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研究評価委員会 

「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」（中間評価）分科会議事録 

 

日 時：平成２０年 ７月２３日（水曜日） １３：００～１７：３０  

場 所：世界貿易センタービル WTC コンファレンスセンター 3階 Room A  

 

出席者（敬称略、順不同） 

＜分科会委員＞ 

分科会長   小林 隆弘  東京工業大学 統合研究院 ソリュ－ション研究機構  特任教授 

分科会長代理 武林 亨   慶応義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学教室 教授 

委員     西澤 真理子  株式会社 リテラシー 代表取締役 

       西村 嘉介  昭和電工株式会社 無機事業部門 ファインカーボン部 部長 

              森   康維   同志社大学 理工学部化学システム創成工学科 教授 

       盛岡 通   大阪大学 大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 教授 

＜実施者＞ 

中西 準子  独立行政法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 部門長 

  田中 勇武  学校法人 産業医科大学産業生態科学研究所 労働衛生工学研究室 教授 

  島田 学  国立大学法人 広島大学大学院工学研究科 物質化学システム専攻  教授 

  遠藤 茂寿  独立行政法人 産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門  研究グループ長 

    森本 泰夫   学校法人 産業医科大学 産業生態科学研究所 呼吸病態学研究室  教授 

山元 修    国立大学法人 鳥取大学 医学部 感覚運動医学講座皮膚病態学分野  教授 

岩橋  均    独立行政法人 産業技術総合研究所 健康工学研究センター 副研究センター長 

山本 和弘  独立行政法人 産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門 主任研究員 

蒲生 昌志  独立行政法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 研究グループ長 

他 15 名 

＜推進者＞ 

五十嵐卓也 NEDO バイオテクノロジー・医療技術開発部 主任研究員 

岩根典靖  NEDO バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 

鈴木保之  NEDO バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 

＜オブザーバー＞ 

八山幸司   経済産業省 製造産業局 化学物質管理課  化学物質リスク評価室 室長 

藤沢 久    経済産業省 製造産業局 化学物質管理課  課長補佐 

松田明恭   経済産業省 製造産業局 化学物質管理課  職員 

岩崎美佳   経済産業省 製造産業局 化学物質管理課  職員 

武本直土   経済産業省 産業技術環境局 研究開発課  職員 

      他 2 名 

＜ＮＥＤＯ技術開発機構企画調整部＞ 

  原 健史  NEDO 技術開発機構 企画調整部 課長代理 

＜事務局＞ 

竹下 満    NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 統括主幹 

寺門 守    NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 主幹 

峯元克浩   NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 主査 

他５名 

＜一般傍聴者＞ 

   16 名 
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議事次第 

＜公開＞ 

１．開会、分科会の設置、資料の確認  

２．分科会の公開について 

３．評価の実施方法 

４．評価報告書の構成について 

５．プロジェクトの概要説明と質疑応答  

（１）事業の位置付け・必要性 

   （２）研究開発マネジメント 

   （３）研究開発成果 

 （４）実用化の見通し 

＜非公開＞ 

６．プロジェクトの詳細説明 

（１）工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

・液分散試料の調製技術と液中計測・校正技術開発 

・気中分散系調製技術開発と気中計測・校正技術開発 

・電子顕微鏡観察・化学分析によるキャラクタリゼーション技術開発 

（２）工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 
・吸入暴露試験法を中心とするインビボ有害性試験の開発・実施 

・経皮暴露による皮膚形態学的影響の評価 
・インビトロ試験を中心とする生体影響プロファイルの作成・評価  

（３）工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発／工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 
７．全体を通しての質疑応答 

＜公開＞ 

６．まとめ・講評 

７．今後の予定 

８．閉会 

 

 

議事 

１．開会、分科会の設置、資料の確認 
  ・ 事務局より、開会宣言、研究評価委員会分科会の設置について、資料 1-1、1-2 に基づき事務局より

説明、分科会長の紹介。 
  ・ 小林分科会長挨拶。 
  ・ 委員会の成立を確認し、事務局、推進者より出席者（委員、オブザーバー、実施者、推進者、事務

局）の紹介。 
  ・ 配布資料確認（事務局） 
２．分科会の公開について 
  事務局より資料 2-1 及び 2-2 に基づき説明し、本分科会では、議題 6 及び議題７を非公開とし、他

は公開とすることが了承された。 
３．評価の実施方法 
４．評価報告書の構成について 
  事務局より資料 3-1～3-5、4 に基づき説明し、事務局案どおり了承された。 

