、「工業ナノマテリアルに関する作業部会

（Working Party on Manufactured Nanomaterials：WPMN）が 2006 年に設置されてお

り、現在はこの WPMN が OECD としてのナノマテリアル･リスクに関する取り組みの中心

的組織となっている。 
 WPMN の中にはさらに 8 つの SG（ステアリング･グループ）が作られており、その一覧

は次ページに示すとおりである。この中で注目されるのは SG3 であり、生産量の多さなど

から OECD が抽出した代表的ナノマテリアル 14 種類に関して、合意された安全性項目に
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関する情報収集を実施するためのスポンサーシッププログラムを 2007 年 11 月から実施し

ている。 
 
WPMN の下に置かれた 8 つのステアリング･グループ 
SG1：安全性研究に関するデータベース構築 
SG2：工業ナノ材料に関する研究戦略 
SG3：代表的工業ナノ材料の安全性試験 
SG4：工業ナノ材料とテストガイドライン 

SG5：ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰｽｷｰﾑと規制制度に関する協力 
SG6：リスク評価に関する協力 
SG7：ナノ毒性学における代替試験の役割 
SG8：ばく露測定と低減に関する協力 

 
 このスポンサーシッププログラムでは、各国が自主的に特定のナノマテリアルのスポン

サーとなり試験計画を策定する。現在、日本は米国と共同でフラーレン、単層 CNT、多層

CNT のスポンサーとなることを表明しており、経済産業省が中心となり、産業総合研究所

（産総研）などの機関が試験を開始している。 
 
ナノマテリアル別スポンサーシップ（2008 年 12 月時点） 

ナノ物質名 リードスポンサー国 共同スポンサー国 貢献国 

フラーレン 日本、米国  デンマーク、中国 

単層 CNT 日本、米国  カナダ、フランス、ドイツ、

EC、中国、BIAC 

多層 CNT 日本、米国 韓国、BIAC カナダ、フランス、ドイツ、

EC、中国、BIAC 

銀微粒子 韓国、米国 オーストラリア、カナダ、

ドイツ、NORD 
フランス、EC、中国 

鉄微粒子 中国 BIAC カナダ、米国、NORD 

カーボンブラック   デンマーク、ドイツ、米国 

二酸化チタン フランス、ドイツ オーストラリア、カナダ、

韓国、スペイン、米国、BIAC 
デンマーク、中国 

アルミナ   ドイツ、米国 

酸化セリウム 米国、英国、BIAC オランダ オーストラリア、ドイツ、

スイス、EC 

酸化亜鉛 英国、BIAC オーストラリア、米国、

BIAC 
カナダ 

シリカ フランス、EC ベルギー、韓国、BIAC ベルギー、デンマーク 

ポリスチレン   韓国 

デンドリマー  スペイン 米国 

ナノクレイ   デンマーク、米国 
                       BIAC：経済産業諮問委員会（OECD 所属の民間機関） 

                     NORD(Nordic Council of Minister)：北欧理事会 
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2）ISO 
 ISO では 2005 年 5 月に設置された TC229「ナノテク技術委員会」がナノマテリアルに

関する技術標準を検討しており、その中に以下のような三つの作業部会が置かれている。 
     ①WG1：用語･命名法（議長（ｺﾝﾋﾞﾅｰ）＝カナダ） 
     ②WG2：計測･キャラクタリゼーション（議長＝日本） 
     ③WG3：環境･安全･健康（議長＝米国） 
     ④WG4：材料規格（議長＝中国） 
 日本が議長を務める WG2 では CNT の計測･分析方法に関する規格が検討されており、

また、TC229 自体は前述の WPMN は相互に情報交換しながら検討を進めている。 
 TC229 の総会はほぼ年 2 回のペースで開催されており、2006 年 6 月の第 2 回総会は東京

で開催されたほか、 近では 2008 年 11 月の第 7 回総会が上海で開かれている。 
  
 
２-３. 米国の取り組み動向 
 
 米国ではナノテクノロジーを国家的規模で推進するため、民主党クリントン政権下で省

庁横断的なナノテク推進国家機関である NNI（National Nanotechnology Initiative）が設

立され、その中にナノマテリアルの安全性や人体への影響等を検討するためのワーキング

グループ NEHI（Nanotechnology Environmental And Health Implication Working 
Group）が設置されている。NEHI に参加している政府機関は EPA（米国環境保護局）、FDA
（米国食品医薬品局）、NIOSH（国立労働安全衛生研究所）、NASA（米国航空宇宙局）な

ど、全部で 18 機関になる。 
 
 ただ、ナノマテリアルに関する法規制面からの現実的な対処となると、上述の NEHI で

はなく、EPA や OSHA（米国労働安全衛生局）など、化学物質や労働安全に関する現在の

所轄官庁が既存の法規制の枠組みの中での取り組みが目立つ。 
 その代表的なものが、環境保護局によるナノマテリアル･スチュワードシッププログラム

（Nanoscale Materials Stewardship Program：以下 NMSP と表記）である。 
  
 NMSP は、ナノマテリアルに関する物理的・化学的特性に関する情報や毒性情報、ばく

露シナリオ情報やそれを防止するための対策情報など、ナノマテリアルのリスク管理に必

要な物質ごとの基本情報をそのメーカーから仕組みである。こういった方法をとった背景

には、ナノマテリアルのリスク情報をすべて政府サイドで蓄積しようとすると膨大なコス

トと時間がかかるということがある。そこで、ナノマテリアルの安全性情報を蓄積してい

ることが期待できる対象、すなわち「そのナノ物質のメーカー」から情報を提供してもら

い、効率的な安全性データを蓄積するための取り組みが NMSP であると言える。 
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 当初、NMSP に賛同する企業は少なかったが、その後徐々に参加企業が増え、2008 年 7
月 29 日の締め切り時点では 終的に 25 社、113 物質について情報提供がなされたのに加

え、さらに 9 つの企業・団体がベーシックプログラム（企業保有データの提供）への参加

を確約している。また、詳細プログラム（EPA と協議し、新たな実験等も行ってデータ整

備）には 3 社が手を挙げている。 
 この結果については「不十分である」という意見もあるが、後述する英国の「自主報告

スキーム」で 2 年の間に提出されたレポートが 11 件、そのうち産業界からのものは 9 件し

かなかったことと比べれば、それなりの成果があったという評価の方が主流である。 
 
 NMSP については 2 年後をメドに EPA が 終報告を出す予定であり、NMSP によって

集まったデータ評価をベースにして今後のナノマテリアルに関する規制の方向性が示され

る計画になっている。 
   
 
２-４. EU の取り組み動向 
 
1）概況 
 
 米国と同様、EU でも既存の化学物質関連規制と、ナノマテリアルという新しい技術をど

う整合させていくかが検討課題になっている。 
 EU では 2008 年 6 月に「欧州共同体委員会におけるナノマテリアル規制状況についての

報告書」を発表しており、この中でナノマテリアルにどのような法規が適用されるべきか

が検討されている。 
 
 この報告書ではナノマテリアルに関し、人体及び生態の生理機能の阻害メカニズムが従

来の化学物質と大きくことなる可能性があるがまだ不十分であることを認識しつつ、ナノ

テクノロジーによって社会が獲得する便益と適正な法規制との両立に向けた検討課題を整

理している。 
 現行規制の対象分野としては「化学物質」「労働者保護」「製品」「環境保護」という 4 つ

の視点から様々な検討を行っているが、基本的にはナノマテリアルに関する「大部分のリ

スクは現行の法律によりカバーでき、現行制度により対応可能であると結論づけることが

可能」であるというスタンスに立ち、たとえば「化学物質」に関しては、2007 年に発効し

た化学物質規制 REACH によってナノマテリアをカバーする可能性が示唆されている。さ

らに、ナノマテリアル規制の検討には REACH の運用を所轄する欧州化学品庁（ECHA：

European Chemical Agency）をはじめとして欧州医薬品審査庁（European Medicines 
Agency）、欧州食品安全庁（European Food Safety Authority）、欧州労働安全衛生機関
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（European Agency for Safety and Health at Work）など、関連行政機関の関与も求めて

いる。 
 その一方で継続的な「科学的知見の水準を向上」が必要であることも強調しており、基

本的なスタンスとしては「科学的な知見を整備･強化しつつ、既存の法規制を使って適切に

ナノマテリアルをカバーする」という方向性が EU の考え方であるといえよう。 
 なお、同報告書では既存の規制がナノマテリアルに関してどう実施されるべきかについ

ての検討の進捗報告を 3 年後の 2011 年に行う予定である。 
 
 
2）REACH との関連性 
 
 既存法規制とナノマテリアルの適応性･整合性を検討するという動きは、実際の法規制そ

のものにも影響を与えはじめており、その一例として、上項でも触れた EU の化学物質規

制･REACH 規則の見直しが挙げられる。 
 
 REACH 規則には様々な ANNEX（付属文書）が存在しているが、そのうち ANNEX IV
は「その固有の特性のために 小限のリスクしか生じないとみなされる十分な情報が知ら

れている物質」として登録対象から免除する物質のリストである。つまり、ANNEX IV は

実質的に「登録免除物質リスト」としての意味を持っており、このリストには「石灰石」

や各種の脂肪酸などとともに「カーボン」と「グラファイト」も含まれていた。  
 ところが、2008 年に行われたリスト内容見直しでは、このカーボンとグラファイトの両

物質が ANNEX IV から削除されることが発表された。これは、両物質がナノスケールでの

形態で特定されて、EINECS 番号や CAS 番号が付けられているため、附属書 IV に入れる

「十分な情報が知られている」という基準に適合しないとみなされたための措置であり、

ナノマテリアルのリスク問題がREACHという既存の法規制の運用に影響した例といえる。 
 
 また、欧州内の労働組合の中には、現在の REACH がカバーしている「1t/年以上製造･

輸入されている物質」という登録下限値ではナノマテリアルのような少量生産･少量流通物

質を十分にカバーしていないとして、REACH の登録下限値をさらに低くするよう要求して

いる例もある。 
 ナノマテリアルはすでに様々な製品で応用され始めており、製造現場の労働者がナノマ

テリアルを浴びるリスクはいまや化学工業のとどまらず、化粧品や日用品等々、広範な業

種の工場労働者に広がっているという現実が、労働組合によるこのような要求の背景にあ

る。 
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２-５．英国の取り組み動向 

  
 2006 年 9 月、イギリスの環境・食料・農村地域省（Department for Environment Food 
and Rural Affairs、以下 Defra と表記）はナノ物質に関する自主報告制度を開始すること

を発表し、「工業ナノ材料についての自主報告スキーム（Voluntary Reporting Scheme for 
Manufactured Nanomaterials）」として同年 9 月から 2008 年の 9 月まで、2 年にわたって

実施された。 
 この制度はナノ物質を扱う企業や研究機関等に対し、製造されたナノ物質に関する自主的

な情報提供を呼びかけるもので、あくまで“自主報告”を求めるものであって法的強制力は持

たない。ナノ物質に関するリスク情報提供の仕組みという点では米国 EPA の NMSP に先

行するものであり、EU 内でも例のない取組みであった。 
 
 ただ、NMSP の項でも触れたように、2 年間で提出されたレポートは学術界から 2 件、

産業界から 9 件の 11 件にとどまり、情報量という点では期待したほどの成果が得られなか

ったことは否定できない。この制度の結果をうけ、イギリス政府はナノテクノロジーに関

する閣僚グループを編成し、今後の対応を検討する予定である。 
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３. 我が国におけるナノマテリアル・リスク管理動向 

 

３-１. 主要省庁の動き 

 

1）経済産業省 

 
 経済産業省では 2006 年頃から委託調査や NEDO プロジェクトなどの形でナノマテリア

ルのリスク管理に関する研究調査を行っており、そのうち「ナノ粒子特性評価手法の研究

開発」は 2006〜2010 年度の 5 年間にわたる研究プロジェクトである。 
 また、2008 年 4 月には経済産業省、NEDO、産業技術総合研究所（以下、産総研と表記）、

OECD と共同で「工業ナノ粒子のリスク評価」と題した国際シンポジウムを東京で開催し

ている。 
 このシンポジウムでは、上述の「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」の中間成果発表が

産総研からなされているが、この研究開発は特定のナノマテリアルの有害性を検証すると

いったハザード評価にとどまらず、有害性試験手法とばく露評価手法の両方を確立するこ

とでナノマテリアルのリスク評価を確立することを目的にしたものであり、世界的にみて

も先進性の高い取り組みといえる。この研究開発では 2010 年度中にフラーレン、CNT、二

酸化チタンという 3 つの物質についてリスク評価書を作成する計画である。 
 
 経済産業省はナノマテリアルに関して、いわゆる「規制省庁」という立場にはないため、

同省による取り組みも規制の検討というよりも、むしろナノテクノロジーの継続的な発展

を前提として、ナノマテリアル・リスクを適切に管理するための手法開発に注力するとい

う姿勢が鮮明であると言える。 
 
 
2）厚生労働省 

 
 厚生労働省では労働基準局が 2008 年 3 から 10 月にかけて 9 回にわたって「ヒトに対す

る有害性が明らかでない化学物質に対する労働者ばく露の予防対策に関する検討会」を実

施し、一方医薬食品局でも 2008 年 3 月から「ナノマテリアルの安全性対策に関する検討会」

を開始し、消費財でのナノマテリアル使用に関するリスク評価手法や安全対策等に関して

の検討を進めている。 
 
 ナノマテリアルの職業的ばく露に関しては、特にアスベストとの類似性が指摘されてい

る CNT などに関してその危険性が指摘されているが、実際のところは検討会の名称にもあ

る通り「ヒトに対する有害性が明らかでない」という状態にある。 
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 有害性が完全に明確になっていないとしても、その可能性がある以上、労働現場におい

ては適切な“予防的措置”が取られるべきであるというのが厚生労働省のスタンスであり、

その予防的対策は 2008 年 2 月に労働基準局長による通達「ナノマテリアル製造・取扱い作

業現場における当面のばく露防止のための予防的対応について」として具体化した。 
 
 この通達においては労働者がナノマテリアルを扱う際のばく露防止措置として 
 ①密閉化、無人化、自動化等の措置をとり、無理な場合は局所排気装置を設置し、屋外 
  への排気口には高性能フィルターをつける 
 ②ナノマテリアルを直接扱う労働者は適切な保護具、作業衣を着用する 
 ③清掃に際しては、ナノマテリアルを拡散させないように高性能フィルターを備えた掃 
  除機や湿った布により拭き取り、使用した布は適切に廃棄する   
 ④ナノマテリアルを扱う施設は外部と区画し、関係者以外の立ち入りを制限する 
などの対策を求めており、②でいう保護具、作業衣としては規格に基づく防塵マスクの仕

様等を具体的に示している。 
 
 2008 年 2 月に出されたこの通達は、2009 年 1 月に早くも見直し検討が行われているが、

この見直し案では装置の密閉化や排気装置の設置等についてさらに詳細な指示が記されて

いる。たとえば、昨年通達では「高性能フィルター」とのみ書かれていた排気口フィルタ

ーについても見直し案では「HEPA フィルターまたはこれと同等以上の性能を有する」と

性能が指定されたほか、呼吸用保護具の指定防護係数等も詳細に記載されている。 
  
 今回の見直し案でさらに注目されるのは、ナノマテリアルに関する情報伝達を企業に求

めていることであり、ナノマテリアルメーカーがユーザーに対して「当該ナノマテリアル

等の名称及び成分、取扱い上の注意等を容器又は放送への表示、文書（MSDS）※1の公布そ

の他の方法により譲渡」することが求められている。 
 これは、欧州の REACH 規則などが取り入れた「サプライチェーン間での物質情報の伝

達・共有」につながるものといえ、リスク管理という面においてナノマテリアルが化学物

質と同様の方向に進む可能性を示唆している。 
 
 
3）環境省 

 
 環境省では主にナノマテリアルの環境への放出可能性や、それに伴う悪影響等について

検討を進めており、2008 年 6 月からは「ナノ材料環境影響基礎調査検討会」を開催し、製

造時、使用時、廃棄後におけるナノマテリアルの現状や、環境での挙動等についての知見
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※1 マテリアル･セイフティ･データシート（Material Safty Data Sheet） 



 

の収集を行っている。環境への放出という点では特に排水への放出や焼却処理後の環境へ

の放出の重要性が高く、将来的には何らかの指導や規制等に結びつくことが考えられる。 
 
 
３-２. 化審法改正に関する動き 

 
 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（以下、化審法と表記）に関しては、

前項でナノマテリアル・リスク管理に関しての取り組み例として挙げた経済産業省、厚生

労働省、環境省の三省合同委員会による見直し検討が進み、2008 年 12 月 22 日付けでその

報告書が公表されている。 
 
 化審法見直しの主なポイント 
 ①上市後の全ての化学物質を対象とし、一定数量をこえる化学物質を製造･輸入する事

業者に対し、定期的に製造･輸入数量等を国に届け出させる制度を新設する 
 ②化学物質の製造･輸入量や既知のハザード情報を元に、国がスクリーニング評価（簡

易なリスク評価）を実施し、優先的にリスク評価すべき物質を絞り込む 
 ③リスク評価は化学物質のハザード（急性毒性、遺伝毒性等々）評価とばく露（製造･

輸入数量、詳細用途、環境モニタリングデータ等々）評価を組み合わせて実施する。

そのために、化学物質上市後のサプライチェーンにおけるばく露状況の把握を可能に

する仕組みが必要 
  
 上に整理したように、化審法の見直しにおいては化学物質リスクをハザードとばく露で

捉えるという、WSSD 合意に沿った方向性が強く打ち出されている。その中で、ナノマテ

リアルに関する具体的な規制等は示されていないが、ナノマテリアルを法的にどう扱うか

が「今後の課題」として位置づけている。実際、化審法見直し論議の中では委員から「ナ

ノ物質規制法のような法規制が早急に必要」といったコメントも出されており、我が国に

おいてもナノマテリアルを法的にどう位置づけ、どんな法規制によって管理するかがかな

り緊急性の高い課題として捉えられていることがわかる。 
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第Ⅱ章．ナノマテリアル使用状況調査 
 
１．調査対象の選定に関して 

 
 本調査では、素材別の使用状況や使用量の推定を行う対象ナノマテリアルとして以下の

17 品目を取り上げている。 
 
 使用状況調査の対象ナノマテリアル一覧 

① フラーレン 
② 単層 CNT（Single-Walled Carbon Nanotube） 
③ 多層 CNT（Multi-Walled Carbon Nanotube） 
④ 銀 
⑤ 鉄 
⑥ カーボンブラック 
⑦ 二酸化チタン 
⑧ アルミナ 
⑨ 酸化セリウム 

⑩ 酸化亜鉛 
⑪ シリカ 
⑫ ポリスチレン 
⑬ デンドリマー 
⑭ ナノクレイ 
⑮ カーボンナノファイバー 
⑯ 顔料微粒子 
⑰ ニッケル超微粉 
 

 
 ①のフラーレンから⑭のナノクレイまでの 14 品目は、OECD の「工業ナノ材料に関する

作業部会」において 2007 年 11 月からスポンサーシッププログラムが開始されたナノマテ

リアルである。 
 OECD では、2006 年 9 月に化学品委員会の下部組織として「工業ナノ材料に関する作業

部会」を設置し、ナノマテリアルの厳格な安全性評価の開発を促進するため、ナノ材料の

ヒトの健康及び環境の安全性評価を進めているが、上記 14 素材は 2007 年 11 月に OECD
がナノマテリアルの中でも生産量の多さなどから代表的なものとして選定したものである。 
 また、⑮から⑰については、すでに使用実績があり、さらに使用量が多いものを弊社で

独自に付け加えた。 
 
 以下、上記 17 素材に関して使用量の推定等をまとめているが、先に調査結果の概況を示

しており、素材別の詳細については概況の後に上表の順番に合わせて整理を行った。推定

値はすべて輸出を差し引いて国内使用量である。また、輸入に関してはほとんどないとみ

られるものの、一部輸入されているナノマテリアル（ナノ銀など）もある。ただ、輸入量

については不明な部分が多いため、本項での使用量には含めていない。
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２．ナノマテリアル国内使用量と使用状況 

 

２-１．ナノマテリアル国内使用量の推定 

 

 前ページに掲げた 17 種類のナノマテリアルに関し、ヒアリング調査等から種類別の国内

使用量を推定すると下表の通りとなる。これは各素材別に主要メーカー、あるいは関連す

る業界団体等にヒアリングを行い、得られた情報を積み上げた推定値である。 

 ヒアリング調査（2008 年）を行った段階の情報収集は基本的に昨年または昨年度の大ま

かな実績値情報を収集するため、下表では特に記していないが、基本的には 2007 年の数字

と考えてよい。また、海外からの輸入量については下表には含めていない。  

 

ナノマテリアル国内使用量推定 

物質名 使用量（推定値） 備考 

（1）フラーレン 2ｔ  
（2）SWCNT 0.1ｔ  
（3）MWCNT 100ｔ  

0.2〜3ｔ 銀 
（4）銀 

50ｔ 銀＋無機微粒子 
（5）鉄 200～300ｔ  
（6）カーボンブラック 830,000ｔ  
（7）二酸化チタン 1,300ｔ  
（8）アルミナ 700ｔ  
（9）酸化セリウム 2～3ｔ  
(10)酸化亜鉛 480ｔ  
(11)シリカ 20,000ｔ  
(12)ポリスチレン 1ｔ  
(13)デンドリマー 52～53ｔ  
(14)ナノクレイ 250ｔ  
(15)カーボンナノファイバー 60～70ｔ  
(16)顔料微粒子 800ｔ  
(17)ニッケル超微粉 1,200ｔ  
合計 855  

（ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所 推定） 

 

 調査対象 17 物質の国内使用量トータルは推定で約 85.5 万 t 程度とみられるが、これだけ

で 17 物質合計量の約 98％を占めるほど大量に使用されているカーボンブラックから、単層

カーボンナノチューブのように百 kg程度の微量しか生産されていないと考えられるものま

で、素材別使用量の大小には極端な開きがある。 
 下図は 17 物質を対象にした使用量ウェイトを図にしたものだが、我が国のナノマテリア
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ル使用を量的に捉えれば事実上ほとんどがカーボンブラックで占められてしまう状態であ

ることがわかる（なお、使用量推定でたとえば 100～200t などのように幅のある数値に関

しては中間値-上記の例では 150t-をあてはめてウェイトを算出している）。 
 
 全 17 物質を対象とした使用量ウェイト（母数：855,262t） 

カーボンブラック,

97.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
（ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所 推定） 

 
 カーボンブラックのウェイトが多すぎるので、これを除いた 16 物質に関して使用量ウェ

イトを見ると下図のようになる。除･カーボンブラックの 16 物質の使用量を合計すると中

ではシリカがやはり圧倒的なウェイトを占め、シリカ以外の物質は全体の 2 割程度しか占

めないという結果になる。 
 
 16 物質を対象とした使用量ウェイト（除･ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ＝母数：25,262t） 

酸化チタン, 5.1％

シリカ, 79.2％

ニッケル超微粉, 4.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
（ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所 推定） 
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 そこで、さらにカーボンブラックとシリカを除いた 15 物質の使用量ウェイトをみると下

図のようになる。下図では 7 種のナノマテリアルのウェイトを％で示しており、この 7 種

類の使用量を合計すると、母数 5,262t の約 95％を占めるが、残り 5％の中になお少量ナノ

マテリアルが 8 種類（フラーレン、単層 CNT、多層 CNT、銀、アルミナ、酸化セリウム、

ポリスチレン、デンドリマー、カーボンナノファイバー）存在することになる。 
 
15 物質を対象とした使用量ウェイト（除･ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ+ｼﾘｶ＝母数：5,262t） 

鉄, 4.8％

酸化チタン, 24.7％

アルミナ, 13.3％

酸化亜鉛, 9.1％

ナノクレイ, 4.8％

顔料微粒子, 15.2％

ニッケル超微粉,
22.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

（ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所 推定） 

 

