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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）分科会議事要旨 

 

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 

 

 

議事要旨 

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。 
 主な質疑内容： 
・プロジェクトは、いろいろな情報・知見を集めていかなければならないが、他省庁の研究活動との連

携についてどう考えるかとの質問に対して、内閣府の連携施策群に指定されている（座長が中西準子

氏）ので各省庁の集まりの場がある、プロジェクトとしては可能なら、作業環境の基準値を各府省の

研究の英知を集めて決められないかと考えている、また、ナノ粒子の試料調製方法や計測方法につい

て、このプロジェクトの成果をまって、実施を考えている側面があるのではないか、そうならば成果

は早く公開して使ってもらいたいと思う、OECD のスポンサーシップの活動にも他省庁の分担、参加

を要請したいとの答えであった。 
・作業環境基準はこのプロジェクトでどこまでやれると考えているかとの質問があり、フラーレン、代

表的な単層カーボンナノチューブ（SWCNT）、代表的な多層カーボンナノチューブ(MWCNT)につい

て出せるが、用量が細かく取れないので安全側になる、他省庁の研究との連携で、もっときれいな用

量反応関係が得られるようになれば良いとの回答であった。 
・ISO/TC229 の活動も環境安全で活発になってきているが、プロジェクトとの関係はどうか、との質問

に対して、思ったより早く有害性評価について ISO が活動を展開しているが、テクニカルレポートな

ら出せるものがあるので、積極的に取り組みたいが、資金と人手がないのが現状である。 
・作業環境基準は物質によるが、同じ物質でも特性に幅があるところ、一律に適用できるか、との質問

があり、確かにカーボンナノチューブはいろいろな特性のものがあるし、試料調製の仕方で長さも変

わる、最終的な評価書では広く適用できるものにしたいが、作業環境基準は実験した材料にしか適用

できない、とのことであった。そうだとすれば、このプロジェクトで開発された測定方法を普及させ

て、各企業が自身で実験するようにするとの考えとしてよいかとの質問に、それが望ましいが吸入実

験は企業が依頼しようにもできる機関が限られている現状であるので、気管内投与実験から推定でき

るようにしたいとの答えであった。 
・ナノ材料が同一物質であっても多岐にわたっているという状況で、このプロジェクトの基本的なコン

セプトはどういうことか、との質問に対して、吸入経路を考えて、試験する物の物性をきちんと計測

してから試験することをこのプロジェクトの基本にしている。さらに、フラーレンをとってみても１

分子にまで分散はされていないのに、作業環境基準を決めるのはかなり難しいのではないか、との指

摘に対しては、「ナノ粒子」というとすべて無限に危険だというとらえ方をしてしまうことに対して、

フラーレンの有害性はこれくらいのものだという具体例を１つ出すことが非常に重要であるとし、調

製試料は、液中では 20~30 ナノメートル、気中では 90 ナノメートルくらいだが、それ以上小さくす

ると、フラーレンの結晶そのものが壊れるという問題があり、結晶形を残してギリギリの大きさで、

しかも酸化物ができていないという条件で試験しているとの答えであった。 
・状況変化は、内外の研究成果も含めてこれからもいろいろあるだろうが、それをどこまで織り込んだ

対応を考えているのかとの問いに対して、問題は山ほど出てくる、一点で突いてくるのは、やる方は

楽だが、面で展開している方はすべてに対応するのは無理、最初の目標はきっちりやり、（CNT の形

状の影響のように）どうしてもやらなければならないことが出てくれば、（気管内注入やインビトロ試

験のような）やや簡易な試験で対応することになるだろうとの答えであった。 
・社会受容性については、中間目標には提示していなかったがどう考えるか、との問いに対しては、企

業が自身でリスク評価をするようになると思うが、その際のガイドラインとなるものを出すというこ

とを最終目標としたいとの答えであった。さらに、一般社会への情報発信についての考え方を聞かれ

たところ、いきなり市民へ説明することは考えていない、専門家、学会、行政機関、企業、国際機関

などが市民に説明する際に必要なデータをできるだけ出すという立場であるとのことであった。 
・研究から生産までの段階に応じて暴露の状況は変化するので、暴露評価も変わってくるが、その点は

考慮されているかとの問いに対して、確かに、研究段階の物と商品化されている物との違いは相当出

るので、暴露シナリオは多様、多数考えているが、商品化の段階でやるような有害性評価を研究の段
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階からやっていては技術は生まれなくなるとのことであった。 
 
