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【ナノテクノロジー特集】 

 
欧州ナノテクノロジー行動計画(2005-2009)進捗報告書 

 
NEDO技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
欧州委員会は 2007年 6月、2005年 6月に発表され実施中の欧州ナノテクノロジー行動

計画（2005-2009）の進捗報告書を発表した。行動計画は二年毎に進捗報告書を予定して
おり、その最初のものであった。行動計画は実施されるアクションを、ほぼ一年前に発表

されていた「ナノテクノロジーの欧州戦略に向けて｣が同定していた六つの分野ごとに、

EU レベルとメンバー国レベルに分けて説明していたが、今回の進捗報告書は EU レベル
とメンバーレベルという区別はなく、まず 6 つの分野ごとに 2005―2007 年までに実施さ
れた事柄を簡略に説明している。この 6 つの分野以外には、「国際協力」と、現在 EU が
進めている科学技術研究開発における域内統合にあたる欧州リーサーチ・エリアの実現に

対するナノテクノロジー・ナノ科学の貢献も説明されている。なお行動計画では、進捗評

価に伴って、必要があれば計画の見直しも行なうとされているが、今回の報告書は簡略な

もので、見直し作業のような踏み込んだ内容はもっていない。以下には、「研究開発」、「イ

ンフラストラクチャーと卓越した研究能力の整備｣、「学際的な人材育成」、「産業イノベー

ション｣、「社会的ニーズの組み込み｣、「健康、安全、環境、消費者保護」に、「国際協力」

と「欧州研究エリアも実現への貢献｣を加えた 8つの行動分野ごとの達成を概略する。 
 
■ 研究開発とイノベーション 

 
● 重要性を増すフレームワーク計画による助成 

 
欧州におけるナノテクノロジー・ナノ科学に対する公的支援助成は、EU とメンバー諸
国から行なわれるが、EU による助成の大部分を担うフレームワーク計画を通じた助成は
近年大きく増加している。2006年に終了した第 6次フレームワーク計画（2002-2006）で
は 550 以上のプロジェクトに対し、14 億ユーロ規模の助成が行われた。第 4 次から第 6
次までのフレームワーク計画におけるナノテクノロジー・ナノ科学に対する助成規模は次

のように増加している。 
 
フレームワーク計画におけるナノテク関連助成金額の推移 
 助成額（百万ユーロ） 
第 4次フレームワーク計画（1994-1998） 120
第 5次フレームワーク計画（1998-2002） 220
第 6次フレームワーク計画（2002-2006） 1,400
 
第 6次フレームワーク計画期間中、欧州におけるナノテクノロジー・ナノ科学に対する
公的支援の 1/3 ほどがフレームワーク計画を通じてのものであり、この分野における EU
の役割が大きいことを示している。 

 
世界レベルでみると 2004―2006年の間、民間と公的分野の双方で 240億ユーロ強の研
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究開発が実施されたが、そのうち欧州は 1／4以上を占める規模となっていた。EU予算に
よる研究開発は、世界全体の研究開発の中で 5-6%を占める重要なものとなっている。 

 
● 未だ不十分な民間の研究開発 

 
フレームワーク計画における大きな増加により、ナノテクノロジー・ナノ科学に関する

公的資金による研究開発では欧州は世界最大となった。これに対し民間部門における研究

開発は米国や日本に対し遅れをとっている。EUは 2010年までに研究開発投資を GDPの
3%に引き上げ、そのうちの 2/3が民間部門によるものとする目標を掲げている。これに対
し現状は、民間部門の研究開発投資は EU全体の 55%を占める規模にとどまり、ナノテク
ノロジー・ナノ科学分野でもこの数字は同じレベルとみられている。しかし傾向としては、

ナノテクノロジー・ナノ科学に関する民間の研究開発は大きく増加中である。これは特に、

ナノテク関連の欧州テクノロジー・プラットフォームに負う部分が大きいという。 
 
● 第 7次フレームワーク計画 

 
2007 年に開始された第 7 次フレームワーク計画では、ナノテクノロジー・ナノ科学に

対する支援は、年間助成規模でこれまでの 2倍以上になる予定である。この大部分は、ナ
ノテクノロジーやナノバイオ、ナノエレクトロニクスなどが関係する技術プログラムを擁

する「協力」プログラムにおいて実施されるが、学術研究プログラム「アイデア」や人材

育成プログラム「人材｣における活動も含まれる。特に人材育成プログラムにおいては、ナ

ノテクノロジー・ナノ科学分野用の予算は、第 6次に比べて 4倍に強化される見込みであ
る。また「アイデア」におけるプログラム公募は、提案公募型で実施されるうえ、学際的

な研究が優先されるため、ナノ、バイオ、情報といった分野を横断するナノ関連の研究開

発が多くなると見られている。 
 
第 1回のプロジェクト公募は 2006年 12月下旬に開始され、各種のプログラムを通じて

60ほどのテーマや研究トピックスの下でナノ関連プロジェクトが募集されている。関連す
るテーマ分野は、ナノ科学、ナノ技術開発、インパクト評価と関連の社会的問題、ナノ材

料、ナノエレクトロニクス、ナノ医療などである。この他、欧州委員会に直属するジョイ

ント・リサーチ・センターにおいて、ナノ材料、ナノバイオ、リスク評価と計量学などに

おける活動が予定されている。 
 
なお健康や環境に対するインパクト評価は、特に研究能力の強化を中心に、すでに第 5

次と第 6 次フレームワーク計画においても重視されており、2,800 万ユーロ規模の活動が
行なわれていた。第 7次フレームワーク計画では、強化された研究能力をフル活用する方
向で対象分野も規模も拡大される。2006年には健康環境へのナノテクノロジーの影響に関
し、一般に対する意見聴取が実施され、それを通じて同定された研究トピックスが第 1回
プロジェクト公募におり込まれた。 

