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序 

 

 我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業

においてはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に

伴い、世界的規模で規格の国際共通化が進められております。 

 しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点で

の見直しを行う必要性が高まっています。弊会ではこれに対応するため、従来

から機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業等に取り組んで参

りました。 

 近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、

品質や環境などをはじめとするマネジメントに係わる規格などが制定されて

きております。弊会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機

械工業におけるマネジメントにかかわる規格や、機械工業の横断的な規格につ

いての取り組みを強化しているところです。 

 具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規格

整備とリスクアセスメントの普及活動、各専門分野の機関・団体の協力による

機種別・課題別標準化の推進などです。これらの事業成果は、日本発の国際規

格への提案や国際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格の早期制定な

どとなって実を結ぶものであります。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして  

社団法人 ナノテクノロジービジネス推進協議会に「海外における産業界のＣ

ＮＴ取り扱いに関する実態調査研究」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。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 

 

   



 

 

                                   

はしがき 

 

ナノテクノロジーの代表的材料であるカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）は、

炭素原子が直径数 nm の円筒状に配列した新素材で、配列の仕方により、金属

・半導体両方の電気的性質、鉄鋼の数十倍の強度でありながらアルミニウムよ

り軽いなどの機械的性質、ダイヤモンドを越える熱伝導性など多様な優れた性

質を得ることができます。それを利用し、電子機器部材を始め、産業機械、ロ

ボット、自動車分野など極めて広範囲な分野への応用が期待され、世界各国で

その実用化研究が進展しており、また一部製品化が始まりつつあります。  

一方で CNT をはじめとするナノ材料の人体などへの影響についても、国内

外でその影響度評価が評価法自体も含め研究され、最新情報が刻々と得られて

います。ただ、現状では安全性を確保する為に必要十分なレベルの情報が得ら

れている状況にはありません。  

 

ナノ材料を応用した産業の「健全な振興」を図るには、その実用化開発と並

行して、材料そのものの標準化に加え、労働者保護・環境対応などの観点から、

安全管理の為のガイドライン策定が急務であります。但しその策定に当たって

は、影響度評価が研究途上にあることから慎重な対応が必要で、国際的に見て

も十分にして過剰でない適切なレベルとする必要があります。  

 

 こうした背景に鑑み、弊会としてもナノテクノロジーのビジネスの健全な促

進を重点テーマとして設定し活動していることから、今回「海外における産業

界の CNT 取り扱いに関する実態調査研究」を受託し、調査研究の結果を本報

告書にとりまとめました。本調査にご支援頂いた関係諸機関、社団法人日本機

械工業連合会、訪問調査に快く応じて頂いた国内外諸機関、および調査委員会

の皆様に改めて感謝申し上げます。なお、本調査報告書が、わが国の機械工業

の関係各位にとりまして有用な情報が含まれていることを期待しております。 

 

平成２１年３月 

 

一般社団法人 ナノテクノロジービジネス推進協議会 

会 長  下 村  彬 一  
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総論 

電子機器、自動車など多分野への応用が期待されている新素材のカーボンナノチュ

ーブ（CNT）の取り扱い上の安全管理に関わる欧米企業の自主的な取り組みを、欧米現

地 10 箇所での聞き込みを含めて調査した。本報告は、その結果明らかになった欧米企

業の極めて積極的な取り組み内容を整理・分析し、わが国での自主管理ガイドライン

導入についての課題と取り組みの方向性について提案を示したものである。 

 

全体の章立てと内容要約を以下に示す。 

第 1 章 調査研究の概要 

 1.1 背景と目的 

CNT の優れた性質を応用した産業の健全な振興を図るには、それを実用化開発と並行

し、労働者の安全確保などについての自主管理ガイドライン策定への取り組みが急務で

ある。但しそのガイドライン設定は、リスク評価が研究途上にあることもあり慎重な対

応が必要で、国際的にみても十分にして過剰でない適切なレベルとする必要がある。 

本事業では上記背景に鑑み、欧米企業での自主的な取り組み状況を調査し、わが国の関

連業界への適切な自主管理体制導入についての課題整理と取り組みの方向性を提案する

ことを目的とする。 

 1.2 調査体制 

一般社団法人 ナノテクノロジービジネス推進協議会（以下 NBCI）内に、慶応大学 武

林教授を委員長に、CNT の研究者、リスク評価も含めた有識者、CNT 関連会員企業のメ

ンバーなど 12 名からなる調査委員会を設け、調査対象の絞込み・結果の分析など調査フ

ェーズに応じた課題を討議し、計画の効率的推進を図った。 

1.3 調査研究項目とスケジュール 

自主管理を進めている海外企業および関連公的機関 10 箇所への直接聞き込み調査を

軸とし、国内と比較検討することで、自主管理ガイドライン策定への方向性を提案する。 

 

期間は平成 20 年 11 月 20 日～21 年 3 月末 

第 2 章 欧米 CNT 製造会社および業界団体への聞き込み調査結果 

 2.1 訪問先と要領 

調査委員会にて、事前調査結果と委員情報から訪問先 10 箇所を設定、1 月末から 6 名 

海外調査員を欧州、米国２チームに分け聞き込みを実施。 

2.2 欧州調査 
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2.2.1 BASF 社 

ドイツの世界一の化学会社 BASF を訪問。 積極的な情報公開、自主管理の質・量

ともの先行性を確認できた。 

2.2.2 英国環境・食糧･農村地域省（Defra） 

英国での企業の自主管理情報収集スキームの現状を調査。13 企業の情報を公開。 

2.2.3 Nanocyl 社 

ブリュッセルの南にある、CNT 専業ベンチャー。 大手企業などとの連携をうま 

く推進している。 

2.2.4 PACTE/CEFIC 

ブリュッセルにある欧州 CNT3 社によるコンソーシアム。欧州化学工業会をコアに 

自主管理などで連携している。 

2.2.5 Arkema 社 

フランスの CNT メーカー。EPA の NMSP に登録。また MSDS の付録として“Safe 

Handling Guide”を必ず配布するなど活発に活動している。 

2.2.6 Bayer 社 

世界有数の化学会社。自ら「Baytubes」という商品名で CNT を生産しており、自主

管理でも前述 PACTE をリードしている。 

2.2.7 欧州調査の総括 

総括して欧州は CNT、ナノマテリアルの自主管理について積極的で、内容もかなり

先行している。 

2.3 米国調査 

2.3.1 DuPont 社 

NPO と共同作成した Nano Risk Framework という管理のしくみは、有害性評価から

現場管理、顧客対応、ユーザとのコミュニケーションなどほぼ全領域をカバーしてい

る自主管理の枠組みである。よく吟味する必要がある。 

2.3.2 米国環境保護庁（EPA） 

EPA の提唱・実践している自主管理情報公開スキームの NMSP につき重点ヒヤリン

グ。企業の自主管理を促すと同時に情報を収集。 

2.3.3  Woodrow Wilson International Center for Scholars 

産業界、政界に広いチャンネルを持つメーナード氏に、主に米国の規制への政府の

動き、企業ボランタリー、情報集約システムにつき聞きこんだ。 

2.3.4 Unidym 社 
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カルフォルニアにある CNT ベンチャー。 EPA の NMSP やカリフォルニア州の登

録制度など、企業にとって負担になりかねない制度に対しても、大変前向きに取り組

んでいる。 

2.3.5 米国調査の総括 

EPA の SSP と DuPont の NRF が政府と民間が果すべき役割という観点から大変良い

相補的な関係にあることを実感した。ナノマテリアルの管理の関する国際的なフレー

ムで中心的な役割を果している。注目すべきことは、この動きが決して政府の主導に

よる受身的なものではなく、自発的である点である。 

 

第 3 章 欧米の産業界の CNT 取り扱いに関する実態調査結果_総括 

3.1 自主管理の基準 

欧米とも大企業を中心に管理の枠組みを企業自らが作成し公開している 

3.2 自主的な有害性評価 

有害性評価も同様に大企業中心に進めているが、ベンチャーとの連携も注目点 

3.3 製造現場における自主管理 

曝露防止にしっかり対応。 曝露限界値についても試行を始めている。 

3.3 情報の公開 

一般、専門家、顧客への情報公開はかなり積極的 

 

第 4 章 わが国での自主ガイドライン策の課題抽出と方向性 

4.1 海外の調査結果と国内の自主管理の取り組み事情の比較・分析 

今回得られた欧米企業を中心とする調査結果を国内事情と比較分析。欧米企業の積極

性に比べ国内では受身な姿勢が目立つ。 

4.2 わが国でのガイドライン策定の際の課題整理と取り組みの方向性 

上記分析結果から、国内のガイドライン策定、自主管理への取り組みの方向性を 

枠組みの策定、自主的有害性評価、製造現場での曝露防止、情報公開、OECD・ISO へ

の積極的参画の 5 つの視点で検討し、それぞれの方向性を提案 
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第1章 調査研究の概要 

1.1 背景と目的 

カーボンナノチューブ（CNT）は炭素原子が直径数 nm の円筒状に配列した新素材であ

る。素材としては、従来から工業材料として用いられてきた炭素繊維の究極の形であると

共に、その配列の仕方によって、金属や半導体になるなどの電気的特性、従来の鉄鋼の数

十倍の強度でありながらアルミニウムより軽いなどの機械的特性、ダイヤモンドを越える

熱伝導性を有している。これらの多様な優れた性質を利用し、電子機器部材を始め、産業

機械、ロボット、自動車分野など極めて広範囲な応用が期待され、世界各国でその実用化

研究が激化しており、また一部製品化が始まりつつある。 

一方で新素材である CNT の人体への影響についても、国内外でその影響度の評価、評

価法自体の標準化などにつき盛んに研究されている。わが国でも、「科学技術振興機構 科

学技術連携施策群ナノテクノロジーの研究開発推進と社会受容に関する基盤開発タスクフ

ォース」などで基本施策が議論され、また産業技術総合研究所などで標準化やリスク評価

などにつき研究されている。 

CNT の優れた性質を応用した産業の健全な振興を図るには、これらの公的機関の対応と

並行し、それを実用化する企業サイドでも安全管理の予防的アプローチが必要である。特

に製品の流通過程で も上流に位置する CNT の製造企業では、労働者の安全確保につい

ての自主管理ガイドライン策定への取り組みが急務であり、欧米でもその必要性が報告さ

れている。但しそのガイドライン設定は、リスク評価が研究途上にあることもあり慎重な

対応が必要で、国際的にみても十分にして過剰でない適切なレベルとする必要がある。 

本事業では上記背景に鑑み、CNT の製造サイドでの自主管理ガイドラインについて、主

に欧米企業およびその連合組織での自主的な取り組み状況を調査し、わが国の関連業界へ

の適切な自主管理体制導入についての課題整理と取り組みの方向性を提案することを目的

とする。 

 

1.2 調査体制 

一般社団法人 ナノテクノロジービジネス推進協議会（NBCI）内に、CNT の研究者、

リスク評価も含めた有識者、CNT 関連企業を中心とする当協議会会員企業のメンバー、ナ

ノマテリアルに係る関連団体メンバーからなる調査委員会を設け、調査対象の絞込み・結

果の分析など調査フェーズに応じた課題を討議し、計画の効率的推進を図った。 

NBCI 調査研究員は、委員会の事務局を担当するとともに、本事業の運営と事業計画の
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作成・遂行・取りまとめを実施した。 

調査委員会メンバーおよび NBCI メンバーは以下のとおりである。 

 

【調査委員会メンバー】 

 委員長  武林 亨  慶應義塾大学 医学部衛生学公衆衛生学教室 教授 

 副委員長 阿多 誠文 産業技術総合研究所 イノベーション推進室  

ナノテクノロジー戦略ワーキンググループ 総括主幹 

 副委員長 岸本 充生 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 持続可能性 

ガバナンスグループ グループ長 

 委員   安達 謙二 住友大阪セメント株式会社 新規技術研究所 新材料研究 

グループ 主任研究員 

 委員   大塚 研一 JFE テクノリサーチ株式会社 情報技術事業部 調査研究 

第一部 客員研究員 

 委員   小川 順  昭和電工株式会社 無機事業部門ファインカーボン部 副部長 

 委員   門脇 琢哉 JFE エンジニアリング株式会社 ナノコア事業部経営スタッフ 

 委員   菊竹 順一郎 有限会社スミタ化学技術研究所 顧問 

 委員   熊本 正俊 社団法人 日本化学工業協会 化学品管理部 部長 

 委員   佐藤 謙一 東レ株式会社 化成品研究所 ケミカル研究室 研究員 

 委員   吉川 正人 東レ株式会社 化成品研究所 ケミカル研究室長 

 委員   山本 隆夫 住友商事株式会社 エレクトロニクス・マテリアル第二事業部 

業務企画・新技術担当部長 

 

・ オブザーバーは、経済産業省 ナノテクノロジー・材料戦略室 

 

【NBCI 調査担当】 

調査研究責任者  NBCI 事務局長代理 主席研究員  佐藤 進 

主要調査研究員  NBCI 事務局長補佐 主席研究員  亘理 誠夫 

主要調査研究員  NBCI 事務局次長 研究員     下崎 伸夫 

総務・経理責任者 NBCI 事務局次長 総務・経理統括 楠田 重光 
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1.3 調査研究項目とスケジュール 

上記目的を達成する為に以下の事業を行う。 

①国内および欧米の企業および連合組織における取り扱いガイドラインや安全管理 

体制に関する資料調査 

欧米の CNT 関連企業および連合組織の HP 公開内容、国際会議などの資料、および

公的機関の関連情報から、自主管理の取り組み情報を収集する。 

②欧米 CNT 製造会社および業界団体等への聞き込み調査 

収集情報を欧米地域別に整理し、特に聞き込みすべき企業・組織、および内容を抽出

して、現地調査を実施する。 国内についても同様な聞き込み調査を実施する。 

③わが国での自主ガイドライン策の課題抽出と方向性を提案 

収集情報をそれぞれの地域、国での自主管理の背景、ガイドラインの考え方、製造現

場、搬送経路を含めた管理体制などにつき国内事情と比較・分析を行い、わが国での自

主管理ガイドライン策定の際の課題と、取り組み方針を調査成果報告書にまとめる。 
 
 
④事業のタイム・スケジュール 

 

下半期 
半期別・月別 

項目 
平成 20 年

/１１月 

 

１２月

平成 21 年

/１月 

 

2 月 

 

3 月 

1.国内および欧米の企業および連合組織

における取り扱いガイドラインや安全

管理体制に関する資料調査 

    

2.欧米 CNT 製造会社および業界団体等

への聞き込み調査 

    

3.わが国での自主ガイドライン策の課題

抽出と方向性を提案 

    

4.調査研究委員会の開催 

 
 ○  ○ ○ ○ ○

5.報告書の作成・公表 
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第 2 章 欧米 CNT 製造会社および業界団体への聞き込み調査結果 

 

2.1 訪問先と要領 

第 1 回の調査委員会（08 年 12 月 2 日開催）にて、本調査の主旨から聞き込みすべき欧

米企業、団体、および企業の自主管理に密接に関係している公的機関につき、ホームペー

ジ、各種国際学会資料、および調査委員の保有情報など基に討議し、約 20 箇所の訪問候補

を抽出、さらにその優先順位付けを実施した。同時に今回の聞き込み内容は、あくまでも

企業の自主管理に関わる情報に絞ることとし、公的機関の規制動向、リスク評価に関する

研究動向などについては対象としないこと、情報入手のために必要な国内の取り組みを公

開の範囲で整理し、準備すること、およそのタイムスケジュールなどを申し合わせた。 

 

上記委員会の結果を受け、調査担当にて訪問候補機関の追加情報、訪問打診ルートなど

を追加資料調査、NBCI 独自ルート、委員および関係省庁ご担当の助言を参考に絞込み、

先方の確認を取りつつ、以下の 10 機関を設定した。 

 

企業・組織：BASF 社（独）、Nanocyl 社（白）、ARKEMA 社（仏）、Bayer 社(独) 

欧州 CNT コンソーシアム PACTE、DuPont 社（米）、Unidym 社（米） 

（計 7 箇所）  

公的機関等：英国環境・食糧･農村地域省（Defra）、米国環境保護庁（EPA） 

Woodrow Wilson International Center for Scholars（米）  （計 3 箇所） 

 

 

海外調査員としては、委員会より以下の 5 名にお願いし、事務局 1 名が参加した。 

 産業技術総合研究所 阿多誠文氏（副委員長）・・・欧州および米国 

 産業技術総合研究所 岸本充生氏（副委員長）・・・欧州 

 東レ株式会社 佐藤謙一氏（委員）・・・・・・・・欧州 

 昭和電工株式会社 小川順氏（委員）・・・・・・・米国 

 住友大阪セメント株式会社 安達謙二氏（委員）・・米国 

 NBCI 事務局 佐藤進・・・・・・・・・・・・・欧州および米国 
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聞き込み内容は、以下の 4 項目を軸とした。 

a) 自主管理の枠組みの策定 

b) 有害性評価の自主的取り組み 

c）製造現場での自主管理 

d) 情報の公開 

 