 このように、我が国のナノマテリアルは量ベースで捉えればナノカーボンとシリカだけ

で 99％を超える。つまり、ナノマテリアルの多くが工業的規模で見れば「微量」に近い生

産規模であるといえ、調査対象 17 物質の中には生産量が数 t レベル、あるいは 1t/年に満た

ないと推定されるものがいくつか含まれている。 
 前章で見たように、ナノマテリアルは 1t/年という登録下限ラインを持つ REACH 規則な

どでは捉えきれない少量の製造･取引が多いから規制自体を変えるべきだという主張も欧

州などではなされている。今回の使用量推定調査結果でも OECD 対象 14 物質の中に使用

量 10t/年未満のものが 4 種類（フラーレン、単層 CNT、銀、酸化セリウム）あり、そのう

ちの 2 種類（単層 CNT、銀）は 1t/年に満たない。 
 
 ナノマテリアルのリスクに関する規制を検討する上で、素材サイズが小さいことによる

問題点が常に指摘されているが、同時にナノマテリアルのリスク管理が生産量や輸入量の

極めて小さい物質を対象にしなければならないというのも、ナノマテリアル特有の問題と

して指摘できよう。
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２-２．粒子径×使用量マトリックス  
 
 使用量推定の結果と、使用されるナノマテリアルの粒子径を掛け合わせて図にすると、

下表のような結果が得られる。 
 

 

 

 

使用量 
カーボンブラック：83 万 t 

 
 

シリカ：13,500t 
 

ニッケル：1,200t 
酸化チタン：1,250t  

1000 
t  

 顔料微粒子：800t 

 アルミナ：700t 

 
＊矢印に関する説明 

 ：100nm 以下にカスタマイズされている 
：おおよそ矢印の範囲で調整されている 
：サブミクロンの粒子もある 

 
500 
t  

酸化亜鉛：480t 
 
 

●鉄：200～300t 
モンモリロナイト：1nm×100nm ナノクレイ：250t 

 
多層カーボンナノチューブ：

100 トン  100 
t  

 
カーボンナノファイバー：60～70t 

デンドリマー： 50t  
銀＋無機微粒子：50t  

 
 ●ポリスチレン：5t 

酸化セリウム：2～3t 
●フラーレン：2t 

1 
t  

単層カーボンナノチューブ：0.1t  
銀：0.1t  

 
粒子径 100nm 1nm 50n

 
 

（各種資料・ヒアリング等を元に東レ経営研究所作成） 
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 それぞれのナノマテリアルの粒径については次項以下で詳細に述べるが、このマトリッ

クスを見ると、たとえばフラーレンや単層 CNT、あるいは銀などのように、生産・使用量

の少ない物質では粒径も小さいことが認められる。 
 
 だが、このマトリックスが「少量物質＝粒径小、大量物質＝粒径大」という傾向を表し

ているといえるかは微妙である。たとえばカーボンブラックやシリカのように大量に使わ

れるナノマテリアルでも粒径は比較的小さい。 
 ただ、この 2 種類の大量使用物質を除外してみれば、全体としては生産量の多い物質の

方が粒径も大きい、あるいは粒径の幅が広いという傾向はある程度読み取ることができる。 
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２-３．素材別動向 

 

1）フラーレン 

 
①物質定義と使用量 
 フラーレン（fullerene）は炭素クラスターの総称であり、C60 が代表的な物質である。

炭素原子 60 個からなり、20 面体（サッカーボール型）構造をとっている。炭素原子が 70
個、76 個、78 個、96 個、240 個なども見つかっている。Ｃ60 の場合直径は 0.7nm～1.0nm。

電子を受け取り易く、高い導電性を有するほか、樹脂と組み合わせることでバドミントン

やテニスなどのラケットなどの強度を高め軽量化が実現できる。また、医療用として DNA
を切断する細胞毒性を利用したがん細胞の攻撃、或いは活性酸素除去機能を期待して化粧

品などへの応用など様々な特徴を有しており多様な研究が進んでいる。 
 国内使用量は年間 2t 程度であるとみられる。  
 
②主な使用用途 

 ラケット・ゴルフクラブ・スノーボード等、スポーツ用品分野でほぼ 100%使用されてい

るとみられ、それ以外の分野での利用は現状では非常に少ない。 
 
③今後の利用拡大可能性 

 エネルギー関連分野ではフラーレンを用いたメタノール燃料電池用の電解質膜の開発、

あるいはフラーレン誘導体を太陽電池等有機デバイスに用いるといった研究がなされてい

る。また、化粧品業界ではフラーレンの抗酸化作用を応用したアンチエイジング・ホワイ

トニング機能にも着たいが集まっており、既に水溶性のフラーレン誘導体を含有する化粧

品が発売されている。さらに医薬業界ではフラーレンを特殊な溶媒に溶かした液状の注射

液を開発して変形膝関節症の改善効果を狙うといった研究も行われている。 
 一口にフラーレンと言ってもそのグレードには差があり、汎用グレードが 500 円/g 程度

のコストなのに対し、医療用途研究用などでは 25 万円/g クラスのハイグレード品が用いら

れる。そういう意味ではフラーレンは量の増加よりも製品の高機能化によって金額ベース

での市場が拡大するというシナリオが予想される。 
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2）単層カーボンナノチューブ（SWCNT：Single-Walled Carbon Nanotube） 

 

①物質定義と使用量 

 単層カーボンナノチューブ（Single-Walled Carbon Nanotube：略称 SWCNT）は炭素に

よる六員環ネットワークが単層の同軸管状になった物質であり、平面のグラファイトを丸

めて筒状にした構造を持つ。多様な性質が次々に確認されており、利用価値の拡大を目指

し研究開発が進められている。 
 熱可塑性樹脂、もしくはエラストマーとの溶融混練という形で用いられるケースが多く、

樹脂に 3wt%以下のレベルで添加すれば導電性を発揮する。直径は 0.5～5nm であり、我が

国での使用量はまだ 1t に満たない、100kg 程度の規模であるとみられている。 
 

②主な使用用途 

 ESD（静電放電）、EMI(電磁干渉)、Anti-Static（静電防止）など幅広い導電レベルに対

応可能な物質であり、その特性を生かしてフィールドエミッションディスプレイや LCD バ

ックライト、その他電子デバイス等に用いられている。 
 

③今後の利用拡大可能性 

 導電特性を生かして電波吸収体材料やディスプレイ光源の電子銃などへの応用が考えら

れるほか、樹脂やセラミックスの放熱特性を向上させたり、高い引っ張り強度、弾性を付

与した高強度材料開発への応用なども期待されている。また、水素ガスの吸蔵という用途

でも研究がなされている。 
 ただ、現在は量産が難しいことから高価な物質であり、また、物性も安定しないなどの

課題も残り、大量使用の大きな障害になっている。 
 

 

2）多層カーボンナノチューブ（MWCNT：Multi-Walled Carbon Nanotube） 

 

①物質定義と使用量 

 MWCNT は炭素による六員環ネットワークが複層の同軸管状になった物質であり、直径は

10～100nm 程度である。ここ数年で国内生産量も増えており、100t/年程度に達していると

推定されるが、これ以外に輸入が若干あるとみられる。 
 さらに、化学メーカー大手の昭和電工が多層 CNT を同社大分コンビナートで 2010 年か

ら量産化することを発表した（2009 年 1 月発表）。量産規模は 2010 年当初は 400t/年の予

定であるが、2015 年には 1000t/年規模を予定しており、売上でも 160～200 億円を想定し

ている。従って、国内生産量は今後数年の間に数倍ペースの規模で拡大し続けることが予

想される。 
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②主な使用用途 

 導電性や強度、さらに伝熱性に優れる上。成形品の表面平滑性が良好で成形収縮性が少

ないことから、半導体ハンドリング用のトレイ・キャリア用途に用いられるものが多い。

同じ用途で従来使われていたカーボンブラックに比べ、練り込み量が 1/5 程度の 5％で済む

ことから急速に普及している。また、ゴルフシャフトなどのスポーツ用品に使われる例も

あるほか、米国などでは野球のバットにも用いられる例がある。 
 そのほかに導電ペーストへの応用も進められているが、まだ実用化には若干の時間がか

かると見込まれる。 
 

③今後の利用拡大可能性 

 電気二重層キャパシタや燃料電池などのエネルギー関連機器での応用が考えられるほか、

自動車の衝突防止のための自動車側センサに対応してガードレールに塗布される導電材料

としての用途なども将来的には考えられる。 

 

 

4）銀･銀＋無機微粒子 

 

①物質定義と使用量 

 銀は抗菌剤として日用品、キッチン回りの商品、食品密封容器等で利用が拡大している。

純粋な銀だけがナノサイズになっているものと、銀＋無機微粒子の形で使われるものがあ

る。後者の場合の無機微粒子とはシリカ、アルミナ、二酸化チタン、ゼオライト等を微粒

子化し、銀を担持させたものであり、銀系無機化合物などとも呼ばれる。 
 一般にナノ銀と呼ばれるのは純粋な銀の超微粒子であり、銀+無機微粒子とは区別される

が、銀+無機微粒子の中にも一部に無機材料を 100〜10nm サイズにしたものがあることか

らここでは対象に加えている。 
 
 ナノ銀の国内生産量は数百 kg 程度と推定されるが、これ以外に韓国などからの輸入もか

なり存在しているとみられる。また、銀系無機化合物は国内で数百 t 程度は用いられている

が、その中で 100nm 以下のものは 50t 程度であるとみられる。 
 

②主な使用用途 

樹脂等に混練し、たとえば冷蔵庫内 ABS 樹脂製ケースや制服や作業着などの抗菌衣類に

用いられるほか、携帯電話などの塗料、制汗剤、消臭スプレー、抗菌マスク、抗菌絆創膏、

建材等々の抗菌性能付与のために用いられる。 

同じ抗菌性能を得るために樹脂等に混ぜる量としては純銀ナノシルバーよりも銀+無機

微粒子の方が量を必要とするが、混ぜる量が多くなると樹脂の性能自体にも影響を及ぼす
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可能性が出てくる。混練する量が少なくても抗菌性能を得られるというのがナノ銀の大き

なメリットといえる。また、抗菌用途以外に電子デバイスの配線材料や導電ペースト等に

混ぜるといったような、電気・電子材料用途も存在している。 

 

③今後の利用拡大可能性 

 ナノ銀は抗菌・殺菌用途のほか、電気・電子材料用途で電性インク、異方性導電フィル

ム、センサ、光メモリ等々への応用可能性があり、国内生産量、輸入量ともに増える可能

性が高い。また、有機素材と銀を組み合わせた銀系有機微粒子なども開発され、エアフィ

ルターなどでの実用化が検討されている。 

 

 

5）鉄/メタル粉 

 

①物質定義と使用量 

純鉄であるため、酸化皮膜で覆うことで酸化防止機能を付与している。高耐候・耐腐食

性に優れた素材であるが、特にパソコンデータのバックアップテープ用途においてナノサ

イズ（100nm 以下）製品が要求される。鉄粉の国内使用量は約 1,000t 程度あるが、そのう

ちナノサイズのものは 200～300t 程度とみられる。 
 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能制 

上述のパソコンデータバック用テープ、8mm ビデオや業務ビデオテープ用途がほとんど

である。今のところ新用途開発はさほど活発ではなく、今後もテープ記録媒体用中心に量

的には横ばいでの推移が見込まれる。 
 

 

6）カーボンブラック 

 

①物質定義と使用量 

 10万～10億個の炭素原子からなるほぼ球形の単位粒子が互いに融合してカーボンブラッ

クの凝集体（アグリゲート：一次凝集体／アグロメレート：二次凝集体）を形成している。

油やガスを不完全燃焼させて製造されている。導電性、着色性などの機能をゴムや樹脂に

与えるため、様々な用途で広く使用されている。ほぼ全てのグレードで一次粒子径が 100nm
以下。今回調査対象とした 17 物質の中で使用量は も多く、80 万 t を上回っている。 
 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

 カーボンブラックは他の素材に比べて特性が優れていることから添加量が少なくて済む
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例が多く、たとえば塗料用途では着色力が優れているため、他の材料を複数添加した時と

ほぼ同等の着色特性をカーボンブラックだけで引き出すことが可能である。従って、添加

量が少ない分コストを抑えることが可能となり、コストメリットに優れた添加剤として広

く用いられている。 
 今後もゴム補強用、塗料・インキ用、導電用素材としての利用が中心になると考えられ

るが、それぞれの用途の中で新しい製品開発も進んでいる。燃料電池用触媒用途の研究な

どはその一例であるが、大豆油と樹脂成分、さらにカーボンブラックを混合し印刷用液状

インキとし、一種の「エコインキ」として利用する例も現れている。 

 

 

7）二酸化チタン 

 

①物質定義と使用量 

二酸化チタン（TiO2）はダイヤモンドより高い屈折率を持ち、さらに可視光を吸収しな

い、化学的安定性に優れるなどの特徴があり、白色顔料や紫外線吸収剤として、塗料・化

粧品などの原料に広く使われている。酸化チタンには結晶構造としてアナターゼ型、ルチ

ル型、ブルカイト型の３種類の結晶形態があるが、工業的に利用されているのはルチル型

とアナターゼ型である。ルチル型が も安定的であり、アナターゼ型は過熱によりルチル

型に転移する。 
 酸化チタンの国内使用量は約 24〜25 万 t/年程度あるが、そのうち 100nm 以下のナノマ

テリアルとしての酸化チタン生産量は約 2,500t/程度とみられ、そのうち約半分は輸出用で

ある。従って、厳密な国内生産量は 2,500t 程度ということになるが、本項では輸出用を除

いた 1300t という数字を国内使用量として採用している。 
 

②主な使用用途 

 ナノ二酸化チタンは日焼け止めなどの化粧品用途が も多く、半分以上が化粧品用途と

みられる。その他に印刷用トナーの電荷調整剤としても広く用いられる他、自動車塗料の

耐光性を高めるために 10〜20％程度、ナノ二酸化チタンを混ぜる例もある。 
 
③今後の利用拡大可能性 
 光触媒用素材、あるいは高い屈折率を活かしてディスプレイの反射防止膜などへの利用

拡大が期待されており、生産量・使用量も徐々に増大すると考えられる。また、食品等の

容器類の透明性向上＆紫外線防止といった新用途開発も利用拡大に寄与する可能性がある。 
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8）アルミナ 

 

①物質定義と使用量 

 アルミナ（Al2O3）は水酸化アルミニウムを焼成することで得られる白色結晶粉末。化学

的安定性や機械的強度の高さ、電気絶縁抵抗が大きい等の多様な特性を持っており、陶磁

器・機械部品・電子部品等のセラミックス材料、研削・研磨材、化粧品並びに耐火物原料

などの分野で利用されている。 
 国内では年間約 27 万 t 程度用いられているが、そのうち 100nm 以下のナノ・グレード

のものはごく一部であり、1000t に満たない量であると推定される。 
 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

 現在はセラミックスや樹脂に混ぜて電子部品等に用いられるのが中心であり、その他に

研磨剤や化粧品に含まれる例もある。燃料電池用途などへの応用も期待されるが、量的に

急拡大する可能性は当面はないと考えられる。 

 

 

9）酸化セリウム 

 

①物質定義と使用量 

 酸化セリウム（CeO2）は、高い酸素貯蔵能、紫外線遮蔽効果などの優れた機能を有して

おり、研磨材としても用いられる。酸化セリウムとしては国内で年間 6,000t 程度使用され

ているが、そのうち 100nm 以下のナノグレードはごくわずかである。 
 通常、ナノ酸化セリウムはスラリーで供給され、スラリー量にして年間 30t 程度と考え

られているが、微粒子換算すれば国内での流通は年間数 t 程度とみられる。 
 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

 液晶ガラスや半導体の研磨剤としての利用が も多く、その他には量的にはわずかだか

紫外線カットガラス用の添加剤、自動車排ガス浄化の触媒などの利用もある。紫外線カッ

ト機能を生かして化粧品への応用研究例などもあるが、当面、量的拡大はあまり見込めな

い。 
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10）酸化亜鉛 

 

①物質定義と使用量 

金属亜鉛を気化して空気で燃焼させて製造する。通常でも粒径 0.1µｍと細かい粉末状で

ある。水に不溶で導電性、圧電性があるほか、粒子が細かく毒性がないため白色顔料とし

ても有用。その他医薬品・化粧品などの原料となる。 
国内生産量は約 7〜8 万 t 程度あるが、100nm 以下のナノグレード品生産量は約 600t 程

度。さらにそのうちの 2 割程度が輸出用とされることから、本調査では国内の使用量とし

て 480t という数字を採用している。 
 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

 化粧品用途が も多い。20〜30nm の粒子径のものが中心であり、透明性や紫外線遮断効

果を付与する。ただ、二酸化チタンに比べて酸化亜鉛は紫外線遮断性能が低いため、含有

量を増やす必要がある。高いものでは含有率が 10％近くに達する例もあるとされる。化粧

品以外では脱臭や抗菌効果を狙って塗料や繊維製品等で用いられる。 
 今後は光ダイオードや液晶製品での透明導電膜への利用が期待される。現在、透明導電

膜は酸化インジウムスズが使われているが、インジウムがレアメタルであることから酸化

亜鉛による代用化の研究が進められている。 
 

 

11）シリカ 

 

①物質定義と使用量 

シリカには乾式と湿式の 2 種類あるが、そのうち乾式シリカは市販される製品がほぼす

べて粒径が 100nm 以下のナノグレードであるが、湿式シリカは平均粒径が 10～100 ㎛、超

微粉グレードでも平均粒径が数㎛であり、本調査でのナノマテリアルには該当しない。 
 乾式シリカの国内生産量は約 30,000 トン程度とみられるが、そのうちの 4 割程度は中国

や韓国などへの海外輸出用であることから、他のナノマテリアルと同様、輸出用を除外し

た 20,000t という推定値を採用している。 
 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

 乾式シリカは、樹脂の補強、塗料などの増粘（垂れ防止）、半導体ウエハの研磨といった

様々な用途・製品に使われている。特に大きな用途はシリコーン用であり、自動車エンジ

ンルームなどの過酷な環境下でのシリコーンパッキン類などで利用されている。また電子

産業でも被覆保護材料や携帯電話の文字盤など、電気絶縁性や耐久性を生かして各種電子

部品に用いられている。 
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12）ポリスチレン 

 

①使用量・主な使用用途 

 ポリスチレンは 5 大汎用樹脂の一つで成形しやすく電気的特性（絶縁性）に優れるため、

家電製品（TV 筐体、エアコン外装、CD ケース等）OA 機器、食品包装、玩具日用品に広

く利用されている 

 ポリスチレンは OECD が指定する 14 種類のナノマテリアルの一つであるが、国内では

ナノグレードの粒子の生産・使用は極めて少ないとみられる。液晶用スペーサとして使わ

れる場合は真球要求レベルが高くなり、0.05µｍレベルの精度が必要になるほか、化粧品用

に皮膚感触の向上や成分沈降防止用にサブミクロンオーダーのものが使われる例もあるが、

ナノオーダーサイズのポリスチレンが使用される例はほとんどないとみられる。 
 100nm 以下をナノマテリアルとする本調査の定義からすると生産量・使用量はゼロとも

考えられるが、サイズ・粒径で定義するとゼロになる例は対象 17 物質の中で他にもあるこ

とから（ナノクレイ、カーボンナノファイバー等）、ここではサブミクロンオーダオのもの

が液晶スペーサに年間 3t 程度用いられること等を勘案し、5t/年という推定値を採用した。 
 

 

13）デンドリマー 

 

①物質定義と使用量・主な使用用途 

 デンドリマーとは、構造が正確にコントロールされた樹枝状高分子或いは超分岐高分子

とも呼ばれる高分子材料の一つで、球状の形態を取る。一般の高分子と比べて構造制御が

容易で、これらの構成要素の様々な組み合わせから異なる形およびサイズの化合物を作る

ことが出来る。 
 国内では紙のコーティング剤や化粧品用となどに用いられている。特にファンデーショ

ン等のスキンケア化粧品に 10％程度含有させることで撥水性や撥油性、持続性を高めるこ

とができる。また、海外では歯の充塡材や洗剤に用いられた例もある。 
 年間の使用量は 50t 強とみられ、海外からの輸入品はほとんどないとみられる。 
 

②今後の利用拡大可能性 

 ドラッグデリバリーや遺伝子の挿入など、バイオ分野や医療分野で応用拡大が期待され

ているほか、光捕獲や光活性などの先端テクノロジー分野での応用も注目されている。 
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14）ナノクレイ 

 

①物質定義と使用量 

モンモリロナイトを主成分とする「ベントナイト」の純度を高め、粒子径がサブミクロ

ンオーダーのものが一般に「ナノクレイ」と呼ばれている。 
モンモリロ自体の大きさは厚さ 1nm、長さ 100nm のりん片形である。スメクタイトと呼

ばれる鉱物のグループに属しており、似た性能を持つ鉱物として、ハイデライト、ヘクト

ライト、サポナイト、スチブンサイトなどがあるが、市販されている製品はその殆どがモ

ンモリロナイトである。また、一般に「ベントナイト」は、粒子径（二次粒子）が 2 ミク

ロン以下のものと規格が定められており、平均粒径はサブミクロンである。 
 ベントナイト自体は鋳物用や土木工事等々、国内で 250 万 t 程度使われるありふれた物

質であるが、サブミクロンサイズのナノクレイは 250t 程度の規模とみられる。 

 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

 農薬の沈降防止剤として用いられる例が多く、さらに塗料の添加剤、乳液やクリームな

どにも利用されている。 
 今後の応用期待が大きいのは樹脂にガスバリア性を付与する添加剤としての用途である。

また、ナノ化して難燃剤として利用するとハロゲンなど有害な難燃剤の使用量を減少させ

るなど、利点が多いことから現在多様な樹脂で検討が続いている。 
 

 

15）カーボンナノファイバー 

 

①物質定義と使用量 

 カーボンナノファイバーは、繊維径 100nm、繊維長 10µm 程度の物質である。この繊維

状炭素物質は、炭素原子で構成された複数の六方網平面が繊維長手方向において積層して

形成されており、カーボンナノチューブとは異なる構造をもつ。国内使用量は 60～70t 程

度と推定されるが、増加傾向にある。 

 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

ほぼ半分がリチウムイオン電池に用いられるほか、樹脂添加剤としても利用される。風

力発電の風車ブレードの強度を高めるための利用はすでに始まっており、今後の使用量増

加に貢献すると考えられる。 
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16）顔料微粒子 

 

①物質定義と使用量 

 顔料にはその成分から無機顔料と有機顔料の２種類に分けられ、顔料粒子の大きさは数

nm のものから数㎜に至るまで幅広く存在している。有機顔料の国内使用量は約 35,000t ほ
どであるが、そのうち、ナノグレードのものが使用されるのはインクジェット用が約 100t、
液晶カラーフィルターレジスト用が約 700t 程度と推定される。 
 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

 当面は上記の 2 用途中心の展開で推移するとみられる。ただ、ユーザーからのナノ微粒

子化要求は強く、顔料メーカーは微細化技術開発にしのぎを削っている。特に水への分散

機能を付与し安定的な分散を得るためにマイクロカプセル化顔料なども検討されている。 

 

 

17）ニッケル超微粉 

 

①物質定義と使用量 

形状は球状で 2～3nm の酸化皮膜に覆われており、ニッケル超微粉の純度は 99.9%以上

である。ユーザーの多くは 100nm 以下になるようカスタマイズを要求するため、ニッケル

超微粉のほぼ全てが 100nm 以下の製品である。国内生産量は約 2000t 程度あるとみられる

が、そのうち 4 割程度は輸出であり、国内使用量は 1,200t 程度と推定される。輸入品はほ

とんどないとみられ、本項では 1,200t という数字を採用している。 
 

②主な使用用途・今後の利用拡大可能性 

 積層セラミックコンデンサの電極材料用途でほぼ 100%を占めるとみられている。今後、

国内の使用量も徐々に増えることが見込まれ、4〜5 年後には 2000t 程度の量になることが

見込まれている。 
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第Ⅲ章. ナノマテリアルユーザー業界動向調査 
 
1. ナノマテリアルの使用用途整理 
 
 次項以降に詳述するナノマテリアルの分野別使用状況を一覧表に整理すると下表のよう

になる。この表では機械分野に関しては製造機械や製造プロセスにおける使用をまとめた

「産業分野」と「耐久消費財」という 2 分類でくくっているため、ほとんどのナノマテリ

アルが使用されているという形になるが、具体的な個々の使用事例等については次ページ

以降に整理している。 
 

一般消費財 製品区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナノ物質区分 

 