５．プロジェクトの概要説明と質疑応答 
推進・実施者より資料 5-2-1、5-2-2 に基づいた説明と、一部の最終目標についてやや現実的な視点
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に立った目標値の見直しを検討したいとの提案が行われた後、質疑応答がなされた。 
【小林分科会長】  このプロジェクト自体は、結構いろいろなことを、情報とか、知見を積み重ねなき

ゃいけない状況にあると思うんですが、他省庁でもいろいろこれに関してはやられていると思います

が、連携に関しては、どういう状況、どういう方向性で進めていかれようとしているのか、そのあた

りをお願いしたいと思います。 
【中西部門長】  先ほど五十嵐さんからも説明がありましたように、内閣府のもとで、連携施策の１つ

として指定されておりまして、その連携施策を推進しています。幾つかの省も、このナノの研究につ

いては非常に関心がありまして、殊に来年度からは、いろいろな省が、ナノの有害性評価などに相当

多額な研究費を使っていくという状況にあるというふうに聞いております。先般も、連携施策のため

の省庁の集まりを行いまして、お互いに意見交換をいたしました。 
  今後、できるだけそういう形の連携をしていきたいと考えておりますが、このプロジェクトとして、

この連携をどう考えているかということについて、ちょっとお話をしたいと思います。私どもは、で

きればということなんですけれども、作業環境の基準値を、いろいろな府省の研究の英知を集めてで

きるだけ早く出して、そして、その安全基準のもとで、いろいろな生産だとか、あるいは大学での研

究だとか、さまざまな研究所での研究というのができるという、そういうような形の明確な目標を持

った連携ができないかなと、それを私自身は希望しております。ただばらばらと有害性試験をするの

ではなくて、作業環境の基準を皆で出しましょうと。危ないところは危ないとしましょうというよう

な、そういう明確な目標を持ちたいと思っております。 
  まだ私も、表立ってそういうことは１回ぐらいしか言っておりませんし、まだそういう合意が得ら

れているわけではありません。多くの省の方が、私どもが開発しています粒子の試料の調製方法及び

計測の方法の結果を待っているという状況かと思います。まだ論文化していない部分もたくさんあり

まして、きょうも大変申しわけないんですけれども、非公開にさせていただいているところがあるわ

けですが、できるだけそれを早く公開することによって、少なくとも計測の方法、試料の調製の方法

などについては、私どもの方法を使っていただけると思っておりますので、まずそこから始めたいと

思っています。 
  それから、ＯＥＣＤのスポンサーシップについては、ぜひほかの省も参加していただいて、分担し

ていただきたいと考えているところです。 
【武林分科会長代理】  今の作業環境に関する点というのは、将来的には非常に重要な部分になると思

うんですけれども、このＮＥＤＯプログラムとしてどこまでをきっちりやろうとしていて、そこから

先は連携といいますか、もう少し別の枠組みということで、すべてがＮＥＤＯのプログラムの中でで

きるわけではないと思うんですけれども、その辺の全体的なイメージといいますか、実用化という言

葉の中かもしれませんけれども、今、実際にＮＥＤＯプロの中では、どの部分までがここの中ででき

上がってくるのか、もしイメージをお持ちであれば、それをぜひお聞かせいただきたいと思います。 
【中西部門長】  一応、私どものＮＥＤＯのこのプロジェクトについては、フラーレンと、代表的なマ

ルチウォールのカーボンナノチューブと、代表的なシングルウォールのカーボンナノチューブについ

ては、このプロジェクトの中で、作業環境基準を一定程度出していきたいと思っております。ただ、

非常にたくさんの用量反応関係というのを、きっちり用量を変えてとれるわけではないので、相当安

全側のデータという形になるかなと。この濃度であったら絶対大丈夫と。ほんとうはもっと高い濃度

も大丈夫だけれども、とりあえずこれなら大丈夫ですよみたいな、暫定的なものしか出ないと思って

います。ですから、そういうところをほかの省のところの人たちと一緒にやれば、非常にきれいな用

量反応関係がとれるとかということが可能ではないかと期待しているところです。 
【武林分科会長代理】  もう一つは、実用化の中で、ＯＥＣＤとの関係。むしろ、ＯＥＣＤ側も主たる

パートナーとしてのこの成果に期待していると思うんですけれども、もう一つは、ＩＳＯという話が

出てまいりましたけれども、実際にはＩＳＯの中でも、ここに挙げられている、現在チャレンジして

いるところというのは、あるＩＳＯの一部分だと思うんですけれども、ＩＳＯのＴＣ２２９の中では、
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環境安全に関する分科会もありまして、実際には、その中ではＯＥＣＤとＩＳＯのすみ分けもありな