2.2 欧州調査 

調査期間、訪問先、などは以下のとおり。 

調査期間：1 月 26 日（月）～30 日（金） 

訪問先 ：BASF 社（独）、Defra（英）、Nanocyl 社（白）、PACTE（白：コンソーシアム） 

Bayer 社、Arkema 社 

調査員 ：前述のとおり、委員会メンバー3 名（岸本充生、阿多誠文、佐藤謙一）および 

NBCI 佐藤進の計４名 

 

上記欧州 6 箇所の事業者、団体、および公的機関を訪問。それぞれで、果たす役割が異

なる為、訪問先ごとに聞き込みの仕方を工夫し、ディスカッションを行った。訪問先から

は、想定以上の歓迎を受けると同時に、有益な情報を開示頂き、ナノ材料のリスク管理に

対する率直な意見交換ができた。 

 

以下本章では訪問先ごとに得られた情報を整理し、基本的な考え方やリスク評価および

リスク管理に関する具体的な取り組みについて解析する。 

2.2.1 BASF 社 

①訪問要領および面談者 

・日時：1 月 26 日（月）10:00～14:00 

・場所：BASF 本社 （独）Gartenweg 州 Ludwigshafen 

・面談者：以下の 4 名 

Dr. Maximilian Ruellmann（Polymer Physics / Nanotechnology Innovation Team）←Physicist 

Dr. Stefan Engel（Hazardous Chemicals Management）←Chemist, Safety Engineering 

Dr. Karin Wiench  (Principal Toxicologist / Product Safety / Regulations, Toxicology and 

Ecology) ←Biologist 

Dr. Carolin Krans (Corporate & Governmental Relations / Environmental Policy)←Chemist 
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BASF 本社のある Ludwigshafen は、フランクフルトから南へ、列車と車で約 1 時間のと

ころにある。世界一の化学会社だけあり、町全体が BASF 関係とのこと。 

ミーティングには上記 4 名に対応していただいた。バックグラウンドは物理学者、化学

者、生物学者と多様であった。Rullmann 氏からは、SusChem に関する話、Engel 氏からは

標準化に関する話をお聞きした。本報告では毒性学者の Wiench 氏とコミュニケーション

を担当している Krans 氏のプレゼン内容を中心に報告する。 

 

②有害性評価 

 製品安全部門の人員は約 300 人、そのうち毒性学者が 40 人程度おり、 近 REACH 対応

のために増やしたという。ナノ材料専任は 2～3 名程度かと思われる。研究開発部署の人が

製品安全部署に新規材料を持ってきて、そこで適切だと思われる試験を行う。こういう体

制は、自発的なものであるが、行動規範（Code of Conduct）に基づいたものであり、かな

り初期からルーチン化している。 

  BASF でのナノ材料安全性研究も様々なレベルの研究からなっている。自社内の研究プ

ロジェクトは、1)ナノ材料の毒性評価、2)エアロゾルのキャラクタリゼーション、3)リスク

評価手法の開発、からなる。次に、ドイツ国内のプロジェクトでは NanoCare に参加して

いる、欧州レベルのプロジェクトでは、NanoSafe2 と CellNanoTox に参加している。また、

米国の環境保健科学研究所（HESI）と国際生命科学研究機構（ILSI）による Nanomaterials 

EHS Program と米国化学工業会の Nanomaterials Voluntary Program に参加している。 

 BASF で実施している有害性試験は以下のとおりである。結果の多くはウェブサイトや

論文として公開されている。試験プロトコルも順次公開していくとのこと。 

・浸透試験を中心とした皮膚毒性試験 

・短期吸入試験：ラットに対して 5 日間曝露 

・亜慢性吸入試験：ラットに対して 90 日間曝露 

・遺伝毒性試験 

・水生生物毒性試験 

 皮膚毒性試験は、ヒトと豚の皮膚細胞を用いた in vitro 試験を実施し、BASF の製造して

いる二酸化チタンと酸化亜鉛のナノ粒子が健康な皮膚を通って細胞まで達さないことを示

した。ちなみに、EU の Nanoderm プロジェクトでも同じ結論を得られたとのことである。

結果は、論文として公表されている。 

Gamer, A.O., Leibold, E. and van Ravenzwaay, B. (2006). The in vitro absorption of microfine zinc 

oxide and titanium dioxide through porcine skin. Toxicology in Vitro 20(3): 301-307.  
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 短期吸入曝露試験は、ナノ材料 9 物質について実施されている。対照として、顔料級の

二酸化チタンと酸化亜鉛等についても実施された。BASF は吸入曝露試験のための手法の

開発も同時に行っており、ブラシ粉じん発生装置は、BASF が協力して、Technical University 

of Karlsruhe が開発した気相中噴霧装置である。Ma-Hock et al. (2007)には、試験試料を水や

エタノールに混ぜて噴霧する液相中噴霧装置の図も載っているが、当日の説明には出てこ

なかった。 

Ma-Hock, L., Gamer, A. O., Landsiedel, R., Leibold, E., Frechen, T., Sens, B., Linsenbuehler, M. 

and van Ravenzwaay, B. (2007). Generation and characterization of test atmospheres with 

nanomaterials. Inhalation Toxicology 19(10): 833-48.  

 短期吸入曝露試験は、ブラシ粉じん発生装置を用いて、6 時間/日、5 日間/週だけ曝露さ

れ、3 日間の回復期間をおいた上で 8 日目、16 日間の回復期間をおいた上で 21 日目に解剖

され、臓器の重量、組織病理、洗浄肺胞液（BAL）などの解析が行われた。解析された生

化学的パラメータは、総タンパク量、乳酸脱水素酵素（LDH）、アルカリ（性）ホスファ

ターゼ（ALP）、N-acetyl-β-glucosaminidase（NAG）、ガンマグルタミントランスペプチター

ゼ（GGT）、総細胞数、マクロファージ（MPH）、多形核細胞（PMN）、リンパ球（LYMPH）

であり、他には酸化ストレスに関するパラメータ、サイトカイン等に関するパラメータが

ある。対象となったナノ材料は、2 種類の二酸化チタン（TiO2）、2 種類のアモルファス二

酸化シリカ（そのままのものとコート済み）、酸化亜鉛（ZnO）、カーボンブラック（CB）、

多層カーボンナノチューブ（MWCNTs）、酸化ジルコニウム（ZrO2）、酸化セリウム（CeO2）。

このうち、MWCNT は Nanocyl 社が製造したものであり、Nanocyl 社からの依頼で BASF

が試験を行っている。BASF も CNT に興味を持っているので、利害が一致している、と

Nanocyl の Luizi 氏は述べた。これに加えて、開発した吸入曝露の試験方法が CNT にも有

効であることを示したいという BASF の意向もあるのではないかと思われる。 これらの結

果は、ウェブサイトに掲載されている各種プレゼン資料に載っており、無毒性濃度

（NOAEC）や 小毒性濃度（LOAEC）が提案されている。LOAEC も用いられたのは、TiO2

と ZnO は 低用量で影響が見られたためである。MWCNT については、0.1、0.5、2.5mg/m3

で曝露した結果、用量反応的な影響が見られ、0.1mg/m3 が NOAEC とされた。二酸化チタ

ン（TiO2）については、下記論文がリリースされたようである。彼らは、短期吸入曝露試

験が、より費用と時間がかかる 90 日吸入試験の予測に役立つのではないかという仮説を持

っているようである。 

Ma-Hock L, Burkhardt S, Strauss V, Gamer AO, Wiench K, van Ravenzwaay B, Landsiedel R. 

(2009). Development of a short-term inhalation test in the rat using nano-titanium dioxide as a 
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model substance. Inhalation Toxicology 21(2):102-18.  

 次に、亜慢性吸入曝露試験の結果は、米国 EPA の有害物質規制法（TSCA）のもとで BASF

から、2008 年 7 月 8 日付けで提出され、企業秘密データを除いたものが公表されている。

化学的同定情報は企業秘密情報（CBI）として公開されていない。これによると、Nanocyl

社の MWCNT を、ブラシ粉じん発生装置を用いて、エアロゾル噴霧して Wistar ラットに雌

雄各 10 匹/試験グループに、6 時間/日、5 日/週で 90 日間（曝露日数にすると 65 日間）、吸

入曝露させた。濃度は 0.1, 0.5, 2.5 mg/㎥であり、二次粒子の直径の中央値は、0.7～2.0μm

程度であった。濃度は計測もされており、0, 0.10. 0.51, 2.50mg/㎥とほぼ設定値に等しかっ

た。試験は OECD テストガイドライン 413 に準拠している。この結果、 低用量の 0.1mg/

㎥に曝露した群の中の 4 匹の雌ラットと 1 匹の雄ラットに肉芽種が 1 つずつ見つかった。

これらは軽度な症状であったが、曝露による悪影響であると判断された。その結果、NOEC

（無影響濃度）は0.1mg/㎥よりも低い濃度であることが分かった。つまり、0.1mg/㎥はLOEC

であるとみなされた。 

http://www.epa.gov/opptintr/tsca8e/pubs/8ehq/2008/aug08/8ehq_0808_17208a.pdf  

 その他、二酸化チタン（TiO2）を静脈注射により 5mg/kg を単回投与して 14 日間観察し

た結果が論文発表されている。また、EU の NANOSAFE2 プロジェクトにおいても、5mg/kg

と 25mg/kg を単回投与し、90 日間観察した研究が実施された。 

Fabian E, Landsiedel R, Ma-Hock L, Wiench K, Wohlleben W, van Ravenzwaay B. (2008). Tissue 

distribution and toxicity of intravenously administered titanium dioxide nanoparticles in rats. Arch. 

Toxico. 82(3):151-7.  

さらに、静脈注射と吸入試験の結果を、有害性と体内動態の観点から、ナノサイズの TiO2、

顔料の TiO2、石英を使って比較する研究も実施された。 

van Ravenzwaay B, Landsiedel R, Fabian E, Burkhardt S, Strauss V, Ma-Hock L. (in press). 

Comparing fate and effects of three particles of different surface properties: Nano-TiO(2), 

pigmentary TiO(2) and quartz. Toxicology letters.  

 遺伝毒性試験としては Ames 試験が、TiO2、ZnO、CB、MWCNTs、酸化鉄、アモルファ

スシリカに対して 実施され、すべて陰性であった。ただし、これらの結果は「予備的結果」

とされている。なお、ナノ材料に対する遺伝毒性試験のレビュー論文が BASF の研究者に

よって発表されている。 

Landsiedel R, Kapp MD, Schulz M, Wiench K, Oesch F. (in press). Genotoxicity investigations on 

nanomaterials: Methods, preparation and characterization of test material, potential artifacts and 

limitations-Many questions, some answers. Mutation Research.  
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 水生生物への生態毒性試験としては、水中でのナノ材料のキャラクタリゼーション（様々

な条件下での分散/凝集の状態）を行ったうえで、オオミジンコに対する TiO2 と酸化亜鉛

ZnO の影響を研究している。ウェブサイトには米国毒性学会でのポスターが掲載されてい

る。 

 

③ 製造現場での自主管理 

BASF のリスク評価の実施体制につき、資料とともに説明を受けた。社内でのリスク評

価は下図のとおりである。ナノ材料を製造したり、取り扱ったりする部署はかならず、 「ナ

ノ相談部署」に初期リスク評価を行ってもらうように依頼することになっている。初期リ

スク評価として、「ナノマテリアル・リスク評価」が実施され、リスクが確認されなければ、

現場にその旨がフィードバックされる。リスクが確認された場合は、医療部門・製品安全

部門・労働安全部門がさらなる詳細なリスク評価を実施する。 終リスク評価の結果、リ

スクが確認されなかったら、その旨が現場に伝えられる。もしリスクが確認されたならば、

それが伝えられ、曝露防止対策等の対応が検討される。 

ナノマテリアルの取扱/製造

ナノ相談部署
「ナノマテリアル・リスク評価」

初期リスク評価

リスク評価の詳細化

医療
部署

製品
安全

労働
安全

研究開発部署へのフィードバック

リスクが確認された リスクが確認されない

最終リスク評価

研究開発部署へのフィードバック
現在の状況下ではリスクあり

リスクが確認されない

リスクが確認された

  
図 行動規範を実践するための手続き/フローチャート 

 

新材料を提案している開発部門、医療部門、製品安全部門、労働安全部門が共同でリス

ク評価を実施するこのしくみで、特別な工夫がある訳ではないと思われるが、評価体制に

対する厳格な姿勢が伺える。 
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④ 情報公開 

 Krans 氏からは 初に、一般市民、環境 NGO、労働組合、欧州議会、ドイツ政府、それ

ぞれの動きの概要が示された。BASF の方針は徹底的な情報公開と積極的なコミュニケー

ションである。そのもとになるのが、3 年前に制定された 3 ページほどの「行動規範 ナ

ノテクノロジー」であり、経営層がこれを承認した。この文書に基づき、BASF のリスク

評価、リスク管理、コミュニケーションが実施されている。キーワードは、参加、透明性、

対話である。 

BASF は、様々なレベルの団体に積極的な参加を通して関わっている。国際的レベルで

は、OECD の WPMN、EU レベルでは欧州委員会のナノ材料に関する関係当局サブグルー

プ（CASG）、ドイツ国内レベルでは、ナノコミッションやナノダイアログ、事業者団体レ

ベルでは、欧州化学工業連盟（Cefic）、ドイツ化学工業会（VCI）、米国化学工業協会（ACC）、

ナノテクノロジー産業協会（NIA）といったところである。また、ドイツ政府や欧州議会

では政治プロセスに対して、様々な機会を利用して情報提供している。 

 BASF のウェブサイト上には膨大な安全性関連情報が掲載されている。各種イベント、

学会等でのプレゼン資料やポスターも数多く公開されている。有害性評価の研究成果は、

次々と学術雑誌に投稿され、レフリー付きの学術誌に掲載されている。また、ステークホ

ルダーとの対話イベントも 2006 年から毎年開催されている。2006 年はシーメンス社と共

同で、ベルリンで開催された。2007 年はケルンでパネルディスカッション、2008 年からは

BASF 単独で、NGO、消費者グループ、教会との “DialogforumNano”を開催。2009 年は労

働者を対象とした対話フォーラムを予定しており、労働者評議や化学産業労働組合と共催

する。このような活動を通して、製品の安全性の確保、イノベーション、製品化、規制や

社会受容性という 4 つの成功への鍵がうまく回るようになるという形でまとめられた。 

 

⑤ まとめ：BASF の戦略 

BASF は自身が、ドイツ政府、欧州、国際、それぞれに対して、ナノ材料の安全性評価、

管理、標準化を牽引するという強い姿勢が企業として伺えた。政府や国際機関の対応を待

たずして、自ら評価手法を開発しつつ、自社製品の有害性評価を実施し、それらの結果を

逆に、政府や国際機関に伝達していく姿勢は一貫している。日本の多くの企業は、政府や

国際機関が決定するであろう評価法や規制を待ち、それに従うというスタンスをとってお

り、大きな違いが感じられた。日本は欧州と比較しても政府の対応が遅く、企業対応とし

ては、欧州と比べるとさらに遅くなってしまうという危惧を感じた。新規材料や新規技術

については、情報は必ず企業が政府よりも早く多く持つことになるため、政府の対応を待
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つというアプローチではイノベーション過程は遅くなってしまう。BASF のような積極的

なアプローチが合理性を持つように思える。 

 

2.2.2 英国環境・食糧・農村地域省（Defra） 

①訪問要領および面談者 

・日時：1 月 27 日（火）11:00～12:00 

・場所：Defra Nobel House （英）London 

・面談者：以下の 1 名 

  STEVE MORGAN 氏  

Chemicals and Nanotechnologies Division, Nanotechnologies Policy Advisor 

 

Defra の Morgan 氏のオフィスのある Nobel House は、地下鉄 Westminster 駅からテムズ川

沿いを徒歩 15 分の官庁街にある。Defra は、英国のナノテクノロジー政策において、次の

3 つの役割を担当している。 

1) 英国でのナノ材料の環境健康安全（EHS）研究を担う「ナノテクノロジー研究調整グ

ループ（NRCG）」の運営 

2) 政府機関をはじめとする幅広いステークホルダーが参加して意見を交わす 「ナノテク

ノロジー・ステイクホルダー・フォーラム（NSF）」の開催 

3) 工業ナノ材料の自発的報告制度である「自発的報告スキーム（VRS）」の運営 

 

今回の調査では、3)の VRS が民間企業の取り組みに関連するので、情報の公開に対する 

公的機関の役割という項目で、VRS の状況につき聞き込みを行った。 

英国のナノテク政策は、「ナノテクノロジーに関する閣僚グループ（MGN）」で決定され、 

ここでの議論は、イノベーション大学職業技能省が議長を務める「ナノテクノロジー問題

対話グループ（NIDG）」であらかじめ議論される。NRCG は 2005 年 10 月の 初の報告書

で 19の EHS研究目標とそれらを達成するための 5つのタスクフォースを立ち上げた。2006

年 10 月の進捗状況報告を経て、2007 年 12 月には第二次報告書が発表された。NRCG での

進捗状況は NIDG において監視されている。NSF は、環境 NGO や研究者等も参加するコ

ミュニケーションの場である。第 11 回ミーティングが 2008 年 9 月 26 日に開催され、この

中で、Morgan 氏が法規制ギャップ調査の結果と自発的報告制度の 新状況についてのプレ

ゼンを行った。第 12 回ミーティングは訪問直後の 2009 年 2 月 5 日に開催された。 
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VRS は 終的に 13 件の提出を受けたとのことであった。研究機関からの提出を数件含

