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[要 約] 

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。これまでに、海外情報については、主に政府、

公的研究機関の動向を中心に報告例があるが、本報告は海外の CNT 製造企業および関連

機関を直接訪問し聞き込み調査を実施し、その自主管理の取り組み実態をまとめたもの

である。 

調査の結果、欧米訪問企業では CNT およびそれ以外のナノ材料についても、企業が責

任ある産業育成を規範とし、自主的にかつ積極的に有害性評価も含めて研究しているこ

と、またその結果の多くをユーザや一般消費者に向け公開していること、また OECD に参

画し、業界間・国際間の調整の場として活用している実態が確認できた。国内でも自主

管理のガイドラインを中心とした取り組みが産学官で連携して始まっている。今回の調

査結果を分析し課題を整理し、今後の国内での取り組みその方向性について調査委員会

で議論し、5項目にまとめた。その内容概略は以下のとおりである。 

１．自主管理の枠組みについては、政府が主導する枠組みに沿って進められるが、業

界で共通する自主判断部分についてはコンソーシアムでまとめていく方策が有用

である。 

２．有害性評価については、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必要であり、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



 3

する支援体制の確立は危急の課題である。 

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につい

ては、OECD などでの国際的合意や管理策の標準化に積極的に参画すべきであり、

また産学協働の取り組みによる作業現場での簡便なポータブルなモニター機器の開

発は急務である。 

４．情報の公開については、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．国際的な取り組みとしては、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。 

  

以下、総論では今回調査の概要を記述。第 1章では調査の背景と目的と要領を記述。

第２章では欧米企業関連機関の聞き込み調査結果を欧州と米国および訪問先別に記述。

第 3 章ではその聞き込み結果を自主管理の要点ごとにまとめた結果を記述。最終の第 4

章では、それらの調査結果を国内との取り組みと比較分析した結果、およびそれを基に

整理した課題と、今後の自主管理への取り組みの方向性に関わる提案を纏めている。 

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。 

 

第 1 章 調査研究の概要 

 1.1 背景と目的 

本調査の背景と目的につき記述している。 

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、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。 
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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 

今回の調査を実施した調査委員会のメンバーにつき記述している。 

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 

 調査研究項目とスケジュールにつき記述 

自習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 

 １月末の 26 日からの修で実施した、欧州６箇所の訪問聞き込み調査結果を記述 

2.2.1 BASF 社 

ドイツの世界一の化学会社 BASF を訪問。 自主管理の枠組み、有害性試験など、

積極的な情報を公開、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。 CNT コンソーシアムである

PACTE および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（CEFIC）
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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

管理でも積極的に自社で取り組んでおり、前述 PACTE をリードしている。 

2.2.7 欧州調査の総括 

総括として欧州訪問先では 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 月第 1 週で調査したワシントンを中心とする４箇所を訪問した結果を記述 

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 

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。またこの NRF は、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。 
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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 

第 2 章の欧米訪問先聞き込みによる収集情報を、４つの自主管理重要項目別に整理 

3.1 自主管理の枠組みの設定 

欧米とも大企業を中心に官吏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。 

3.4 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 

今回調査結果を国内の取り組みと比較分析し、今後国内で各企業の自主管理ガイドラ

イン策定などを進める際の課題と、取り組みの方向性を記述 

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。欧米企業の企業

自身による自主管理の枠組みの策定と実施、有害性試験を含む自主的研究、およびそれ

らの公開など、総じて積極的な姿勢がみられるのに比べ、国内では、政府主導の自主管

理の枠組みの検討、各企業での作業現場での曝露防止、環境対応などの自主管理は進め

られてはいるが、有害性評価試験を含めた情報の公開などの面、OECD など国際的な枠

組みへの参加という面で、受身的な姿勢が目立つ。 

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

の積極的参画という 5 つの視点で検討し以下のように纏めた。 

１．自主管理の枠組みについては、政府が主導する枠組みに沿って、業界で共通する

自主判断部分についてはコンソーシアムでまとめていく方策が有用である。 

２．有害性評価については、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必要であり、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。 

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につい
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ては、OECD などの国際的合意や管理策の標準化に積極的に参画すべきであり、ま

た産学協働の取り組みによる作業現場での簡便なポータブルなモニター機器の開発

は急務である。 

４．情報の公開については、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．国際的な取り組みとしては、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。 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  

 