がら、かなりこの分野で進んでいると思うんですけれども、その部分に関するこのプロジェクトとの

かかわりといいますか方向について、もしご議論がありましたら、それをお聞かせいただきたいと思

います。 
【中西部門長】  ＯＥＣＤのことについては、今、武林先生が言われましたように、私ども、最初から

ＯＥＣＤと一緒にやるという形でずっと取り組んでまいりましたので、相当うまくいっているという

ような感じを持っております。それに対してＩＳＯの方は、キャラクタリゼーションはＩＳＯだけれ

ども、有害性については、ＩＳＯはそんなにはやらなくてもいいんじゃないのというような感じでず

っときたんですが、思ったよりも早くＩＳＯが、有害性評価にも参入したいというような意向が見え

ます。それで今、少し方針を変えておりまして、少なくともテクニカルリポートみたいなものは、も

う出せるものがあるというふうに、今、判断しておりまして、そういうものは積極的に出していきた

いと思っております。ただ、それについては相当人手がかかったり、お金がかかったりしますので、

このＮＥＤＯプロジェクトの中でなかなかできないので、何とか経済産業省にしてもらえないかなと

期待しているところです。 
【西村委員】  作業環境の基準というのは、私ども産業界は非常に重要視するわけでありますけれども、

それは多分、そこにテストに供されるものとの関係になると思うんです。先生の予定ですと、フラー

レン、マルチウォールカーボンナノチューブ、シングルウォールと、この３つですよと。カーボンナ

ノチューブは、シングル、マルチ、マルチの中でもかなり幅がございますよね。それで、ことしにな

って話題になっているのが、たしか８０ナノメートルとか、比較的太いところでございました。そう

いうところに対して、今、先生がやられておられる材料系が、すべてカバーできるのか。すなわち、

用いられた材料についてのみのハザードと暴露の関係ができるけれども、ナノチューブ全体を包含で

きるのかどうか、その辺、どのようにお考えでしょうか。 
【中西部門長】  リスク評価書については、カーボンナノチューブは少なくともある程度カバー、全部

とは言わなくてもできるようなものにしたいと思っておりますが、私どもが提案する作業環境基準と

いうものについては、徹底的に試験をしたもの（サンプル）についてしか出せないと思っております。

推定値があまり入ってしまうと、これは信頼問題がでてきます。しかし、リスク評価というのは、さ

まざまな推定も含めてもいいと思っておりまして、評価書の中ではある程度広い範囲の物質をカバー

したいと思っています。 
  ただ、私どもが思った以上に、カーボンナノチューブは、種類が多い。それから、ちょっと分散の

仕方を変えただけで、長さが違ってきてしまうというようなさまざまな状況があって、それは甘くは

ないと認識しておりますので、とりあえず出るのは、やはり徹底的にやった代表的な試料だけという

ことになります。大変申しわけないと思っております。 
【西村委員】  そうしたとき、先生の終わられる平成２２年ですか、そこでなされた評価方法というの

が、広くその後、一般的な企業なり、あるいは公的でもいいし、あるいはほかの企業でもいいですけ

れども、測定なら測定、安全なら安全の測定方法を広く流布されて、そこでおのおのの会社の商品、

あるいはここにある１４以外にも、今後いろいろな複合したような材料等も出てくると思うんですけ

れども、そういう体制ができると考えてよろしいでしょうか。 
【中西部門長】  そのようにしたいと思っております。それで、もちろん吸入試験をやるということは

究極の目的ですけれども、すべての物質について、企業が吸入試験を依頼しようと思っても、それを

こなす試験機関すら日本にないという状況ですので、なるべく気管内投与試験で推定できるという程

度までは持っていきたいなと思っております。 
【森委員】  やはりナノ粒子の一番の問題点は、今、西村委員からもお話があったように、同じ名前の

物質でも成分や形状が非常に多岐にわたる。同一物質であっても、分散の仕方で、中西先生おっしゃ

ったように状態が変わる。こういう状況のもと、どのようなコンセプト、考え方で環境基準決定や、

リスク評価をするのかということをお聞きしたい。 
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【中西部門長】  このプロジェクトの一番の特徴は、試験をするものについてきとんと計測をした上で