んでいる。2008年 11月に発表された環境汚染に関する王立委員会からの報告書において、

「Defra によって実施された VRS はうまくいかなかった。そこで、われわれは Defra がナ

ノ材料の報告を強制的なものとすることを薦める」と書かれていたことに対しては、個人

的な見解であると断った上で、まずまずの成功であるとみなしており、強制的な制度には

せず、自発的報告制度を継続したいとのことであった。その理由として、英国ではナノ材

料の製造・輸入事業者は 40～50 くらいしか該当企業はないこと、大企業は Oxonica 社と

Thomas Swan 社だけであり、両社はともにリスク評価に積極的であることを挙げた。特に、

Oxonica 社は、動物試験を実施しないという倫理方針を持っている（Defra も動物試験を課

さないという内部規定がある）とのことであった。また、英国における CNT メーカーは

Thomas Swan のみである。2 年間にわたる VRS のパイロット期間に対する総括レポートは

もうすぐ出る。また、VRS に関して、産業界にアンケートをやっており、結果も近いうち

に公表される。また上記の王立委員会の報告書には、（以前に 2004 年の王立協会と王立工

学アカデミーの報告書に対してやったのと同様に）政府として公式な回答を出す予定であ

る。 

 

Defra は、ナノ材料の利用価値を精査し、ナノ材料を使用することのリスクとベネフィ

ットを十分に考え、対応していきたいとのことであった。そのために、自主的にナノ材料

の安全性を含むエビデンスの提供を求めている。Defra の役割は 企業と EU の間の架け橋

であり、企業に対して直接、工業ナノ材料のリスク管理に関して指導や勧告を行ったこと

はない。Oxonica 社と Thomas Swan 社のリスク評価・リスク管理の担当者の連絡先をいた

だいたので今後、事業者のベストプラクティス収集の一環として情報を入手する予定であ

る。 

 

2.2.3 Nanocyl 社 

①訪問要領および面談者 

・日時：1 月 29 日（木）10:00～14:00 

・場所： Nanocyl 本社（白）Sambreville 

・面談者：以下の 2 名 

Dr. Frederic Luizi     R&D 部門の executive director、EHS のトップも兼ねる 

Ms. Marie Del Tedesco   EHS 部門担当 
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Nanocyl 本社は、ブリュッセル北駅から南へ 1 時間鉄道に乗り、Namur 駅からタクシー

でおよそ 30 分の Sambreville にある。 

2002 年に、Namur と Liège という 2 つの大学からの spin-off 企業として設立された。生

産と研究施設は、今回訪問したベルギーの Sambreville にあり、従業員は 50 人程度である。

2004 年には 5 トン／年のパイロット施設を、2008 年にはセミプロダクションレベルの年間

生産能力 40 トンの工場を新設した。製品は、量産グレードと研究グレードに分かれている。

量産グレードは MWCNT の「NC7000 シリーズ」である。NC7000 は約 7 層からなる MWCNT

である。ウェブサイトでは、平均直径 9.5nm、長さ 1.5μm と記述されている。パウダー状

の NC7000 に加えて、熱可塑性ベース、エポキシベース、水ベースの 3 種類の中間体とし

ての製品も販売している。研究グレードには、単層、二層、短い二層、薄い多層、短くて

薄い多層などのシリーズがある。 

NC7000 は、1 名×3 交代、5 日／週稼働で製造されている。現在は 7 日稼働するほどは

需要がないとのことであった。製法は CVD 法、製造に関わる人数は販売等全て含め 15 名。

同じ装置で、他品種も製造可能だが、現量産は NC7000 のみである。コストを下げる、ま

た、CO2 の排出を減らすために原料ガスはリサイクルしている。樹脂混合マスターバッチ

もあり、帯電防止用途である。今後のキーマーケットは自動車と想定している。 

R&D 部門の executive director である Luizi 氏が事実上 EHS のトップも兼ねている。Luizi

氏は Nanotech 2009 にも来日した。EHS 専属は 2 名、すなわち Del Tedesco 氏と Lecloux 氏

である。翌日訪問する PACTE のメンバーである。EU プロジェクトの NANOTOX に参加

していた。また、ベルギー政府の Nanotoxico プロジェクトに参加し、試料として MWCNT

を提供している。米国 EPA によるナノスケール材料スチュワードシッププログラム

（NMSP）には、Nanocyl North America が「参加の意志のある企業」としてリストに載っ

ている。 

 

 

② 有害性評価 

 量産グレードである NC7000 について基本的な有害性試験ベースセットをそろえている。 

・in vitro 細胞毒性： JRC-Ispra で実施され、細胞毒性は見られなかった。 

・in vitro 変異原性：Ames 試験の結果、陰性であった。その際、界面活性剤にて水あるい

は DMSO 中に分散して評価された。 

・急性経皮毒性 : LDH の放出は ほとんどなしであったが、CB はありであった。炎症

マーカーである IL-1αの生成は少々。過敏性、感作性なしと判断された。これらは Namur
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大学、 Straticell, JRC-Ispra で実施された。 

・In vivo 吸入曝露試験 : ラットへの 90 日間吸入試験を実施。 

・In vivo 経口試験：肝臓、腎臓とも影響なしであった。これは Nanotoxico での急性経

口試験のことであると思われる。 

・Ex vivo Hemolysis（溶血反応：赤血球細胞破壊）：影響なし。血液凝固系カスケードに

も影響なし。これも Nanotoxico での試験のことであると思われる。 

 

 90 日間吸入試験は、BASF において OECD テストガイドライン 413 に基づき GLP に適

合した形で実施された。 

 2008 年に Nature Nanotechnology 誌に掲載された Poland et al. (2008)レターについては、む

しろ Nanocyl の製品の安全性を示したものであるとポジティブにとらえているとのこと。

つまり、長く尖った CNT でないものはむしろ安全性が高いというデータだとのことである。 

 

③ 製造現場での自主管理 

今回特に曝露評価、リスク評価、リスク管理についてディスカッションを実施した。 

CNT 製造装置は閉鎖系である。作業環境測定については Naneum Ltd.(UK) が開発した装置

を用いてナノ粒子のサイズを測定している。パーティクルカウンターを購入し、それを用

い集塵したものを該社にて測定評価している。ポータブルな機械であるため、現場測定が

可能。CNT 合成触媒をマーカーにすることによって、CNT 濃度を予測している。粒子サイ

ズ 2～300nm の範囲が測定可能である。 

 曝露評価は、4 つのシナリオに基づき労働者の曝露量が予測された。その結果をから曝

露マージン（MOE）を計算することで、リスクの大きさや管理手法を決定する。 

また、CNT のユーザーである顧客に対しては、直接曝露がないように、CNT はポリマー

マトリクスに埋め込んだ形で販売している。顧客には MSDS と行動規範を添付提供し、秘

密保持契約締結後に CNT の取扱法をヒアリングして、その取扱法において 適な安全確保

法を提案している。 

 

④ まとめ：中小企業としての戦略 

CNT 専業メーカーだけあって、リスク評価や安全管理は徹底している。リスク評価に関

して企業が行政、業界を引っ張るという姿勢があり、とにかくまじめに取り組んでいるこ

とが伺えた。人数が少ないために、R&D のトップである Luizi 氏が事実上 EHS に関するト

ップをも兼ねていることが、結果的に、R&D プロセスとリスク評価プロセスを統合させる
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ことにつながっている。従業員数 50 人程度という「中小企業」において、BASF や Bayer

といった大企業にそん色のない自主的取組に取り組んでいることは、日本や世界の中小規

模の事業者に対して示唆することも多い。Nanocyl の用いている戦略は、情報公開と多様

なコラボレーションである。毒性学者には誰にでも無償で試料を提供する代わりに、デー

タをもらう。また、顧客に吸入試験を依頼、同業者、例えば Bayer と Arkema とともに PACTE

を設立、ベルギー政府、例えば Nanotoxico プロジェクトに参加、欧州委員会、例えば

NANOTOX への参加、など、あらゆるレベルでのコラボレーションを実施している。 

また、サイエンスカフェでの一般市民と討議を行ったり、Nanotoxico プロジェクトの一

環で youtube に Nanocyl の CNT 生産現場や安全性評価に取り組む様子をアップロードした

りするなど、社会への情報公開にも力を入れている。 

曝露評価に用いているポータブルなパーティクルカウンターは確かに便利であるが、そ

の評価については正確性も不明であるし、バリデーションなどがどれくらいできているの

かは不明である。今後の標準的手法となりうるのか、注意深く見守っておく必要がある。 

 

2.2.4 PACTE（CEFIC） 

①訪問要領および面談者 

・日時：1 月 30 日（金）10:00～13:30 

・場所： Cefic AISBL オフィス（白）ブリュッセル 

・面談者：以下の 5 名 

PACTE は CEFIC 内に組織された、Bayer、Arkema、Nanocyl 3 社のコンソーシアムで 

CEFIC 内のオフィスにて PACTE メンバーと共同で聞き込みを行った。従って次節以降の 3

社の面談者を含め以下に示す。 

  

Sebastien GALLET (CEFIC, Technical Counsellor) 

Dr. Daniel BERNARD (Arkema, Senior Advisor/ Science and Technology) 

Dr. Jacques RAGOT (Bayer MaterialScience, BMS-IO-HSEQ-GPS/Global Product 

Stewardship)  

Marie DEL TEDESCO (Nanocyl, R&D Department / Health, Safety and Environment / Junior 

Project Leader) 

Pr. Andre LECLOUX (Nanocyl, R&D Department/HSE manager) 
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 PACTE は欧州化学工業連盟(CEFIC）の中に組織されている CNT 製造メーカーの団体で

ある。2006 年 9 月に設立され、フランスの Arkema、ドイツの Bayer、ベルギーの Nanocyl

の 3 社からなり、CNT 普及のため、その取扱い、安全性、曝露防止といった課題に対して

連携して取り組んでいる。PACTE 内の３社は、相互に安全性評価、環境への曝露情報を共

有し、安全な CNT 取扱方法の検討を行っている。PACTE として、“Code of Conduct for the 

Production and Use of Carbon Nanotube”と“Applications and Benefits of Multi-Walled Carbon 

Nanotubes (MWCNT)”という 2 つの文書を作成している。 

 

CEFIC は 2008 年に１万人規模のアンケート調査を実施した。その結果、EU 内において、

今後 20 年において、ナノテクで生活は良くなると答えた人が 50％を超えたが、分からな

いと答えた人も 30％に上っており、ナノテクノロジーの PR 不足も考えられる。ナノ材料

に関して、欧州の人々は、車の部品等に使われているといった一般用途の場合は問題なく

受け入れるが食品、化粧品など直接口に入る、皮膚と接触するものとなると急にセンシテ

ィブになって拒否反応が出るとのことであった。 

ナノ材料のリスク評価については、Risk=Exposure × Hazard のうち、Exposure は下げる

しかなく、やはり Hazard を決定しないと Risk は評価できないのではないかと考えている。

ナノ材料の有害性評価法についてはその妥当性はともかく、現状は OECD テストガイドラ

インに従うべきであると考えている。CNT はやはり粉末での取り扱いが特に注意する必要

があり、その他分散液、樹脂混合物についてはかなり有害性が低下するとのこと。違った

管理指標が必要だと考えられる。いずれの企業も CNT の安全性評価、管理は重要と考え、

自身の CNT を用いて積極的に評価を進めている。 

 

CEFIC 自体も 2008 年 6 月、ステイクホルダー参加ワークショップを開催している。タ

イトルは "Enabling Responsible Innovations of Nanotechnologies Stakeholder Engagement 

Workshop”であり、プレゼン資料はすべてウェブサイトで見ることができる。2009 年後半

に第 2 回のワークショップが開催される予定である。担当者の連絡先を教えてもらったの

で詳細や背景についてはもう少し詳しく尋ねる予定である。 
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2.2.5 Arkema 社 

 2006、，フランスの Lacq に 10 トン/年規模のパイロットプラント建設。商標は，

GRAPHISTRENGTH（MWCNTs）である。欧州のプロジェクト、NANOSAFE2, Saphire に

参加している。2008 年 6 月，OECD の BIAC を通して MWCNTs の co-sponsor となった。

CNT 製品には MSDS とその付録として“Safe Handling Guide”を必ず配布している。米国

EPA の NMSP にデータを提出している。MSDS は、NMSP 提出資料に添付されており見る

ことができる。 

 NMSP 提出資料は、DuPont 社の Nano Risk Framework の形式で記述されている。短期吸

入曝露試験は、BASF によって実施された。MWCNT の凝集体は 300～400μm であるので

吸入試験ができないので、機械ブラシで吸入可能なサイズに砕いたと記述され、BASF の

開発した「ブラシ粉じん発生装置」 が使われた。しかし注意点として「このプロセスは、

表面の性質を変えてしまった可能性がある」と記載されている。 終的な結果はまだこの

時点では公開されていなかったが、予備的な結果は TSCA Section 8(e)のもとで EPA に 2008

年 3 月 24 日に提出済みである。0.1、0.5、2.5 mg/㎥の曝露濃度について各 28 匹の雄 Wistar 

ラットに対して、6 時間/日、5 日間/週曝露し、7 日目と 28 日目に解剖され、5 匹が肺洗浄、

3 匹が電子顕微鏡、6 匹が組織病理に回された。その結果、NOAEC は 0.1mg/m3 と判断さ

れた。 
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2.2.6 Bayer 社 

 Bayer は、Baytubes® C 150 P and HP grades（MWCNT）を製造している。2008 年 12 月、

米国で商業販売開始というプレスリリースを発表したが、これは米国 EPA に PMN を提出

し、EPA との間で同意指令にサインをしたということだと確認した。3 ページの“Bayer Code 

of Good Practice on production and on-site use of nanomaterials”を公表している。ドイツ政府

による公的研究プロジェクトである NANOCARE や TRACER に参加している。米国 EPA

の NMSP にデータは提出しているが、非公開である。 

 帰国後、Ragot 氏に Baytubes®に対して実施している試験セットを尋ねたところ、以下の

ようなリストをもらった。 

• 急性経口毒性試験 (OECD 423)  

• 急性経皮毒性試験 (OECD 402)  

• 初期の皮膚刺激性(OECD 404)  

• 初期の眼刺激性 (OECD 405)  

• 感作性(OECD 406)  

• in vitro での遺伝毒性 → Wirnitzer et al. (in press)  

• 吸入毒性研究  

• 急性研究 (extended OECD 403)  

• 亜慢性研究 (OECD 413)：これは現在進行中である。 

 考え方としては、「1 トン以上生産する物質についての Base Set は REACH の Annex VII

に基づくべき」 というものであり、「Baytubes に対して実施された試験セットは、Base Set

を超えている」 とことであった。これらの結果は今後、学術雑誌に論文として次々に投稿

していく予定らしい。 現在は以下の遺伝毒性試験に関する論文が出たところである。 

Wirnitzer, U., Herbold, B., Voetz, M. and Ragot,  J. (in press). Studies on the in vitro genotoxicity 

of baytubes((R)), agglomerates of engineered multi-walled carbon-nanotubes (MWCNT). 