製
造
機
械
等
産
業
分
野 

 

家
電･

自
動
車
等
耐
久
消
費
財 

医
療･
医
薬
品 

食
品
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ 

 
化
粧
品 

繊
維 

家
庭
用
品
・
ス
ポ
ー
ツ 

塗
料
・
イ
ン
ク 

その他 
 

フラーレン △ △ △  〇  〇   

SWCNT※1 〇 △        

MWCNT※2 〇 〇 △   △  〇  

銀 〇 △ △      △触媒 

銀＋無機 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇  

鉄  〇        

カーボンブラック 〇 △   〇   〇 △高品質ﾀｲﾔ

二酸化チタン △ 〇   〇 〇 〇 △ 〇 

アルミナ 〇 △   ○   △  

酸化セリウム 〇 〇   △     

酸化亜鉛 △ △ 〇  〇 〇 〇 〇  

シリカ 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 

ポリスチレン 〇 〇   〇   △  

デンドリマー  △ △  △    〇 

ナノクレイ 〇 〇 〇 △ 〇   〇 〇農薬 

カーボン 
ナノファイバー 

△ △     〇  △風力発電 

顔料微粒子 〇       〇  

ニッケル 〇 〇        

〇：現状使われている �：今後使われることが想定される        
※1：SWCNT：単層カーボンナノチューブ 

※2：MWCNT：多層カーボンナノチューブ 

（各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 
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２．製品分野別用途整理 
 
２-１．製造機械･製造プロセス等産業分野での用途整理 
 
1）現状の主な用途の整理 
 

使用製品・領域 使用ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 利用の形態 使用メリット 

LCD バックライト 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯｼｮﾝ用 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾐｯｼｮﾝ用 
ﾍﾟｰｽﾄ 

SWCNT 

①研究開発向けに販売されてお

り、具体的な商品化は少ない。

②樹脂への混練が も多く、導電

ペーストなどへの応用を検討 

導電性付与 

半導体用 
トレイ・キャリア MWCNT 

①樹脂へ混練して利用 

②販売形態は各種樹脂へ 20wt%程

度含有したマスターバッチ 

①導電性や高強度化、伝熱性 

②競合材料に比べ、練込み量が少量。

③高い電磁波シールド性能付与 

④表面平滑性に優れ、成形収縮性が

少ない。 

電子デバイス用 
接合・配線材料 
（導電性接着剤） 

銀ナノ粒子 

①非常に微細で、常温では熱硬化

性樹脂に分散する。 

② 終的には電子部品内で硬化し

た樹脂内に担持。 

①極少量で導電性を付与可能 

②インクジェット技術の応用で従来

よりも微細な回路の形成が可能 

導電性材料 カーボン 
ブラック 樹脂への混練 帯電防止用途 

電子部品・機械部品セラ

ミックス材料 アルミナ セラミックス若しくは樹脂に混練

 

①化学的安定性、機械的強度、 

電気絶縁性に優れる。 

②他材料よりも安価である可能性 

半導体デバイス用 
研磨剤 

研磨剤の微細化： 

半導体メモリ等のトランジスタの配

線微細化に連動 

ガラス・HD 用 
研磨剤 

酸化 
セリウム 

①ガラス研磨剤は水に分散させる

形で利用 

②分散安定剤を添加する事例あり

①高い研磨効果 

②STI等の絶縁膜はシリカ製のため、

酸化セリウムとは化学反応を起こ

しやすい。そのため研磨機能が上

昇し、同時に研磨傷も抑制 

シリコーンゴム・ 
シーラント用充填剤 引き裂き・引っぱり強度の付与 

FRP 
シリカ 

①添加や樹脂に混練する形。 

②表面処理：親水性であればシラ

ノール基、疎水性であればシロ

キサンを使用。 
シリカ添加でチキソトロピー効果 

反射防止用光拡散材 
①原料段階での表面処理はなし。

②溶媒に分散させた塗料として利

用。 

屈折率がアクリル粒子よりも大き

く、ディスプレイの大画面化に伴う

反射防止用光拡散材として適当。 

LCD スペーサー 

ポリスチレ

ン 
液晶の電極間に封入、若しくはシ

ール部スペーサーとして使用。 

液晶の電極の間に封入若しくはシー

ル部のスペーサーとして使用。反応

速度・解像度の上昇。 

液晶カラー 
フィルターレジスト 顔料微粒子 

微粒子安定化のため顔料表面を樹

脂・分散剤等で被覆し、物理的・

化学的に安定化させる。 

液晶の高画質化 

 

積層セラミックコンデン

サ用電極材料 
ニッケル超

微粉 

ペースト状で利用される場合は 

樹脂と混練して利用されていると

みられる。 

従来の電極材料である銀-パラジウ 

ムペーストよりも安価。 

 

 （各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 

 
 上表にみるように、産業分野でのナノマテリアル使用は製造機械や工作機械そのものと

いうよりも、むしろ製造プロセスの途中で製品に混ぜる、あるいは加工前の原料段階でナ
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ノマテリアルが混じっているというケースが多く、結果的に「主なナノマテリアルはほと

んど使用例がある」という状態になっている。 
  
 
2）今後使用が考えられる用途 

 
 今後ナノマテリアルの使用が想定される分野を整理すると下表のようになる。全体とし

ては電子部品の機能向上に用いる研究が盛んであり、一部は上市されている。 
 

使用製品・領域 使用ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 利用の形態 使用メリット 
モバイル機器向け 
燃料電池 

フラーレンを用いた電解質膜の

開発 

太陽電池等 
有機デバイス 

フラーレン 
官能基で化学修飾したフラーレ

ン誘導体を利用 

官能基で化学修飾したフラーレン誘

導体による電解質は乾燥状態でも陽

イオンのプロトンを効率良く負極か

ら正極に伝導させることが可能。 

燃料電池 
電波吸収体材料 
ディスプレイ光源 
電子銃 

導電性付与 

トランジスタ 

SWCNT 

①研究開発向けに販売されてお

り、具体的な商品化に至った

ものは少ない。 

②樹脂への混練が も多く、次

いで導電ペーストなどへの応

用が検討されている。 

シリコントランジスタの 10倍以上の

高速動作性能得ることが可能。 

⇒2010 年頃の実用化を検討 

自動車衝突防止 
ガードレール(ITS) ガードレール用塗料に混練。 

自動車側センサに対応してガードレ

ールに塗布される導電材料需要。 

電気二重層 
キャパシタ 樹脂へ混練して利用。 導電性付与 

燃料電池 

MWCNT 

導電性付与 

導電性ｲﾝｸ、異方性導

電ﾌｨﾙﾑ、光ﾒﾓﾘ、ｾﾝｻ、

液晶表示素子、ナノ磁

石、燃料電池用触媒等 

銀ナノ粒子 主に導電性付与 

燃料電池 ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ 樹脂への混練 導電性付与 

光触媒 

コーティングや塗料への分散な

ど。また従来の市場の殆どを占

めていたルチル型ではなく、ア

ナターゼ型が利用されている。

消臭・抗菌効果 

ディスプレイ用 
反射防止膜 

二酸化チタン 

フィルムなどにコートしたディ

スプレイの反射防止膜 
有機材料では得られない高い屈折率

燃料電池 酸化セリウム 電解質用途 

光ダイオード・ 
液晶用透明導電膜 酸化亜鉛 

本来の原料である酸化インジウムスズの代替材料（価格高騰・資源枯渇

のため）としての利用 

マスターバッチ ナノクレイ ナノコンポジットとして 
難燃剤フィラーとしての利用が目

的。充填率を下げることが可能。 

風車ブレード 
（風力発電用） ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ 樹脂への混練 機械強度の向上 

（各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 
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２-２．家電･自動車等、耐久消費財分野での用途整理 
 
1）現状の主な用途の整理 
 
 家電や自動車等の耐久消費財系製品で用いられているナノマテリアルを整理すると下表

のようになる。このうち、いくつかの代表的事例についてはより詳細に使用状況を整理す

る。 
 

使用製品・領域 使用ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 使用メリット 

冷蔵庫用フィルター 
カーボン 
ナノチューブ 

臭気分子の捕集効果 

洗濯機 銀ナノ粒子 
洗濯中に銀イオンが衣類を抗菌コーティングして臭いの原因 

となる雑菌から衣類を守り、着用時も防臭効果が持続。 

PC データバック 
アップ用テープ 

鉄/メタル粉 
バインダー樹脂に混練してテープ基材に塗布される。 

記録密度の向上：同面積により多くのメタル混入が可能なた 

め。 

自動車用タイヤ 
（ゴム補強材） 

カーボンブラック 
①着色用途 

②他材料と比較して安価 

自動車用塗料 二酸化チタン 
①耐光性付与 

②メタリック性の付与 

空調機用 
光触媒エアフィルター 

二酸化チタン 

光触媒としての二酸化チタンが紫外線を浴びると、結晶の表面

が活性を帯びて、過酸化水素水と水酸基ラジカルが発生する。

この活性による酸化分解作用で、悪臭分解や有害物質を「炭酸

ガス」と「水」に分解し、菌やウイルスはタンパク質の固まり

になり不活性化する 

冷蔵庫用フィルター 二酸化チタン 
①防臭効果 

②浮遊菌の捕集・分解 

自動車用紫外線 
カットガラス 

酸化セリウム 紫外線カット 

リチウムイオン電池 
カーボン 
ナノファイバー 

①樹脂の熱伝導性・導電性・潤滑性・機械強度付与に優れてい

る。 

②金属への熱伝導性や電磁気遮蔽性にも優れている。 

空調機用 
不織布フィルター 

カーボン 
ナノファイバー 

①既存の HEPA よりも初期圧力損失を低下することが可能。 

②フィルターユニットの薄型化が可能 

③濾過精度の高さ 

④不織布構造のために空隙率が高く低圧力損失で長い濾過寿

命を得ることが可能 

（各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 
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2）耐久消費財分野での主なナノマテリアル使用事例の詳細 
 
①冷蔵庫フィルター 

冷蔵庫内のフィルターにはナノサイズの二酸化チタン、カーボンナノチューブが使われ、

脱臭や浮遊菌の捕集分解機能を高める例が数年前から現われている。二酸化チタンでは臭

いや浮遊菌の捕集と分解、カーボンナノチューブには臭い分子の捕集効果を期待している。 

フィルターの性能についてはメーカーサイドで各種試験機関により確認している例が多い。 
 
②空調機エアフィルターへのナノマテリアル使用事例 

 ルームエアコンの上級、中級グレードの製品に光触媒として微粒子二酸化チタンを利用

する例が増加している。光触媒エアフィルターを搭載した空調機器の基本清浄メカニズム

は、プレフィルター→電気集塵エレメント→光触媒（二酸化チタン）という形である。 
 光触媒としての二酸化チタンが紫外線を浴びると、結晶の表面が活性を帯びて、過酸化

水素水と水酸基ラジカルが発生する。この活性による酸化分解作用で、悪臭分解や有害物

質を「炭酸ガス」と「水」に分解し、菌やウイルスはタンパク質の固まりになり不活性化

する。光触媒として利用される場合、フィルター表面は粉末状の二酸化チタンでコーティ

ングされている。ルームエアコンに限らず、空調機器における光触媒や抗菌機能付与のた

めに空調機器でナノマテリアルが使用される例、およびその量は今後増えていくと考えら

れている。 
 
③ナノファイバーによる不織布フィルター 

 ポリアクリルニトリル素材のナノファイバー（繊維径は 200nm、用途によって

100nm~1,000nm と調整可能）を使った不織布のフィルターがすでに開発されている。現

在の用途は液体濾過であり、現状、年間使用量はごく僅かである。ただ、液体濾過フィル

ター以外には各種セパレータやエアフィルター用途、医療用材料などの用途開発研究が進

んでおり、今後製品化事例が増えることが想定される。 
 
 ナノファイバーフィルターは初期圧力損失を低下させることが可能であり、同時に高効

率であることが実証された。ナノファイバーフィルターを使用することでフィルターユニ

ットの薄型化が可能となるだけでなく、均一繊維径によりシャープな孔径分布を有するた

め、濾過精度が高いこと、また不織布構造のために空隙率が高く低圧力損失で長い濾過寿

命を得ることが可能である点が利点となる。 
 ただ、ガラス繊維製の HEPA フィルターに比べ、ナノファイバーフィルターは現状では

まだかなり高価である。従ってナノフィルター市場拡大のためにはコストダウン、あるい

は高価格に見合うような、さらなる付加価値発が必要でと考えられている。 
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④銀イオン利用型洗濯機 

室内消臭剤などに使われている銀イオンを利用して衣類の防臭・抗菌を行う機能を備え 
た洗濯機を開発した。システムの詳細は非公開だが、洗濯中に銀イオンが衣類を抗菌コ－

トし、汗や部屋干しなどの臭いの原因となる雑菌から衣類を守り、着ている間も防臭効果

が持続するとされている。 
 ただ、この銀イオン利用洗濯機＝ナノ銀使用洗濯機なのかという関係性は完全に明確に

なっていない。次章でも触れるように、米国 EPA(環境保護局)などは洗濯排水に混じった溶

出銀が環境に放出し、たとえば下水処理場の微生物にダメージを与えるといった事例を問

題にしているが、ナノ銀については銀イオンが溶出して防臭･抗菌機能を発揮するという説

だけではなく「溶出せずに、表面接触で菌を殺す」という見解もある。 
 非溶出説の原理では、銀がナノサイズまで小さくなることで表面積が増え、粒子表面に

ゼータ電位が形成される。製品表面のナノ銀に 近が接触すると、そのゼータ電位によっ

て 近の細胞膜が破壊され、それが抗菌機能の向上につながるというメカニズムである。 
 
 殺菌･抗菌･防臭などの目的でナノ銀を使用する例は多く、ナノマテリアルのリスクとい

う観点からも使用量の多いナノ銀は問題にされるケースが多いが、実際のところナノ銀の

殺菌メカニズムは「こういう仕組みであると学術的に考えられている」という状態であり、

その仕組みが完全に解明されたとは言えない部分も残るのが現実といえる。 
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2）海外の耐久消費財でのナノマテリアル使用事例 
 
 海外の家電製品等にナノマテリアルが使用された事例を整理すると下表のようになる。

ナノ銀に関しては韓国での生産が多く、我が国への輸入も韓国からのものが多いとされて

いるが、下表を見てもナノ銀の家電等への応用が韓国で活発であることが伺える。使用目

的に関しては情報が不十分だが、我が国の例からみても、また使用製品の傾向からみても、

抗菌･殺菌･防臭等の機能を向上させる目的での使用が多いと考えられる。 
 

使用製品・領域 使用ナノマテリアル 企業名 国籍 
ドライヤー 銀 Metropolis 米国 

シェイバー 銀 Remington® 米国 

冷蔵庫 銀 
Daewoo® 
LG® Electronics r 

韓国 

掃除機 銀 LG® Electronics 韓国 

洗濯機 銀 
LG® Electronics 
Samsung® 

韓国 

加湿器 銀 Germ Guardian™ 米国 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ディスプレイ CNT Eikos® Inc. 米国 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀタ マウス 銀・二酸化チタン混合物 Eikos® Inc. 米国 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ キーボード 銀・二酸化チタン混合物 Eikos® Inc. 米国 

携帯電話 銀 LG® Electronics 韓国 

二酸化チタン LG® Electronics 台湾 
空気清浄機 

フィルター 銀 
Finetex Technology 
Quan Zhou Hu zheng Nano 

米国、中国、 
シンガポール 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ハードウェア 銀 Samsung® 韓国 

自転車 CNT BMC Cycling 米国 

ヘアーアイロン 銀 
Hot tools® 
SE International 

米国、韓国 

ヘアーアイロン 二酸化チタン FHI Heat Platform 米国 

ビデオディスプレイ CNT Motorola® 米国 

出典：Woodrow Wilson International Center for scholars 
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２-３．一般消費財分野での用途整理 
 
 一般消費財でのナノマテリアル使用整理は、機械産業向けの調査を目的とした本調査と

は若干ずれる部分もあるが、一般消費財に使用されることはそのまま一般消費者のばく露

リスクに直結する問題であり、さらに食品や化粧品などによる物質摂取リスクが非常に高

い分野でもあることからナノマテリアルのリスク評価を考える上では避けて通れない。 
 そこで、本調査では一般消費財の代表的なナノマテリアル使用用途に関しても以下に整

理している。 
 
 
1）医療･医薬品 
 
 国内の医療･医薬品分野でナノマテリアルが使用された事例は比較的少なく、医療機器素

材の材料に混練するという例がいくつか存在している程度である。だが、海外では歯磨き

粉や哺乳瓶など、直接口に入れる製品での使用も報告されている。 
 
 国内使用事例 

使用ナノマテリアル 利用の形態 使用メリット 

MWCNT カテーテル樹脂に混練 血液凝固防止機能の付与 

酸化亜鉛 基材への混練 脱臭や抗菌効果の向上： 
ナノ化すると比表面積が大きくなり活性が向上 

（各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 

 海外使用事例 
製品名 使用ナノマテリアル 使用が確認されている国 

貼り薬 銀 英国 
歯磨き用品 銀 中国、台湾 

フットケア商品 銀 米国 

フットケア商品 酸化亜鉛 台湾 
マウスケア用品 銀 韓国 
コンドーム 銀 中国 
歯がため 銀 韓国 
哺乳瓶 銀 韓国 
義歯クリーナー 銀 台湾 

出典：Woodrow Wilson International Center for scholars 
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2）食品･食品包装 
 
食品分野でのナノマテリアル利用例としては、口中清涼菓子などでシリカ、ナノクレイ

の使用例が確認されているが、ナノシリカの国内使用量に占める食品向け割合はまだごく

わずかなウェイトにとどまっている。 
食品メーカー側の意識としては、ナノマテリアルを使用することにはまだ躊躇する部分

が大きいのが現状であり、ナノマテリアルの安全性が確立すればともかく、現状ではナノ

であることをセールスポイントにした商品開発は考えづらいという意見がある。 
 
一方、食品容器分野ではナノクレイや鉄の微粒子を PET ボトルに利用する研究が進行し

ている。PET ボトルメーカー大手では、清涼飲料水用としてナノコンポジット多層 PET ボ

トルを開発中であり、これはナノクレイを樹脂中に分散させた層（ナノクレイ含有率 3％程

度）と PET 樹脂層が交互に重ねあわされたもので、容器内部への酸素侵入の抑制、内容物

からの炭酸ガス抜けの低減機能を備えている。 
この研究は 1997 年より開始されており、今後 1～2 年のうちにも利用が可能になると考

えられていることから、「ナノ利用型 PET ボトル」が清涼飲料水容器から始まり、酒類や

食用油、医薬品等の容器に利用が拡大する可能性も十分ある。 
 包装資材に占めるナノマテリアルの使用量は未だごく僅かであり、協会団体でも使用量

などは把握していないが、今後はフィルム／シートやペットボトルなどのプラスチック資

材で「透明性の向上」「ガスバリア性の付与」のためにナノマテリアルの使用例が増えるこ

とが考えられる。 
 
今後想定されるナノマテリアル使用例 
使用ナノマテリアル 利用の形態 使用メリット 

二酸化チタン 樹脂への混練 食品包装用の材料として利用 

①透明性向上   ②紫外線カット 

ナノクレイ 樹脂に混練 ペットボトル材料として利用 

①ガスバリア性の付与   ②透明性向上 

（各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 

 
また、抗菌効果を期待して銀＋無機微粒子を使ったプラスチック製食品専用容器の利用

例も増加している。消費者の清潔志向や安全志向の高まりに加え、住宅の高密化が進んだ

ことで細菌やカビが発生しやすくなっているため、防御策として抗菌加工製品の需要が拡

大してきている。 
下表は次項でヒアリング調査対象としている抗菌製品技術協会が認定する「SIAA」マー

ク表示製品の登録件数をまとめたもとであるが、この中では食品保存容器･袋として分類さ

れた SIAA 登録件数はまな板に次いで多い 21 件を数えている。 
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キッチン用品における SIAA 登録製品例 
製品カテゴリー 登録件数 代表商品の概要 

 
まな板 

 
98 

①抗菌オレフィン系樹脂製まな板： 使用抗菌剤；銀系・亜鉛系混合物 

②ポリエチレン抗菌まな板： 使用抗菌剤；銀系 

③エラストマー製まな板： 使用抗菌剤；銀等無機抗菌剤 

④イオン抗菌まな板： 使用抗菌剤；有機無機混合抗菌剤 

食品保存容器・袋 21 密閉容器、使用抗菌剤：銀ナノコロイド等無機抗菌剤 

水切り 9 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤、練り込み加工 

包丁とぎ用砥石 8 抗菌砥石、使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

ごみ箱 8 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤、練り込み加工 

エプロン 7 使用抗菌剤：無機抗菌剤 

ストロー 6 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

ポリウレタンスポンジ 6 台所・浴槽の清掃用、使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

砥石 5 抗菌砥石、使用抗菌剤：無機抗菌剤 

フィルター 5 使用抗菌剤：銀系無機抗菌剤 銀ゼオライト 

PL 製容器 3 使用抗菌剤：無機抗菌剤 

タワシ入れ 3 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

ナイフ 2 使用抗菌剤：銀系・亜鉛系混合物、練り込み加工 

桶 2 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤、練り込み加工 

ざる 2 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤、練り込み加工 

三角コーナー 2 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤、練り込み加工 

食器乾燥機 2 使用抗菌剤：無機抗菌剤 

ピーラー 1 使用抗菌剤：銀系・亜鉛系混合物 

ボウル 1 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

バット 1 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

キッチンポケット 1 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

すのこ 1 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

整理トレイ 1 使用抗菌剤：銀等無機抗菌剤 

PL キッチン用品 1 PP 樹脂型射出成型品、使用抗菌剤：無機抗菌剤 

キッチンシンク 1 加工部位：シンク表面、使用抗菌剤：無機抗菌剤 

ラップ 1 使用抗菌剤：無機抗菌剤 

キャビネット 1 使用抗菌剤：無機抗菌剤（銅）＋光触媒抗菌剤（二酸化チタン） 

台所用品その他 48 かご、水切りバットなど 

（抗菌製品技術協会 HP データを元に作成） 
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3）化粧品 
 
化粧品用途では無機系ナノマテリアルが非常に幅広く使用されており、例としては二酸

化チタン、酸化亜鉛、シリカ、酸化鉄、カーボンブラックなどが挙げられ、この中で圧倒

的に使用例が多いのは二酸化チタンと酸化亜鉛の 2 種類である。 
 二酸化チタンは平均粒径 20～50nm のものが多く使用されている。形状には球状、紡錘

状、板状など様々な形があり、原料の段階でシリコーン、水酸化アルミやステアリン酸、

シリカ、アルミナ、界面活性剤などによりコーティングされている。ノーコーティングで

商品化することはない。 
 
化粧品全体の国内市場はほぼ飽和状態であり、今後も横這いに近い推移になると考えら

れているが、その中で日焼け止め関連商品は近年需要が伸びており、連動して紫外線防止

用途に使われる二酸化チタン等の使用量も増加すると予想される。 
 

化粧品におけるナノマテリアル使用事例 
使用ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 利用の形態 使用メリット 

二酸化チタン ①表面処理により使用感が異なる。ステアリ

ン酸アルミニウムの場合は親油性があり、

しっとりした感触。 

②サンスクリーン化粧品への使用が多く、SPF

表示のある殆どの製品に使用。溶剤への分

散、基材への練りこみで製品化。 

①紫外線防止剤として利用 

②微粒子であるため肌塗布時に透明性が高く白浮

きしない。 

③ファンデーション等での滑らかな感触が 

④白色顔料としての付着力・のび・被覆力 

酸化亜鉛 ①0～40nm が中心的粒径。 

②表面処理はシリコーン系が多く、溶媒に分

散若しくは基材に混練して製品化 

透明性を求めるため20～30nmのより小さい粒子径

にシフトしつつある。 

 