試験をしましょうということなんです。分散とか何かも丁寧にやっていますのは、ある程度種類を分

けるということもありますし、分散状態を得たいということもあるんですが、そうした上で、きちん

とした計測をして、それを試験にかけましょうということだったんです。 
  例えば、多くの有害性試験の専門家の方は、なかなかそういうことができませんので、いきなり塊

でお腹の中に入れたりとか、皮膚の下に入れてしまったりとか、そういうような試験をしていますね。

そういうことはできるだけ避けて、ほんとうに吸入経路で、どういうサイズのものが入ったら何が起

きたかということをきちっとはかっていこう、これが基本的なスタンスで、そのために、若干我々の

ところは、有害性試験の結果が、そういう意味ではほかよりもおそく出ているという感じがちょっと

しているので、おそくなってしまうというところはあるかなと思うんですが、そういうところを非常

に丁寧にやっています。それでまず分散をして、なおかつ粒径を測り、あと表面の電位とか何とかも

きちっとはかっていこうと。表面積は当然測るべきですが、表面活性のいい指標というのが何なのか

なというところは、実はまだあまりとらえられていませんで、試行錯誤というところです。世界的に

も試行錯誤ということだろうと思います。 
  ですから、なるべくきちっと物性を押さえながら、有害性試験をやっていくというところは、私た

ちの一番の特徴ですし、この研究プロジェクトに相当数の産総研の人が入っているというのは、そう

いうことの反映でもあります。 
【森委員】  今、フラーレンを重点に研究されていますが、フラーレンはご存じのように、一つの大き

さは、１ナノを割るような大きさのものなのであって、まだそこまでは分散ができていない。そうい

う状態のもとで、作業環境を決める時に、どういう考え方で大丈夫かということ。また、逆に実際の

産業界で使ったときには、どういう状態でフラーレンが排出されているのか。このことは現場の作業

基準をどう決めるかに関連しており、かなり難しい問題だと思います。 
【中西部門長】  すべての場合を考えているといつまでも出ないということで、私どもが今、フラーレ

ンについて出そうと思っているのは、ナノ粒子だからといって、非常に危険ということは、まずあま

りないというか、一定のこういう中であれば大丈夫というものを出す。ナノ粒子というと、聞いただ

けで無限に危ないというような感じなので、まずナノ粒子について、少なくともこのナノ粒子につい

ては、この程度のものですよということを、１つ具体例を出すということが非常に重要だと思って、

フラーレンを位置づけているわけです。 
  では、なぜ液中で分散しているのが２０から３０ナノメートルがメディアンの直径で、それから、

気中ですと、それを分散して送っている間に少し凝集しますので、どうしても９０ナノメートルとか

そのあたりになるんですが、では、なぜそこなのかと言いますと、フラーレンは１分子が１ナノメー

トルとか０.８ナノメートルとかいわれているんですけれども、結晶形をつくっていまして、２０から

３０ナノメートルよりも小さくすると、結晶形が壊れてしまうのです。フラーレンの結晶形が壊れな

いぎりぎりのところだと思っています。ですから、結晶形なんか全部壊しちゃって、細かくしたらい

いんだよということであれば、さらに壊すことはもちろんできるんですけれども、とりあえずはフラ

ーレンの性質の結晶形をぎりぎり残して、一番細かくしているという意味で、２０から３０ナノメー

トルのところまでをやっています。 
  それから、多くのフラーレンの試験では、分散している間にフラーレンオキサイドができてしまっ

ているようです。私どもは、フラーレンオキサイドが生成しないという条件を確認しながら確かめて、

そのサンプルで試験をやっている。もちろん現実の場ではフラーレンオキサイドができているんだよ

とか、そういう話はあろうかと思います。ただ、フラーレンオキサイドのできない条件でまず試験し

て、フラーレンオキサイドができたらどうなるのかとか、そういうのはまた次の議論にさせていただ

きたいと思っています。 
【盛岡委員】  先ほど、ＮＥＤＯのほうからご説明いただいた状況変化の中で、特に実験方法等につい

ては、多分、中西先生のほうからはご異論があるかもしれない。しかし、学会等で既に有害性に関す
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るご発表がある、影響についてのご発表があると。こういう状況の中で、プロジェクトとして、状況

変化に対して、後半の２年の中でさらに強化をしていくというところが、現在までも、既に有害性評

価の動物実験の加速実施を検討ということで織り込まれているんですが、これ以外の部分で、状況の

変化を織り込んで考えないといけないなという点を想定されている部分はありますでしょうか。 
  それはなぜかといいますと、先ほどおっしゃった、連携施策群との各省庁で、あるいは海外でもこ