Toxicology Letters  

 

また、亜慢性試験、すなわち 90 日間吸入試験を実施する理由を尋ねたところ、 大の理

由は「Baytube に特化した労働曝露制限値を設定するため」のようだ。これは、Nanocyl と

同様の理由であり、ナノ材料、特に CNT については各社が独自の曝露制限値を設定すると

いう動きが主流になると思われる。ただし、90 日間吸入曝露試験は、EPA の同意指令でも、

生産量の上限を解除する必要条件として要求されており、この結果を提出することで認め

られるのかどうかはまだ分からない。 
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参考情報：Inno.CNT 

 PACTE でのミーティングのあと、食事中に Bayer の Ragot 氏から、Inno.CNT というドイ

ツのプロジェクトの話を聞いた。発足イベントがあり参加してきたということであった。

これは「イノセント」と発音する。"innocent"と掛けている。帰国後、情報を探すと、inno.CNT

の発足イベントが 1 月 26 日にレバークーゼンで開催されたことが分かった。正式名称は

"Innovationsallianz Carbon Nanotubes"(Innovation Alliance Carbon nanotubes)。CNT のイノベー

ションに特化した国家プロジェクトである。8000 万ユーロ（約 100 億円）の資金の半分は

連邦の教育研究省（Federal Ministry of Education and Research（BMBF））の"Materials 

innovation for industry and society"プログラムから拠出され、残り半分は参加するおよそ 80

団体が負担する。参加団体リストには、BASF、Bayer、 Evonik Degussa といった材料を生

産しているところだけでなく、利用側や研究機関も多数含まれている。現在 18 のプロジェ

クトが決まっている。"Carbo"が頭に付き、そのあとに内容が来る。これらは 5 分野に分か

れている。 

Energy and environment 

    * CarboPlate 

    * CarboFuel 

    * CarboPower 

    * CarboMembran 

    * CarboInk 

Mobility 

    * CarboAir 

    * CarboCar 

    * CarboSpace 

    * CarboRoad 

Lightweight 

    * CarboTube: 

    * CarboElast 

    * CarboBau 

    * CarboMetal 

    * CarboProtekt 

Crosscutting technologies 
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    * CarboScale 

    * CarboFunk 

    * CarboDis 

Safety 

    * CarboSafe 

 

イノベーションのためのプロジェクトにきちんと"Safety"が入っていることが特徴で、

CarboSafe の予算は 4 年間で 200 万ユーロである。Bayer Technology Services GmbH が仕切

るようだ。CarboSafe の中身は次のようなものである。 

* CNT の粒子サイズ、凝集状態、構成要素、個数・表面積・重量で表わされた濃度と粒径

の分布の、妥当性が検証されたオンライン計測方法と環境中での計測方法を開発 

*製造、設備メンテ、取扱いに関係する労働者の CNT 曝露量を計測するための固定式およ

び個人携帯用の計測技術と他のナノ材料への応用可能性 

* CNT を用いた製品を、破砕したり、穴を開けたり、切断したり、あるいはリサイクルを

するような工程からの環境放出量の予測手法を開発 

* 様々な環境メディア中での CNT の環境中動態のキャラクタリゼーションと生態毒性ポ

テンシャル 

 この発足イベントが行われたレバークーゼンの Chempark という場所はまさに、Bayer

が年間 200 トン生産という世界 大規模のカーボンナノチューブ工場を建設した場所であ

る。Inno.CNT の発足記念式典の直前に、同じ場所で、Bayer の新工場建設の記者会見が行

われたようだ。Inno.CNT は Bayer 社が主導しているようだ。 
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2.2.7 欧州調査の総括 

 自主的取組のメニューとしては次のような内容が共通している。 

・方法論：行動規、ガイドライン、リスク評価枠組み 

・リスク評価：有害性評価、曝露評価、自主的な曝露限界値の設定 

・リスク管理：労働現場でのリスク管理、ユーザー企業への情報伝達 

・コミュニケーション：消費者、政治家、労働者との対、ウェブサイト等での情報発信 

 

また、有害性評価については、BASF や Bayer といった大企業は，数十人の毒性学者を

抱えており基本的に自前で実施しているのに対し、ベンチャーである Nanocyl は、大学や

顧客との徹底的なコラボレーション戦略をとっている。また、欧州委員会や各国政府の、

Nanosafe2、CellNanoTox、Nanocare、TRACER、Nanotoxico といった研究プロジェクトに積

極的に参加し、結果を、自社ウェブサイト、各種イベント、学会、論文などにおいて積極

的に公表している。また、リスク評価データをもとに、国・EU・OECD といった多層の政

治プロセスにおける議論にも積極的に参加している。 

 規制当局と事業者あるいは事業者団体の関係についても日本と対照的である。規制当局

による通達・指導・規制を待って対応する受け身の姿勢に対して、欧州では、事業者がリ

スク関連情報を積極的に生み出し、それらをもとに、規制当局や国際機関に提案を行うよ

うな先手を打つ戦略がとられている。 
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2.3 米国調査 

調査期間、訪問先、などは以下のとおり。 

調査期間：2 月 2 日～6 日 

訪問先 ：DuPont 社、EPA、Woodrow Wilson International Center for Scholars、 

Unidym 社 

調査員 ：前述のとおり、委員会メンバー3 名（阿多誠文、小川順、安達謙二）および 

NBCI 佐藤進の計４名 

 

米国の社会受容関連活動の現状と今回の聞き込み要領を以下に示す。 

ナノテクノロジーの研究開発やリスク管理といった社会受容に関る活動は、日本では大

手の IT やエレクトロニクス産業、素材や化学系の企業、総合商社やその関連企業等が牽引

している。これに対して米国では、化学系の大企業や化学工業連合会等の公益法人が主導

的な役割を果し、CNT といった先端ナノ材料製造を手がけるベンチャー企業が独自の管理

手法の開発をすすめている。大手化学企業がナノテクノロジーの研究開発や社会受容の活

動を牽引している状況は欧州においても同じであるが、工業ナノ材料のリスク管理策に関

する米国の立場は、欧州とは大きく異なる。 

 

工業ナノ材料の管理に関して、欧州では欧州連合により域内の新しい化学物質管理の

枠組み REACH のもとでナノ材料を新規物質として登録管理されることが明確に打ち出さ

れ、ナノ材料を製造している大手化学企業やベンチャー企業、あるいは企業連合体等の公

益法人が管理策策定に向けた積極的な取組を展開している。米国ではこの課題に関して米

国環境保護庁(EPA)、米国労働安全衛生局（OSHA）等の政府機関が対応を図っている。と

りわけこの課題に積極的な取組を展開してきた EPA は、米国の有害物質規制法である

TSCA の適用を前提にその管理のあり方を検討する明確な方針を示し、官民協働の管理策

策定へ向けた積極的な取組を主導してきた。EPA は政策側の責任として Stewardship 

Program(SSP)を進め、ナノ材料を製造し取り扱う企業に情報の登録を促している。一方、

化学企業である DuPont は NPO の Environmental Defense Fund と共にナノ粒子のリスク管理

策である Nano Rrisk Framework (NRF)を提唱し、二酸化チタンや CNT 等の具体的応用事例

について NRF に基づく評価書を開示している。個別材料ごとに具体的な取り扱いのガイド

ラインを策定していくプロセスは、明らかに欧州の規制策の策定のプロセスとは異なる。

DuPont 社と Environmental Defense Fund が策定した NRF は既にナノテクノロジーに関する

国際標準化機関 ISO/TC229 にテクニカルレポートとして登録されており、管理策のデファ
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クト標準案として今後審議が開始されることになる。 

今回の米国における調査活動では欧州と同様に、工業ナノ材料の自主管理策定プロセス

への情報の提供を目的として、民間企業や政府機関への調査が行われ、訪問した民間企業

や公的機関からは有益な情報が開示された。本概要では今後の政策や民間企業の取組に資

する情報として、まず訪問先ごとに質問事項とそれに対する回答を整理し、基本的な考え

方や具体的な取り組みについて解析する。次に米国の取組の特徴をキーワードごとに整理

しながら、大企業だけでなく中小企業やベンチャー企業が今後とるべき対応のありかたや、

民間事業者の政府への報告制度の是非などについて、俯瞰的な解析を行う。 

 

 

2.3.1 DuPont 社 

①訪問要領および面談者 

・日時：2 月 2 日（月）10:00～14:30 

・場所：DuPont 本社 デラウエア州ウイルミントン 

・面談者：以下の 5 名 

Terry L. Medley, J. D.  Global Director, Corporate Regulatory Affairs、 

David B. Warheit, PhD. Research Fellow 

Gilbert J. Meyer, Jr. Director, Global Issues Management & Trend Analysis 

Keith A. Swain, Senior SHE Consultant, Research and Development 

John Gannon, PhD., Global Environmental Scientists Leader 

 

 2 月 2 日、ワシントン DC からデラウエア州ウイルミントンまで移動、T. Medley 氏ら 5

名のキーマンに出席していただき、午前 10 時から午後 2 時過ぎまで、ランチミーティング

を含めて 4 時間以上にわたり、貴重な議論を重ねていただいた。 

 

ディスカッションのアジェンダは以下のとおり。 

１）Nano Risk Framework-DuPont 

２）NBCI and Japanese government nano activities -NBCI 

３）OECD nano activities and U.S. EPA NMSP-DuPont 

４）Nanotechnology Public Acceptance - Du pont 

５）General Discussion - NBCI and DuPont 

以下聞き込みで得られた情報をポイントごとにまとめる。 
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① DuPont 社のナノリスクフレームワーク（NRF） 

DuPont 社が NGO の Environmental Defense Fund(EDF)と共同で開発した NRF は、現在

のところ も詳細でプラクティカルなナノ粒子の取り扱いに関するテクニカルガイドライ

ン、あるいはベストプラクティスである。リスクコミュニケーションの基本であるステー

クホールダーへの説明責任や意思決定プロセスの透明性がきちんと担保されている点、適

用の限界はあるものの様々なナノ材料のリスクへの対応が可能である点、実施に際するコ

スト側面への配慮など、大変良く考えられている。 

化学企業である DuPont 社のナノテクノロジーは 2003 年頃から本格展開する。典型的

なエマージング技術であるナノテクノロジーは従来技術に比べ研究開発から生産までの時

間が大変短くなってきている点と、研究開発から生産活動までの一貫したリスク管理が必

要となってきている点に鑑み、DuPont 社は 初に扱ったナノ材料である二酸化チタンナノ

粒子のリスク管理について検討を開始している。この材料を薄膜コーティングした”Light 

Stabilizer”が 初に NRF で取り上げられている。2005 年から EDF と協議に入り、2 年後の

2007 年 2 月に公開、6 月に完全版が開示されているが、NRF はナノ材料のキャラクタリゼ

ーション⇒リスクアセスメント⇒リスクマネッジメントのフローのなかでアセスメントと

マネッジメント間のブリッジングが重要との考えが基本にある。DuPont 社では社内のナノ

テクノロジー関連製品への NRF の適用が義務付けられている。 

EPA の New Chemical Program のリスクアセスメントパラダイム、NIOSH のナノ粒子の

管理に関するテクニカルガイドラインとも整合性が図られているものの、DuPont 社の NRF

は材料のキャラクタリゼーションや生態毒性、環境影響、ライフサイクルアセスメントの

視点が取り入れられている点で、より広がりを持たせている。包括性、フレキシブル性、

実践的であることの視点がその特徴であるが、この NRF の際立った特徴はそのフレキシブ

ル性である。基本的にはその時点で得られる best knowledge で組み立てるが、新しいデー

タが出てきたところで意思決定プロセスを見直すことのできることがこのフレキシブル性

を担保する。この点で、NRF は順応的管理の考え方を必然的に包含していることになる。

これが欧州の予防原則⇒Code of Conduct ベースの管理策とは本質的に異なる点である。 

その普及に関する質問への回答は、概ね以下のように整理できる。まず他の企業への

NRF の普及に関しては、年数回の頻度で企業向け講習会を行っているとの事である。個別

の場合やコンソーシアム、企業連合化等、様々なフレームで講習を行っているとのことで

ある。SME やベンチャー等の人的リソースが限定される企業に対して何らかの援助策を考

えるかどうかに関しては、持ち込まれる相談には出来るだけ真摯に応えること、いくつか

の企業で対応してもらうようなことを進めるとの事であった。確かに NRF は現行プラクテ
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ィスの改良や報告制度に関して大きな変革をもたらすほどのインパクトを持つが、問題は

そのために人的リソースを割かなければならない SME やベンチャーにとって総合的に有

益であるかどうかである。SME やベンチャーにとってはこの NRF のために新しく人材を

確保するのは難しく、コンソーシアムのような集団体制で乗り越えていく必用がある。

DuPont はそのようなフレーミングつくりにも協力を惜しまないとの表明を行っている。 

ところで Food ナノテクノロジーが話題に出た際に、この領域への NRF の適用に関して

率直に聞いたところ、やはり NRF が全てのナノテクノロジー領域に万能というわけではな

く Food ナノテクノロジーは他のナノ材料の管理とは本質的に異なることから、現時点で

は難しいとの率直な判断が示された。ただ、見方を変えるなら、やはり Food ナノテクノ

ロジーそのものが特殊なナノテクノロジーであることは否めない。ただ、この技術領域の

重要性が増してきていることは充分に認識しており、今後 NRF の適用について鋭意検討を

重ねていくとの事であった。 

管理手法の標準化に関して、DuPontは米国材料試験協会のE56委員会、および ISO/TC229

へ NRF の提案を行っている。TC/229 へ NRF をテクニカルレポートとして登録した経緯に

ついての質問には、デファクト標準化を狙って DuPont 社自ら自発的に行ったのではなく、

講習会参加企業から登録したほうがいいのではないかとの勧めがあり、それに従って行っ

たとのことである。国内のナノテクノロジービジネスの推進母体である Nano Business 

AllianceやAmerican Chemistry Council’s Nanotechnology PanelとはNRFの運用に関して密接

な議論を重ねているとの事である。 

同様に、国、とりわけ EPA との事前の相談、事前打ち合わせの有無に関する質問に対し

ては、政策サイドとの協議は時々行っていたことは認めたものの、EPA の Stewardship プロ

グラムが開始された時点で、この課題に対する DuPont 社の取組の積極姿勢をアピールす

ることを目的に公募翌日に早々と登録を行ったという表現をした。またこのような国への

登録制度について、DuPont 社は自らの NRF の登録プロセスの透明性を担保する視点から

積極的な意味合いのある動きと評価している。DuPont 側からは EPA との事前折衝につい

て明言はなかったが、後述するとおり、EPA の担当者は DuPont と事前に協議していた事

実を認めている。 

DuPont としては、EPA の Stewardship Program の mandatory と voluntary のベストコンビ

ネーションが必要との考えに共感でき、この点が積極的な登録の背景にある。二酸化チタ

ンに関しては Basic Program でも充分なデータがあり対応可能であるが、CNT に関しては

プログラムへの参加者が少なく、とくに In-depth プログラムへの参加者が少ないので、残

りの登録期間中に参加を促す何らかの対応が必要ではないかと考えている。 
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お、DuPont の NRF のダウンロード頻度を国別で順位付けをすると、米国、カナダ、英

国、ドイツ、日本、フランス、中国とのことで、日本からのアクセスも多いとのこと。ボ

ランタリーテンプレートとして DuPont の NRF の裾野は広がりつつある。DuPont 社が NRF

を作成する過程で、EDF という NGO と 2 年もの時間をかけて協議していったこと、米国

の標準化ボディである ASTM や ISO へのアクセスにしても、他の民間事業との話し合いの

下に進めていることなど、一連の動きを見ていると第三者を含めることで意思決定のプロ

セスの透明化を図り、その説明責任に十分に配慮して進めていることがわかる。またデー

タの公開に関しても積極的で、企業だけでなく一般市民への情報の公開にも充分な配慮を

しながら進められている。 

 

② BIAC を通した DuPont 社の OECD への対応 

 DuPont の Medley 氏は BIAC の Chair を担当している。BIAC は OECD に産業界の意見

をきちんと伝える使命があり、ナノテクノロジーの Innovation、Application の側面と EHS

の両側面に対して BIAC は影響を与えてゆくべきで、ナノテクノロジーのベネフィットと

リスクの両方からのアプローチが必要であるあると考えている。 

現在 OECD の WPMN で進められているスポンサーシッププログラムに関して、代表的

なナノ粒子 14 例それぞれに複数のスポンサーがいること自体は良いことではあるが、異な

る見解が出た場合には混乱の懸念もある。そのような問題を回避していくには、スポンサ

ー同士の密接な連携が必要であると考えている。テストプログラムの日本からの貢献、す

なわち NEDO プロジェクトの担当部分はたいへん重要であり、その研究成果には大いに期

待している。3 月の OECD 会議は極めて重要になるであろう。プラハで開催される OECD

のシンポジウムにも期待しているとのことであった。（注：開催地はパリに変更になった） 

 

③ DuPont 社の社会受容への取組姿勢 

DuPont の社会受容の取り組みの基本は、関連情報の積極的な開示による企業活動の透明

性の確保である。しかし欧州型のマルチステークホールダーの枠組みによるディベートで

はなく、誰にどのような目的で情報を伝えるべきか、明確にして開示していくことが大事

であるという立場をとっている。具体的には、専門化には客観的なデータを開示すべきで

あり、より詳しく知りたい人には、詳しいデータにアクセスできるような仕組みを用意し

ておく。しかし一般市民には細かい科学データよりも、情報開示の仕組みまで含めて、で

きるだけ簡潔にわかりやすい情報、透明性を担保しながら開示しようと務めている。 

健康影響に関する議論では、「リスク＝ハザード×暴露」のリスクの定義を明確にし、例
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えばリスクの低減を暴露コントロールではなくハザードで議論するといったような議論は

避けるべきであると考えている。また社会受容を考える際には、環境影響の側面を正しく

捉え、ヒトへの健康影響と環境影響の両面からのアプローチが重要だとの考えが示された。 

コーポレートガバナンスの一環として、ナノ材料の特性と「リスクとベネフィット」の

解析法に関して企業活動の透明性担保のための情報公開の基本スタンスを維持する姿勢が

明確に示された。ドイツで起きた Magic Nano によるクライシスを教訓に、ナノテクノロジ

ー商品にはナノ材料の応用やナノテクノロジーによる明らかな便益がなければならず、そ

の便益は開示され、強調されるべきであるとの姿勢が示された。その便益は自ら主張する

だけではなく、第三者による客観的な認証の仕組みが大事で、その過程は着実に進めてい

くこと、もし万が一何か問題が発生した場合には迅速にリアクションをとることが大事で

ある点などが強調された。どこかの時点でスポット的に対応を図るのではなく、一連のバ

リューチェーンの全体をとおして積極的なリスク対応とベネフィットの確保に対応してい

こうとする活動が、企業活動が基本理念として位置づけられていることがうかがえた。 

ひとつの技術のシーズが生まれ、様々な研究開発段階から商品化、 後は廃棄やリサイク

ルといった一連の時系列のなかで、どのような対応をとっていかなければならないかを考

えていこうとする、研究開発から商品化までを担う企業の社会に対する責任が、コーポレ

ートガバナンスに組み込まれている。Trust と Challenge をキーワードに、 ライフサイクル

アセスメントの視点も取り入れながら、コーポレートとしてのビジネス戦略の一環として

俯瞰的な対応が考えられている点が印象的であった。 

 