ポリスチレン 
基材への混練。原料段階で表 

面処理は行われていない 

ファンデーション等の皮膚感触の向上や化粧品水

等での成分沈降防止。しかしスチレンモノマーに

おける発がん性の指摘を受け、大手メーカーのカ

タログからは化粧品用途は姿を消している。 

デンドリマー リキッドファンデーション 

に分散して使用 

ファンデーションの「撥水性」「撥油性」 

「持続性」効果の向上 

ナノクレイ 
溶剤に分散。乳液・クリームなど幅広く利用。

粘度調整剤としての機能、また二酸化チタン等と

併用して沈降防止機能もあり。 

 
今後想定されるナノマテリアル使用用途 

使用ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 利用の形態 使用メリット 

フラーレン 
水溶性フラーレン誘導体の化

粧品への混入 
フラーレンの抗酸化作用を応用したアンチエイジング・ホワ

イトニング機能 

カーボンブラック  着色力に優れている 

酸化セリウム 研究段階 紫外線のカット 

（両表とも各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 
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4）繊維製品 
 
繊維製品で使われるナノテクノロジーの概念は大きく３つに分かれ、繊維の細さがナノ

オーダーである「ナノファイバー」、繊維の構造をナノオーダーで制御する「ナノ構造制御

ファイバー」、コーティング層や繊維樹脂に添加する微粒子がナノレベルである「ナノ加工

テキスタイル」がある。 
 

①ナノファイバー効果：ナノオーダーの繊維間の空隙、相対的に大きな比表面積、軽量化。 

②ナノコンポジット効果：繊維にナノ粒子やナノフィラーを付与すると、比表面積が大き

くなり反応性が高まり高機能化が図れる。 

③ナノボイド効果：通常ミクロサイズのボイドを作ると光が乱反射し発色性が低下するが  

 ナノボイドであれば、軽量化と保温性を備え、かつ発色性の低下が少ない。  

④ナノコーティング効果：繊維１本ずつにナノオーダーのコーティングを行うことで繊維 

の隙間を埋めることなく機能を付与できる。そのため生地のしなやかさが残り、繊維に直

接付着させることにより付着量対比で効果が大きくなる。 
 
 使用されるナノマテリアルとしては二酸化チタン、酸化亜鉛、銀＋無機微粒子、シリ

カ、カーボンブラックなどが挙げられ、特に二酸化チタンの光触媒機能を利用して防臭･抗

菌効果をうたう製品が多い。また、現状では繊維への分散技術に課題があって利用が難し

いカーボンナノチューブやカーボンナノファイバーも今後 5 年程度のうちには利用される

可能性が高く、繊維の耐熱性向上のため使われるナノクレイの利用も増えると考えられる。 
 
繊維製品におけるナノマテリアル使用事例 

使用ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 利用の形態 使用メリット 

酸化亜鉛 ナノ結晶を利用 紫外線透過率抑制、摩擦強さ向上 

二酸化チタン 繊維樹脂に添加 
①撥水・撥油 

②消臭・抗菌・防汚 

③保温・軽量・柔軟性 

銀 ナノ銀コーティング 抗菌 

 
今後想定されるナノマテリアル使用用途 

使用ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 利用の形態 使用メリット 

ナノクレイ 繊維樹脂に混練 ①耐熱性向上 

②紫外線透過率抑制、摩擦強さ向上 

（両表とも各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 
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5）家庭用品･スポーツ用品等 
 
 スポーツ用品はナノマテリアルの利用が比較的多い分野であり、のうち、バドミントン・

テニス等のラケット、ゴルフクラブ、スノーボード等の素材としてフラーレンが利用され

ている。使われているフラーレンは平均粒径 0.7nm の C60サッカーボール型、製品に対す

る含有率は 5％程度で、主にエポキシ樹脂への混練となる。 
 フラーレンの利用のメリットとしては、①耐衝撃性が従来品に比べ 20～30%向上するこ

と、②カーボンファイバー繊維を束ねる樹脂にフラーレンを配合することで反発性能が向

上すること、③衝撃性が向上したことでシャフトの肉厚を薄くでき、軽量化が可能になる

ことなどが挙げられる。これらの使用メリットはテニスなどのラケットをはじめ、ゴルフ

クラブ、スノーボードにも共通している。 
       

 業界内ではスポーツ用品分野でのフラーレンの国内使用量は 2 トン程度と推定されてい

るが、今後の量的拡大に関してはあまり期待感がない。その理由として、スポーツ用品分

野は技術の進展が非常に早く、常にユーザーから新たな素材による新機能が求められると

いう独特の需要構造がある。 
 現在はフラーレンがナノ素材として注目され利用されているが、次の新素材・新技術が 
登場すれば材料の切り替えは予想されることであり、フラーレンがこのまま使い続けられ

るとは言い切れない部分が残る。 
 
スポーツ用品におけるナノマテリアル使用事例 

使用ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ 利用の形態 使用メリット 

フラーレン 

①表面処理は施さず、樹脂に混練する形

で利用。 

②フラーレンを有機溶剤に溶かし、それ

を塗装用ガンスプレーで CFRP に吹き

付けて利用するケースもあり。 

①主に強度付与・軽量化のために利用。シャフトの対衝撃

度が 20～30%上昇。 

②ゴルフクラブではヘッドの薄型化、テニス・バドミント

ン用のラケットでは反発性能の向上・軽量化が可能。 

（両表とも各種資料・ヒアリング調査等を元に東レ経営研究所作成） 

 
 海外ではスポーツ用品や家庭用品にナノマテリアルが使用される事例は多く、その代表

的なものを次頁に整理した。玩具などは幼児が舐めたり口に運んだりといったケースが想

定される製品であり、スポーツ用品の多くも直接手で触れるケースが多い。そういう意味

ではユーザーのばく露リスクも高い分野といえ、米国などでは電池などに使われるナノマ

テリアルよりもリスクの高い製品群として考慮すべきであるといった意見もある。 
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スポーツ用品におけるナノマテリアル使用事例（海外） 
製品名 使用ナノマテリアル 使用が確認される国 

ゴルフクラブ・シャフト CNT 米国 
スポーツ衣料 
（靴下、ジャケット、帽子等） 

銀 米国、カナダ 

テニスラケット CNT フランス 

テニスラケット フラーレン 米国 

バドミントンラケット フラーレン 米国 

ホッケースティック CNT フィンランド、米国 

野球バット CNT 米国 
野球グローブ 銀 米国 

               出典：Woodrow Wilson International Center for scholar 

 
家庭用品・雑貨におけるナノマテリアル使用事例（海外） 

製品名 使用ナノマテリアル 使用が確認される国 

おもちゃ・ぬいぐるみ 銀 米国 

ウェットティッシュ 銀 韓国 

くし 銀 米国、韓国 

洗剤 銀 米国、韓国 

寝具・枕 銀 米国、英国 

ペット用品 銀 中国 

時計（チェーン部） 銀 中国 

ティーポット 銀 台湾 

おしゃぶり 銀 台湾 

マグカップ 銀 韓国 

ゴム手袋 銀 韓国 

スリッパ 銀 米国 

銀 台湾 
靴中敷き 

酸化亜鉛 台湾 

自転車 CNT 米国 

ボトルブラシ 銀 韓国 

清潔キープ剤 銀 韓国、中国 

出典：Woodrow Wilson International Center for scholar 
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6）塗料･インク 
 
塗料・インクではナノマテリアルを利用する用途は幅広く、建築塗料、自動車用塗料 

からインクジェットインクまで、様々な機能を期待してナノマテリアルが利用されている。

求められる性能としては、塗料やインクの色材（カーボンブラック、顔料微粒子等）、沈降

防止やチキソトロピー性の向上など塗料やインクの基本的機能向上を期待するもの（ナノ

クレイ等）、或いは導電性（カーボンナノチューブ等）や光触媒（二酸化チタン等）など新

たな機能を付与するものなどが代表的な使用目的となっている。 
近はカラーレーザープリンター向けに、より高画質を狙ってトナーを微粒子化する技術

も開発されているが、現在までのところ も小さいものでトナー粒子径は 5µm 程度となっ

ている。但し、トナー表面の改質技術として微粒子シリカ（粒子径が 8～40nm）を添加す

ることでトナー粒子の凝集を防止するといった使用例も存在している。 
 
 また、今後は光触媒塗料などの伸びも期待されている分野である。光触媒用途は建物の

外壁（ガラスを含む）の塗装用途が全体の 60%を占めているが、可視光による励起性能が

向上した光触媒が開発されることで、今後は例えば壁紙、カーペット、カーテン、ブライ

ンドといった室内装飾用途への拡大も見込まれている。 
 光触媒用途は病院や室内の脱臭、特にホルマリン臭の除去でも効果が高く、医学部の解

剖学教室などには強制的な換気装置のフィルターに光触媒を使用した脱臭装置などが存在

している。 
光触媒の技術トレンドは、紫外線の強い外壁用途中心から、室内の可視光線でも分解効

果のある新たな素材の開発にある。当初は酸化亜鉛が始まりであったが、より少ない光で

高い効果をもつ材料が様々に試された結果、現在の二酸化チタンとなった。その二酸化チ

タンも更に改良が加えられたことで、今後は室内での利用が拡大することが期待されてい

る。 
 
二酸化チタンに代わる触媒材料の検討も進んでいる。まず二酸化チタンの酸素部分を一

部窒素に置換するという方法が試みられた他、窒素の代わりに硫黄を置換するという方法

も検討されている。またチタンを別の素材、例えばタングステンに置き換えるという試み

もある。 近注目されているのは、二酸化チタンの粒子の表面にプラチナ粒子を担持させ

た素材である。これにより可視光線での触媒活性が飛躍的に高まることがわかってきてお

り、コスト低減のためプラチナを鉄に置き換えた製品の開発も進行している。 
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塗料・インクにおけるナノマテリアル使用事例 
使用ナノマテリアル 利用の形態 使用メリット 

樹脂との混練。 

また自動車塗料用では液状利用が増加。その際は

CB の分散性の低さを補うために分散安定剤を添

加。 

 

塗料としての利用。 

①優れた着色力。他材料を複数添加した時

と同等の着色特性を引き出せる。 

②コストメリット：添加量が少ない分コス

ト抑制が可能。 カーボンブラック 
エコ意識の高まりから、大豆油と樹脂成分、それ

に CB を混合し液状で利用する例あり。 

トナーでは樹脂と CB のコンパウンド品を砕き、

微粒子にして利用。 

印刷インキとしての利用。 

①着色用途 

②コストメリット 

二酸化チタン 

トナーとしての利用。 

①殆どがカスタムメイドで標準的グレードは存

在せず。 

②シランカップリング剤で表面処理されたもの

が中心。 

電荷調整剤としての利用： 

複写機等の高速化・カラー化が進展し、

高画質取得のために画像安定性が要求さ

れ、従来の電荷調整剤に代わり二酸化チタ

ンを使用。現在は必要不可欠な材料。 

シリカ 

①添加や樹脂に混練する形。 

②表面処理：親水性であればシラノール基、疎水

性であればシロキサンを使用。 

③インクジェット紙の表面コーティングの場合

のシリカ形状はアスペクト比の高い楕円形。 

印刷インキ、塗料としての利用 

①転写性・着色性・耐水性の向上 

②顔料沈降防止・ツヤ消し機能の付与 

ナノクレイ： 
高純度 
モンモリロナイト 

①溶剤に分散。 空中にスプレー、壁面への塗工

という形で利用。 

②長鎖アルキル基を有するシラン化合物を修飾

し、部分疎水性を持たせ水系でチキソトロビー

性、高粘性を付与する事例あり。 

塗料としての利用。 

チキソトロピー性（塗工した場合の塗料ダ

レの防止）向上、ハードケーキにならない

ように沈降防止目的で使用。 

顔料微粒子 インク溶媒中 50～100nm の粒 

が分散して存在。青・赤・黄が基本色。 

インクジェットとしての利用。 

①高画質の追及、透明性の向上、レオロジ

ー特製の改善 

 
今後想定されるナノマテリアル使用用途 

使用ナノマテリアル 利用の形態 使用メリット 

ポリスチレン 
ナノ微粒子（60～90nm）内に染料を

内包した製品の開発事例あり。但し、

耐光性、着色性に課題がある。 

顔料の短所である色彩が染料に対して劣る点を解決

するため。 
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３. 関連団体ヒアリング結果 
 
３-１. 抗菌製品技術協議会 
 
1）協会プロフィール 

協会名 抗菌製品技術協議会 
所在地 〒151-0061 東京都渋谷区初台 2-23-5-406 
設立 1998 年 6 月 
代表者 専務理事・事務局長 藤本 嘉明 

業務内容 

◆抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールの整備 

◆上記のルールに適合した製品に SIAA マーク表示の認可 

◆優良な抗菌加工製品及び防カビ加工製品の普及 

◆業界の透明性と公正な新興を図り、消費者及び関係業界への普及啓発 

会員内訳 

正会員  抗菌剤メーカー：30 社 
抗菌製品メーカー：110 社 

賛助会員 抗菌試験評価機関：6 団体 
特別会員 学識経験者：10 名 

 
 
2）「抗菌」の定義について 
 
 「滅菌」や「殺菌」、「消毒」は、いずれも微生物を完全に死滅させるか、除去すること

を意味するのに対し、「抗菌」は細菌の増殖を抑制することであり意味が異なる。医療現場

では、病原性のある微生物を完全に死滅もしくは除去する必要性から、滅菌や消毒という

言葉が使用されるが、そのような医療用語とは抗菌は区別されている。従って当協議会に

よる抗菌加工表面には、細菌類の増殖を抑制する緩やかな効果があるだけであり、完全に

死滅させたり除去したりするような強い殺菌作用はない。尚、欧米ではこの「抗菌」の定

義の理解は難しく、ある意味において日本独自のコンセプトと言える。 
 
 
3）協会認証マーク「SIAA」、「SIAA マーク」について 
  
 SIAA は当協議会の略称であり、消費者が納得できる「安心と信頼のシンボル」として当

協議会が定めるガイドラインを満たした抗菌加工製品・抗菌剤に対し、当協議会による教

育研修等で認証した抗菌管理責任者の管理の下、会員企業の自己責任においてこの認証マ

ークを表示することができる。 
 SIAA マークは製品保証を意味するマークではなく、会員が当協議会ガイドラインへの適

合を自己責任で認証する「自己認証を証明するマーク」であり、同時に品質と安全性に関
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する情報が公開されていることを示す「品質と安全性に関する情報開示マーク」である。

当該マークは当協議会の正会員以外は使用できず、またその表示方法等の運用については

監視が行われている。 
 
 
4）「SIAA マーク」の規格・認証基準について 
 
 1998 年に「SIAA マーク」運用を開始したが、現行の具体的な規格が制定されたのは 2000
年である。経済産業省の指導の下で、国家規格として「日本工業規格 JIS Z 2801」（JIS 抗

菌規格）を制定した。そして 2007 年、この JIS 抗菌規格はほぼそのままの内容で国際標準

化機構（ISO）に国際規格 ISO22196 として承認された。このため当協議会の会員企業は海

外市場で販売する製品においても SIAA マークを表示するようになり、現在では外国企業の

当協議会への入会も広く受け入れるようになっている。 
 また当協議会ではメーカーカテゴリー毎に入会の条件を以下のように定めている。 

 
①抗菌加工製品メーカー 

＜抗菌加工製品の抗菌性能が本会自主ルールに適合していること＞ 
・抗菌性能：JNLA 認定試験所発行の試験証明書で証明する。 
・抗菌試験試料：製品用途に合わせた耐水性、耐光性試験による劣化促進を行ったものを  
 使用 
・抗菌評価試験：ISO22196 で行い、抗菌処理のない製品と比べ細菌の増殖割合が 1/100
以下であること 

＜製品に使用されている抗菌剤の安全性が本会自主ルールに適合していること＞ 
・急性経口毒性・皮膚一次刺激性・変異原性・皮膚感作性の 4 種類の安全性試験のクリア 

 
②抗菌剤メーカー 

＜抗菌剤の抗菌性能が本会自主ルールに適合していること＞ 
・ 小発育阻止濃度 800µg/ml 以下 

＜抗菌剤の安全性が本会自主ルールに適合していること＞ 
・急性経口毒性・皮膚一次刺激性・変異原性・皮膚感作性 4 種類の安全性試験のクリア 

③防カビ加工製品メーカー 

＜防カビ加工製品の防カビ性能が本会自主ルールに適合していること＞ 
・無加工製品に比べ JISZ2911（2000）法、または ASTM G21-96 法による防カビ性判定

基準で 1 段階以上下回ること 
＜使用されている防カビ剤は本会防カビ剤ポジティブリストに収載されている防カビ剤で

あること＞ 
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④防カビ剤メーカー 

＜防カビ剤のカビ性能が本会自主ルールに適合していること＞ 
・ 小発育阻止濃度 800µg/ml 以下 

＜防カビ剤がポジティブリストに収載されていること＞ 
 ・変異原性が陰性 
 ・必要な安全性情報、環境影響情報、製品使用制限情報が開示されていること 
 
 
5）当協議会登録製品で使用されている抗菌剤について 
 
 抗菌剤には大きく分けて、銀や亜鉛、銅等の抗菌性金属を各種の無機物担体に担持させ

た無機抗菌剤と、有機物を利用する有機系抗菌剤の 2 種類がある。このうち無機抗菌剤は

抗菌スペクトルが広く、細菌の種類に関係なく使用されている。また一般的に安全性が高

く、耐久性や耐熱性にも優れている。一方、有機系抗菌剤は官能基が付加されており、主

に特定の細菌の増殖を防ぐピンポイント的な目的で使用されている。また無機系抗菌剤に

比べて、有機系抗菌剤は抗菌効果が現れるスピードが早いという特徴がある。 
 
 
6）銀系無機抗菌剤について 
  
無機抗菌剤では銀系無機抗菌剤が も広く使用されており、銀イオンとして利用される

ケースが多い。銀とゼオライトやリン酸ジルコニウム、リン酸カルシウムに担持させた無

機化合物として使用されるケースが一般的である。化合物を利用する理由としては、銀の

抗菌作用は銀が外部へ徐々に溶出していく「溶出性」が前提条件であるため、溶出性を調

節する意味での銀の持続性の向上などが挙げられる。 
 銀の抗菌メカニズムに関しては学問的に完全に解明されているとはいえない部分もある

が、基本的には下に示すように銀イオンによる抗菌作用と、活性酸素による作用の二つに

分けられる。ナノ銀の場合は①の銀そのものによる効果であるのに対し、銀系無機抗菌剤

の場合は①と②の両方のパターンがあると考えられている。 
 
 ①銀イオンによる抗菌メカニズム 
 →銀そのもの、あるいは銀イオンと細菌が接触し、そのタンパク質と結合して 
  増殖を防止する。 

 ②活性酸素による抗菌メカニズム 
 →光を浴びることで活性酸素が出現し（光触媒原理）、細菌の増殖を防ぐ。  
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7）抗菌剤におけるナノ銀の使用動向について 
 
ナノ銀を使った製品が現われ始めたのは比較的 近のことであり、おそらく 1 年前ほど

からである現在当協議会に登録されている製品で、ナノ銀+無機微粒子を用いた抗菌剤が使

用されている製品は台所用品でいくつか確認されている。具体的な製品としては、食品容

器やまな板、冷凍用のジッパー付きビニルバッグが挙げられる。しかし全体として日本の

市場では未だ数えるほどしか製品事例はない。また日本で使用される銀+無機微粒子は主に

韓国から輸入されており、韓国はナノ銀使用の研究についてもかなり進んでいる。 
 
ナノ銀は通常は液状で使用される。ナノ銀 1粒よりも銀+無機微粒子の形で利用する場合、

例えば銀ゼオライトの場合は 0.6µ～2.5µm のサイズとなる。製品における使用の形態とし

ては、台所用品の場合は基本的に塗料形態で利用されており、まな板では樹脂に塗り込む

形で使用されている。今後、ナノ銀の使用規制が作られるといった状況がない限り、ナノ

銀使用抗菌剤を用いた製品は徐々に増加していくと考えられる。 
 
 
8）ナノ銀使用の安全性について 

 
銀そのものについては、他の物質と比較しても安全性は高いと認識している。しかし以

前は仁丹における銀の使用例で、実際に口から銀を吸収するような環境下では、量が増加

すると皮膚が青色に変化するというような症状も報告されている。海外においても、米国

のカリフォルニア州では水道水（上水道）に関わる銀の含有に対する規制例がある。 
現在、日本では化審法等の化学物質そのものに対する規制はあるが、その粒度に対する

規制は存在しない。つまりその規制基準をクリアしている物質であれば、サイズがどのよ

うに変化しても問題はないというスタンスである。これは米国でも同様であり、ナノだか

らという理由で規制を設けてはいない。従って当協議会においてもこのスタンスに準じる

形で、現在ナノマテリアル使用に関する特別な規制を設けてはいない。 
当協議会にナノ銀抗菌剤使用製品を登録している企業も、現時点でナノ銀を使用すると

いうことに関して特別な自主規制を設けてはいない。「おそらく安価な材料を使用してい

る」程度の認識にすぎないとみられる。 
しかし将来ナノ銀に対して環境への影響を考慮した公的な規制が設けられる可能性はあ

る。もしナノ銀が現実に公的規制されれば、当協議会におけるナノ銀使用製品に関する

SIAA マーク認証にも新たな検査条項が加わるであろうし、場合によってはナノ銀使用の排

除もありうる。 
 
2006 年 11 月、ワシントン・ポスト紙に EPA（米環境保護庁）が予測できない環境リス
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クを及ぼすかもしれない銀ナノ微粒子を使用した洗濯機やエアフレッシュナーなどに代表

される広汎な消費者製品を規制することを決定したとの記事が掲載された。この記事に関

して複数の企業が銀微粒子そのものの使用が禁止されたと解釈したため、当協議会に銀抗

菌剤使用製品に対する問い合わせが殺到したことがあった。 
 
そこで当協議会が EPA を通じてその新しい規制内容について確認したところ、ナノ銀そ

のものの使用禁止ではなく、例えば洗濯機を使用した後の衣類自体にそのナノ銀に由来す

る抗菌効果があるのであれば、これらの装置も規制対象に加えるべきとの趣旨であった。 
実際 EPA の化学物質規制は TSCA（米国有害物質規制法）のイベントリに既に則った物

質であれば、そのサイズを問わず特に新しい規制の対象にはしないというのが基本原則で

ある。 
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第Ⅳ章. 米国におけるリスク評価･規制動向調査 
 
１. 米国現地調査の概要 
 
 米国の連邦政府関連機関、市民団体等によるナノマテリアルリスクに関する取り組み・

活動状況を調査するため、本調査では 11 月 17 日～21 日にかけてワシントン D.C.を中心に

現地動向調査を実施した。現地調査の訪問先一覧は以下の通りである。 
 

日付 国・都市 ヒアリング先 

OSHA（Occupational Safety and Health Administration：米国労

働安全衛生局）ヒアリング。OSHA は米国労働省の内部機関。 
Loretta Schuman 氏、Robin Ackerman 氏 

 
11/17 
（月） 

ﾜｼﾝﾄﾝ 
D.C. 

CTA（International Center for Technology Assessment）ヒアリン

グ。CTA は法律事務所の機能を持った NPO 組織。 
Jaydee Hanson 氏 
CPSC（U.S.Consumer Product Safety Commission：米国消費者製

品安全委員会）ヒアリング。 
Treye Thomas 氏、Sylvia Chen 氏 

 
11/18 
（火） 

ﾜｼﾝﾄﾝ 
D.C. 

EPA（U.S.Environmental Protection Agency：米国環境保護局）ヒ

アリング。 
Zophia Kosim 氏、Philip Sayre 氏、Dennis Utterback 氏 他 
Woodrow Willson International Center for Scholars ヒアリング。 
WWIC は米国の政策系シンクタンク。 
Andrew Maynard 氏 

 
11/19 
（水） 

ﾜｼﾝﾄﾝ 
D.C. 