の３年ほどの間に、多くの研究成果が出てくることは間違いないところだと思うんですが、しかし、

プロジェクト自身としては、５年間の限られた当初の目標に対する成果というのは、評価の対象だと

思います。その点では、きょうのお話を伺いますと、非常に日本を背負って、全体を対応しないとい

けない、ナノ粒子に関するリスク評価をとらえていかないといけないという、ある種、非常に全面的

な対応をなさっておられるということで、大変それはすばらしいことだとは思うんですが、状況変化

というのはなかなか読みにくい部分がございます。その中で、プロジェクトとしてはどこまで織り込

まれるかというのが、１つのお伺いしたいポイントです。 
   その点は、次の質問とも関係するんですが、社会受容性研究とリスク管理に関する提言の部分は、

必ずしも中期の目標は定めておられなかったわけですし、これ自身について、最終の目標自身を明確

に提示して、その達成度を評価するというのは、実はなかなか難しいことだと思っているんです。し

かし、その社会的な意義ということから見ますと、この部分に対する現中間時点での評価ということ

については、目標は定めていないけれども、どうなんだろうという点に関するご披露をいただけると、

大変ありがたいと思っています。 
【中西部門長】  状況の変化についてどう対応するかということですが、私どものプロジェクトは、も

ちろん全体的なことで対応しようというふうに、全体的に自分たちが日本を背負って立つというよう

な気持ちはなかったわけじゃないんですが、始めてみますと、ナノの問題として出てくる問題は山ほ

どありまして、それでまた問題を提起するほうは、針を突つけば問題になるという状況があります。

我々のほうは面でいっていますが、針のようにあちこちからぱらぱらデータが出てくる、すべてその

針を刺してくるものについて、面で対応するというのはとても無理というところがあります。そうい

うことは、最初はあまり意識しておりませんでしたが、プロジェクトが始まってみると、弾を撃って

くるほうは楽だなという感想というのは非常にあって、ああ言ったりこう言ったりという形のものが

あります。 
  ですから、そういう意味でいうと、すべてのものについて、私どもが対応できるとは思っておりま

せん。したがって、私どもはある種、最初に立てた方針の中で、その部分をまずきっちりやるという

ことが、１つの使命と思っています。それから、それが問題として間違っていたというわけじゃなく

て、たまたまいろいろな面からみんなが言ってくるというだけのことですので、それはきちっとやる

と。しかし、一定程度は、やはり世の中の人の関心がどんどん移ろったりしますので、それについて

は、ある程度補足をしようと。そうしますと、例えば、私どもはなるべくきれいに分散させて、サン

プルを試験にかけるということを目標にしておりましたけれども、今、世の中ではぐるぐる巻きにな

って、長いものが問題だとか、細長くて長いのが問題だとか、いろいろな話が出てくると。そういう

ものは、随時どうしてもやらなければならないときには、やや簡易な試験で。例えば、吸入試験はで

きないとしても、気管内投与試験で補うとか、in vitro の試験で補うとか、そういうような形でやっ

ていきたいと思います。 
  先ほど、盛岡先生が言われましたように、他省庁の研究で、こういう別の面をやっていくというの

は、すごく大歓迎と。そういう意味で言えば、サンプルの分散方法であれ、あるいは吸入試験の方法

であれ、まだまだたくさんやらなければいけないことがありますので、ぱらぱらとしたデータを出す

んじゃなくて、ある省は、ここをきっちりやりますというような形でやってもらえると、非常に助か

るなと思います。 
  これはちょっと余談になりますが、例えば、科研費的なもので、先生方に５００万とか１,０００万

円とかいうのを出すということをいくらやっても、ぱらぱらと弾を撃つような研究しか出てこない。
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こういうシステムはもうやめてもらって、ある程度きちっとした方針で、こういうところを詰めよう