④ DuPont 社、Remarks 

 NRF に関する 5 名のキーマンに 4 時間以上にわたり意見の交換をしていただいたことに

感謝する。化学企業として Responsible Care の考え方に基づき積み上げた自信に裏打ちさ

れて生まれてきたものではあるが、政策サイド、市民団体、関連企業団体等と密接な連携

を図りながら進めている点、適用に関してはまだ検討の余地のある制度であることを真摯

に認めている点等、担当している方たちの人柄、等々大変好感が持てた。 

 ただ、元々微細加工や精密機械技術に強みを持っていた日本のナノテクノロジーの発展

を米国が強く意識している現状があり、そのような背景の中でこの米国の巨大企業の NRF

の提唱を見ておかなければならないような気がする。5 万人もの入場者を数えるまでにな

ったナノテク展には、いまだに米国からの参加は消極的である。その一方でナノ粒子のリ

スク管理に関しては、昨年来DuPont社は来日して自ら開発したNRFを公開提案している。

また既に NRF は国際標準化機構 ISO/TC229 にテクニカルレポートとして登録されており、
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このまま推移するとナノ粒子の管理策に関するデファクトとして標準化されることも考え

られる。 

ただ、そうだからといって迂闊な対応を戒めたり国際フレームのなかでの活動に消極的

になるのではなく、日本の企業もより積極的に自らの提案を公開し、きちんとしたカウン

タープロポーザルを準備して議論に臨むといった積極的な対応が必要ではないかと考える。 

 

 

2.3.2 EPA（環境保護庁） 

①訪問要領および面談者 

・日時：2 月 4 日（月）10:00～12:00 

・場所：EPA, Office of Pollution Prevention and Toxics (OPPT) ワシントン 

・面談者：以下の 5 名 

Jim Willis 氏  Nanoscale Materials Stewardship Program（NMSP）の責任者 

James Alwood 氏  Director, Chemical Control Division, Office of Pollution Prevention 

and Toxics、実務上の責任者 

Kristan Markey 氏、 Environmental Protection Specialist, Chemist 

もう一人の女性の出席者は、NMSP 登録の窓口で実際に登録作業に当たっておられ

る方との事。 

NMSP の基本的な考え方や、政府機関が事業者の情報を集めることの意義等について、

質問を行った。政府機関なので、質問は充分な配慮のもとに節度をもっておこなった。 

 

②  EPA の基本姿勢 

 ナノ材料の管理に関して、EPA にはいくつかの明確な基本姿勢がある。ひとつは当面

TSCA の適用範囲内でナノ材料の管理を考えるということで、この点は EPA が工業ナノ材

料の管理に関する活動をはじめた 初から明言していることである。もうひとつは EPA の

アプローチが half voluntary/half regulatory であることである。民間企業の独自の取り組みを

プロモートしながら、自らの規制省庁としての役割も果していこうという考えと理解した。

下図に示すような二次元指標を使うなら、個別材料ごとに対応をとる点で、half voluntary

と half regulatory ふたつの矢印は上向きであり、そのベストミックスを図っていくというも

のである。 
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また、基本的には OECD との協調が重要

と考えており、OECD へ情報の集約を行

い、規制は OECD の結果に従うとの考え

が示された。これもまた、EPA が国際間

の Cooperation と Harmonization が重要と

考えていることの反映である。 

EPA が も重要なカウンターパートナ

ーと考えている OECD の活動に対して、

どのような基本姿勢でリンクしているの

か、この点は Jim Wills 氏から明確に示さ

れた。OECD との議論ではナノ材料のリ

スク管理に関する活動だけではなく、ナ

ノテクノロジーのもたらす便益を正しく

評価することも大事で、とりわけエネル

ギーや環境分野での様々な問題解決のた

めのナノテクノロジー開発プログラムが大事と考えているとの事。また発展途上国の支援

や環境保全の視点から、水の浄化技術に関しても大きな関心を払っている。この視点で、

OECD や日本の経済産業省などとも協力してシンポジウムなどを開催していく予定とのこ

と、7 月にパリで開催予定の OECD 関連シンポジウムではこの点に焦点をあてるとのこと

である。 

2001 年以降 NSF が本格的にナノテクノロジーの社会的影響の課題に取り組むなかで、

予算の 10％程度をこの課題に投入してきた。しかしながらリスク研究には 4～5％しか使わ

れておらず、残りの数％は技術開発プログラムであった。大事な技術であってもそれを社

会に出していくことに困難が伴うならば、研究開発の段階からその社会的影響を並行して

考えていく、これが米国のナノテクノロジーの社会的影響に対する基本姿勢である。Jim 

Willis 氏は、EPA が単に規制省庁として機能だけを果そうとしているのではなく、同時に

技術開発にも意欲的に取り組むことを繰り返し述べたが、EPA がナノテクノロジープログ

ラムの基本姿勢に関して NSF と密接に連携していることがうかがえる。 

 

③ EPA のスチュワードシッププログラム 

当初予想したほどには参加者が増えておらず、特に In-depth プログラム参加者が現在４

者と少ない点は率直に認めている。下図に 1 月の中間報告で公開された、12 月 8 日現在の

CASE-Oriented 

(practical) 

FRAME-Oriented 

(debatable) 

Mandatory
Voluntary 

 

ナノ材料の管理策策定の基本姿勢を評価するた

めの 2 次元指標。EPA はふたつの矢印の方向の

ベストミックスを基本にしている。指標は産総

研ナノテクノロジー戦略ワーキング Gp 阿多に

よる。 
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登録者リストを示す。 

12 Annex C ‐ Current NMSP Participants (as of December 8, 2008)  

Table 1  

Company Name  Chemical Name  

Ahwanee  multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)  

Altairnano  lithium titanate  

Arkema  MWCNTs  

BASF Corporation  1. butyl acrylate polymer  

2. butadiene styrene copolymer  

3. polymer  

4. titanium dioxide  

5. confidential business information (CBI)  

6. CBI  

7. CBI  

Bayer Material Science  CBI  

Dow Chemical  1. CBI  

2. CBI  

3. CBI  

DuPont  1. titanium dioxide  

2. poly-(ethylene terephthalate) resin with  

sepiolite clay  

Evonik/Degussa  1. titanium oxide  

2. aluminum oxide  

General Electric  1. antimony pentoxide  

2. dimethyl siloxide, reaction product with  

silica  

3. silanamine, 1,1,1-thrimethyl-n- 

(thrimethylsilyl) hydrolysis product with silica  

4. silver  

International Carbon Black Association  carbon black  

Nano-C  fullerenes (4 chemicals)  
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Nanofilm  acrylic coating  

Nanophase Technologies Corporation  1. iron oxide  

2. aluminum oxide  

3. cerium oxide  

Nantero  CBI  

Office ZPI  cluster diamonds  

PPG Industries  1. amorphous silica  

2. CBI  

 

Pressure Chemical  1. CBI  

2. CBI  

3. CBI  

Quantum Sphere  manganese/manganese oxide  

Sabic Plastic Innovations  CBI  

Sasol North America  aluminum oxide hydroxide (3 materials)  

Selah Technologies, Inc.  carbon nanoparticles  

Showa Denko KK  MWCNTs  

SouthWest Nano Technologies, Inc.  carbon nanotube (CNT)  

Strem Chemicals  aluminum oxide  

magnesium oxide  

calcium oxide  

calcium oxide(high surface area)  

cerium (IV) oxide  

copper (II) oxide  

magnesium oxide  

magnesium oxide (high surface area)  

titanium (IV) oxide  

zinc oxide  

MWCNTs (5 chemicals)  

Single-walled carbon nanotubes (SWCNT)  

gold nanochain (AuNP)  
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AuNP embedded  

sticky gold nanoparticles  

sugar-coated gold nanoparticles (4 materials)  

gold nanorods  

gold triangles, hexagons, polygons,  

and rods (3 materials)  

water-soluble gold particles (4 materials)  

AuNP 30-40nm (starch)  

water soluble gold nanoparticles citrates, (4  

materials)  

AuNP 11-20nm (gelatin)  

Palladium nanoparticles, 1-5nm, PdNP (starch)  

PdNP, 2-3 (gelatin)  

PdNP, 2-4nm (gum arabic)  

platinum nanoparticles, PtNP (gum arabic)  

AgNP,10-15 nm, starch  

AgNP, 5-10 (gum Arabic)  

AgNP, 5-10 nm (gelatin)  

platinum, 2-5nm  

cobalt nanoparticles  

gold/tetra-n-octylammonium chloride colloid  

rhodium/tetra-n-octylammonium chloride  

 

Strem Chemicals, cont.  colloid purified (70-75% Rh)  

cobalt magnetic fluid in kerosenes with AOT 

(sodium dioctylsulfosuccinate) and LP4 (a 

fatty acid condensation polymer)  

platinum-rhutenium/tetra-n-octylammonium 

chloride colloid  

rhodium colloid (polyethyleneglycol- 

dodecylether, hydrosol)  
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iron-cobalt nanoparticles (surfaced modified 

with L-cysteine ethyl ester)(wet with ethanol) 

platinum-ruthenium colloid 

(polyethyleneglycol-dodecylether,hydrosol)  

nickel/tetra-n-octylammonium chloride 

colloid, purified (65-70%)  

iron-cobalt magnetic fluid in toluene 

stabilized with cashew nut liquid  

platinum/tetra-n-octylammonium chloride 

colloid purified (70-85 Pt)  

cobalt nanoparticles (surfaced modified with 

L-cysteine ethyl ester)(wet with ethanol)  

platinum colloid 

(polyethyleneglycol-dodecylether,hydrosol)  

cobalt nanoparticles, toluene wet  

titanium cluster, tetrahydofuran adduct 

(30-35% Ti)  

diphenyl(m-sulfonatophenyl)phosphine-gold 

nanocluster (water soluble) (1-3 nm)  

platinum, min.90%, (5-13 nm)  

cobalt nanoparticles coated with AOT 

(sodium dioctylsulfosuccinate) 10-12 nm  

titanium cluster, tetrahydofuran adduct 

(20-25% Ti)  

Swan Chemicals  MWCNTs  

SWCNT  

Synthetic Amorphous Silica and Silicate 

Industry Association  

Synthetic Amorphous Silica  

Unidym  CNT  

CBI Company 1  CBI  

CBI Company 2  CBI  
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2010 年 1 月までの後半に参加企業が増えるようにプロモートしていきたいとのことで、

R&D レベルの企業や SME のコンソーシアムのようなところにも働きかけるとの事である。 

とりわけ In-Depth プログラムで要求される 90 日間の曝露評価試験等に対する中小企業

の人的経済的負担の大きさについての質問には、複数の企業の連携で対処する等の方策を

考えていきたいとの対応策が示された。プログラム参加企業の情報開示のレベルが、レポ

ート内容を全て開示しているものから企業名のみの開示までと大きく異なる点については、

基本的には企業のビジネス戦略上の課題であることから、EPA からより積極的な開示を求

めることはしないとの回答であった。EPA としてはあくまでもデータの登録を求めるだけ

であり、そのための Statement も良く行っている。政府機関の責任として、例えば CNT で

あれば CNT とは何か、TSCA のフレームワークで合成グラファイトを小さくしただけのも

のなのか新しい物質として捉えなければならないのか、どういった作り方をされどう使わ

れようとしているのか、Information Gathering の仕組みである。あくまでも製造に入る前の

段階でその材料に関する Pre-manufactured Notice を EPA に提供するように要求したプログ

ラムであることが基本スタンスとして説明された。 

 また、独自に州単位で事前登録制度を施行しようとしているカリフォルニア州の動き

や、1kg 以上の CNT の製造取り扱いに対して報告義務を設けたカナダ連邦政府の動きは、

EPA の NMSP に触発された動きであるとの見解であった。 

政府の規制官庁がこのような情報の収集と蓄積を行うことに関する意義について質問し

た。これに対して、例えば単に CNT といっても製造者や製造法で大きく異なることから、

エジンバラ大学の Donaldsonらが Nature Nanotechnology誌に掲載した CNTのハザード評価

のパラダイムに沿って腫瘍を惹起する可能性のある構造なのか、マクロファージに取り込

まれてそのような疾患を惹起することがない構造なのか、見極めていけるようになればい

いし、それが責任でもあるとの考えが示された。 

ただそうは言っても、プロセスは複雑であり、中小企業やベンチャーの負担の大きいの

ではないかとの質問をしてみた。これに対して、確かに平易なプロセスフローではないが、

現時点で簡易にしていくといったことを行う予定はないことが示された。また企業の負担

に関する回答として、カリフォルニア州の登録制度では魚を使った生態影響（この際には

Sensitive Evaluation という表現をしていた）等が提唱されており、こういった手法を参照し

てもいいのではないかと中小企業には提案しているとの事であった。また Rice 大学 CBEN

の ICON が開設した情報ポータルサイト仮称 Good-Wiki には今後ベストプラクティスの情

報が蓄積されるはずであるから、そういったところから情報を得て空白欄を埋めることも
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可能ではないかと、中小企業には提案しているとの事であった。 

 

④ EPA 、Remarks 

 EPA としては、NMSP は強制的な Reporting システムではなく、あくまでもボランタリ

ーな制度である点を強調している。CNT についても、単に規制官庁として有害物質規制法

TSCA の新規物質としての取り扱いに注意を払っているだけではなく、CNT の２次電池ア

ノード材料としての有用性や水浄化まで含めた Pollution prevention 技術の開発も考えてお

り、規制と開発がバランスよく取り組まれている点が大変印象的であった。 

 

 

2.3.3 Woodrow Wilson International Center for Scholars（WWICS） 

①訪問要領および面談者 

・日時：2 月 4 日（月）15:30～16:30 

・場所：Woodrow Wilson International Center 

・面談者：Andrew Maynard 氏 

Chief Science Advisor, Project on Emerging Nanotechnologies 

 

短い時間ではあったが、WWICS は政府機関ではなく、政策にも明るい一研究者として

の忌憚のない面談ができた。以下に聞き込みポイントをまとめる。 

 

① 米国におけるナノのレギュレーションの現状について 

 まず米国のナノ材料の規制にかかわる動きに関して質問を行なった。現状では EPA と

DuPontの動きしか見えないという指摘に対して、Maynard氏は以下のような見解を述べた。

「現状米国では政府機関の EPA の NMSP と民間企業 DuPont の NRF が大変目立っている

が、実際の動きとしてこれだけしかないわけではなく、単にこの動きが外から見えやすい

（Obvious）なだけである。政府機関であれば EPA のなかでも様々な部署が対応に当たっ

ているし、OSHA なども相応の活動を展開している。また米国化学工業会やナノビジネス

アライアンスなども積極的にボランタリープログラムの策定や国際機関への参画に取り組

んでいる状況にある。 

これまで米国ではレギュラトリーボディとして政府が主導するのではなく DuPont のよ

うな民間企業が主導してきたが、今後は NMSP で状況把握を進めている EPA が規制に対

して積極的な展開を図ってくると思われる。ただし EPA はナノ材料に多くのリソースをつ
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ぎ込んで大々的な取組を展開しているわけではない。ナノの定義や範疇についてもまだ議

論を進めている段階であり、規制に関してはまだ相当の時間を要するであろう。いずれに

しても政府と民間の動きがバランスよく進んでいくことを望んでいる。」 

 欧州の予防原則⇒Code of Conduct をベースとする規制策策定プロセスと、米国の個別材

料毎にプラクティカルに進めていく規制策策定プロセスとは将来的にも協調が図れないの

ではないかとの質問に対しては、氏独自の視点で以下のような意見が述べられた。「確かに

Code of Conduct は理念的であるから、具体的に行動（Transact）とのギャップをどう埋めて

いくかが大事になってくる。一方 DuPont の NRF は具体的で包括的ではあるが、殆どのナ

ノ材料に適用できるという点ではあまりにも包括的であるとも言える。今後どこまでこの

NRF が受け入れられていくのか、そこにかかっている。欧州は REACH を、EPA は TSCA

の枠組みをベースにナノ材料の管理策策定を進めているが、このふたつの流れは互いに交

わることなく平行して進むのではなく、数年から 10 年のうちに統合をめざした動きが起き

てくるのではないかと考えているしそう期待もしている。TSCA が REACH 対策を図ると

いうより TSCA が REACH 化していくことが考えられる。」 

  