＜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） 
   委員から以下のような講評があった。 
  ・プロジェクトの中間の時点で、それぞれのパートが進捗していることが伺えた。サイズという側面で

見るという新しい考え方の中で十分やっていると思う。有害性評価試験の結果をきちんと出し、論文

として、その上で、OECD と ISO に反映させてほしい。研究は裾野の広がりが必要であり、このプ

ロジェクトの考え方を広めて、この方法論でやれば科研費が獲得しやすい、ということになると良い。 
  ・内外から注目されているこのプロジェクトがうまく進捗していることが喜ばしい。日本はリスクに過

敏になっているので、結果の発表の時には、受容者、使用者の視点に立って、どう思うかを考えて情

報提供して欲しい。 
  ・ナノ材料の、有害性評価と暴露評価を一つのプロジェクトでやっている意味は大きい。私は、有害性

は白であるとは永遠にわからないことだと思うので、いかに暴露を最小限に抑えるかが重要である。

これ以下であれば、という値を出してほしい。そのためにには、加速財源を出していただきたい。 
  ・大きさ、凝集状態によって変わると思われている有害性評価を、その点をきちんと押さえながら評価

することの重要性、難しさを感じた。異分野の人がまとまって協力して成果を挙げていることを評価

し、プロジェクトリーダーに敬意を表したい。既にナノ粒子が一般に皮膚への浸透剤として使われて

いる状態にある。ナノ粒子の経皮暴露について、皮膚に入っていくか、いかないか、明らかにして欲

しい。 
  ・これまでのリスク評価は、全体ができてから発信していたが、このプロジェクトでは、リスク管理の

面から、現時点で利用できる情報を生かして、目標に対応して的確に進めていると納得できた。暴露

シナリオの検討を多数実施するということなので、安心している。生産現場を熟知している研究所と

暴露影響の専門家の医学・毒性学の分野が連携すると言う今までにないスタイルでやられている。フ

ラーレン評価は着地点が見えたとのことだが、CNT はあと 2 年のうちに是非成果を出し、世界に貢

献できる研究としてほしい。 
  ・ナノ粒子の影響を見るに当たって大事な点である、気中、液中の状態を、地道にきちんと押さえなが

らやっていることを高く評価したい。フラーレンは、経皮暴露について、光反応性、浸透性など、吸

入とは別の観点を今後ほかのプロジェクトなりで押さえていく必要がある。 
 
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 
 

 

配布資料 

資料 1-1 研究評価委員会分科会の設置について 

資料 1-2 ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程 

資料 2-1 研究評価委員会分科会の公開について（案） 
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資料 2-2 研究評価委員会関係の公開について 

資料 2-3 研究評価委員会分科会における秘密情報の守秘について 

資料 2-4 研究評価分科会における非公開資料の取り扱いについて 

資料 3-1 ＮＥＤＯにおける研究評価について 

資料 3-2 技術評価実施規程 

資料 3-3 評価項目・評価基準 

資料 3-4 評点法の実施について（案） 

資料 3-5 評価コメント及び評点票（案） 

資料 4   評価報告書の構成について（案） 

資料 5-1 事業原簿（公開） 

資料 5-2-1 プロジェクト概要説明資料 1（Ⅰ．及びⅡ．）（公開） 

資料 5-2-2 プロジェクト概要説明資料 2（Ⅲ．及びⅣ．）（公開） 

資料 6-1-1 プロジェクト詳細説明資料１-1（非公開） 

「工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発-(1)液分散試料の調製技術と液中計

測・校正技術開発」 

資料 6-1-2 プロジェクト詳細説明資料 1-２（非公開） 

「工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発-(2)気中分散系調製技術開発と気中計

測・校正技術開発」 

資料 6-1-3 プロジェクト詳細説明資料 1-３（非公開） 

「工業ナノ粒子のキャラクタリゼーション手法の開発-(3)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」 

資料 6-2-1 プロジェクト詳細説明資料 2-1（非公開） 

「工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発-(1)吸入暴露試験法を中心とするin vivo有害性試験

法の開発・実施」 

資料 6-2-2 プロジェクト詳細説明資料 2-1（非公開） 

「工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発-(2)経皮暴露による皮膚形態学的影響の評価」 

資料 6-2-3 プロジェクト詳細説明資料 2-3（非公開） 

「工業ナノ粒子の有害性評価手法の開発-(3)in vitro 試験を中心とする生体影響プロファイ

ルの作成・評価」 

資料 6-3 プロジェクト詳細説明資料 3 （非公開） 

「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」 

資料 7   質問票 

資料 8   今後の予定 

以上 