みたいな、その課題に対してだれかが応募するというような、もうちょっときちっとした研究戦略と

いうのを持ってほしいなというのが、私の望みです。 
  それから、社会受容性については、中間目標というのを立てなかったんです。というのは、一番最

初は、３年目ぐらいから始めればいいかと思っていました。まだ何もわからないところで、いきなり

社会受容性もないだろうということであります。ただし、私どもの研究グループの中に、そういうの

を一生懸命やっているのがいて、１年目から、一応仕事は始めているということです。最終的な目標

としましては、企業がご自分で、リスク評価をしていかなければならない時代になっていると思いま

すので、企業がリスク評価を行う助けになるようなガイドラインを、できれば出していきたいと考え

ています。それを最終目標として書いてなかったんですけれども、そういうものを最終目標にしてい

きたいと、今、私どもは考えております。 
【西澤委員】  今の盛岡先生のお話と同じ社会受容性のところで、私も中間評価には、ほかのものと比

べては、おそらく社会受容性の面については、目標はそんなにしっかりしたものを立てるという感じ

ではないんだなと思いながら拝見したんです。ただ一方では、３月の上旬にいろいろな新聞記事が出

て、たしかカーボンナノチューブでがんという見出しがあったと思いますし、やっぱり社会の関心が

非常に高く、内容を読んでも、もちろん新聞の読者の方は専門家ではないから、例えば、どうしてそ

ういうことが起きたのかというと針状のようなものが、アスベストと似たようなものが原因らしいと

書いてあると、一般の読者が読むと、ああ、そうかと、非常にそういうふうに思いがちで、その後、

これを拝見すると、厚生労働省がいろいろな通知を出したとかありますけれども、なかなかその部分

が一般社会には伝わりにくいと思います。先生のほうでは、もちろんリスク評価ということを随分先

進的にやられているんですが、やっぱりそこの部分がなかなか伝わってこない。先生のプロジェクト

というか、ほかのいろいろなリスクの評価には課題だと思うんですが、先生のところの研究体制とい

うことで、社会受容性はどなたかがやられているということですが、今後それを強化するとか、どの

ようなことを思っていらっしゃるんでしょうか。 
【中西部門長】  社会受容性ということでお答えします。私どもが情報を発信し、それを受け取ってい

ただく方としては、いきなり市民ということは今のところ考えていないんです。それで、専門家とか、

学会とか、それから、企業のこういうことをやっている方とか、あるいは国際機関、それから、行政

機関、そういうところの人たちが、市民の人に説明するのに必要なデータをできるだけ出していくと

いうのが、とりあえず私どもの社会受容性についての貢献と考えているわけです。ぜひこのデータを

使って、行政機関の方は国民の方に説明してください、産業界の方は周辺の住民に説明してください、

国際機関はそれを見ていいルールをつくってくださいというような感じのスタンスで、この５年間と

いうのは、一応私どもは考えているんです。 
  いきなり市民参加とかいっても、今のところは難しいと思っています。今は、私どもも、どういう

研究でやっていいかわからないような状況ですから、あんまりそういう形に広げても、結局、ＧＭＯ

のときに農水省がやったような感じになっちゃって、みんなの意見を聞いてやったけれども、５年間

やってみて、何をやったかわからないというような、そういうことになりがちだと考えているのです。

だから、もしこの次に、この５年の後にまたこういうようなものが動くようなときには、ぜひもうち

ょっと社会受容性の部分を前面に出したような研究プロジェクトもあるのかなと思っているんですが、

今のところは、西澤委員はご不満かもしれないんですが、ちょっとやや後ろ向きというか、足りない

ようなところが目標になっているという感じで、済みません。 
【小林分科会長】  多分、このナノ粒子は、いろいろな状況によって、例えば、世にいっぱい出ている

とか、研究開発の段階で、研究者とか開発者が浴びる場合とか、その段階によっていろいろ暴露状況

とか、そういったものが変わってくるのではないかと思うんですけれども、そこら辺に対応した暴露

評価とか影響評価については、今回はお見受けしたところ、かなり世に出始めた、もしくは使われて

いるようなものに関する評価ということになりますけれども、そういった開発段階に応じた評価とい
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うのは、このプログラムにはないのかもしれませんけれども、今後どういうふうに考えていかれよう