② 民間におけるボランタリープログラム策定に関して 

米国における民間企業のボランタリープログラムの策定に関して、とりわけコスト面

の大きな負担が障害になると考えるが、この問題に対して見解を求めた。これ対して、基

本的には EHS 研究は研究開発と平衡して進めるべきものであると同時に、民間で行うこと

と政府が行うことを整理してその調整（Coordination）を図ることが大事である、政府が集

める情報は民間の負担軽減に役立つように活用されるべきとの考えが述べられた。 

Maynard氏は、DuPontのNRFは費用や人的リソースの面で負担が大きく、中小やベンチ

ャー企業が独自に対応を図ることは不可能なので、もっと使いやすく負担の少ない簡単な

システムが増えていくことを望んでいる。その可能性として、例えばカリフォルニア州Dept. 

of Toxic Substance Controlのレポーティングシステムを参照する、ICON－CBENのベストプ

ラクティス情報を参照する、Matthew S. Hull氏がLuna Systems時代に提唱していた「6段階

プロトコール」を参照にする、大学で進められている毒性研究の情報を参照にする、とい

った様々な情報を活用していいのではないかとの考えが示された。（Ms. Hull氏の試料は、

Luna Innovations NanoSafe™Framework for Managing EHS Risk http:// www.uc.edu/noehs/ 

pdf/tuesday/Luna%20NIOSH%20Cincy_Dec%204%202006_WEB%20VERSION.pdf参照） 

   

③ 情報の一括管理の是非について 
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 EPA の NMSP と DuPont の NRF は良いコンビネーションであり、これに参画していくこ

とは企業活動の透明性や社会への説明責任が担保されるのは間違いないところである。リ

スクコミュニケーションやパブリックエンゲージメントにとっても大変いいことであるが、

ただ、そういった形で情報を収集し政府機関に集約することが本当に企業にとって有益な

のかどうか、忌憚のない意見を求めた。 

 企業が自ら収集した情報を開示していくのはビジネスリライアビリティの点からも大事

なことではあるが、確かにそれが企業活動にとってどうなのかは難しい問題である。大事

なことは民間が自らナノ材料に関する様々な情報を準備することと、政府がレポートを求

める目的やその有用性を明確にし、互いにとって有益な仕組みを作っていくことである。

いずれにしても情報に関しては透明性の確保が一番重要で、疑問に対してその解が探せる

ような開示のしかたが良いと思う、とのコメントであった。 

 

④ Woodrow Wilson International Center Remarks 

Andrew Maynard 氏は基本的には研究者であり、イギリスの出身で欧州との関係も深い。

このような背景から氏の視点は典型的な米国の政府関係者の意見とは一線を隔し、自らが

米国と欧州の橋渡しとして機能的な役割を果そうとしているのではないかとの感想をもっ

た。また、WWICS の Emerging nanotechnologies プロジェクトには商務省の経済学者、EPA

で TSCA 策定に当たってきた化学物質管理の専門家、Maynard 氏のようなナノ材料の評価

手法の研究者など、多彩な顔ぶれが揃っている。政府の意向で動くのではなく、それぞれ

がシンクタンクとしての機能を果しながら、政策決定にも影響を与えていくような

WWICS のような機関の存在は、とりわけナノテクノロジーのような新興の技術領域の科

学技術政策全般の推進に極めて重要なものである。 

 

2.3.4 Unidym 社 

①訪問要領および面談者 

・日時：2 月 6 日（金）1:30～16:30 

・場所：Unidym 本社 Menlo Park カルフォルニア 

・面談者：Mary Beth Miller 氏 Director, EH&S and Facility Management 

 

 シリコンバレー北部の Menlo 市にある UNIDYME 社に Mary Beth Miller 氏を訪ねた。氏

は Director, EH&S and Facility Management である。昨年夏にこの課題の専門家として雇用契

約を結んだとの事で、まだ Unidym には半年ほどしか在籍していないが、EHS に関しては
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専門家である。 

 

② Ｕnidym 社のビジネス 

 Unidym 社はもともと Arrowhead Research 社の子会社であるが、M＆A を成長戦略の柱に

すえ、UCLA のスピンオフである Nanopolaris や Rice 大のスピンオフである CNI 社との合

併を行ってきた。この合併により CNI の HiPCO 法と呼ばれるカーボンナノチューブ製造

法に関する特許と製造プロセスのノウハウを獲得している。CNT を用いた透明電極は、従

来の ITO と呼ばれる金属酸化物のプラズモン伝導による透明電極に比べ、フレキシビリテ

ィやコスト面でのベネフィットが大きく、同社のビジネスターゲットと考えられる。また

同社がカリフォルニア州の Menlo 市に展開してきた理由も、エネルギーデバイス等のコア

技術研究、リスク評価等の共同研究や、人的リソースの確保に関する地の利があったもの

と思われる。またインタビューから、グリーンテクノロジー・エネルギーイノベーション

を掲げるカリフォルニア州や、イノベーションテクノロジーハブを目指す Menlo 市の進め

る政策に、自らのビジネスモデルが合致している点も理由のひとつであることも読み取れ

た。 

 

③ Ｕnidym 社の Reporting の状況と基本スタンス 

 米国では TSCA 化学物質インベントリーに含まれない「新規物質」には 90 日前に PMN

と呼ばれる製造前届出を EPA に提出することが要求される。Unidym 社はすでに PMN に 3

種類を提出している。 

EPA の NMSP には In-Depth program に参加している。In-Depth プログラムへの参加は、

企業間の連合に向けた動きを加速することは間違いないと考えている。工業ナノ材料の

EHS にかかわる評価、とりわけ暴露評価はベンチャー企業にとっては人的経済的負担が大

きい。EPA は NMSP プログラムに参画している企業間で協力して評価を進めることを提案

しており、これは経費負担の軽減という視点からは良い提案であるが、CNT はメーカー毎

に製造法が異なり、同じ方法でもロットごとに特性が異なることから、互いが共通の材料

を評価しているわけではない。また参画企業が自らのデータを出したがらず、このあたり

が問題と考えている。従って、Unidym としても未だ協力関係は始めていないし、今後ど

のような動きをとるかも決めていない。しかし、データをシェアしていくということは重

要であるし、産業界のコンソーシアムとしての意義があると思う。Consent Order は既に受

け取っているが、おそらく Unidym の生産量が少ない事と、OSHA と NIOSH が推奨する防

護ガイドラインを明記したからであると思うが、90 日の吸入曝露試験はリクエストされて
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いない。吸入曝露試験の議論を事前に EPA としたわけではない。 

リスク研究に関しては現在のところ全てを自前でやるとか、全てを外注で進めるといっ

たことではなく、大学等の研究機関との共同研究の充実を図って対応しようと考えている。

幸いカリフォルニアには州立大学等に大変優れたリスク評価の研究室が存在する。UCLA

のナノテクノロジーセンターとは共同研究を行っている。 

また、 近 Rice 大 CBEN の ICON がはじめた工業ナノ材料のベストプラクティスに関す

るポータルサイト Nano Good Practice Wiki には大変期待しているとの事であった。 

 

④ Ｕnidym 社の California 州の登録制度への対応 

California 州の CNT の登録プログラム制度に関しては、連邦政府の動きに比べて大変決

定が早い。また州政府の担当が大学やナノテクノロジー企業全てを回って通達を行うなど

努力しており、その運用にも全く問題はない。企業には州政府への登録義務が発生したも

のの、制度そのものは肯定的に捉えている。州政府は、ナノマテリアルのネガティブな視

点だけでなく、『環境への貢献』を期待しているし、産業に対しての理解もある。このプロ

グラムの重要なポイントの一つは、University of California が core stone になって産学が協同

して対応していこうとしている構図をもつことであり、協同の研究対象は、開発の視点と

同時に『安全性の評価』も含んでいる。UCLA,UC バークレーも昨年 9 月から参加してい

る。Unidym は UCLA から invest を受けており、協力関係は強い。地球温暖化対策やエネ

ルギー技術に関する研究開発には”Revitalize”を掲げた州の投資制度も充実している。 

 

⑤ Ｕnidym 社の社会受容に関する考え 

社会に対してメッセージを発信することはもちろん重要である。特に訴訟社会の米国、

更にカリフォルニアという地域を考えたときにはそうである。 

一方で、Unidym 社は Internal Education Program と呼んでいる社内従業員へのナノ材料の

特性からハザード側面までの教育訓練プログラムを充実させている。従業員への教育はナ

ノ材料のリスクを High、Middle、Low に分けてトレーニングを実施、人体への有害性につ

いてはわからないことが多いので、わからないことはわからないと説明し、保護具等で

Protect するように教育を行っている。こういった取組は、きちんとした規制が無い状況で

工業ナノ材料を製造しビジネス展開する企業の社会的責任と考えている。この教育プログ

ラムの中ではDuPontのNRF等も活用しており、大変助かっているとのコメントであった。 

ナノテクノロジー商品の対象によって開示する情報の内容は変わっても良いと思う。例

えば、エレクトロニクスでは、例えば砒素のように一見危険な材料が入っていることは当
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たり前であるしオープンに出しても良いのではないかと考える。エレクトロニクス製品と

化粧品などとは違う情報発信でいいのではないかと考えている。一般消費者に対する情報

の開示は、もっと簡単で分かりやすい方法が必要である、といった意見が述べられた。 

 

⑥ Ｕnidym 社、Remarks 

 EPA の NMSP やカリフォルニア州の登録制度など、企業にとって負担になりかねない制

度に対しても、大変前向きに取り組んでいるし、そのフレームのなかで企業間の連携を強

めていければいいといった思惑も読み取れる。DuPontのNRFも大変良いと賞賛しており、

あのような形で開示されていることはベンチャー企業にとっては大変ありがたいとの事。

CNT については昨今否定的な情報が多いが、CNT の可能性を示すポジティブな情報や産業

の発展にプラスになるような情報も出すべき、との意見は、Unidym 社のようなベンチャ

ーの偽らざる本音であろう。 

政策側と民間企業の関係について、米国と日本のレギュラトリーシステムは違うが、政

府が進めることと民間がボランタリーに進めることとが出来るだけオープンに進められて

いけば、それぞれにとって良い結果が得られるのではないかとの Miller 氏の考えは、基本

的には DuPont や EPA のインタビューでも述べられていたことである。また WWICS の A. 

Maynard 氏もこの点については同じような意見を述べていた。政策側と民間事業者の両方

にとってプラスになるようないい関係をどう創って行けばいいのか、課題はこの点に尽き

るように思う。 

なお、Miller 氏が期待を示していたポータルサイト Nano Good Practice Wiki であるが、こ

のサイトが今後中小の民間事業者やベンチャーのボランタリープログラム策定にとって大

変有用になるのではないかとの予測は、WWICSのMaynard氏も述べていたところである。

CBEN の Kristen Kulinowski 氏がこのシステムのボードを務めることが決まっている。氏

の情報によると、このポータルサイトの情報網構築には、現在 Australia、Belgium、Brazil, 

Canada、Denmark、France、Germany、India、NewZealand、SouthAfrica、Switzerland, USA, UK

が参画しており、カナダ政府や NanoQuebec, nanoBC, IRRST といったカナダの州のナノテ

ク関連コンソーシアムや労働衛生研究機関も参画を表明しているとの事。2009 年 5 月から

本格展開が行われる予定である。このプロセスは 

http://icon.rice.edu/projects/cfm?doc_id=12207 

より確認可能である。 
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2.3.5 米国調査の総括 

 米国におけるナノ材料のリスク評価や管理策策定にかかわる研究開発は、NNI/NSF が先

導的な役割を果してきた。ブッシュ政権時に制定された 21 世紀ナノテクノロジー研究開発

法 2003 は、米国ナノテクノロジー諮問委員会（NNAP）に対して、NNI のナノテクノロジ

ー研究開発プログラムを定期的に調査するように求めており、大統領科学技術諮問委員会

(PCAST)が NNAP を務めるように指名されている。2008 年春に第 2 回目のレポートが行わ

れている。NEDO 海外レポート No. 1033 を参照。 

NNAP はこれまでの米国におけるナノ粒子の EHS の研究開発に関する評価として、EHS

研究に専念する特別な機関や事務局を求めるとか、あるいは EHS 研究のためにある割合の

予算を確保しておくということは誤りであるとし、その理由として有益な応用研究やリス

ク評価にかかわる研究を妨げるといった予期しないマイナスの結果を懸念している。

NNAPはNNIのこれまでの取り組みを評価しつつも、作業の隙間や不要な重複を防ぐため、

政府と産業界で行うことの役割分担や、関連する他のプログラムとの調整が必要と提言し

ている。またナノ材料の特性やリスク、それがもたらす便益に関する解析法についても積

極的に公開すべきと提言している。 

 総じて、現在米国で進められているナノ粒子の管理策に関する取り組みは着実であり、

特別な課題というより取り組むべき当然の課題として進められている。実際に今回米国で

調査活動を行い、改めて EPA の SSP と DuPont の NRF が政府と民間が果すべき役割という

観点から大変良い相補的な関係にあることを実感した。それぞれのプログラムが充分に満

足すべきところまで到達していないことをそれぞれが認めながらも、EPA は工業ナノ粒子

に関する政府の責任と民間のボランタリープログラムの展開を促す役割をきちんと果して

いる。一方 DuPont の NRF は、多くの関連企業にボランタリープログラムの策定に関して

影響を与えながら、ナノ粒子の管理の関する国際的なフレームで中心的な役割を果してい

る。注目すべきことは、この動きが決して政府の主導による受身的なものではなく、自発

的である点である。 
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第 3 章 欧米の産業界の CNT 取り扱いに関する実態調査結果＿総括 

 資料調査および聞き込み調査で得られた、各々の欧米訪問先情報を、4 つの項目すなわ

ち、自主管理枠組の策定、有害性評価、製造現場における自主管理、および情報の公開に

整理統合した結果を以下に示す。 詳細は訪問先ごとに入手情報を記載した第 2 章サイト

レポートを参照 

 

3.1 自主管理枠組の策定 

内容や役割は異なる部分があるが、大企業を中心に、何らかの自主管理の枠組を企業や

業界団体が自ら設定し公開している点で、欧州米国とも共通している。 

①欧州での行動規範（Code of Conduct）の制定と公開 

欧州では、欧州委員会だけでなく、業界団体レベル（PACTE）、事業者レベル（BASF や

Bayer）、あるいは、業界団体と NGO が共同で（NIA など）、といった様々な主体が行動規

範（Code of Conduct）文書を策定している。行動規範は数ページ程度の短い文書で、理念

や規範が記されている。行動規範は、ガイドラインとは異なり、ナノ材料の責任ある開発

に向けた事業者としての理念を定めたものである。個別のナノ材料のリスク評価および管

理やコミュニケーションは行動規範に基づいて実施されている。行動規範とともに、労働

現場における安全取扱ガイドラインや、MSDS に付けて顧客に渡すための安全取扱ガイド

ラインも自主的に策定されている。 

 

上記の欧州の行動規範は、それぞれのホームページに掲載され、公開されている。 

以下に、それらを組織の階層別に列記した事例を示す。 

 

a) EU委員会 

 「Code of Conduct for Responsible Nanosciences and Nanotechnologys Research」 

  http://ec.europa.eu/nanotechnology/index_en.html 

b) 業界団体（PACTE：CNTを製造する3企業のコンソーシアム） 

 「Code of Conduct for Production and use of Carbon Nanotubes」 

 http://www.cefic.be/templates/shwAssocDetails.asp?NID=473&HID=27&ID=230 

c) Bayer社 

 「Bayer Code of Good Practice on the Production and On Site Use of Nanomaterials」 

http://www.sustainability2007.bayer.com/en/Bayer-Code-of-Good-Practice-on-the-Production-a

nd-On-Site-Use-of-Nanomaterials.pdfx 
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d) BASF社 

「Code of Conduct Nanotechnology 

http://www.basf.com/group/corporate/en/sustainability/dialogue/in-dialogue-with-politics/nanotech

nology/code-of-conduct 

d) ARKEMA社 

 「Safe Handling Guide」 

http://www.arkema.com/pdf/EN/products/nanotubes_carbone_graphistrength/hand

ling_guidelines_march_07.pdf 

 

 これらの規範を比較してみると、欧州としての理念を主としているEUの規範は別として 

類似点が見られる。それらを纏めてみると以下のとおりとなる 

例えばその構成は、1.適用範囲、2.製造装置への保護手段、3.教育、文書化などの組織的保

護システム、4.労働者のマスクなどの個人的保護手段、5.作業現場のモニタリングなどでほ

ぼ同一の項目を挙げている。 また内容もほぼ同じで、 

 

・ 適用範囲は製造現場での曝露防止が主体で、毒性評価は研究中としている。 

・ 装置は閉鎖システムであること、作業者の保護マスクの種類なども同じである。 

・ 環境モニターは、管理値は不明なのでバックグラウンドとすることも同じである。 

 

異なる点は、ARKEMA社が、「Safe Handling Guide」をMSDSに付けて顧客に情報伝達し

ている点が挙げられるが、運用レベルと考えられる。 またBASF社についても若干ことな

る点もあるが、行動規範の面ではDNA的に類似と見られる。 

 