NNCO（National Nanotechnology Coordination Office）ヒアリン

グ。NNCO は米国における省庁横断的なナノテク研究推進機関であ

る NNI（National Nanotechnology Initiative）の事務局的組織。 
Philip Lippel 氏、Geoffrey Holdridge 氏、Marlowe Epstein 氏 他 

11/20 
（木） 

ﾜｼﾝﾄﾝ

D.C. 
NEDO ワシントン事務所ヒアリング 

11/21 
（金） 

ﾆｭｰﾖｰｸ JETRO ニューヨーク事務所ヒアリング 
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２. 現地ヒアリング調査結果 
 
２-１. OSHA（Occupational Safety and Health Administration:米国労働安全衛生局） 
 
1）組織概要 
 
 OSHA は米国労働省に属する内部機関であり、1970 年に設立された。OSHA と類似性の

高い組織として NIOSH（National Institute of Occupational Safety and Health：国立労

働安全衛生研究所）があるが、NIOSH が米国厚生省の下部組織として研究機関という性格

を強く持つのに対し、OSHA の方は労働省に属して労働現場における安全関連規制の検討

や施行を担当する規制部局と位置づけられる。 
 従って、ナノマテリアルの安全性に関する立場も NIOSH が主に「現場データの収集やリ

スク研究」といった方向性を持つのに対して、OSHA の方は「ナノマテリアルに関する規

制や情報流通スタンダードの検討」といった分野が中心になる。なお、今回ヒアリングに

応じてくれた Loretta Schuman 氏は OSHA 内の「標準・ガイダンス局」の「有害物質（非

金属）室」に所属する。 
 
 
2）ナノマテリアルリスクに対する基本スタンス 
 
 OSHA としては、ナノマテリアルに関する規制を云々する以前に、ナノマテリアルのリ

スク評価やばく露リスク研究など、基礎的な知見がまだまだ不足していると認識しており、

現在のところはそれらに関する情報を収集し、評価している段階にある。また、省庁横断

的なナノテク推進組織である NNI（National Nanotechnology Initiative）の中の NEHI
ワーキンググループ（Nanotechnology Environmental and Health Implication W.G.：ナ

ノテクノロジー環境・健康影響 W.G.）にも参加し、他の省庁や研究機関とも連動しながら

ナノマテリアルリスク情報の収集を行っている。 
 従って、まだナノマテリアルに特化した法規制の具体的な検討を行っているわけではな

く、既存の法規制をナノマテリアルに適用させながら、その使用に関する安全性を確保し

ていくというのが OSHA の基本スタンスといえる。もちろん、OSHA の管轄は労働安全衛

生であるから、ナノマテリアルのリスクの二つの局面、すなわち①ナノマテリアルのメー

カーあるいはユーザーの工場で働く従業員に関するリスク ②ナノマテリアルが含まれた

消費財を使う消費者に関するリスク という二つの側面のうちでは①に関して既存の法規

瀬尾をどう適用していくか、ということが検討作業の中心になる。 
 
 ナノマテリアルに適用し得る既存の基準・規制を整理すると次頁のようになる。 
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①毒性情報基準（Hazard Communication Standard） 
 化学物質の製造元に対して、物質の毒性評価とその表示・伝達を求める基準であり、具

体的にはナノマテリアルメーカーが川下ユーザーに対して MSDS（Material Safety Data 
Sheets：物質安全データシート）の形で表示することが考えられるほか、GHS のスキーム

の中でナノマテリアル用の表示を加える方法も考えられる。 
 ナノ物質の MSDSM 表示はすでに企業レベルで試験的には行われており、様々な表示方

法が出回っているが、どんな表示が 適かはまだはっきりしていない状態である。 
 たとえば、二酸化チタンについて我々はその毒性データを十分持っているが、それはバ

ルクとしての毒性情報であり、同じ二酸化チタンがナノスケールになった場合の知見がま

だ不十分である。 
 また、フラーレンなどの場合でも、たとえば同じ C60 フラーレンであっても、それが異

なる製造方法で作られた場合、全く同じ毒性を示すかどうかといったデータも不足してい

る。純正なナノ物質の場合だけではなく、ナノ物質を含んだ混合物の扱いをどうするかと

いった問題もあり、MSDS でのナノ物質毒性情報の表示方法を定めるまでにはまだまだ相

当の知見を蓄積する必要がある。 
 また、GHS でのナノマテリアルリスクの表示については新しい表示用デザインに関して

一種のコンテストのようなものを実施し、環境 NGO などからいくつかデザイン案も寄せら

れているが、まだ公表できる段階のものではない。 
 
②呼吸器保護基準（Respairatory Protection Standard） 
 従業員の健康を守るために、特にマスクや人工呼吸器の適切な使用を定めた基準である。

ナノマテリアルが人体に悪影響を与える経路としては「吸入」というケースが多いため、

この基準の中でナノマテリアル製造現場での適切な吸入防止措置を定めることが必要にな

る。 
 
③身体防護器具基準（Personal Protective Equipment Standard） 
 有害化学物質や放射性物質、刺激物などを扱う工程で、人間を衣服や設備によって適切

に防護するための基準が定められている。製造現場でナノマテリアルを扱う上では様々な

防護器具が必要になると想定されるため、ナノマテリアル取り扱い防護基準はこの基準の

中で扱われることになると考えられる。 
 
④研究施設での化学毒性（Hazardous Chemicals in Laboratories） 
 研究所レベルでの有害物質リスク管理について定めた基準であり、研究所における化学

衛生主任の任命や衛生上の有害物質ばく露コントロールなどについて定めているほか、そ

こで働く研究者のリスク情報コミュニケーションのトレーニングなども求められている基

準である。これはナノマテリアルの初期的開発段階に適用する基準として適切なものであ
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るが、OSHA がすべてを決めるという性格の基準ではなく、製造元（研究所）側の自主的

管理に任せられた部分もあるため、今後さらなる検討が必要である。 
 
⑤物質固有の基準（Substance-Specific Standards） 
 現在、この基準には約 400 という数の物質の PEL（Permissible Exposure Limits：許容

ばく露限界）が設定されており、その中には二酸化チタンなど、代表的なナノマテリアル

物質も含まれている。ただ、この基準に定められている物質の許容ばく露限界はすべて物

質が大きなサイズであることを前提として設定されたものであり、ナノサイズ物質の PEL
はまだ存在していない。今後は同じ物質がナノサイズになったときのばく露限界について

研究・検討を進める必要がある。 
  
 
3）ナノマテリアル規制に対する見解 
 
 これまで述べてきたように、現在のところ OSHA としては既存の化学物質関連基準をナ

ノマテリアルに適用させるという方向でナノマテリアル・リスクを管理するという方向に

進んでいる。 
 もちろん、将来的には「ナノマテリアル安全法」といったような、ナノ物質に特化した

リスク管理のための法規制が作られる可能性はある。ただ、繰り返しになるがナノマテリ

アルに関してはまだリスク評価データや毒性に関する知見が圧倒的に不足している状況に

ある。“ナノマテリアル専用の法規制” を整備するにはこういった知見の不足がある程度解

消されなければ難しく、その解消も 1 年・2 年といったレベルでは困難であると言わざるを

得ない。 
 
4）ナノ物質関連規制の影響に対する見解 
  
 たとえば、ある特定のナノマテリアルに関して使用禁止の法律を定めるといったような

権限は OSHA にはなく、それを行うとしたら EPA（アメリカ環境保護局）の仕事になるで

あろう。OSHA としては同じ労働安全衛生を扱うという立場から NIOSH と密接な連携を

保っている。現在、NIOSH ではナノマテリアルを扱う製造工場と実際にコンタクトし、取

り扱い上の問題点や従業員の健康リスクなどを調査する作業を進めている。この NIOSH に

よる調査結果で、ナノマテリアル・リスクの管理に関して公的な基準設定が必要であると

判断された場合は OSHA と NIOSH とでナノ物質取り扱いガイドラインのような公的基準

を作成することもあり得る。 
 

59 



 

２-２. CTA（International Center for Technology Assessment） 
 
1）組織概要 
 
 CTA は組織体としては NPO の形をとっているが、法律事務所としての機能も持ってお

り、市民の健康や安全に悪影響を与えかねない新技術に関し、広報活動や政府に対するは

たらきかけを行っている。 
 当初は遺伝子組み換えやクローン技術など、遺伝子研究のリスクを中心に活動を展開し、

部分的にナノ物質を含んだ医薬品のリスクについても注目していたが、現在はナノ物質す

べてを対象として、リスクの調査や広報、さらに政府への請願などを推進している。 
 活動はアメリカ以外の NPO とも連携しており、CTA が出版したナノマテリアルのリス

クに関するリーフレットにはアメリカだけではなくオーストラリアやスペイン、日本など

の NPO 組織も名を連ねている。 
 なお、このリーフレット「Principles for the Oversight of Nanotechnologies and 
Nanomaterials（ナノテクノロジーとナノマテリアルの監視のための原則）」は英語版のほ

か、スペイン語版などもすでに作成されているが、現在日本語版作成の準備も進んでいる。 
 
 
2）ナノマテリアル・リスクに関する活動内容 
 
 CTA ではナノマテリアルのリスクに関し、海外とも協調しながら広報活動を行っている

が、それ以上に重要な活動としては、EPA と FDA という二つの連邦政府機関に対してそれ

ぞれ法律的な請願を出しているということである。 
 アメリカ政府はナノマテリアルのリスクから国民を守るための努力を十分にはらってい

ないというのが CTA としての認識であり、この請願は政府が取り組むべきナノマテリア

ル・リスク対策に関して具体的な要求項目を含んでいる。 
 現在、CTA は請願を提出して EPA、FDA それぞれからの返事を待っている状況である。

彼らの対応が満足できるものであれば問題ないが、もし政府側の対応が不十分である場合

は請願の次のステップ、すなわち訴訟ということになる。 
 EPA と FDA に対して提出された法律的請願の主な内容は以下の通りである。 
 
①EPA への請願 

Petition for Rulemaking Requesting EPA Regulate Nano-Silver Products as Pesticide 
-殺虫剤としてのナノ銀製品に関する EPA 規制の策定要求に関する請願- 
 
 ナノ銀は殺虫機能があることから様々な製品で応用されているが（注：請願書英文の
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Pesticide に関して、本報告書では便宜的に「殺虫剤」という訳語を用いているが、ここで

は純粋な殺虫機能だけではなく防カビや抗菌・殺菌・除菌といった、もう少し広義の概念

を含んでいる）、EPA は基本的に銀については毒性情報などについては既存物質と同等に扱

うという姿勢をとっている。 
 メーカーは EPA に対しては「既存物質である」と言い、一方で特許局に対しては「ナノ

サイズにしたために従来の銀にはなかった機能が出る」と言っているが、これは明らかに

矛盾であり、新しい機能を持ったナノ銀に対しては新しい基準が適用されなければならな

いというのは本請願の基本になっている。EPA に対する具体的な実施要求項目の主なもの

としては 
 ・殺虫剤としてのナノ銀の分類と登録基準の整備し、ナノ銀は「殺虫剤として要登録物 
  質である」ことを定める 
 ・殺虫剤としてのナノ銀の登録要件に FIFRA（※1）に準じた健康・環境影響分析を義務 
  付ける 
 ・ナノ銀のばく露の蓄積によって幼児などに害がないことを確認する 
といった点であり、これまで野放しに近かったナノ銀使用殺虫剤に関して十分なリスク情

報を収集するとともに、その情報管理を政府が的確に行うことを求める内容になっている。 
      ※1：FIFRA- Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act 連邦殺虫殺菌殺鼠剤法 

 
②FDA への請願（オリジナルの英文請願名は長いため省略） 

 

 FDA への請願は日焼け止めや医薬品などに用いられるナノ物質に関しての規制づくりを

求めたものであり、物質名を特定はしていないが紫外線防止サンスクリーンなどによく用

いられる二酸化チタンなどのナノマテリアルは当然対象になる。 
 FDA の現行の規則ではナノマテリアルそのものの定義はもちろん、それを使った製品に

関する規定は全く明確化されていない。CTA の請願の主なポイントとしては 
 ・FDA の法規を、ナノマテリアルを包含するものに改訂する。そこではナノマテリアル  
  を含んだ製品というものの定義はもちろん「ナノテクノロジー」「ナノマテリアル」「エ 
  ンジニアード ナノパーティクル（Engineered nanoparticle）」などの用語も含まれて 
  いる必要がある。 
 ・FDA の法規は国家環境政策法（NEPA）の求める基準をナノマテリアル、ナノパーテ 
  ィクルなどに適用するように改められる必要がある 
などが挙げられる。EPA に対するナノ銀の請願が殺虫剤製品の登録など、具体的な施策に

ついての要求だったのに対し、FDA に対する請願はナノマテリアルを包含した法改訂のあ

り方に関して様々な要求事項が並べられている。 
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3）リスク情報のあり方に関する見解 
 
 ナノテクノロジーは適切なリスク管理がなされた状態で用いられるべきものであり、そ

のためには個々のナノ物質ごとのリスク評価データの蓄積が不可欠となる。アスベストと

CNT が同じようなリスクを持つ可能性はあるが、アスベストでも繊維の長さによって人体

への影響には差があることは知られている。 
 それと同じように CNT もそれをひと括りにして論じられるべきではなく、たとえば「繊

維長 40nm の CNT は害があるが、20nm 未満であればリスクは低い」といったような研究

がなされ、リスク評価のデータを蓄積すれなければならない。「すべての CNT は同じよう

に危険である」と考えられてしまうのは不幸なことである 。 
  
 しかし、今はリスク評価を研究しようにも、様々な CNT のサンプルすら研究者のところ

には揃っていない。一方でメーカーの方も自社の工場で働く従業員の健康をナノ物質リス

クから守るための情報すらまだ十分には持っていない状態である。もちろん、今後ナノマ

テリアルのリスク評価は少しずつ進捗するであろうし、情報も少しずつ蓄積されていくで

あろう。ただ、それは非常に長い時間のかかる取組みになるのは間違いなく、それよりは

るかに早いペースでナノマテリアルの産業利用が拡大していくこともまた間違いない。 
 
 少なくともナノマテリアルのメーカー企業とユーザー企業、そして消費者の間でナノ物

質に関する情報が透明性の確保された状態で流通させるために取り組む必要があろう。一

般市民の理解を促進するためにも物質情報を隠さずに知らせることは非常に重要である。

遺伝子組み換え技術は企業サイドが情報を秘密にし、企業利益を追求しようとしたために

市民の信頼を得られたなかった例であろう。 
 たとえば CNT を含んだリチウムイオンバッテリーという製品がある。これはやがてハイ

ブリッド車などで一般的に使われるようになる可能性は高い。しかもリチウムイオンバッ

テリーには「長時間もつ、軽い、安全」といった、消費者にとってのメリットもある。こ

の製品が普及することは、企業にとってもハイブリッド車ユーザーにとってもメリットが

あることといえる。 
  
 透明性のあるナノ物質情報が提供されれば消費者もメーカーを信頼するであろうが、そ

こに不透明感が残れば消費者には不信感が生まれるし、場合によっては遺伝子組み換え技

術のように感情的な拒否反応に至る可能性もある。ナノテクノロジーが遺伝子組み換えと

同列に捉えられてしまうとすれば、これまた不幸なことと言わざるを得ない。 
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5）ナノマテリアル・リスクに対する社会的認識の変化 
 
 大手ではないが、アメリカのある保険会社で一社だけ、「CNT を含んだ製品の輸出入に関

しては貿易保険を提供しない」という方針を打ち出したところがある。こういった動きは

まだ特殊事例にとどまってはいるが、CNT のようなナノマテリアルを含むこと自体がリス

クであるという考え方が一部に存在していることは事実である。 
 再保険会社の世界的大手であるロンドンのロイズなどでも、そこまで極端ではないもの

の、CNT を含んだ製品のリスクについて「本当にリスクはないのか？」といった一種の問

題提起を投げかけている。ナノマテリアルのリスクに対する関心は化学や医療といった領

域だけにとどまらず、保険の領域にまで広がっていることは考えておく必要がある。 
 
 こういったナノマテリアル・リスクに対する社会的反応は感情的・非科学的なものであ

ってはならないのはもちろんであるが、そのためにもメーカーはナノマテリアルに関する

十分な情報を公開して市民の信頼を得る必要があるし、政府はそれを法規制という形でル

ール化することが必要なのである。 
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２-３. CPSC（U.S.Consumer Product Safety Commission：米国消費者製品安全委員会） 
 
1）組織概要 
 CPSC は特定の省庁の属する下部研究機関ではなく、大統領直轄の独立機関として設置さ

れている。設立は 1973 年 3 月であり、各種家電製品や家庭雑貨、スポーツ用品、子供用品

等々の消費財に関し、内在するリスクから消費者を守るための安全基準やガイドラインの

作成等を所轄する。なお、食品や薬品・化粧品等は FDA の管轄となるため、CPSC が扱う

「消費者製品」には含まれず、さらに自動車などの運輸機器も同委員会の所轄範囲には含

まれない。 
 
 
2）ナノマテリアル・リスクに対する基本方針 
 
 ナノマテリアルのリスクは物質そのものが持つ有害性リスクと、消費者などがナノ物質

にばく露する可能性がどの程度あるかというばく露リスクとに分けて考えることがまず重

要である。しかもそのどちらに関しても適切なリスク評価を行うには様々な問題がある。 
 バルク状態での物質の化学的特性や有害性リスクについては、たとえば二酸化チタンや

銀のようなありふれた物質についてすでに我々は十分な知見・データを有している。二酸

化チタンや銀がナノサイズになってもとりあえずは同じ「既存物質」として見なすという

のは EPA などがとっている考え方であり、今の状況ではこれが現実的な路線であろう。 
 ただ、これはナノサイズになったときの物質がどういった特性を示し、バルクとは異な

るどういったリスクを持っているかということに関する我々の知識が決定的に不足してい

ることを前提とした考え方であり、同じ物質であればバルクであってもナノサイズであっ

ても同列に見なす方法が恒久的なものであるとは限らないのは留意しておく必要がある。

今後、銀や二酸化チタンといった物質に関しても「ナノサイズであるがゆえのリスク」に

関して情報が蓄積されれば、将来的にはナノ物質を別に扱う必要が生じる可能性はある。 
 
 もう一つはばく露リスクをどう評価するかという問題である。これはナノマテリアルに

固有のものではなく、どういった用途に使われるかによってリスクが大きく違ってくるた

め、その評価は一段と難しくなる。たとえば同じ CNT であっても、それがリチウムイオン

電池の中に使われている場合と野球のバットに使われている場合とではCNTが製品から放

出されるリスクも、ユーザーのばく露リスクも大きく異なると考えなければならない。 
 上記の例でいえば、電化製品などに使用された場合よりも、スポーツ用品などに使われ

た場合の方が CNT の放出可能性、ユーザーのばく露リスクは高いと考えざるを得ず、我々

としてもこういったリスクの高い製品用途でのテストは優先順位の高いものとして捉えて

いる。 
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 ただ、CPSC としてもナノマテリアルの放出可能性やばく露リスクに関する研究は始まっ

たばかりである。ばく露可能性のあるナノマテリアル使用消費財の数は非常に多く、さら

に製品から人体へのばく露経路にしても吸入によるもの、皮膚、さらに乳児などが舐めた

場合など、様々なルートを想定しなければならず、ばく露リスク評価研究の問題点を洗い

出している状態なのが実情に近い。 
  
  
3）ばく露リスクの捉え方に関する見解 
 
 CPSC としては消費者のナノマテリアルばく露の予測見積もりについては摂取経路ごと

に下記のようなテスト方式を検討している。 
 吸引摂取→直接的なモニタリングやモデルを用いた代用データ収集 
 経口摂取→胃液・唾液に似た液体を用い、乳児が舐めた時などを想定したテスト 
 経皮摂取→フィルター+繊維ごしに溶剤を滴下した浸透テスト等の方法でナノマテリア 
      ルの経皮摂取を定量化 
 
 これらナノマテリアルばく露テスト方法の検討と並んで、ばく露量とリスクの数値的な

関係についても検討している。現在の基本的な考え方としては非発がん性物質用のハザー

ド・インデックス（危険指数：HI）をナノマテリアルに対しても当てはめるというもので、

この HI は（平均摂取量）／（許容摂取量） という数式で算出される。この HI 数値が 1
より大きい状態、すなわち許容摂取量より平均摂取量の方が大きい状態は消費者にとって

危険なレベルと見なされる。 
 
  
4）ナノマテリアルメーカーの責任に関して 
 
 すでに述べたように、ナノマテリアルの安全性確保・有害性リスクやばく露リスクにつ

いて、政府側の持っているデータや知見はまだまだ圧倒的に不足している状態である。バ

ルク物質と同じレベルにまでナノマテリアルの化学的特性や毒性データ、ばく露リスク評

価データなどが蓄積されるかどうかの見通しを予測することも現在は困難な状況にある。

また、消費財でのナノマテリアルという観点で考えた場合、製品自体の種類・使用形態の

多様さもまた問題を難しくしている。 
 
 こういった状況の中では企業側の責任に期待せざるを得ない部分も大きい。各製品のナ

ノマテリアル放出リスクやばく露リスクなどに関するテストはすべてを政府が行うのでは

なく、消費財メーカーサイドで実施するのが望ましいと考えている。 
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 もちろんナノマテリアルのばく露リスク評価のためには従来とは違うテスト機器が必要

になることも考えられる。政府としては適正なテストを行うための機器の整備に補助を出

すといった方法で支援することも考えられよう。 
 消費財メーカーがナノマテリアルのばく露リスクなどを行えば、そのデータを次の製品

開発に生かすことも容易になり、結果的には消費者保護にもつながる。すでにアメリカで

は製品に化学物質などのばく露データをラベルで表示しているメーカーもあるが、まだま

だ数少ない存在にすぎない。消費財は種類が多いだけに、ナノマテリアル・リスクから消

費者を保護するためには企業側の責任の強化が不可欠になるであろう。 
  
  
5）今後の規制に関する見通し 
 
 当面は「今ある規制」をナノマテリアルに適用させるという方向が現実的なものであり、

ナノ物質だけに特化した規制というのはかなり先の話になると考えざるを得ない。それが

いつになるかは現在のところ見通せる状況にはないが、ナノマテリアルのリスク分析方法

や毒性データなどは今後少しずつ整備されていくことは間違いない。そのためには政府は

もちろんであるが、企業サイド、さらに研究機関の協力も不可欠であり、その中でもナノ

マテリアルに関する情報のキーを握るのはやはり企業であると考えざるを得ない。 
 現在のところ、ナノ物質メーカーや、それを使って製品を作るメーカーが「情報を出さ

なければならない」という規制はないが、将来的には企業サイドの安全性確認責任が強化

される可能性は十分あるといえる。  
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２-４. EPA（U.S.Environmental Protection Agency：米国環境保護局） 
 
1）組織概要 
 
 EPA は 1970 年に設置された米国連邦政府機関であり、国民の健康と自然環境の保護を

目的としており、大気や水質・土壌などの汚染や化学物質リスクの管理を所轄している。

化学物質管理に関しては、後述するように TSCA と呼ばれる物質登録インベントリをすで

に整備している。現在、EPA ではこの TSCA インベントリのさらに高度かつ強力なものと

して化学物質アセスメント管理計画（ChAMP）の整備を計画中であるが、現状ナノマテリ

アルに関しては TSCA の枠組みの中で取り込んで行く方針である。 
 
 
2）ナノマテリアルの扱いに関する基本方針 
 
 アメリカには約 8 万件の物質が登録された TSCA（Toxic Substances Control Act：有害

物質規制法）という化学物質インベントリの枠組みがあるが、EPA としてはこの TSCA に

すでに掲載された物質がナノサイズ化されたナノマテリアルに関しては「既存物質」とし

て扱い、TSCA に載っていないものについては「新規物質」として扱うことを基本方針とし

ている。 
 従って、銀やシリカ、二酸化チタンなどの TSCA 掲載物質に関しては、それが大きな塊

であるか、ナノサイズであるかという物理的条件にかかわらず同じ「分子的アイデンティ

ティ」を持っている以上、原則としては「既存物質」として扱われ、一方で TSCA インベ

ントリに存在していなかった CNT やフラーレンなどは新規物質として扱われる。 
 
 新規物質については TSCA インベントリにない、他の新規物質の場合と同じように、製

造開始の 90 日前までに PMN（Pre-Manufacturing Notice：製造前届出）の提出が必要に

なり、化学的特性や有害性に関する様々な試験データの報告が義務付けられる。PMN が否

認されることなく審査期間を経過すると、ナノマテリアルのメーカーあるいは輸入業者は

30 日以内に NOC（Notice of Commencement of Manufacture or Import：製造（輸入）開

始通告）を提出してナノマテリアルの製造または輸入を開始できることになる。 
 こういった規定はナノマテリアルに限らず、すべての新規物質に適用されるルールであ

り、別の言い方をすれば、ナノ新規物質であっても、製造開始までのプロセスは通常の新

規物質と同じルールが当てはめられるということになる。たとえば、CNT のように細かく

組成が異なる物質に関してはそれぞれが「異なる新物質」として上記の規定が適用される

ことになる。 
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 一方、銀やシリカなど「TSCA インベントリ掲載物質」については粒子のサイズを問わず、