としているのか。 
【中西部門長】  有害性評価のほうをある程度わかった状態で、暴露評価のほうの暴露シナリオについ

て多様なものをつくっていくというのは、１つの考え方かと思います。今回も、二酸化チタンのよう

なものと、カーボンナノチューブみたいに、ほんとうにまだ昭電さんしかほとんどつくっていないみ

たいなところとの違いというのは相当出てきますので、その辺は暴露シナリオを多様につくるといい

ますか、十分考えてつくりたいと思っています。 
  ただもう一つ、有害性評価のほうで、実は研究段階、開発段階、イノベーションの段階というので、

ほんとうは相当考え方を変えなきゃならない部分があるということを痛感しております。というのは、

最終的に商品を出すようなときにやるような有害性評価を最初からやっていると、技術なんか全く生

まれないというところがあるんです。けれども、日本の企業の方は、全く関心がないか、関心のある

人は、最初から最終評価をしたくなっちゃうような感じがありまして、そのことが、むしろ技術開発

を非常におくらせてしまうというような面があります。ですから、それは私どもの課題と思っていな

いんですが、何らかの形で社会的にもっと問題にして研究してほしいし、発信してほしい。少なくと

も研究の初期段階では、この程度やればよくて、その次はこの程度やってというような、そういう段

階的なものが必要なんじゃないかと思っています。 
 
＜以下議題６、７は非公開＞ 

6．プロジェクトの詳細説明 
 （１）工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発  

（２）工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発 

（３）工業ナノ粒子の暴露評価手法の開発／工業ナノ粒子のリスク評価及び適正管理の考え方の構築 

７．全体を通しての質疑応答 

 

８．総合評価・まとめ（講評） 
【武林分科会長代理】  私としては、全体として、５年間のプロジェクトの大きな方向があって、その

中で、この中間の時点で進むべき点は、それぞれのパーツで非常によく進んでいると思います。この

プロジェクトの意味を考えますと、やはり十分にわかっていないこのサイズの物質、これはかなり新

しい考え方でありまして、今までは普通は化学形態なり、物質ごとに考えていたものを、今度はサイ

ズで切るということがほんとうにあり得るのかという非常に大きなテーマに関して、世界中が競って

いる中でのプロジェクトでありますので、その考え方の中で十分やられていると思います。一番大事

なのは毒性評価の試験の結果が出てくるということでありますので、まずそこを、あとの残りの期間

できちっと出していただきたい。やはり成果を論文という形で出していただくことが一番重要だと改

めて思いました。同時に大事なのは、ＯＥＣＤでのプロジェクトに十分反映をされて、さらにＩＳＯ

にも反映をされていくことが次に大事だろうと思います。 
  もう一つだけお願いでありますが、最初に実用化の議論をしたときに、中西プロジェクトリーダー

からは、１００万円とか５００万円の研究はもうやめて、戦略的にやろうというご発言があったんで

すが、これは好意的に解釈しますと、勝手にやっていいということではなくて、おそらくこのプロジ

ェクトでわかったいろいろなキャラクタリゼーションとか、そういうことを前提にしてやりなさいと

いうことであって、やはり研究は広がりがないと、このプロジェクトだけが終わると、高い塔が立っ

ただけであとは何も続かないということよりは、やはり裾野を広げるためには、多くの研究者がここ

に入ってこないと、日本はどうしてもおくれると思うんです。ですから、ぜひＯＥＣＤ、ＩＳＯだけ

ではなくて、例えば学会のシンポジウムですとか、いろいろなものを通じて、ここで開発をされたい

ろいろな考え方を広めていただいて、むしろ科研費をみんなが取りにいったときに、この成果を使え

ばとれるという方向にぜひ持っていっていただけると、国がＮＥＤＯを使って落とした大きな成果に
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鳴ると思いますので、ぜひそういうアプローチで議論をしていただければと思います。以上です。 
【西澤委員】  きょう、私は社会学という視点から皆さんのお話を伺っていて非常に勉強になりました

し、中西プロジェクトは、世界からも日本国内からも注目されているプロジェクトですので、進捗状

況がうまくいっているということは、非常に喜ばしいと思います。 
  １つコメントなんですけれども、今、日本は、いろいろなリスクに対して過敏になっているという

ことがございます。特に私は、食の分野と健康の分野もやっておりますから、非常にそれを感じます。

その中で、これからいろいろな試験結果や成果を発表されるわけで、そういう場合には受容者がどう

思うか。ナノを使う使用者、受容者がどう思うかという視点が非常に重要になってくると思うんです。

その視点に立って、ぜひいろいろなものを公表していったり、社会に対して呼びかけていくなり、何

かする方法が非常に重要になってくるなと感じます。よろしくお願いします。 
【西村委員】  私が産業界を代表しているとは決して思っては折らないんですけれども、ナノ材料を取