これは3社のコンソーシアム（PACTE）が欧州化学工業会（CEFIC）内にあること、BASF

も当然ながらCEFIC、およびVCI（ドイツ化学工業会）の主力メンバーであることから、

化学工業会がこれらの連絡・調整で重要な役割を担っていると考えられる。またリスク評

価試験の際、OECDのガイドラインを参照していることから、OECDおよび関連企業団体で

あるBIACも重要な役割を担っていることが確認できた。 
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②リスク評価フレームワークの策定 

DuPont は、環境 NGO である Environmental Defense Fund と共同で開発した Nano Risk 

Framework を、自社開発のナノ材料すべてに適用することを義務付けている。Nano Risk 

Framework は、製品の製造から使用を経て廃棄に至るまでの経路を予測し、各段階での曝

露形態と曝露濃度を評価し、有害性情報と合わせてリスク評価を行っている。この枠組み

はすでに二酸化チタンを使った光安定剤などに適用されている。DuPont はこれらの内容を

公開しており、企業向けのワークショップを開催するなど普及に努めている。このフレー

ムワークは、Arkema 社、Unidym 社などでも CNT への適用が試みられている他、ISO にも

テクニカルレポートとして提案されている。 

フレームワークの概要は前記の欧州での行動規範と公開内容がかなり異なる。内容詳細

は、サイトレポートを参照頂きたいが、以下の６ステップからなる。 

ステップ 1：マテリアルとその応用の記述 

ステップ 2：ライフサイクルでのプロファイル 

     （物理化学的特性、有害性、曝露） 

ステップ 3：リスクの評価 

ステップ 4：リスクマネージメント（ユーザーのハンドリングなど）の評価 

ステップ 5：意思決定、文書化など 

ステップ 6：レビューと対応 

 

行動規範と根本的に異なるのは、リスク評価も含めて具体的な実施項目が示されている

こと、ライフサイクルの概念を具体的な項目にしていること、現在可能な範囲の実践ガイ

ドであり、新たな事実が分かれば変更していくこと、といった内容が挙げられる。 

また毒性評価なども現状研究されているものを含め列挙し、優先順位を付けていること

も、一歩踏み込んだガイドと言える。 さらに DuPont 自身の実践例（TiO2）も公開して

いる。 これらの積極的な活動姿勢の根幹は「信頼」ということだと、今回直接情報交換

した DuPont グローバルディレクターの Medley 氏は説明している。 

 

これらの活動は勿論単独ではなく、フレームワーク自体が NGO との共同制作であるこ

と、公的機関、関係団体（BIAC、OECD、ISO、ACC）とのチャンネルも十分活用してい

る様である。OECD、BIAC、化学工業会と連携していることは前記の欧州と同様である。 
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またBASFでは、行動規範そのものとは異なるが、その内容を実践するための手続きとし

て、研究開発部門による新材料の開発と製品安全部門によるリスク評価がうまく連携をと

り、新規材料に対して初期リスク評価を実施し、その結果に基づいて 終リスク評価を行

い、経営判断を行うという枠組を確立していることが聞き込みの結果として得られた。（詳

細はサイトレポート参照） 

前記のような欧州、米国の自主管理の枠組みの相違点・類似点とあわせて、上記のよう

なしくみについてもよくウオッチしておく必要がある。 
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3.2 自主的な有害性評価 

 大企業を中心に、自社製品の有害性評価を自主的に実施している。試験方法のベースセ

ットは、OECD のガイドラインに準拠しているケースが多い。欧州では REACH のベース

セットを意識しているようだ。それらに加え、吸入試験を独自に実施している。BASF、

Bayer、Arkema、Nanocyl、DuPont といった企業は、有害性試験のベースセットを設定し自

主的に実施している。 

BASF や Bayer といった大手は、数百人からなる製品安全部門に、毒性学者も数十人規

模在籍し、自ら試験方法を開発し、有害性試験を実施している。BASF は自社ホームペー

ジに試験結果を掲載している。 

 

掲載例：Skin 

Can nanoparticles pass through the skin?  

Study: Dermal penetration studies in human and porcine skin in vitro. 

Result: TiO2 and ZnO particles from BASF do not pass through healthy skin. 

掲載例：Lungs 

How are nanoparticles materials absorbed through the lungs?  

Study: Inhalation studies in rats. 

Result: In studies performed to date, particles have mainly been found in extracellular spaces and 

in macrophages in the lung. The substances investigated were TiO2, ZnO, ZrO, CeO, amorphous 

silicates, carbon black and Multiwall Carbonnanotubes. Further studies are ongoing. 

（上記記事掲載 BASF 社ホームページ URL） 

http://www.basf.com/group/corporate/en/sustainability/dialogue/in-dialogue-with-politics/nanote

chnology/knowledge/safety-research 

 

DuPont も有害性評価の研究所を持っている。DuPont はナノスケールの二酸化チタンに

ついて、Nano Risk Framework に基づいて実施した有害性評価から、自社製品特有の許容曝

露限度を導出した。 

逆に従業員数が 50 人程度の Nanocyl は、研究開発部門のトップが安全部門のトップも兼

ねており、そのことが研究開発の初期段階からリスク評価を組み込むことに成功している。

彼らは、大学の毒性学者や顧客企業などと徹底したコラボレーションを通して、自社製品

の有害性データを収集している。また、CNT について、90 日間吸入曝露試験の結果から自

主的な労働曝露限界値の導出を試みている企業もある。 
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3.3 製造現場における自主管理 

 BASF は安全製造ガイド、Arkema も安全取扱ガイドを制定し、製造現場における自主的

な管理を行っている。実施項目は行動規範の項で述べたとおりであり、設備の管理、作業

者の保護、組織としての保護、作業現場のモニタリングからなる。 

 本件でのポイントは、有害性評価がまだ研究中であり、許容曝露限度が定まっていない

ことにある。 従って自主管理が必要になるが、この点については今回訪問した各企業で

はそれぞれ自主的に、研究中の有害性評価を活用し、曝露限界値を設定し安全率を仮定し、

モニター値と比較するなどの試みを推進していた。 

 

例えば DuPont は、個人用保護具や工学的な対策を実施したうえで、有害性評価によっ

て導出したナノスケールの二酸化チタン許容曝露限度を、労働現場のモニタリング値の

大値と比較しており、その結果、労働者の健康リスクはきわめて低いと判断している。 

 

また Nanocyl は、英国 Naneum 社の装置を用いて、労働現場の CNT 濃度を残留触媒金属

濃度から予測する手法を確立し、曝露評価を実施している。バックグラウンドとの分離で

きる可能性があり、注目される。 

 

 今回の聞き込み調査では、作業現場の実態に関しては各企業のノウハウに絡む為、詳細

な議論は困難であったが、上記のように許容曝露限度については、各企業で自主的な取り

組みが進行しており、有害性評価の進展、モニタリング装置の開発と合わせて、今後の定

量的な発表、議論が増加してくると見込まれる。 

 

 

3.4 情報の公開 

 今回話を聞いた 6 企業は揃って安全性評価やリスク管理に関する情報の公開に積極的で

あった。積極的に、正確な情報を公開することで、企業活動に対する社会の信頼を醸成す

ることを図っている。 

 

①自社ホームページの利用 

例えば BASF は自社ウェブサイトに膨大な安全性情報を掲示している。それらの情報には

根拠が明示されており、学術論文の引用も的確である。 

また、学会やイベントでの発表したポスター等をウェブサイトで公開している。 
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②学会発表や論文投稿 

自ら実施した有害性評価やリスク評価の手法や結果を、関連学会で発表したり、査読付き

の学術専門誌に掲載したりすることで、情報の信頼性を高める。BASF、DuPont、Bayer な

どが実践している。 

 

③コミュニケーションのためのイベントを開催 

BASF は、消費者、政治家、労働組合、教会といった各種ステイクホルダーとの対話イ

ベントを 2006 年から毎年実施している。CEFIC も 2008 年、ステイクホルダー参加ワーク

ショップを開催した。2009 年に第二回が開催される予定である。この点では DuPont も SME

コンソーシアムへのガイダンスを頻繁に実施するなどのイベントを通じ、フレームワーク

の情報伝達を図っている。 

 

④公的機関への協力 

英国 DEFRA、米国 EPA では、ナノ材料製造者に事前登録を呼びかけている。 

以下は、EPAが本年1月に纏めた中間報告で公開されている、08年12月8日時点での登録企

業28社である。 

 

Ahwanee  Altairnano  Arkema  BASF Corporation  Bayer Material Science  

Dow Chemical  DuPont  Evonik/Degussa  General Electric   

International Carbon Black Association  Nano-C  Nanofilm  

Nanophase Technologies Corporation Nantero  Office ZPI  PPG Industries  

Pressure Chemical  Quantum Sphere  Sabic Plastic Innovations  Sasol North America  

Selah Technologies, Inc.  Showa Denko KK  SouthWest Nano Technologies, Inc.   

Strem Chemicals, cont.  Swan Chemicals   

Synthetic Amorphous Silica and Silicate Industry Association  

Unidym  CBI Company  

 

英国Defraでも類似の登録システムを試みているが、「これらの登録システムは、あくまで

も企業が製造に入る段階で、その材料に関する情報（物質、作り方など）を政府機関の責

任として収集する為のもの」としている。これらの登録は、現状自主判断に委ねられてい

るが、将来の法制化は予測され、現にカナダ、カルフォルニア州、ごく 近ではフランス
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でその動きがある。  

これらの登録システムも企業から見れば一種の情報公開であり、今回訪問した企業はす

べて何らかの形で米国EPAのNMSP（ナノスケール材料スチュワードシッププログラム）

に参加している。 このことからも情報公開への積極姿勢がうかがえる。 

 

⑤国際機関への働きかけ 

DuPont や Arkema は、OECD に対して、BIAC を通して活発に活動している。また ISO に

ついても同様である。これまでこれらの国際機関の重要ポストを担っていたことからこれ

らのことは在る程度の情報があったが、今回の調査で OECD・BIAC は、行動規範やリス

ク評価試験のベースセットなどにも強く関わっていることが明確になった。今後、社会受

容関連の研究が進展するにつれ、特に広い意味での標準化に関わる部分で、これらの国際

機関の役割は重要性を増してくると予測される。 
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第 4 章 わが国での自主ガイドライン策の課題抽出と方向性 

 

 以下、今後の日本での展開にとって何が重要なのか、欧米における CNT の自主管理策に

関する調査活動から得られた課題を整理する。 

 

4.1 海外の調査結果と国内の自主管理の取り組み事情の比較・分析 

①欧州と米国との管理策での類似点と相違点 

第 3 章でまとめたように、欧米におけるナノ材料の管理策策定をリードするのは大手の

化学企業であり、それぞれが独自の管理策を策定して積極的に公開している。また中小規

模の企業は、大企業の取り組みを効率的に活用して、互いに補完している構図が見られる。

この点では欧米は類似している。欧州の規制の根本には予防原則があり、その考え方は

Code of Conduct として理念化されるのが一般的である。今日すでに欧州議会、ナノテクノ

ロジー企業連合、企業等から多くの Code of Conduct が開示されている。ただし個別材料に

関して具体的に明文化されるのではなく、多分に理念的である。このように予防原則を基

に Code of Conduct として理念が明文化されることでナノ粒子の規制の基準がまず厳しい

レベルに設定され、その基準をリスク評価により科学的に検証する作業は大きな負担を強

いると共に、大きな困難を伴うことが考えられる。ただし、動物愛護の観点からリスク評

価をインビトロ試験のみで進めるという考えも欧州の一部で見られる。このようなプロセ

スで規制策が策定されると、その適用が恣意的になることが懸念される。実際に、2001 年

にオランダ税関でおきた日本製品への RoHS 指令の適応事例にも、そのような傾向が見ら

れる。この点では欧米でやや異なるが、代替試験法の開発そのものは OECD の WPMN で

もプロジェクト化されているとおり、動物愛護の視点もさることながら、より簡便かつ迅

速に評価を進める方法論として有益なものである。全てのリスク評価を動物実験で進めな

ければならないということではないが、やはり必要なところは動物実験をすべきというの

が、結論的には欧米の大勢かと思われる。 

前出の指標をもう一度用いて欧州と米国の違いを考えてみる。欧州のナノ材料の管理策

は、企業独自に Code of Conduct をつくり、パブリックとのディベートで透明性を確保して

いるが、企業自らがそれぞれにきちんとやるべきことをやっているという主張は強いもの

の、政策側への Advocacy は弱い。従って一般的には左下に向いた矢印で表わすことがで

きる。 
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これに対して、米国では個別材料

ごとの具体的な取り扱いのガイドライ

ンが示される傾向が強く、ボランタリ

ーとマンダトリーのバランスの取れた

取組といえる。2004 年 5 月にバージニ

ア州アレキサンドリアで開催された第

１ 回 の International Dialogue on 

Responsible Research and Development

（国際対話）から、昨年 3 月に欧州連

合で開催された第 3 回国際対話まで、3

回の準備会合をはさんで 6 回の対話が

持たれた。その 4 年間、ナノ材料の管

理策に関する基本的な考え方に関して

米国 NSF/NNI と EC の間で国際対話の場における激しいやり取りが展開されてきた。当初

は予防原則の考え方に対する見解の違いによるものとみていたが、より本質的には管理策

をプラクティカルに進めたい米国と、ディベータブルに進めたい欧州の文化の違いに根ざ

しているように思われる。 

 

②管理策の枠組み面での欧米とわが国の取り組みの違い 

今日日本は、工業ナノ材料の管理策策定に向けた OECD の工業ナノ材料に関するプロジ

ェクト WPMN や国際標準化機構のナノテクノロジー標準化委員会 ISO/TC229 等の国際的

な枠組みのなかで、積極的な取組を展開しており、代表的な 14 のナノ材料に関するスポン

サーシッププログラムで、日本が担う CNT の吸入曝露試験の結果に対する期待も大きい。

しかしながら、日本は工業ナノ材料の管理に関してどの様な基本方針で行くのか、化学物

質管理に責任を持つ経済産業省、厚生労働省、環境省のそれぞれの立場で取り組みが進め

られているが、3 省の意見の集約を進めて日本としての統一した見解が示されている状況

にはない。また企業サイドからみれば、製造現場での保護策などは実態としては進められ

ているが、その公開は顧客向けへの MSDS などに限られており、全体的に見ればナノ材料

の製造や利用にかかわっている企業自らが工業ナノ材料の自主的な管理策策定に取り組み、

それを積極的に開示している状況にはない。管理策の策定は前記 3 省を中心とする政府の

主導で進められ、その作業に民間も協力しているというのが現状である。これはある意味

では政府を中心とする分かりやすい取り組みともいえるが、欧米の企業に比べ日本の企業

CASE-Oriented 

(practical) 

FRAME-Oriented 

(debatable) 

Mandatory
Voluntary 

 

破線で示した EPA の基本姿勢に対して、欧州の規

制策の基本姿勢は実践で示すように右下を向く傾

向が見られる。産総研ナノテクノロジー戦略ワーキ

ング Gp 
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の工業ナノ材料のリスク管理に関する取組姿勢は、積極的とは言いがたい。 

 

 

③ 新規物質としての CNT の製造前届出の意味 

 日本の企業が米国でビジネス展開しようとしたとき、どの様な対応をとればいいのか、

昨年英国の CNT 製造企業が米国でおこなった製造前届出を検証する。昨年 2008 年 9 月、

英国の CNT 製造企業 Thomas Swan Ltd.は、米国の支社 Swan Chemicals をとおして、EPA

との協議の結果、同社が製造する 2 種類の CNT を TSCA の定める新規化学物質として製

造前届出 PMN を行うとプレスリリースで明らかにした。同社は既に同意指令すなわち

consent order を受けており、TSCA の条項に添った申請、1g の CNT のサンプルと MSDS

の提出、ラットを用いた 90 日間の吸入毒性試験の実施、材料の解析データの提出、労働衛

生の確保等が求められる。労働衛生の確保には手袋や作業服、防護マスク等に関する詳細

が明記され、出荷先についても同様の作業環境基準を導入することが求められている。注

目しておかなければならないことは、この時点で Thomas Swan Ltd.に公開の義務はないに

もかかわらず、自社のプレスリリースの形でその事実を明らかした点である。 

 Consent order のうち も負担の大きい作業は 90 日間の吸入毒性試験である。事実上米国

の求める試験法が米国外の企業に求められた点で、この吸入試験法が少なくとも米国にお

ける試験法の標準になりつつあると見るべきである。上に述べたとおり、欧州の一部では

動物実験に反対していることもあり、今後の毒性試験の国際標準化に向けた動きが注目さ

れる。また日本が NEDO プロジェクトで進められている評価法の研究が、今回の訪問先の

どの機関や企業も注目している様子がうかがえた。このことは OECD のスポンサーシップ

プログラムの中で作成する CNT の評価データの質が、今後の展開に大きな影響を与えるこ

とになることを示している。 

 