基本的な物質データ、リスク情報などはすでに存在するものとして扱われる。EPA はこの

判断基準を今後も「適用し続けるつもりである」としているが、ただ、この「既存物質と

しての扱い」は現状における“原則的”なものであって、今後のリスク研究の結果によっては

扱いの変更、あるいは例外の発生という可能性は残る。 
 
 
3）NMSP 取組み状況 
 
 ナノマテリアルに関しては EPA をはじめとして FDA や NIOSH など、様々な政府機関

がそのリスク管理に関する取り組みや研究を進めているが、現状では物質そのものの化学

的特性やばく露シナリオに関するデータなどが圧倒的に不足している状態なのは否定でき

ない。現状ではナノマテリアルに関するデータは行政サイドではなくメーカーサイドの方

に集まっている。 
 そこで、2008 年 1 月にスタートしたのが NMSP（Nanoscale Materials Stewardship 
Program）であり、これはナノマテリアルのメーカーから自主的にナノ物質に関する物理

的・化学的特性や毒性情報、ばく露シナリオデータ等々を提供してもらう仕組みであり、

企業に協力してもらいながら行政サイドのナノ物質リスク情報の強化を図ることが大きな

目的となっている。この NMSP にはベーシック・プログラムと詳細プログラムとがあり、

前者は企業が持っているデータを提供してもらうものであるのに対し、後者は EPA と協議

しながらより詳細な実験等によって新たなデータ整備を行うところまで踏み込んだもので

ある。 
 当初、NMSP に賛同する企業は少なかったが、その後徐々に参加企業が増え、2008 年 7
月 29 日の締め切り時点では 終的に 25 社、113 物質について情報提供がなされたのに加

え、さらに 9 社・協会がベーシックプログラムに対して情報提出を確約している。また、

詳細プログラムには 3 社が手を挙げている。 
 NMSP については締め切りから半年後、つまり 2009 年 1 月終わり頃をメドに中間報告

を、2 年後には 終報告を EPA が出す予定になっているが、そこでは集まったデータの評

価をベースにして今後のナノマテリアルに関する規制のあり方についての方向性が示され

る計画になっている。 
  
 
4）ナノマテリアル・リスクの現状に対する認識 
 
 ①データの不足 

物質がナノスケールになったことで、バルクにはなかったような挙動や特性を示すとい
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う可能性はどのような化学的特性を示す可能性はあるし、散発的にはいくつかの研究結果

も発表されているが、体系的・網羅的なナノ物質データを揃えるまでにはまだまだデータ

が不足していることは認めなければならず、データの整備がいつになるかも現状では見通

しづらい状況にある。 
上述の NMSP はこういった状況を少しでも改善するための取組みといえるが、それでも

まだ個々のナノ物質について見れば「ばく露に関するデータがまったくない」といったケ

ースもあり、データ・知見が不足しているという状況は NMSP 後も続くと考えなければな

らない。 
 
②ナノ銀に関して 

ナノ物質を使用した製品からナノ物質が放出されるかどうかという点に関してもまだ知

見は不足している。ただ、洗濯機に使われていたケースではメーカー側の広告に「銀（銀

イオン）が水に混じって殺菌効果を高める」ことがうたわれており、明らかに「ナノ物質

放出がセールスポイント」になっていた。ちなみに、この洗濯機の場合はその後 EPA がメ

ーカーにナノ銀の登録を要求したところ、メーカーの方で自主的に製造を取りやめた。 
 
 ナノ銀は洗濯機以外のさまざまな製品にも使われており、抗菌用に銀が使われたある靴

下では洗濯のときにある程度銀が溶出することが確認されている。また、アメリカではま

だ例がないが、食品用の抗菌パッケージにも使われた例があり、用途の広がりやばく露リ

スクを考えた場合、EPA として「毒性研究やばく露リスク評価を行うべき物質」として優

先順位は高い。 
 ただ、上述の靴下の場合でも溶出のレベルは条件によって一様ではない。溶出レベルに

影響を与えるのが洗剤なのか、温度なのか、あるいは他の要素なのか、複合的な要素が絡

むため、銀の放出レベル研究だけでも困難は多い。 
 
 ③CNT リスクに関して 

 CNT についてはアスベストとの類似性があり、銀と同様にリスク評価・ばく露評価が今

後必要な物質のひとつといえる。ただ、たとえば電気自動車に搭載されたリチウムイオン

電池の中のCNTがユーザーにばく露するリスクがあるかと言えばこれはほとんどないであ

ろうと考えるのが妥当であろう。 
 むしろ問題になるのは製品ユーザーよりも製造現場の従業員のばく露リスクであろう。

現在はまだ CNT の製造量は少ないため、メーカーの従業員のリスクも比較的小さいといえ

るが、今後 CNT の生産量が増え、使用製品すなわち CNT を使う工場も同時に増えていく

と考えれば、将来的には従業員の健康リスクが問題になる可能性はある。 
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２-５．Woodrow Willson International Center for Scholars  
 
1）組織概要 
 
 Woodrow Willson International Center for Scholars（WWIC）は 1968 年に設立された

準公的なシンクタンクである。特定の政府機関に属する組織ではないが、資金的にも政府

のサポートを受けており、国に対する政策提言などを行う政策研究所としての側面が強い。

調査研究対象分野は科学技術・産業技術など様々な分野に及んでおり、政府や産業の意思

決定に資するための様々なリサーチを行っている。 
 ナノマテリアル・リスクに関する研究も WWIC が抱える多くのテーマの一つという位置

づけになるが、この研究は政府からの直接的資金提供によるものではなく、慈善信託から

資金を得て実施しているリサーチである。 
 
 
2）ナノマテリアル・リスクに関する取組み動向 
 
 WWIC がナノマテリアルに関して行っている取り組みの中で知られているものの一つが、

ナノマテリアルが使われている一般消費財の目録（Nanotechnology Consumer Products 
Inventory）づくりである。 
 この目録は WWIC が個々の製品をテストしたわけではなく、製造者側がナノマテリアル

の含有やその効能をうたっている製品に関して抽出した目録であるが、その数は 600 種類

を超えるレベルに達しており、化粧品から繊維製品、家電製品に至るまであらゆる分野に

わたっている。 
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 また、この目録では個々の製品情報の他に、ナノマテリアルを使った製品の国別分類も

行っており、米国産製品として 400 以上の消費材が掲載されている（日本製は約 40 種類ほ

ど）。 
 この目録自体は特にナノマテリアルのリスク管理の向上に直結するものではないが、

我々としてはナノマテルアルがここまで一般的に普及し、様々な製品に活用されているこ

とを消費者に対して知らせることにも大きな意味があると考えている。ナノマテリアルに

接することが、そして場合によってはナノマテリアルが内包するリスクに接することが日

常的になりつつあるということを消費者側が認識し、関心が高まってくれば政府やメーカ

ーのナノマテリアル・リスクに対する取り組みにも影響を与え得る。 
  
 
3）ナノマテリアル・リスクの捉え方に関する見解 
 
 ナノマテリアルのリスクに関しては、通常は製造現場での従業員の健康リスクという問

題と、ナノ物質を使った製品ユーザーのリスクという側面で捉えられるケースが多く、ア

メリカにおいては今のところ工場での従業員リスクの方が優先性の高い、重要な問題とし

て認識されていると考えてよいであろう。ナノマテリアルを扱う工場の労働者のリスクに

関しては、許容ばく露量の確定などを急ぐことで、現場でのリスク管理が十分になされる

ような取り組みが必要であろう。 
 
 ただ、製品のライフサイクルを考えるのであれば、製造・使用という段階に加えて廃棄

後の問題にも目を向ける必要がある。廃棄されたナノ物質含有製品が埋め立てられたり消

却されたりすれば、環境や人間に対するリスクが単に「ナノ物質含有製品を使う」よりも

大きいという可能性もある。水や空気など、ナノマテリアルが使用後・廃棄後に環境に放

出され、それが新しい経路で人体の中に入ってくるということも「ナノマテリアルのリス

ク」として捉えることは重要であろう。 
 洗濯機に使われたナノ銀のケースでも、洗濯機そのものから人間が銀に被爆する可能性

はほとんどなく、そういう意味でのリスクは少なかったといえる。ただ、銀が溶出した洗

濯排水が下水道に流れ込み、環境に放出されることが問題になる。洗濯機のナノ銀の場合

は下水処理場で使う活性汚泥などの微生物に対して抗菌機能のある銀が悪い影響を与える

という複数の報告もあった。 
 このように、ナノマテリアルのリスクは「工場の従業員のリスク」「消費者のリスク」に

加えて「環境に放出されたナノマテリアルによって発生する悪影響・リスク」という部分

も考えておく必要があるといえる。 
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4）ナノマテリアル規制に関する見通し 
 
 アメリカの産業界には欧州の REACH の中にナノマテリアルが取り込まれるのではない

かという懸念があるようだが、将来的には米国でも REACH と同じように厳格なナノ物質

規制が検討される可能性はあり、そういった新規性整備のプロセスの中でナノ物質も新規

制の中に取り込まれることになるというケースは十分考えられる。もちろん、これも上述

のように長期的な可能性として考えられることであり、当面は TSCA という枠組みの中で

ナノマテリアルが扱われていくという方向で進むことは間違いない。 
 
 化学物質とは別に、ナノサイズの物質だけを対象にした新たな法規制の整備というのは

考え方としては本筋ともいえる。新しい物質に関しては新しい規制が必要であるという考

え方は間違ってはいないし、ナノ物質がどのような挙動を示し、どのような毒性リスク、

どのようなばく露リスクがあるかというデータが蓄積されれば、将来的には新しい規制が

出来る可能性はある。 
 ただ、ナノ物質に関するデータや知見の蓄積が始まったばかりと言ってもいい状況では、

仮にそれが実現するとしても今後数年のうちといった短い期間では困難であろう。 
 そういう意味ではEPAなどが今あるTSCAという枠組みの中でナノマテリアルを扱おう

としているのは現実的な方法といえる。ただ、ナノマテリアルのような新しい物質のリス

クを適切に管理していく上で TSCA の厳格さには限界があり、今後 TSCA が再評価され、

ナノを含んだ形で、より包括的な新規制に生まれ変わる可能性もあろう。そういう意味で

は EPA のナノマテリアル・リスクに関する取り組みも、まだまだ今後に長い道のりを残し

たものであるといえる。 
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２-６．NNCO（National Nanotechnology Coordination Office） 

 
1）組織概要 
 
 米国としての国家的なナノテクノロジー戦略を推進するために、クリントン政権時代に

省庁横断的な機関として NNI（National Nanotechnology Initiative）が設立された。 
 NNI にはナノテクに関するいくつかの委員会が設けられており、その中にナノマテリア

ルの環境や人体に対する安全性について検討を行うワーキング・グループとして NEHI
（Nanotechnology Environmental And Health Implication Working Group）が置かれて

いる。NEHI は 2005 年に公式のワーキング・グループとして発足しており、研究機関と規

制機関とが共同してナノマテリアルの健康・環境リスク等についての調査研究を行ってい

る。 
 
 2008 年 2 月段階で NEHI ワーキング・グループに参加している政府機関は、今回のヒア

リング調査対象にもなった EPA（米国環境保護局）、CPSC（米国消費者製品安全委員会）、

OSHA（米国労働安全衛生局）をはじめ、FDA（米国食品医薬品局）、NIOSH（国立労働

安全衛生研究所）、NASA（米国航空宇宙局）、DOE（米国エネルギー省）、DOD（国防総

省）など、18 機関を数える。 
 今回ヒアリングを行った NNCO は NNI の事務局的な立場の組織であり、NNI としての

全体的な予算管理や方針決定の調整機関といえる。 
 
 
2）ナノマテリアル・リスク関連予算状況 
 
 NNI の予算は創設当初の 2001 財政年度（2000 年 10 月 1 日～2001 年 9 月 30 日 以下

同）は約 4.6 億ドルからスタートしたが、その後拡大を続けており、2009 財政年度の要求

ベースでは約 15.27 億ドルに達している。この予算の省庁別内訳では国防総省が も高く、

4.31 億ドル、次いで NSF（国立科学財団）の 3.97 億ドルが続いており、この 2 機関だけ

で全体予算の半分を超える。以下、DOE（エネルギー省）の 3.11 億ドル、NIH（国立衛生

研究所）の 2.26 億ドルなどが続き、この 4 機関で予算総額のほぼ 9 割に達することになる。 
 
 一方、ナノマテリアルの EHS（環境・健康・安全）に関わる研究は NNI の中でも優先順

位の高いテーマになっており、2009 財政年度の要求では EHS 関連研究予算として約 7600
万ドルが見込まれているが、これは NNI 全体の予算のほぼ 5％を占める（ただし、この 7600
万ドルの予算の中には計測・測定関連研究は含まれていない）。 
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3）NNCO（NNI）としての取り組み状況 
 
 ナノマテリアルの EHS 問題について討議する NEHI ワーキング・グループには、前述の

ように 18 の政府機関が参加し、主要な 5 つのテーマを設定して調査・研究を行っているが、

それぞれのリサーチテーマごとに主要なメンバーの間である程度の役割分担がなされてい

る。 
 NEHI のリサーチテーマは「計測・測定・分析」「健康リスク」「環境リスク」「ばく露ア

セスメント」「リスクマネジメント」の 5 つであり、参加している主要政府機関の役割分担

は下表のようになる。 
 各テーマにつき原則 1 機関が取りまとめ機関（Coordinating Agency）となっており、さ

らにテーマ別に貢献機関（Contributor）、ユーザーという形で役割が分かれる。 
  
 NEHI ワーキング・グループのリサーチテーマ別役割分担 

         
         リサーチテーマ 
 
 
 
機関名             
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方
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ト 

NIH（衛生研究所） ○□ ● □ □  

NIST（標準技術研究所） ● ○ ○ ○ ○ 

EPA（環境保護局） ○□ ○□ ● ○□ ● 

FDA（食品・医薬品局） □ □ □ □ ● 

NIOSH（労働安全衛生研究所） ○□ ○□ ○ ● ○□ 

NSF（科学財団） ○ ○ ○ ○ ○ 

DOD（国防総省） □ □ ○□ □ ○□ 

DOE（エネルギー省） ○□ □ ○□ □ □ 

USDA（農務省） □ ○□ ○□ □ □ 

DOT（交通省）  □ □ □ □ 

OSHA（労働安全衛生局） □ □  □ □ 

CPSC（消費者製品安全性委員会） ○□ □ □ ○□ ○□ 

USGS（地質調査所） ○□  ○□ ○□  

 （●＝取りまとめ機関  ○＝貢献機関  □＝ユーザー） 

 
 上表にみるように、EPA が「ナノマテリアルと環境」「リスクマネジメント」の二つのテ

ーマに関して取りまとめ機関となっており、ナノマテリアルの EHS 研究に関して NNI の

中でも中心的な存在になっている。また、ばく露アセスメントについては研究機関である
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NIOSH が取りまとめを行っているが、将来的にばく露アセスメントに関してなんらかの規

制を検討することになれば規制担当部局である OSHA が関与してくることになる。 
 
 
4）ナノマテリアル規制に対する考え方   
 
 ナノマテリアルだけを対象に厳格な法規制を作るというのは実際問題として現状では不

可能であり、今のところは既存の法規制を改変してナノマテリアルを規制対象として取り

込んでいくという方向性が現実的な進め方といえる。 
 今後 2～3 年のうちにはナノだけを対象に、何らかの規制ができる可能性もあるが、その

場合でもすべてのナノマテリアルを包括的に一括規制するというのは困難であろう。アス

ベストにしても繊維の長さなどによって人体に与えるリスクに差があるといわれているが、

CNT の場合でもそれぞれ CNT のタイプに応じて挙動や性質が異なり、当然リスクの程度

にも差があるとみられる。一口に CNT といってもその中でまた細かい差異があるようなナ

ノマテリアルをひとくくりのルールで規制するのは難しいと考えざるを得ない。 
 
 また、ある特定種類の CNT だけを捉えた場合でもそれがどのような用途に使われ、どの

程度被爆の可能性があるかといった条件は製品によって異なるため、これがさらに「包括

的なナノマテリアル規制」を難しくしている。ただ、 終製品にナノマテリアルが使われ

ている場合の危険より、ナノマテリアルを扱う工場従業員の被爆リスクが優先されて考え

られるべきであろうという考え方には基本的には同意見であり、まずは被爆リスクの高い

工場従業員のリスクをどうコントロールするかという取組みに注力する必要がある。 
 
  
5）ナノマテリアル教育に関する取り組み 
 
 NNI の国家的な取組みの中で重要な位置を占めるのが社会倫理や法律、あるいは教育に

関する ELSI（Ethical, Legal and Social Implications）プログラムである。NNI の ELSI
関連予算は 2009 財政年度要求ベースで約 4000 万ドルに達しているが、これは前述の EHS
（環境・健康・安全）関連予算約 7600 万ドルと比べても半分以上の額を占めており、NNI
の取組みの中でも重要なものの一つと認識している。 
 
 特に、NNI としては中学生・高校生あるいは大学生などを対象としたナノテク関連教育

に力を入れており、生徒用の読本なども作成しているが、こういった教育ツールの中では

ナノマテリアルの利用用途や効果などと並んで「ナノマテリアルには潜在的なリスクがあ

る」ということを正しく理解させることが重要な目的であると考えている。 
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 たとえば、ガソリンという物質は可燃性のもので、取り扱いが悪ければ火災や爆発のリ

スクを持つものであるが、我々はガソリンのリスクについて多くの知見やデータを持って

おり、それらを元にしてリスクをコントロールし、ガソリンという物質の有用性を活用し

て生活している。可燃性が高いというリスクがあるからガソリンの使用をやめろと主張す

る人はいない。 
 ナノマテリアルに関してもこれと同様のことが言える。ナノマテリアルは将来的に重要

な産業技術であり、リスクがあるという理由でその使用や研究をストップするというのは

現実的な解決策ではない。NNI の中・高校生向け教育ではそのような考えに立って「ナノ

マテリアルにはメリットもある一方でリスクもあり、適切な取り扱いが必要である」こと

を詳細に説明している。 
 
 もちろん、我々がガソリンと同程度にナノマテリアルについての知識を獲得するのはか

なり先のことになるであろうが、方向性としては適正なリスクコントロールの元にナノマ

テリアルが利用され、その有用性が社会に役立つべきであると考えている。 
 世間ではナノテクノロジーを遺伝子組み換え技術と同列に扱うような記事や書物なども

見受けられるが、このように混同した考え方が社会に広まってしまうことは我々の望むと

ころではない。 
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第Ⅴ章．ナノマテリアル・リスク規制対応の方向性 
  
１．ナノマテリアル･リスクを取り巻く状況 
 
 ナノマテリアルのリスクに対する懸念は世界的に高まっており、それに対する取り組み

も活発化している。しかし、現状でのナノマテリアル・リスクは一言でいえば「リスクが

あることが否定できない」という状況にあり、リスク評価も、規制整備もまだまだこれか

らという状況にある。本項ではまずそれらの現状について整理した上で、その見通しや機

械産業としての対応の方向性等について検討していく。 
 
１-１. 課題の整理 
 
1）科学的知見の不足 
 
 ナノマテリアル・リスク、あるいはそれに対する規制を考える上での 大の、しかも世

界共通の課題は「化学的知見の不足」にあると言って過言ではない。 
 ナノマテリアルに関しては、サイズが極小であるがゆえの固有の特性を示す可能性があ

り、その「固有の特性」がナノ物質を使うメリットに直結している場合も多い。 
 しかし、極小物質の固有の特性が人体や環境に対してどういった悪影響を及ぼすか、言

い換えればナノマテリアルとしてどんなハザードを有しているかの検証はまだまだその途

上にあり、科学的データを裏付けの元にナノマテリアルの有害性を正確に評価できるのが

いつになるかの見通しも明確にはなっていない。バルクであれば十分すぎるほどのデータ

がそろっている物質であっても、それがナノサイズになったことで、ハザード評価は言わ

ば「手探り」状態にならざるを得ないのが現状といえよう。 
 
 ナノマテリアルのリスクを化学物質などと同様に「ハザード×ばく露」で捉えるとすると、

ハザードと同様にばく露に関する知見・データもまた決定的に不足している。用途ごとに

異なるばく露シナリオの検証は欧州の化学物質規制 REACH においても対応を複雑なもの

にさせたが、同様のことはナノマテリアルのばく露においても言える。特にナノマテリア

ルの場合は、吸引などのばく露に加え、たとえば日焼け止めに使われるナノ二酸化チタン

が皮膚から摂取される可能性のように、これまでほとんど考えられなかったばく露経路を

解明・評価する必要があるため、さらにばく露評価の困難性は高まる。 
 ナノマテリアルリスク評価に必要な科学的知見の不足は短期的に解決される問題ではな

い。従って、今後もしばらくの間はナノマテリアルのリスクは「否定できない」「可能性が

ある」という状態が続くと考えざるを得ない。 
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2）ナノマテリアル・リスクの研究手法の確立 
 
 我が国で NEDO を中心に 2006〜2010 年の 5 年間にわたるプロジェクトとして実施して

いる「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」では生体影響評価手法やばく露評価手法の研究

開発と並んで、ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発が重要なテーマとなってい

る。ここでいうキャラクタリゼーションとは、いわばナノ粒子を実験や観察の対象とする

ための技術の開発といえ、具体的には気中や液中への分散調製技術、電子顕微鏡による観

察技術、体内分布や反応の測定技術開発など、多様な技術開発テーマが含まれる。 
 ナノマテリアルに関してはハザードやばく露に関するデータが足りないのはすでに述べ

た通りであるが、実際にはそれらのデータを蓄積するための実験技術自体にまだ開発の余

地は少なくない。また、今後様々な実験技術が開発されたとしても、適切なリスクデータ

を得るためにはそれらの技術・手法をある程度世界的に標準化・共通化させる必要が生じ

ることも考えられる。 
  
 ハザードやばく露のデータ蓄積に加え、それらデータを得るための計測・実験技術その

ものも高める必要があると考えれば、ナノマテリアル・リスクの正確かつ科学的な評価が

確立するまでには相当長い時間がかかるのは避けられない。つまり、リスクが「否定でき

ない」「可能性がある」という状態のまま、行政も産業界もナノマテリアル・リスクに対す

るマネジメントのあり方を模索し続けることになると考えるべきであろう。 
 
 
3）安全基準、許容量などの未整備 
 
 たとえば有機塩素系化合物、あるいは水銀･鉛などの有害重金属等が土壌や井戸水、ある

いは食品や化粧品などに含まれていることが判明した場合であれば、安全基準に照らして

それが「許容範囲内」か「危険なレベルか」を判断することは可能である。 
 しかし、すでに述べたようにナノマテリアルに関してはハザードの科学的解明自体がま

だ途上にあるため、「どの程度までなら大丈夫」といった目安も実際には存在していない。 
 
 安全基準がないままナノマテリアルが使用されていることで、一部には「ナノマテリア

ル＝危険」といった考え方や、ナノマテリアルの使用自体が悪であるというマイナスイメ

ージの拡大も懸念されている。産業技術としてのナノテクノロジーは今後ますます重要性

が高まるのは間違いないが、一方で危険イメージの肥大化がナノマテリアル排除の動きに

結びつくのは、ナノマテリアルメーカーだけではなく機械産業はじめナノマテリアルユー

ザーにとってもマイナスとなる。 
 米国現地動向調査で再三聞かれた「ナノテクノロジーを遺伝子組み替え技術にしてはい
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けない」といった意見も危険イメージの肥大化を懸念したものといえる。 
 科学的知見の充実によるリスク評価は、ナノマテリアルの適切なリスク管理のためには