り扱っている１人として、やはり有害性と暴露、この２つを、全体を１つのプロジェクトの中で評価

されるということの意義は非常に大きいなと思います。私個人的には、有害性というのは永遠にシロ

だということはあり得ない、わからないんだと思うんです。そうすると、いかに暴露を最小限にする

かというところが非常に大事だと思いますので、先ほど来ございます暴露の量、これ以下であれば安

全であるというのは非常に大きいと思っています。 
  それから、フラーレンで、約３カ月で大体の方向性が出るようなイメージをとりましたので、あさ

ってからですか、始められますＣＮＴも、ぜひ３カ月ぐらいで、ある方向性を出していただけるよう

に期待しております。それと、あと２年と言わず、より加速するためにやっていただきたいなと。そ

のために、プラスアルファのお金を出してでも、ぜひＮＥＤＯさんのほうでよろしくお願いしたいな

と、そういうのが産業の代表の意見です。 
【森委員】  きょう聞かせていただいて、ナノ粒子の問題の難しさというのは、今、お話があったよう

に、化学物質と違って、やっぱり大きさだとか、凝集状態だとか、そういうもので変わるんじゃない

かと、みんながそう思っているわけで、そういうところをきちっと評価して、暴露試験なり有害性を

調べようという点は、非常に評価できる点だと思っています。そういう意味で、きょうお話をお聞き

していて、若干齟齬もあった気もしますが、異分野の先生方が非常にうまく共同されて、プロジェク

トを進行されておられると。中西先生のお力かなと思っております。 
  先ほどの西澤先生のお話であったように、一般商品に使われているナノ粒子が既に色々と宣伝され

ています。化粧品ですと、ナノ粒子だから皮膚の中に浸透し、薬効に優れていると宣伝されています。

しかし本日の酸化チタン粒子の研究成果だと全然真皮に入らないということでした。どちらが正しい

かという疑問が湧き上がります。そういうところをぜひ明らかにしていただきたいという思いです 
【盛岡委員】  私は、リスク評価というのがキャッチャーといいますか、全体ができ上がってきてから、

それを受けとめて発信をするというのが従前の立場だったんですけれども、今回のプロジェクトの中

では、キャラクタリゼーションもそうですけれども、暴露評価も含めて、リスク管理の面から、もち

ろん不確実性は山ほどあるんですけれども、現時点でアベイラブルな情報を限られた資源の中で集め、

そして研究を通して明らかにするという目標に対応した進め方を、非常に的確になさっておられると

私は思いました。 
  先ほど、私の質問に対して、今回は労働現場のところの暴露シナリオについての、極めて暫定的で

はあるが、１つの目安となる考え方を示されたということでありますけれども、同時にシナリオにつ

いては既に数十の、２０ないし３０のシナリオをお考えになっておられるということは、大変私たち、

安心してこのプロジェクトが進んでいくことを確信いたしました。やっぱりこのようなプロジェクト

が進んでいく最大の条件というのは、産業の現場を熟知しておられる研究所と、それから、暴露なり

影響のところについて、大変造詣の深い医学であるとか、あるいは毒性学の方々が密接な連携を進め

て研究をなさっていく。こういう研究のスタイルというのは、今まで全く日本においてはなかったよ

うな気がするんです。そういう点では、新しいスタイルを築かれているというように高く評価をした
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いと思っています。 
  先ほども出ておりましたけれども、大体フラーレンについては、現時点で評価の着地点は見えたと

いうという気がしますので、カーボンナノチューブについて、２年の間に必ずすばらしい成果を出し

ていただけると信じておりますし、それを通じて世界に貢献できる研究成果ということになることを

高く評価をし、かつ期待をしております。 
【小林分科会長】  ナノ粒子の影響を見るに当たって、溶液中の状態、気相中の状態、こういったもの

を評価する技術とか、そういったものは影響評価の中ではなかなかあまり考慮されないできている。

細胞から暴露すれば、ある程度の結果は出るという中で、そういったところをきちっと押さえつつや

っていくということが、このナノ粒子の影響研究には大変必須なところであるところを、よく地道に

やられている。その地道な研究自体は、大変最先端のいろいろな機械や技術や情報、そういったもの

が必要なところであるんですけれども、そこら辺をきちっと押さえつつ、このプロジェクトが進んで

いるというところに、改めて敬意を表したいと思います。 
  先ほど、フラーレンについては、もう終わったのではないかということが言われましたけれども、

私は、例えば、皮膚にどの程度、最近化粧品なんかでも使われていた場合に、光反応とか浸透性は、

フラーレンなんかはドラッグデリバリーにも使われたり、吸入とは別の観点から、いろいろと押さえ

なければいけない点があると思いますので、このプロジェクトではないにしても、引き続き影響評価

というのは常にいろいろな観点から見ていく必要がありますので、やっていただければと思っており

ます。全体としては非常によく、あまり目立たない部分のところを押さえつつやられているかなと思

いました。 
 
９．今後の予定、その他 

 事務局より、今後の予定が資料 8 に基づき説明された。研究評価広報部統括主幹より、評価への尽力

に対してお礼の挨拶があった。 
10．閉会 
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