④ ナノ材料の管理策と国際標準化 

 DuPont 社が国際標準化機構のナノテクノロジーに関する作業委員会 ISO/TC229 にテク

ニカルレポートを登録したことに関して、DuPont が自らナノ粒子のデファクト標準を狙っ

た戦略的な動きではなく、業界団体の集まりで勧められて登録したとの事であった。ただ、

どの時点かは予測がつかないものの、早晩これが審議に入って国際標準 IS として登録され

るのではないかと思われる。 

 昨今経済のグローバル化が急速に進むにつれ、国際競争力維持の目的で国際標準の重要

性が高まっているが、その背景には 1995 年の WTO/TBT 協定いわゆる貿易の技術的障害
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に関する協定の発効がある。WTO/WTB 協定は WTO 設立協定の附属協定の一つであり、

強制規格と呼ばれる Technical Regulations、任意規格とよばれる Standards、適合性評価手続

と呼ばれる Conformity Assessment Procedures が国際貿易の不必要な障害となることの防

止を目的とする。加盟国は、強制規格、任意規格、適合性評価手続を必要とする場合にお

いて、関連する国際規格が存在する場合には、その国際規格を、それらの基礎として用い

ることが義務付けられている。WTO/TBT 協定には、「国際標準」及び「国際標準化機関」

の定義規定はおかれていないが、国際標準の策定を行う代表的な国際標準化機関は、ISO、

国際電気標準会議（IEC）、国際電気通信連合（ITU）である。 

通常国際標準化では自国の提案は自ら公開する慣習は無いが、ナノテクノロジーの国際

標準化では米国は自ら公表しており、充分な事前打ち合わせをしていることも考えられる。

いつの時点で審議が始まり、それが国際規格になるかならないかの予測は困難であるが、

もし DuPont の NRF が国際規格となった場合、日本も国際規格を国内規格や技術基準（強

制規格）の基礎として用いることが義務付けられることになる。従って手続きがどの段階

にあるのか正しく把握しておく必要があるし、場合によってはその審議に積極的に参加し

て自らの提案を盛り込むことも必要になる。前回の上海の総会では、DuPont からの New 

Working Item Proposal に対して、様々な意見が出された。特に目立ったものとしては、大

企業が対応する分には大変すばらしい提案であるが、中小企業にとっては負担が大きすぎ

るというものである。次回のシアトルでの総会ではこの指摘を勘案して内容を Modify し、

再度提案してくると思われる。 

審議が始まった場合、その審議がどの段階のどのプロセスにあるかをモニターできる。

国際規格の原案は ISO の専門委員会、分科委員会及びＷＧでの活動を通じ、必要に応じ他

の専門委員会及び国際機関と連絡を取り合いながら、制定される。国際規格案は 終的に

理事会の承認を得た後に中央事務局より国際規格として発行される。国際規格の提案から

制定に至る具体的手順を表に示す。 ISO/TC229-Nanotechnologies の表示アイテムを

「Standards under development」にすると、現在 TC229 で審議されている標準やプロジェク

トのタイトルが表示され、それに 20.99 といったような数字が付帯している。この数字が

下表のマトリクスにつけられた番号である。ちなみに DuPont からの提案は、ISO/AWI TR 

130121 Nanotechnologies – Nanomaterial Risk Evaluation Framework として炉録され、2008 年

3 月 26 日現在の Status は 20.00 なので、新規プロジェクトを TC/SC 業務計画に登録した段

階である。 
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副    段    階 
90 
決定 

段階 
00 
登録 

20 
主要活動
の開始 

60 
主要活動
の完了 92 

以前の段
階の繰返

93 
現在の段
階の繰返

98 
破棄 

99 
進行 

00 
予備段階 

00.00 
新規プロ
ジェクト
案の受領 

00.20 
新規プロ
ジェクト
案の審議 

00.60 
審議要約
の回付 

  00.98 
新規プロ
ジェクト
案の破棄 

00.99 
新規プロ
ジェクト
案の承認

10 
提案段階 

新規プロ
ジェクト
案の登録 

新規プロ
ジェクト
の投票開

始 

投票結果
要約の回

付 

10.92 
明確さを
求めて提
出者に差
し戻し 

 10.98 
新規プロ
ジェクト
の却下 

10.99 
新規プロ
ジェクト
の承認 

20 
作成段階 

新規プロ
ジェクト
を TC/SC
業務計画
に登録 

20.20 
作業原案
の検討開

始 

20.60 
コメント
要約の回

付 

  20.98 
プロジェ
クトの削

除 

20.99 
作業原案
の CD と
して登録
を承認 

30 
委員会 
段階 

30.00 
CD の登

録 

30.20 
CD 検討/
投票の開

始 

30.60 
コメント/
投票結果
要約の回

付 

30.92 
CD を WG
に差し戻

し 

 30.98 
プロジェ
クトの削

除 

30.99 
CD の DIS
としての
登録を承

認 
40 

照会段階 
40.00 

DIS の登
録 

40.20 
DIS 投票
の開始：5

か月 

40.60 
投票結果
要約の発

送 

40.92 
全体報告
書の回

付：DIS を
TC 又は

SC に差戻
し 

40.93 
全体報告
書の回

付：新 DIS
投票の決

定 

40.98 
プロジェ
クトの削

除 

40.99 
報告書の
回付：DIS
のFDISと
しての登
録承認 

50 
承認段階 

50.00 
正式承認
のために
FDIS を登

録 

50.20 
FDIS 投票
の開始:2
ヶ月 

校正刷を
幹事国に
送付 

50.60 
投票結果
要約の発
送、校正
刷を幹事
国が返却

50.92 
FDIS を
TC 又は

SC に差し
戻し 

 50.98 
プロジェ
クトの削

除 

50.99 
FDIS の発
行を承認

60 
発行段階 

60.00 
国際規格
を発行 

 60.60 
国際規格
の発行 

    

90 
見直し 
段階 

 90.20 
国際規格
の定期的
見直し 

90.60 
見直し要
約の発送

90.92 
国際規格
の改正 

90.93 
国際規格
の承認 

 90.99 
TC 又は

SC が国際
規格の廃
止提案 

95 
廃止段階 

 95.20 
廃止投票
の開始 

95.60 
投票結果
要約の発

送 

95.92 
国際規格
の廃止の
否決 

  95.99 
国際規格
の廃止 
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（Courtesy:産総研イノベーション推進室ナノテクノロジー戦略 WG 田辺正剛） 

 

⑤ 民間事業者から国へのレポートの意義 

 どのような民間事業者がどのようなナノ材料を、どの程度の量で製造あるいは利用し、

どのような有害性情報を把握しており、どのような自主的な管理策を採用し、原材料のサ

プライチェーンや商品流通まで含めたバリューチェーンのなかでどの程度その情報を公開

しているのか等々について、国とりわけナノ粒子の管理策や規制にかかわる省庁は現状を

把握しておく責任からも、民間事業者に報告を求める仕組みは出来るだけはやく施行して

もいいのではないかと考える。 

 ただ、民間事業者から国への一方的な報告や登録義務ではなく、その情報が民間事業の

ナノテクノロジー実用化、産業化の戦略課題に資するように、報告して登録した民間事業

者にとっても便益のあるものでなければ、登録制度そのものが充実してこない可能性があ

る。そのような登録制度がとりわけ中小規模の民間事業者にとって他の企業との連携、大

学や公的研究機関との共同研究といった具体的施策を通して自らの経費の負担の軽減に結

びつくような、双方向に利益をもたらすようなものにしていくことが慣用である、米国の

現状を把握してそのことを実感した。 

 民間事業者が、ナノ材料の自主管理策の実施やその登録に関して国の施策を信頼できる

かどうかは、そもそも国のレベルでナノ粒子の管理策が産業化の戦略課題としての位置づ

けが明確なされているかどうか、国が規制策策定の作業と並行してナノテクノロジーの研

究開発にも積極的な取り組みを展開しようとしているのかどうか、国と民間事業者の信頼

関係が醸成できるかどうかはこの点にかかっている。 

 

⑥ 大企業の役割と中小企業の対応 

 DuPont は自ら NRF を提唱し、EPA の NMSP にも積極的に参加、さらには BIAC のトッ

プとして OECD の WPMN のスポンサーシッププログラムにも貢献するなど、この課題に

関して名実共に米国におけるリーダー的存在である。NRF の策定に際して NPO の

Environmental Defense Fund と共同作業を行う、ISO/TC229 への TR 登録に際しても業界団

体の推薦を取り付けるなど、プロセスの透明性が確保され、大企業の独断との批判を回避

する手が打たれている。 

 欧州では BASF や Bayer といった大企業は社内に専門家を抱え、自社製品のリスク評価

やリスク管理を 1 社で完結させている。信頼性を保持するための戦略は、情報公開とステ

ークホルダーとの対話の継続である。BASF のウェブサイトには膨大な安全性情報が掲載
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され、さらに消費者、労働者、教会といった対象と毎年対話イベントを開催している。 

これらに対してカリフォルニア州のベンチャーである Unidym は、DuPont の NRF は大

変すばらしいものと賞賛しながらも、EPA の NMSP への登録作業に際しては自らの負担を

軽減するために、DuPont との協議のほかに、州政府のプログラムの対応、州内の大学との

リスク評価に関する共同研究、OSHA と NIOH のガイドラインの参照、等々の積極的な対

応をとっている。EPA の NMSP の登録企業間での情報の共有に関しては、参画企業の情報

公開のレベルに大きな差異があることから現状では情報共有にまでは至っていないが、登

録企業間の情報共有はとりわけ経費削減の視点からベンチャー企業には有用であると考え

ている。 

こういったベンチャーの動きは、欧州でも同様であり、Nanocyl は負担の大きい有害性

評価について、顧客である大企業や大学の毒性学者とのコラボレーションを積極的に行う

とともに、欧州や国内の公的研究プロジェクトにも参加している。 

国内企業の中でも、自主的なリスク評価は実施されているかもしれないが、積極的に公

開されている例はほとんどない。 

日本でも Good Laboratory Practice (GLP)評価が出来る大企業、1 社でいいので、ナノ材料

の管理に関するボランタリープログラムを策定し公開すれば、状況は大きく変わってくる

ように思う。また、米国でビジネスを展開しようと考えている企業は、EPA の NMSP に参

画し、できるだけ情報を公開することで、企業ブランドの価値を 大化できると思われる。 

 

⑦ 社会受容 

 今回の NBCI インタビューではボランタリープログラムのあり方に焦点を当てた。欧米

に比べ、政府の基本的な方針の提示だけでなく、民間事業社の自主的な取組みが遅れ、受

身の対応になっている現状に対して、欧米の調査から何らかの提言をまとめることも重要

なミッションであった。これに対して、インタビューを受けていただいた方々の全てに共

通していたことは、ボランタリープログラムのテクニカルな議論に終始せず、必ず社会受

容の視点で意見を述べていた点であり、大変印象的であった。包括的で的確なボランタリ

ープログラムを考えることは、社会受容の視点を抜きに進めることが出来ないとの基本的

なスタンスが良く現れていたように思われる。 

社会受容の視点で今日の日本のナノテクノロジーのトレンドを把握する指標は様々存在

する。そのひとつとして、日経テレコンの検索システムで統計処理した、地方紙を含む国

内の新聞 90 誌、雑誌 80 誌に掲載されたナノテクノロジー関連時事の総数を示す。図から

明らかなように、ナノテクノロジー研究開発プログラムが始動し始めた 2001 年から急速に



 60

増え、その数は 2003 年にはピークを迎えている。以降漸次減少傾向が続き、昨年 2008 年

は 2003 年の 40％程度にまで少なくなってきている。しかしこの事実を以てナノテクノロ

ジーの研究開発が活気を失いつつあると判断するのは早計であり、危険でもある。 

2001 年以降の 3 年ほどの間、Nano-Hype あるいは Buzz とでも言うべき、実態以上に期

待が膨らんだ状況が推移した。それはナノテクノロジーの研究開発を活性化させ、広く社

会にナノテクノロジーの重要性を認知させる一定の役割を果たし、そして今次第に収束に

向かいつつある。統計に反映されているのはまさに Hype の収束であり、決してナノテク

ノロジーの研究開発そのものが活気を失いつつあるのではない。その持てる可能性を発揮

できる要素技術領域で、その実用化の切り札としてナノテクノロジーが地道な役割を果し

ていく、そういう局面に入ってきたと見るべきである。 

課題は、一層厳しさを増す

経済状況のなかで、このナノテ

クノロジーの実用化の流れを如

何に確実なものとし、その持て

る可能性を社会に具体化できる

かである。新しい科学技術の潜

在的な将来価値は、その研究開

発に取り組む者にとって大きな

インセンティブとなり、技術者

や研究者は大きな将来価値を夢

見ながら新しい科学技術の研究

開発に取り組む。ただ、科学技術の開発に携わるものは、自ら取り組んでいる科学技術が

決して万能ではないこともまた忘れてはならない。とりわけナノテクノロジーのような新

しい科学技術の領域では、多くの不明な点があるのは当然のことであり、ナノ材料の有害

性の解明や暴露評価はその典型的な課題と言える。 

 

 

4.2 わが国での自主管理ガイドライン策定の際の課題整理と取り組みの方向性 

 欧米の調査とその解析結果を基に、わが国の CNT をはじめとする工業ナノ材料の自主管

理の課題と取り組みの方向性を整理する。 

① 企業における工業ナノ材料の自主管理の枠組みについて 

・日本では、欧米のように企業が自主管理策を策定し積極的に公開するのではなく、労
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働者保護、環境保護の観点から政府が主導的に管理の枠組みの策定をすすめ、これに企

業もリンクしている。 

各企業が政府から示された管理の大枠を実施に移すには、適用範囲あるいは曝露防止装

置の規模やレベルなどの様々な課題・項目について、企業自身が自主的な判断に基づい

て策定していかなければならない。 

・これらの課題のうち、関連材料間で共通な項目については、公的研究機関や大学研究

機関との情報共有を進めながら、業界コンソーシアム等でまとめていく方策が有用であ

ると考えられる。 

② 工業ナノ材料の有害性評価について 

・自主管理の項目の中で も人的・経済的負担が大きい項目である。例えば一言で CNT

といっても、それぞれの企業で種類や製法が異なり、得られる物理的形状や特性も異な

る。個々の材料についてその安全性を評価し、許容値を設定していくことは、ベンチャ

ー企業は勿論、一定の規模の企業でもその人的・経済的負担が大きく、容易ではない。

また評価手法についてはまだ研究段階にあり、OECD の場で議論が本格化しはじめたと

ころである。 

・世界的に通用する正確な評価が迅速に、しかも大きな負担を伴わずにできることが日

本のナノテクノロジー産業の将来展開に大きく影響を与える状況にあることを正しく認

識する必要があり、評価手法や評価装置の研究開発、およびその民間企業への還元を進

めるための人材育成を含む科学技術戦略とそれを具体化する支援体制の確立は危急の課

題である。 

・とりわけ評価のための支援体制の確立は急務であり、GLP 評価施設等の評価施設の強

化と相互活用のための枠組みつくり、実際の評価に対する公的支援が必須である。 

③ ナノ材料の製造および作業現場における暴露防止対策および環境保全対策 

・工業ナノ材料の暴露防止対策やナノ粒子の環境放出対策については、既に多くの企業

で自主的な取り組みが実施されつつある。 

 ・今後 OECD や ISO で協議される国際的な合意や管理策の標準化に積極的に参画するこ

とでその 新の動向にキャッチアップし、自主的に策定した管理策を随時かつ柔軟に改

定・改良していく不断の努力が求められる。 

・作業現場における暴露防止対策および環境保全対策にとって、ナノ粒子のリアルタイ

ムのモニター技術がきわめて重要である。ナノ計測技術はわが国が得意とする技術分野

であるが、求められるのは高度で精密な測定機器ではなく作業現場のモニター用の簡便

でポータブルな計測機器である。産学協働の取り組みによるモニター機器の開発は急務
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である。 

④ 情報の公開について 

・民間企業はホームページなどを活用し、自主的な安全性を含む情報の公開を急ぐべきで

ある。 

・政府は情報公開システムの構築とその公開の仕組みについて検討を開始している。また

共同の公開の場も国際的に提案されている。 

・大事なことは企業が自ら積極的に公開する姿勢と、政府が産業化支援策の位置づけを明

確にした上で情報公開を促進していくという姿勢が共有されることが、ナノテクノロジー

と社会の信頼の醸成と、ナノテクノロジーが創出するイノベーションが社会に受容されて

行くために必須である。 

⑤ OECD、ISO への積極的参画 

工業用ナノ材料のリスク評価手法、自主管理策は、既に国際標準化の課題となっており、

OECD の工業用ナノ材料作業部会（WPMN）や ISO/TC229Nanotechnologies の WG3 におけ

る議論が今後の管理策の国際枠組みを左右する。本年 3 月 4～6 日に開催された OECD の

WPNM でも、米国が議長を務める「テストガイドライン」プロジェクト、英国が議長の「ナ

ノ材料のリスク評価」プロジェクト、ドイツが議長の「毒性評価の代替試験法」プロジェ

クトなどで活発な議論が交わされた。国および公的機関と産業界が、日本の将来の持続可

能な経済の発展に資するため緻密に連携し、OECD や ISO などの国際的な議論の場へ積極

的に参画することが大いに望まれる。 
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