不可欠であるが、適切にリスク管理した上でナノマテリアルを安全に製造・利用するとい

う観点からもそれが必要であるといえる。  
 
 
１-２．規制に向けた取り組みの整理 
 
 第Ⅰ章などでも触れたように、ナノマテリアル･リスクを評価し、管理するための取り組

みは OECD などの国際機関レベル、さらに日本や米国、EU などの国･地域レベルでも進ん

でいる。それぞれの取り組み内容には差があるが、リスク管理に向けた取り組みの“進捗度”
という点では共通した部分も多い。 
 
ナノマテリアル規制に向けた主要国･機関等の取り組み状況整理 

 

 OECD EU 米国 日本 

2011 ｽﾎ゚ ﾝｻー ｼｯﾌ゚  
ドシエ提出 

2009 ｽﾎ゚ ﾝｻー ｼｯﾌ゚  
ドシエ作成計画 

2011 既存規制検討
進捗報告予定 

2008 REACH 登録免
除からｶー ﾎ゙ ﾝ等除外

2008 ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ規制
状況報告書発表 

2011 NMSP 
終報告予定 

2009 NMSP 
中間報告予定 

2008 EPAがNMSPで
113物質の情報収集

置 

2009環境省ｶ゙ ｲﾄ゙ ﾗｲﾝ 

2006 NEDO PJ開始  

2008 化審法見直し 

2010  NEDO PJ 
ﾘｽｸ評価研究 終年度 

2009厚労省通達見直し

2008厚労省通達発表 

2008 経産、厚労、環
境各省がﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ検討
会設

ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞでの WSSＤ合意 

2007 ｽﾎ゚ ﾝｻー ｼｯﾌ゚  
ﾌ゚ ﾛｸ゙ ﾗﾑ開始 

2006 WPMN設置 

2005 

2006 

2007 
 
 2008 

 

2009 
 
 
 2010 

 
 2011 

 
 
 
 

リス

環境

 2020 

 
 
 

ク評価･リスク管理の手

にもたらす著しい悪影響
続きにより、化学物

を 2020 年までに最

79 
質の生産･使用が人の

小化 
 

 

 

 

2005二酸化ﾁﾀﾝの 
作業環境ｶ゙ ｲﾄ゙ ﾗｲﾝ 
健康および



 

 前頁の図に見るように、OECD の工業ナノマテリアル作業部会設置は 2006 年であるが、

それ以外の国の取り組みの多くは 2008 年頃から本格化している。もちろん、それ以前にも

ナノマテリアルの安全性に関しては懸念が存在することが知られており､経済産業省では

NEDO プロジェクトが 2006 年からスタートするなど、リスク評価に向けた取り組みは始

まっていた。 
 
 しかし、2008 年は EU がナノマテリアル規制状況報告書を作成し、2011 年に既存の規制

をいかに適用するかの進捗報告を行う予定になっているほか、米国 EPA も 2008 年に実施

した NMSP の中間レビューを 2009 年、 終報告を 2011 年に実施する予定になっているな

ど、2008 年から各国の行政サイドがナノマテリアルの規制検討に本格的に注力しはじめた

ことが伺える。それまでは米国の「ガイドライン」や「予防的措置の提言」などのように、

比較的散発的に発表されていたナノマテリアル･リスク対策であったが、2008 年頃から各国

で法的規制を視野に入れた本格的な取り組みがスタートしたといえ、その取り組みの進捗

や効果を検証する期間として 3 年程度、という検討期間が置かれている状況といえる。 
 我が国でも経済産業省、厚生労働省、環境省が 2008 年からそれぞれにナノマテリアルの

リスク評価に関連した委員会を組織しており、2008 年という年はナノマテリアルのリスク

に対する取り組みが活発化した時期といえる。 
 
 繰り返すように、ナノマテリアルの有害性･危険性は科学的には未だ完全に明確になって

はいない。しかし、ナノマテリアルの生産量･使用用途が増え、その一方で断片的にではあ

ってもナノマテリアルの危険性を指摘する研究や報告が存在する。このように、「リスクの

存在が否定できない」という状況下で、リスクが検証される前に行政としてアクションを

起こす必要性が高まったことが、これら各国の取り組み状況からも読み取れる。 
 
 化学物質に関して言えば、欧州の化学物質規制 REACH をはじめ、我が国の化審法見直

しにおいても「ハザード評価とばく露評価による化学物質リスクマネジメント」という考

え方が色濃く現われており、これはWSSDにおける 2020年合意に沿った方向性といえる。 
 ナノマテリアル･リスクに関しては 2010 に我が国のリスク評価研究が 終年度を迎え、

さらに 2011 年は米国の NMSP 報告書や EU の進捗報告がなされるなど、2010～2011 年頃

が各国の取り組みの 初の一歩から、次の方向性が検討されることになると考えられるが、

2020 年に間に合うかどうかはともかく、ナノマテリアルに関しては 2010～2011 年以降も

各国で活発な規制検討･策定がなされるのは間違いないといえよう。 
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１-３. 今後の展開見通し 
 
 2010～2011 年にかけては、日米欧などでナノマテリアル･リスクに情報収集やリスク評

価に関する取り組みの第一ステップ終了時期と言うことができる。その後の展開がどうな

るかを予見することは難しいが、一つ指摘できることは、後項でも触れるように、2010～
2011 年頃にナノマテリアルの正確なリスク評価を行えるほどのハザード情報やばく露情報

などがその時期までに十分蓄積されるとは考えづらいということである。 
 科学的な知見が十分ではなく、ナノマテリアルのリスク評価研究も道半ばという状況に

大幅な変化がないとすれば、「ナノ物質規制法」のような、ナノマテリアルだけを対象にし

た包括的新規制の整備は困難になる。しかし、その一方でリスクが“否定できない”という状

況が存在するとすれば、行政としては「今できること」でリスク可能性を軽減させるのが

現実的な方向性となる。行政サイドがとり得る現実的施策という視点から考えた場合、い

くつかの方向性が指摘できる。 
 
 
1）既存法規制の活用 
 
 データ蓄積には長い時間がかかるという前提に立てば、いわゆる「ナノ物質規制法」と

いったような、ナノマテリアルだけを規制する新たな法的枠組み作り出すのは難しいとい

う意見は米国の政府機関などからも再三指摘されたポイントである。だが、前述のように

「有害である可能性があるから、その有害性が厳密に検証される前にアクションを起こす

必要性」があるとすれば、行政として現実的にとり得るのは「既存の法規制の中にナノマ

テリアルを取り込む」という方法に他ならない。 
 既存の法律でナノマテリアルを規制するとすれば、 も“使いやすい”法律は化学物質に関

する規制であり、さらに労働安全に関する各種の法規制や製品安全･消費者保護といった目

的の法律も関連してくる。ナノマテリアルを取り込み得る既存の法規制や基準等の例を国･

地域別に整理すると次頁の表のようになる。 
 
 既存の法規制をナノマテリアルに適用するという方法で特に問題となるのが、物質その

ものの製造や使用、輸出入等に制限が加わる可能性がある TSCA や REACH、我が国であ

れば化審法などのような、化学物質の製造･管理を対象とした規制であろう。 
 ただ、こういった物質そのものの規制に加え、労働者や消費者のばく露防止、あるいは

環境放出リスクの低減といった観点から既存法規制でもナノマテリアルを対象として取り

込んでいくという展開が十分予想される。 
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ナノマテリアルを規制し得る既存法規制･基準の例 
目的 米国 EU 日本 

物質 
規制 

TSCA(有害物質規制法) 

PMN(製造前届出制度) 

REACH 化審法 

化管法 

職業的 
ばく露 
防止 

呼吸器保護基準 

身体防護器具基準など 

ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ指令 89/391/EEC 

(労働安全衛生改善促進指令) 

指令 2004/37/EC 

(発癌性物質、変異誘発物質リス

ク労働者保護指令) など 

労働基準法 

労働安全衛生法など 

消費者 
ばく露 
防止 

消費者製品安全法 

FIFRA(殺虫殺菌殺鼠剤法)

指令 2001/95/EC 

(EU 製造物安全一般指令) 

薬事法 

食品衛生法 など 

環境放出 
抑制 

Clean Water Act 

（水質保全法） 

Clean Air Act 

（大気保全法）など 

指令 2006/12/EC 

（廃棄物に関する指令） 

ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ指令 89/391/EEC 

（水に関する指令）など 

水質汚濁防止法 

大気汚染防止法 

廃棄物処理法など 

注）和訳分が長い法律名称、指令名称等は略して記載している 
 
 
2）既存化学物質規制の活用 
 
 ナノマテリアルをこれまでの化学物質と同列に扱うべきかどうかという論議はあるが、

ナノマテリアルを既存の法規制に取り込もうとすれば、その国において も基本的な化学

物質規制を使うのが も“現実的”な方法であるのは間違いない。すでに主要国の行政サイド

はその考えに傾きつつあることが指摘でき、特にそれがはっきりしているのは米国の場合

であろう。 
 米国においては EPA がナノマテリアルにおいても「分子的アイデンティティ」が同一で

あれば、原則として TSCA における既存物質として扱うという方針をすでに打ち出してい

る。つまり、ナノ銀であっても、それが「銀」という分子でできているのであれば原則と

してサイズは問わず、性質はすべてバルクの銀と同等に扱うという方針であり、これによ

って多くのナノマテリアルは TSCA において「原則的には既存物質」として扱われること

になった。これは、既存の法律でナノマテリアルを取り込む上では極めて現実的な方法と

いえる。 
 しかも、EPA によるこの方針はあくまでも「原則として」である。つまり、場合によっ

ては同じ分子的アイデンティティを持っていてもバルクとナノとでは異なる法的扱いをと

る余地を残しているということであり、これはさらに現実的なやり方といえよう。 
  
 Ⅰ章でも指摘したように、欧州の REACH 規則においても登録免除対象物質リストから

カーボンやタングステンをはずすといったように、ナノマテリアルに対応した REACH 運
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用はすでに部分的に始まっている。 
 
 欧州委員会のナノマテリアル規制状況に関する報告書においても REACH について、場

合によっては「新しい知見に基づき、基準となる製造･輸入量の値や情報収集を義務付ける

用件を含む現行の規定は修正されうる」と記載されており、1t/年以上という現在の量的下

限の引き下げも視野に入れて「ナノマテリアルのリスク管理は当面 REACH でいく」とい

う方向性がかなり明確になっている。 
 
 我が国の場合、化審法･化管法といった既存の法規制を使ってナノマテリアル･リスクを

管理するという姿勢は米国や EU ほどまだはっきりしてはいない。しかし、「ナノ物質規制

法」のような新法が現実には困難であり、ナノマテリアル･リスクを管理する手段として現

在打てる手は既存の化学物質管理規制を使うことであるのは確かである。化審法見直し報

告書の中でナノマテリアルの取扱いが「今後の課題」として特に言及されていることなど

から考えても、我が国でも近い将来化審法･化管法などの既存化学物質管理規制をナノマテ

リアルに対しても適用させていく可能性は高いと考えるべきであろう。 
 
 
3）既存関連法規制の活用 

 

 既存の化学物質規制を使ってナノマテリアルそのものの、言い換えれば「悪影響を発す

る可能性のある物質」の製造や輸出入などを規制・管理する一方で、製造現場や消費者、

あるいは環境など、「悪影響を蒙る可能性のある対象」のリスクを低減させることも必要と

なる。 
 ここでも労働環境関連規制や水質・大気・廃棄物処理など各種の環境関連規制など、既

存の規制を使うのが現実的な方策となる。特にばく露量が多くなる可能性がある工場労働

者のリスクは、アスベストの例などで「判明してからでは遅い」という経験もあることか

ら、各国の取り組みでも特に重視される分野になると考えられる。日本でも厚生労働省労

働基準局から 2008 年に通達が出され、それが 2009 年には早くも見直し・強化されるなど、

矢継ぎ早に手が打たれているのはその流れに沿ったものといえる。 
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２．ナノマテリアル・リスク規制の見通し 
 
２-１. 対象物質と用途 

 
 ナノマテリアル固有のハザードに関する知見が不十分であるということは、バルクでの

化学的・物理的特性をそのまま適用できない可能性が残るということであり、端的に言え

ば「バルクでは全く無害な物質であってもナノサイズになったことで有害性を発揮する可

能性がある」ということになる。 
 有害性の高い物質から優先的に規制しようとしても、ナノマテリアルとしての有害性を

判断する正確な尺度が存在しないという状況で「何を規制するか」となった場合、とりあ

えず実際に様々な製品に利用され、しかもリスクを指摘する声が多いナノマテリアルを対

象にするという現実的対処にならざるを得ない面がある。 
 現在、そういった「当面の規制ターゲット」になっている代表的なナノマテリアルが単

層・多層の CNT やカーボンナノファイバーなどの繊維状カーボンナノマテリアルであり、

メタル系であれば二酸化チタン、そして銀が挙げられる。 
 
 
1）CNT、カーボンナノファイバー 

 

 CNT やカーボンナノファイバーでは、その有害性懸念が「繊維状であるために肺にひっ

かかりやすく、アスベストと同様に中皮腫や肺ガンの原因になる可能性がある」というこ

とに集中している。ナノサイズになったことによる新たな特性・挙動が未解明な他のナノ

マテリアルに比べ、懸念されるリスクの内容は比較的はっきりしている。 
 アスベストとの類似性や肺ガンリスクが問題にされていることからもわかるように、ば

く露経路として も可能性が高いのは「吸引」であり、製品用途上の問題よりもむしろ CNT
等のメーカーやユーザーの工場現場でのばく露防止という観点からの規制が重視される経

口にあるが、米国などでは様々な製品への使用もかなり問題にされている。 
 
 ただ、CNT 等の製品使用のリスクはその使用形態によってばく露可能性も大幅に異なる

ことから、CNT やカーボンナノファイバーを物質という枠組みで括った規制の検討が難し

いという側面がある。Ⅰ章でも言及したように、携帯電話に収納されたリチウムイオン電

池という密閉物に含まれている CNT と、野球のバットに使われた CNT は、仮にそれが全

く同じ組成のCNTであったとしても同列にリスクを論じるのはナンセンスであるという見

解は米国などでも聞かれた。 
 また、CNT やカーボンナノファイバーの場合、空気中にそれが含まれていれば吸引する

可能性があるのは確かなことであるが、それ以外のばく露経路、たとえば皮膚接触や「舐
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める」等の行為によって人体に摂取される可能性があるかどうかはまだ明確に検証されて

はいないのが実情である。 
 CNT やカーボンナノファイバーはナノマテリアル・リスクの問題で頻繁に例として挙が

る対象であるが、規制という側面から考えれば も優先度が高いのは製造現場でのリスク

管理レベルを高めるための規制であり、製品使用に対する規制はその次のステップである

と考えるのが妥当とであるといえよう。 
 
 
2）銀 

 
 ナノ銀は殺菌・抗菌用途を付加するために日本はもちろん欧米などでも様々な製品に使

われているが、ナノ銀に関する規制問題に関しては欧米がやや先行している。 
 銀で問題にされているリスクは二つに分けて考える必要がある。一つは人体への有害性

懸念であり、これは抗菌性を高めるためにナノ銀が食品容器などに用いられている例があ

ることが大きく影響している。つまりナノ銀が主に経口摂取で体内に入り、健康への悪影

響があるのではないかという可能性であり、これは次項で触れる二酸化チタンなどと同様

に物質そのものの性質よりも、その用途、あるいは人体摂取可能性の高さなどの方が問題

にされていると言える。 
 
 ナノ銀のもう一つのリスク懸念は人体ではなく、環境放出に関するものである。これは

殺菌効果を高めるためにナノ銀を使った洗濯機の例が有名であり、洗濯排水に溶出した銀

イオンがそのまま下水に流され、環境に放出されることが問題とされた。 
 環境に放出されたナノ銀が分解されることは考えづらいため、ナノ銀がそのまま下水処

理場を経て川や海に放出され、ひいては魚や人体に取り込まれる懸念もあるが、むしろ下

処理場で活性汚泥に含まれる微生物に銀がダメージを与えるリスクの方が重視されている。 
  
 このように、ナノ銀のリスクは「対人体」と「対環境」の両方で捉えられていると言え、

前者であれば食品包装容器への使用などが端的な例であるが、後者の場合の用途は洗濯機

に限らず、抗菌・殺菌用に銀を使った製品から銀イオンが水に溶出する可能性はあり、た

とえば米国では銀を使った靴下から洗濯に際して銀が溶出する可能性も指摘されている。 
 さらに、環境への放出ということで考えれば水に限る理由もなく、銀を使った製品が廃

棄された後、焼却や埋立処分等によって銀が環境に放出することも考えに入れる必要があ

る。 
 
 実際には EPA（米国環境保護庁）なども洗濯機から銀の溶出については「メーカーが（イ

オンが溶出されると）言っている」ことを根拠の一つとしている状態で、ナノ銀（あるい
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は銀系無機化合物）から銀イオンが水に溶出するメカニズムもまだ解明されていない部分

がある。ただ、実際に下水処理場から銀が原因と思われる活性汚泥のダメージ報告などが

なされていることを考えると、銀の環境放出、特に水への溶出は「対人体」リスクと並ん

で規制対象としての優先順位も高くなる可能性があるといえる。 
 
 
3）二酸化チタン 

 
 我が国ではさほどでもないが、米国などではナノ二酸化チタンもナノマテリアル規制を

考える上で優先順位が高い。その理由としては、ナノ二酸化チタンが日焼け止めに含まれ、

一般消費者が肌に使用しているという用途の問題が大きく影響しているのは確かである。

つまり「リスクがあるかもしれないものを肌に直接塗る」ということに対する懸念が大き

く働いているといえ、同じナノ二酸化チタンでも光触媒用途で外壁材などに使われている

ことはほとんど問題にされていない。 
  
 つまり、物質そのものよりも用途の方が問題となって規制対象になりやすい物質の代表

例といえ、そういう意味ではナノ銀に比べれば焦点となっている部分が比較的明確である

といえる。 
 ただ、ナノマテリアルを肌に直接塗るという用途が問題にされている部分が大きいとす

ると、同じ化粧品用途に使われる二酸化チタン以外の物質が一緒に規制対象になるという

可能性は十分ある。従って、二酸化チタンとともに酸化亜鉛などが一緒に化粧品用途にお

いて規制にかかるということも十分あり得ると考える必要があろう。 
 
 
4）その他の物質 

 
 1）～3）で触れたナノマテリアル以外の物質に関しては、たとえばＣＮＴにおける肺ガ

ンリスク、あるいは銀における下水処理場への悪影響といったような、具体的な「懸念さ

れるリスク･シナリオ」はさほど強く認識されてはいない。 
 化学物質においてばく露リスクを評価する場合、その物質が製造･輸入されている量とい

うのは も基礎的な評価軸の一つであり、たとえ有害物質であっても自国での製造･輸入量

が極めて少なければ、ばく露可能性も当然低いという評価につながる。 
 そういった意味では 83 万 t/年程度が国内で使用されていると推定され、ナノマテリアル

の中でも圧倒的なウェイトを占めるカーボンブラックなどは、ナノ物質としての有害性が

どうあれ、ばく露可能性の点で問題にされやすいとも言えるが、今回の調査においてカー

ボンブラックのリスク懸念を指摘する声は全く聞かれていない。 
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 むしろ物質そのものよりも「ナノマテリアルが使用されることが問題となりやすい用途」

の方が比較的明確であり、それを整理すると以下のようになる。 
 
ナノマテリアルの使用に注意を要する用途 

懸念されるポイント 用途例 

①人間の体内に摂取･吸収される可能性が高い（あ

るいは摂取･吸収されることを前提とした）製品 
●食品、飲料類 
●医薬品、ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ、歯磨き粉など 
●日焼け止め、化粧品  など 

②間接的･直接的に経口でのばく露の可能性が

想定される製品 
●食品包装材、食品･飲料容器類 
●乳幼児製品（おしゃぶり、哺乳瓶等） 
●食器、箸、スプーン、フォーク など 

③頻繁に手で扱う、あるいは皮膚に直接接触する

ことが想定され、ナノマテリアル含有部分が密閉

されていない製品 

●玩具、スポーツ用品 
●衣類ほか各種繊維製品 
●家電製品、電子機器等の表面材料 
●塗料･インク など 

 
 総じて、物質を特定せずにナノマテリアルひとくくりでリスクを論じる場合、それが体

内に摂取される可能性が大きいほど懸念も大きくなる傾向があるといえ、上表の三つの用

途分類で「規制にかかる可能性」を考えるとすれば、①が も高くなる。 
 逆に、③の場合は通常の使用形態でナノマテリアルが皮膚から体内に入る可能性がある

かどうか自体がはっきりしないため、現状では も“規制リスク”としては低いといえる。 
 
 そう考えると、前述のカーボンブラックが使用量の多さにかかわらず、リスク問題では

ほとんど取り上げられることがない理由もある程度理解できる。カーボンブラックの使用

用途のほとんどはタイヤであり、上表の①や②はもちろん、③にもほとんどあてはまらな

いことがわかる。 
 
 このように、現在はナノマテリアル規制の対象になる可能性の高い用途というのは「ヒ

トの体内に摂取される可能性」とほぼ比例的な関係にあるといえる。ただ、今後は「製品

→ヒトの体内」という直接ばく露だけではなく、「製品→廃棄後の処理･処分→環境を通じ

てヒトの体内」というルートに対する問題認識が高まることが十分考えられることは留意

しておく必要がある。 
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２-２.想定される規制内容 
 
1）労働安全関連規制 
 

①規制項目の拡大、要求レベルの高度化 

 2008 年に厚生労働省労働基準局長通達として出されたナノマテリアルばく露防止のため

の「予防的対応」は、2009 年 1 月に早くも見直し案が提示された。内容は約 1 年の間に大

幅に項目が増えると同時に要求レベルも上がっており、たとえばマスクやゴーグルなどの

防護具仕様が非常に詳細に指定されたほか、製造･取扱い設備に関する要求項目もいちだん

と詳細･高度なものになっている 

 その一部を例として下表に整理するが、マスクや排気装置などの技術項目だけではなく、

作業管理や情報伝達など、新たな要求項目も増えている。 

 

2008 年伝達と 2009 年見直し案の比較 

項目 2008.2.7 通達 2009.1.23 見直し案 

ば
く
露
防
止 

製造装置は原則密閉構

造。困難な場合は局所排

気装置を設置し排気口

には高性能フィルター

を設ける 

製造･取扱い装置は原則密閉構造。特にナノマテリアル

粉体を液体や樹脂に混ぜる作業は「ばく露のおそれが高

い」とし、密閉化や無人化･自動化、あるいはグローブ

ボックス内で行うことを求める。その他、発塵のおそれ

のある工程を複数例示し、排気装置やフィルター等の使

用についても詳細に指定。 

保
護
具 

【マスク】 

防塵マスクの規格に合

格したもので、粒子補修

効率が 99.9％以上のも

のか、それと同等以上 

【マスク】 

粒子捕集効率 99.9 以上は同様だが、マスクの型式別に

細かい仕様の指定があり、たとえば動力なしの防塵マス

クの場合、使い捨て式･半面形取替え式であれば防護係

数が 3～10b、全面形取替え式なら 4～50bなど 

情
報
伝
達 

記述なし 

 

ユーザーのばく露防止対策のため、容器や包装への表

示、あるいは MSDS 等の文書により、ナノマテリアルの

名称や成分、取扱い上の注意等を伝達 

「ナノマテリアル製造･取扱い作業現場における当面のばく露防止のための予防的対応について」（基発第 027004 号） 

および「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について（2009.1.23）から抜粋 

  

 このように、短期間で大幅に要求項目の多い方向に見直しを図る背景には、ナノマテリ

アル･リスク低減のための対策として、製造現場での職業的ばく露防止の優先性･緊急性が

高いということはもちろんであるが、今まさにナノマテリアル･リスクに関するデータ蓄積

の途上にあるということもかなり影響している。 

 2009 年の見直し案においても「基礎的データ等が十分存在しないという制約下において、

現在入手可能なデータや知見に基づいて講ずべき措置を示したもの」という文言があり、

2009 年の案もまた「完成形」ではないことが明らかである。従って、今回のような見直し
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は今後も新たなデータや知見が蓄積されるに従って繰り返されると考えられ、作業現場で

のばく露防止はナノマテリアルのメーカー･ユーザー両者にとって継続的な改善テーマに

なると捉える必要があろう。 

 

②規制自体の位置付け強化 

 2008 年の通達は、厚生労働省労働基準局長から「都道府県労働局長」および「中央労働

災害防止協会会長･ナノテクノロジービジネス推進協議会会長」あての通達という形であり、

これ自体に法的拘束力はない。データが不十分であるという現状を考えれば、今後もしば

らくの間は作業現場でのばく露防止対策は法的拘束力のない通達や指導といった形態をと

ると考えられる。 

 しかし、長期的にはばく露防止対策に関する法的位置づけ自体が強化されるという流れ

が十分予想され、将来的には企業側が従業員のナノマテリアルばく露防止にとるべき対策

が義務化される、それを怠ると罰則規定に抵触するといった形の法規制に向かう可能性が

高いことは留意しておく必要があろう。 

 

 

2）製品関連規制 

  
 ナノマテリアル含有製品に関する規制では、含有するナノマテリアルにより消費者ばく

露の可能性がどの程度あるかで規制にも差が出てくることが予想される当面。しかし、い

ずれにしても特定製品のナノマテリアル含有を規制するための新法というのは考えづらい

ことから、たとえば食品衛生法や薬事法といった、対象製品を所轄する既存法規制を活用

したものになると考えられる。 
 製品へのナノマテリアル含有に関して想定される規制や義務をタイプ別に整理すると以

下のようなものが挙げられる。 
 
①サプライチェーン間での情報伝達 

 これは前項でも言及したポイントであるが、化学物質と全く同じようにナノマテリアル

に関しても物質メーカーから加工メーカー、 終セットアップメーカーに至るサプライチ

ェーンの中で情報を伝達する体制を整備することが求められる可能性は高い。 

 現在のところは「ナノ物質メーカー→ユーザーに対して MSDS 等による情報提供」が示唆

されている段階であるが、次項で触れる製品表示義務などが課せられた場合は 終セット

アップメーカーもどんなナノマテリアルがどの程度含まれているかを知る必要があり、結

局は化学物質と同様にサプライチェーンぐるみでの対応が求められるということが十分考

えられる。 
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②ナノマテリアル含有の製品表示 

 消費者･ユーザーに対してナノマテリアルの含有を表示することが求められるというケ

ースも今後は考えられる。ただ、こういった義務が発生するとしても、それが全てのナノ

マテリアル含有製品に関して適用されるとは考えづらく、リスクの可能性に関して消費者

の注意を喚起する必要がある製品が対象になると考えるのが妥当であろう。 
 想定される製品としては、たとえば食品や飲料、医薬品、化粧品、あるいは銀を使った

台所関連抗菌グッズや食品容器など、直接的･間接的にナノマテリアルを摂取する可能性が

ある製品などが挙げられる。 
 
③特定製品での使用の規制 

 特定のナノマテリアルが体内に摂取した場合の有害性が科学的にかなり明確になった場

合、食品や医薬品等で特定ノナノマテリアルの使用が規制されるといった規制も将来的に

は可能性がある。 
 体内摂取の可能性が高い製品と対象になりやすいと考えれば、機械製品が対象になる可

能性は比較的低いといえるが、ナノ銀配合の洗濯機が欧米では販売禁止になったケースは

重要な事例といえる。 
 これは、体内摂取リスクだけではなく、その製品がナノマテリアルを環境に放出する可

能性、放出されたナノマテリアルが悪影響を与える可能性があれば、機械製品が強制力の

強い法規制の対象になり得るということであり、機械メーカーにとってもナノマテリアル

の使用規制や流通差し止めといった強い規制は無縁ではないといえる。  

 

 

3）環境関連規制 

 

 製品関連規制と同様、ナノマテリアルの環境放出に関する法規制も水質や大気、あるい

は廃棄物処理等に関する既存の法規制がナノマテリアルの処理についての規定を新たに盛

り込むという形が予想される。ただ、労働安全関連規制のように、基本法規制をナノマテ

リアルに適用するとしても、まだデータが足りない現状にあっては国あるいは自治体等を

通じた通達や指導などの形からスタートすることも十分考えられる。 

 

 なお、環境省は 2009 年 3 月 10 日に「工業用ナノ材料に関する環境影響防止ガイドライ

ン」を発表しているが、ここでも「各ナノ材料の詳細なリスク評価の実施にはまだ時間を

要する」ことを認識した上で、当面の対策としてナノマテリアルメーカー、およびナノマ

テリアルユーザーの工場に対して排気や排水からのナノマテリアル除去対策の強化を重視

している。 
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①水質・大気・土壌等に関する規制 

 河川や大気にナノマテリアルがどの程度存在しているかを測定するのは技術的にかなり

困難であるし、たとえば光化学スモッグのように社会的環境問題が発生しても、すでに環

境に放出されてしまった後のナノマテリアルを回収・浄化する方法も存在しない。 

 現実的にはナノマテリアルを作る、あるいは使う工場の排気や排水に関して何らかの排

出基準を設けるという「エンド・オブ・パイプ」型の規制が考えられよう。 

 ただ、こういった規制はその物質の有害性と、環境において安全・適正な含有濃度に関

する化学的データに裏付けられたものであることが必要であり、基準数値を明確にした上

で法的強制力のある規制を打ち出すまでにはかなり長い時間が必要になると考えられる。 

 

 一方、土壌に関しては、今のところナノマテリアルによる汚染は全く問題にされていな

い。これは産業化された時期から考えてナノマテリアルに汚染されたサイト自体が今のと

ころあまり存在していないことが影響しているとみられ、問題化するとしても相当将来の

ことになると考えられる。 

 

 なお、前項で触れた環境省のガイドラインではナノマテリアルの環境放出を防ぐために

HEPA フィルターなどによる排気処理や、排水処理後の汚泥の適切な処理等を求めており、

たとえば処理後の汚泥については、含有ナノマテリアルの特性に応じて、それが炭素系ナ

ノマテリアルであれば焼却を、無機系ナノマテリアルの場合は固化といった措置を施すこ

とを求めている。 

  

②廃棄物処理関連規制 

 廃棄物処理に関しても当面は指導やガイドラインといった法的強制力の弱いレギュレー

ションが産業界に対して課せられると考えられる。処理方法としては前出の環境省ガイド

ラインにあるように、炭素系なら焼却、無機系なら固化といった方法が基本になるが、同

時にこのガイドラインでは「炭素系ナノ材料が付着したグラスフィルター、無機系ナノ材

料が付着した布類」など、「そのままでは適正な処理が困難な廃棄物」として指摘している。 

 こういった処理困難なナノマテリアル含有廃棄物に関しては「専門家に相談の上、環境

中に放出しない措置を講ずる」としているが、これは事実上、適正な処理技術が現状では

見いだせないことを示しているともいえる。 

 ナノマテリアル含有製品の数が増え、その含有形態も多様化するにつれ、これまでにな

かったようなナノマテリアル含有廃棄物が次々と生まれることも十分予想されるだけに、

ナノマテリアル含有廃棄物の適正な処理方法の模索は今後の重要な課題の一つになる可能

性がある。たとえば乾電池や蛍光灯などのように、将来的には処理困難なナノマテリアル

含有を理由にしてメーカーあるいは業界に何らかの回収・リサイクルの圧力が高まるとい

った事態も長期的には考えられよう。 
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 また、環境省カイドラインではこういった処理技術上の問題に加え、WDS（廃棄物データ

シート）によって処理業者等に適切な処理方法の情報伝達も必要事項として挙げている。

“動脈系”では材料メーカーから加工メーカーに対して MSDS 等でナノマテリアル材料情報

を提供することが求められている一方で、“静脈系”でも同様に適正処理の情報提供の重要

性が高まっている。 

 今後は化学物質と同様にナノマテリアルにおいてもリスク管理の重要な側面として、製

造から廃棄に至るまでの情報収集と伝達ということが極めて重要になること予想されると

いえよう。 
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３．機械産業としてのナノマテリアル･リスク対応 
 
３-１．ナノマテリアル関連規制の整理 
 

 これまでにみてきたように、ナノマテリアルが潜在的に持つリスクに関してはすでに現

れているガイドライン等レベルから、今後可能性のある法規制まで様々なものが考えられ

る。 

 それらを①ナノマテリアルの製造・販売→②ナノマテリアル含有製品の製造・販売→③

使用後のナノマテリアル含有製品の廃棄 という 3 つのプロセスに分けて整理すると下図

のようにまとめられる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.

 

 

 

 このように

れる法規制を

も生産財メー

る。次項以下

していく。 

 

①ナノマテリアルの製造・販売
化審法、化管法、 
REACH、TSCA など 

物質そのもののリスク評価に基づく
製造や上市に関わる規制 
②ナノマテリアル含有製品の製造・販売
C. 製品への含有、あるいは 
表示等に関する規制 

厚生労働省通達 
労働安全衛生法 など 

食品衛生法 
薬事法 など 
③使用後ナノマテリアル含有製品の廃棄
B. 製造現場でのばく露防止関連規制
水質汚濁防止法 
大気汚染防止法 など 

製

整

カ

で

D. 排煙・排水等の排出規制 
 
E. 廃棄物処理・リサイクル関連規制
造→使用→廃棄という流れでナノマテリアル・

理すると、ナノマテリアルメーカーとユーザー

ーと消費財メーカーとでは規制との関与のあり

は機械産業としてそれぞれの規制への関係性や
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廃棄物処理法 など
リスクに関して今後考えら

、あるいは同じユーザーで

方が異なることが予想され

影響の大小等について考察



 

３-２．機械産業としての対処の方向性 

 

1）規制タイプ別にみた影響評価 

 

 ナノマテリアル・リスクが機械産業にどういった影響を与えるかを考える上でいくつか

の前提を整理しておく必要がある。この前提は、機械産業とそれぞれの規制との関係性に

も直結するものでもあり、指摘すべきポイントは以下の 2点である。 

 

 ①機械産業を素材産業と分けて考え、さらに機械メーカーが自社でナノマテリアルの

製造を行うことはほとんどないと考えれば、A のナノマテリアルそのものの製造や上

市に関する規制による影響は少ない 

 ②C の「製品への含有等に関する規制」は基本的に体内摂取リスクの高い食品や医薬

品等にかかる可能性が高いため、機械産業として重視する必要性は低い。 

 

 これまで機械メーカーが、たとえば化審法や化管法によって事業に大きな影響を受ける

ということはほとんどなく、REACH が「成形品」をも規制対象にしたことで、機械産業とし

ての化学物質管理のあり方が問われるようになった。 

 そういう過去の経緯を考えれば、①に指摘したように、ナノマテリアルの製造や販売、

輸出入等に関する規制が将来制定されたとしても、それによって機械産業が重大な影響を

受ける可能性は低い。 

 機械メーカーはナノマテリアルのユーザー産業であるから、たとえば化審法でナノマテ

リアルのリスク評価を行う上で用途情報や使用形態等に関する情報提供を求められる可能

性はあるが、自社の事業活動に直接的な影響を及ぼすことはない。 

 

 仮に、ある特定のナノマテリアルに関して有害性が立証され、その製造や輸入に厳しい

規制がかかるといったケースが発生すれば、「それまで仕入れていたナノマテリアル（ある

いはナノマテリアルを含んだ材料・部品等）の調達ができなくなる」といった事態が起こ

りえることは確かである。そういった意味では機械メーカーの事業活動に二次的な影響が

及ぶ可能性はある。 

 しかし、見方を変えれば機械産業は比較的 近まで「ナノマテリアルなし」で製品を製

造していたともいえる。万一、それまで仕入れていたナノマテリアルの調達がストップし

て代替物質を探すことになったとしても、致命的な影響を受けるまでには至らないと考え

るのが妥当であろう。 

 

 機械産業としての特性を考えれば②についても、影響は少ないと予想することができる。

「バルクであれば無害な物質も、ナノサイズになったときの特性は不明」というナノマテ
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リアル・リスクの現状を考えれば、当面、ナノマテリアルの含有自体が問題視される可能

性が高いのは食品や医薬品、化粧品などように、その製品成分が体内に摂取・吸収される

ことが不可避な製品、あるいは食器や食品包装材、調理関連器具等のような一般消費財に

なると考えるのが妥当であり、体内に摂取・吸収することがあり得ない機械製品が対象に

なる可能性は低いといえよう。 

 

 そうなると、機械産業として重視すべきは「B.製造現場でのばく露防止関連規制」、「D.

排煙・排水等の排出規制」、「E.廃棄物処理・リサイクル関連規制」の三つとなり、以下に

それぞれの規制に対して機械産業としての求められる対応を整理する。 

 

 

2）製造現場の安全・環境規制 

 

 ナノマテリアル・リスク管理に関する国内外の動きをみても、労働者のばく露防止は

も優先順位の高い取り組み課題となっており、我が国でも 2008 年に厚生労働省の通達が、

さらに 2009 年にはそれが見直しされるといったように、矢継ぎ早に手が打たれている。 

 このように行政側の取り組みが早い背景には、アスベストによる健康被害の記憶がまだ

新しいということも影響していると考えられ、有害性が科学的に立証される前であっても

「予防的措置」として企業ばく露防止の徹底を求める動きは今後強まることはあっても緩

まることはないと考えられる。ナノマテリアルを材料として使っている機械メーカーは国

の通達やガイドラインに十分注意を払うとともに、たとえ法的強制力がないものであった

としても、ばく露防止にはそれなりのコストをかけて対処する必要がある。 

 

 ここで重要なポイントは、機械メーカーが材料としてのナノマテリアルをどういう形態

で仕入れているかということである。同じナノマテリアルであってもそれを「そのまま」

の状態で仕入れ、自社で何らかの調合を行う場合と、 初から樹脂等に混ぜた状態で仕入

れるのでは工場内での飛散の可能性に大きな違いがあり、それはそのまま従業員のばく露

可能性に直結する。 

 ナノマテリアルを「そのまま仕入れる」可能性ということになると、同じ機械メーカー

であっても川下の組み立てメーカーよりも川中の加工メーカーの方が多くなることが十分

予想される。川中の加工メーカーは比較的中小企業の比率が高いことを考えると、ナノマ

テリアルのばく露防止対策コストの捻出も簡単ではないと考えられるが、ナノマテリアル

を扱う工場の従業員はばく露の可能性も非常に高くなるのが避けられないだけに、中小企

業であっても、また、それが法的強制力のないガイドラインなどであっても、十分なばく

露防止対策がなされる必要がある。  
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3）排煙・排水等の排出規制 

 

 工場従業員のばく露対策に比べれば行政サイドの取り組みも遅く、産業界としても「将

来的には可能性がある」といった認識で当面は十分であるといえる。 

 ナノマテリアルが工場から環境に放出される可能性は、ユーザーである機械メーカーよ

りもナノマテリアルメーカーの工場の方が高くなるのは当然であり、そういった意味では

機械産業は素材メーカーほど懸念する必要がないと言うこともできる。 

 

 将来的に、ナノマテリアルの排出基準が設定された場合、機械産業の中でその影響を受

けるのはやはり前項と同様、実際にナノマテリアルを使う川中・加工メーカーが多くなる

のは避けられない。 

 特に、ナノマテリアルを他の物質と反応させたり、加熱処理などを行っている場合、そ

の工場から排水等に混じって出るナノマテリアルは「仕入れたときのナノマテリアル」と

は異なったものになっている可能性もあり、素材メーカーからの排出とは違う問題が生じ

る可能性もあることに留意する必要がある。 

 

 

4）廃棄物処理・リサイクル関連規制 

 

 廃棄された製品からのナノマテリアルの環境放出は、ナノマテリアルのリスクそのもの

が明確になっていない現在はさほど大きな問題になっていないが、今後は製造現場でのば

く露防止と並んで大きな問題になる可能性がある。ただ、現状ではナノマテリアル含有物

の適切な処理技術・リサイクル技術が確立していないため、ナノマテリアル含有製品の廃

棄後の処理に関する厳密な規制が設けられるとしても、ある程度時間がかかるのは避けら

れない。 

 

 従業員のばく露防止や、排水等の規制と違い、使用後の廃棄物処理に関しての規制の影

響は 終製品メーカーが も大きくうけることになる。しかし、廃棄後のナノマテリアル

の環境放出では、特に焼却処理した後の灰の飛散が大きな問題となるが、機械製品の場合

は廃棄後であっても基本的に焼却の対象になるものはないと考えることができる。ナノ銀

を含んだ靴下であれば焼却によって銀が環境放出される可能性が高いが、機械であればそ

ういった懸念の対象にはなりづらい。 

 また、大型機械はもちろんであるが、たとえば携帯電話や PC のような機械でも「都市ご

み」とは別のリサイクルシステムがある程度出来ているものが多いというのも機械業界に

とっては有利な点といえる。カーボンナノファイバーを使ったリチウムウオン電池はすで

に市場に現れているとされるが、こういった製品の回収もある程度はすでにシステムが構
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築されており、一般の都市ゴミと一緒に捨てられる可能性は低いと考えると、廃棄後のナ

ノマテリアル環境放出問題も繊維製品や日用雑貨等の製品に比べると、機械業界の方が対

処しやすいという面はあるといえる。 

 

 

5）使用中の製品からの放出 

 

 「使用中の製品からのナノマテリアル放出」というのは先に掲げた A〜Eまでの規制には

含められないもので、機械業界のみにあてはまる特殊な問題といえる。 

 典型的な例としては、すでに触れた「ナノ銀を含んだ洗濯機」がそうであるが、このよ

うに製品の付加価値向上のためにナノマテリアルを使用し、それが使用中に（主に環境に）

放出されるというのは、ある意味機械業界だけに特有のリスクといえる。 

 

 洗濯機だけではなく、たとえば冷暖房器具や空調機器等で何らかのナノマテリアルや、

それに起因したイオンの放出などがあった場合、その放出自体が問題になる可能性がある

ことは注意しておく必要がある。 

 近年は家電製品等で抗菌機能の向上がセールスポイントの一つになっているが、たとえ

ば抗菌機能を付与するためにナノ銀を使った場合、それが製品の使用中に放出される可能

性がないかどうかが十分に検証しておく必要がある。 

 Ⅰ章でも触れたように、銀の抗菌メカニズムについてはまだ完全に明確にはなっていな

い部分があり、銀イオン放出の影響等についても知見は十分ではない。しかし実際にナノ

銀を使った洗濯機が販売差し止め等の厳しい措置を受けた例が海外では存在していること

を考えれば、未解明とはいっても「使用中のナノマテリアル放出リスク」が規制対象にな

る可能性も存在しているといえ、機械メーカーとして配慮する必要があるといえよう。 
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３-３．ナノマテリアル・リスクの今後に関して 
 

 ナノマテリアルのリスク評価や規制を考える上では、常に「社会的便益とリスクのバラ

ンス」という問題がついて回る。これまでにも触れてきたように、ナノテクノロジーはま

だ産業化されてからの歴史も浅く、今後の応用可能性、市場拡大可能性は計り知れないも

のがある。 

 そのように産業･経済･社会に大きなメリットをもたらす可能性のあるナノテクノロジー

のリスク面だけが過剰に強調され、社会的な受容性が失われるとすれば大きな損失と言わ

ざるを得ない。遺伝子組み換え技術と同じように「この製品にはナノマテリアルを含んで

おりません」と表示することが一種の免罪符になるような事態になれば、我が国のナノテ

クノロジーだけではなく、産業技術競争力という面においても大きなマイナスといえよう。 

 

 ナノマテリアル･リスクを適正に管理しつつ、ナノテクノロジーを発展させるためのあり

方について、本調査研究で得られた結果から指摘できることを整理する。 

 

 

1）産業界に求められる取り組み 

 

 すでに再三触れてきたように、ナノマテリアル･リスク評価に関しては、物質のハザード

データやばく露評価データなどの科学的知見が圧倒的に不足した状況にあり、これら科学

的知見が十分蓄積されるのが何年先になるのかも見通せない状況にある。ナノマテリアル

の適切なリスク評価のための科学的知見の充実は世界的な課題になっているといえる。  

 理想論から言えば、こういったデータは規制をかける政府関連機関によってなされるべ

きであろうが、公的機関だけにデータ蓄積の責任を負わせれば、そのスピードが遅いもの

になるであろうことは十分予想される。 

 

 米国の NMSP に代表されるように、データ蓄積に産業界の協力を求める背景には、上述

のように公共だけの取り組みでは限界があるという側面に加え、特定のナノマテリアルに

関する物質データを も豊富に持っているのは、そのナノマテリアルのメーカーであると

いう事実がある。効率的にナノマテリアル･リスクの科学的知見を集積するにはメーカーの

協力が必要であるという認識は、今後我が国でも強まることが十分考えられる。 

 仮に、我が国でも産業界に対してナノマテリアルのリスク関連データの提供を求めるス

キームが発足した場合は、産業界、特にナノマテリアルメーカーには積極的な協力を期待

したい。 

 後述するような“風評被害”によってナノテクノロジー産業全体にマイナスイメージが

及ぶことを考えれば、可能な範囲での情報提供に前向きに取り組み、ナノテクノロジー産
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業の「成長の芽をつぶすリスク」を 小化することを重視すべきであるといえよう。 

  

 

2）行政に求められる取り組み 

 

 我が国においては数年前にアスベストによる健康被害が社会問題化し、その記憶も新し

いうちにCNTがアスベスト同じように中皮腫の原因になるという研究発表があったことで、

「CNT＝アスベストと同じリスク」という危険物質イメージが強くなった。 
 しかし、これは我が国に限ったことではなく、米国においては、ある地方の保険会社が

「CNT を含んだ製品の輸出入の貿易保険業務を断る」という極端な手段に出た例もあり、

ナノマテリアル･リスク問題でも CNT は 近特に“矢面”に立たされている状況にある。 
 
 しかし、仮に CNT が「吸引によって中皮腫や肺ガンのリスクを高める」ということが科

学的に立証されたとしても、同じように「吸引すれば危険な化学物質」は多数存在してお

り、それらが十分なリスク管理の元で産業用材料として用いられている例も多い。吸引に

よる有害性が確認されれば、ＣＮＴのメーカーやそれを扱う工場でのばく露防止対策は十

分とられるべきであるが、CNT の含有製品とは分けて考えられなければならない。たとえ

ば電池のような密閉された製品から CNT が放出され、それを消費者が吸い込んで健康被害

が生じるといったような可能性は現状では極めて考えづらい。 
 CNT の有害性が CNT 含有製品の危険性に短絡し、含有製品が排斥されるとしたら、こ

れはもはや“風評被害”に近いものがあると言わざるを得ない。 
 我が国の一般消費者は日焼け止めや抗菌グッズといった身近なところにナノマテリアル

が使われていることもほとんど知らない状態であり、ましてやその物質のリスクについて

は全く無知な状態にある。無知であるがゆえに上述のような風評が浸透する危険性もある。

ナノマテリアル･リスクに関する誤った認識が社会に広まることは、単にナノテクノロジー

産業への業績面への打撃になるだけはなく、我が国の技術競争力の阻害にもつながる恐れ

がある。 
  
 米国ではヒアリング対象にもなった NNCO（National Nanotechnology Coordination 
Office）が中心になって中学生程度を対象に一種の「ナノテクノロジー教育」を行っており、

そこで使われる小冊子にはナノマテリアルにはリスクもあり、適正な管理が必要であるこ

とも明確に示されている。NNCO にとってナノマテリアル教育は安全性研究と並んで重要

なテーマであり、たとえば 2008 年予算見通しでも「安全研究」が約 6000 万ドルの予算で

あるのに対して「教育」に約 4000 万ドルの予算を割いている。産業としてのナノテクノロ

ジーの発展を阻害せずにそのリスクを管理するためには、消費者レベルの教育が需要であ

るという考えがその背景にはある。 
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 我が国でも内閣府が監修した「True Nano」などの一般向けナノテク広報資料を作成して

おり、その中では「予想できないリスクをもたらす可能性」の存在や、それを評価するた

めの研究の必要性には言及されているが、消費者への正しい知識の普及という観点から言

えばその取り組みはまだ入口にすぎないといえる。 
 ナノマテリアル･リスク評価の推進と、必要に応じた規制検討が行政に求められるのは当

然であるが、さらにナノマテリアル･リスクに関する正しい情報を広報することで、ナノマ

テリアルが適切な利用と適切なリスク管理の両立が可能であるという認識を社会に浸透さ

せることは、今後の行政の重要なテーマになると考えられる。 
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