 
● ナノテク関連のテクノロジー・プラットフォームなど 

 
フレームワーク計画に関係するナノテク関連の欧州レベルの体制作りとしては、テクノ
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ロジー・プラットフォームと、メンバー国の助成スキーム間のネットワーク作りを目指す

ERA-NET とがある。ナノテク関連のテクノロジー・プラットフォームとしては、ナノエ
レクトロニクス ENIAC、Nanomedicine、持続可能な化学の三つが重要となる。この他に、
先進エンジニアリング材料と技術、水素・燃料電池、産業安全（ナノ安全ハブ）、フォトニ

クス 21 の三つがナノテク関連の研究開発を行なう。ERA-NET には、ナノ科学の
NanoSci-ERA、マイクロ／ナノテクノロジーのMNT-ERA、材料科学技術のMATERAの
三つがある。これらの ERA-NETは第 7次フレームワーク計画下では ERA-NET Plusと
して継続される。 

 
■ ナノテクノロジー・ナノ科学用インフラストラクチャー 

 
ナノテク関連の研究開発のため先端設備の増強は不可欠となる。欧州では、個々の先端

設備やインフラの整備はメンバー国政府が担当する活動であり、EU レベルでは既存の設
備に対しほかのメンバー国の研究者がアクセスしやすいように、共同研究プロジェクトの

立ち上げ支援を行ったり、重要なインフラ設備を保有する研究機関間のネットワーク作り

を支援したりしている。ナノテク関連で重要なこの種のプロジェクトとしては、ナノエレ

クトロニクス分野の重要な設備や研究能力を有する仏 CEA-LETI、べルギーIMEC、独フ
ラウンホッファー研究所を結ぶ PRINS プロジェクトが立ちあがっている。この他、卓越
した研究機関のネットワーク化に貢献している EU プロジェクトとして報告書は、

Nanoquantaと Nano2Lifeを挙げている。 
 
■ 学際的研究人材の強化 

 
欧州委員会は、メンバー国間の教育研究要員の移動を通じて研究開発活動の刺激とレベ

ルの引き上げを目指す教育プログラムと、研究員の学際的プロジェクトへの参加や国外の

研究機関での研究を促進する研究プログラムを通じて、ナノテク関連の学際的研究要員の

育成強化を図っている。この方向でのマリーキュリー奨学金制度では第 6次フレームワー
ク計画下での 1億 6,100万ユーロのうち、8%がナノテク関連の人材育成に当てられた。ま
た奨学金制度の一部になっているマリーキュリー賞は、第 6次フレームワーク計画におけ
る 20の受賞のうち 3つがナノテク関連であった。なお EUレベルではナノテク・ナノ科
学専用の科学技術賞は設置されていない。メンバー国のなかではドイツとイタリアがナノ

テク・ナノ科学専用の賞を設けている。 
 
■ 産業イノベーション 

 
ナノテク行動計画は、欧州の競争力強化への貢献を大きな目標にしているが、関連分野

のイノベーション実現のためには特に、中小企業の共同研究開発への参加を奨励している。

このために欧州レベルではフレームワーク計画への中小企業の参加を容易にする措置が採

られ、第 6次計画中、中小企業が参加していたプロジェクトの比率は 2003―2004年の 18%
が 2006年には 37%にまで改善された。 

 
第 7次フレームワーク計画では、企業のニーズを反映した研究開発が基本方針の一つと
され、プロジェクト公募の際の研究トピックスの決定が、企業が中心になって結成された
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テクノロジー・プラットフォームの戦略的研究アジェンダに即して行なわれるよ。またフ

レームワーク計画では従来、大型の開発プロジェクトや実証プロジェクトは助成対象には

なっていなかったが、第 7次フレームワーク計画の予算の一部を基金として欧州投資銀行
(EIB)が運用するかたちで、大型の実証開発プロジェクトに対する融資スキームが新設さ
れ、イノベーション資金の強化が図れている。 

 
またナノテクノロジー・ナノ科学に関する有望なアプリケーションの開発を見通すため

のロードマップが、第 6次フレームワーク計画におけるプロジェクトの中で重要なセクタ
ーごとに作成され、NanoRoadSME と NanoRoadMap が作成された。またこれらを補完
するかたちで、ナノテクノロジー・ナノ科学に関係するテクノロジー・プラットフォーム

が関連分野における将来の利用アプリケーションを見通している。 
 
標準関連では欧州委員会は第一に、ジョイント・リサーチ・センターの一つでベルギー

に置かれている基準材料・測定研究所(JRC-IRMM)におけるナノ計量と基準材料に関する
作業を通じて、CENや ISOなどの標準機関をアシストしている。 

 
また欧州委員会は標準関連政策の見直しを行なっており 2007 年 4 月に、CEN、

CENELEC、ETSI の欧州標準機関に対し、関連分野別の標準プログラムの作成を要請し
ている。この際、分野別にプログラムに盛り込まれるべき必要事項を明記した指令書が与

えられている。ナノテク関連の指令書も CEN に与えられており、2007 年末までに CEN
はナノテク関連尾標準に必要な作業を同定し、実施予定を明記にしたプログラムを発表す

ることになっている。 
 
規格標準のための研究活動は第 6 次フレームワーク計画においては、Nanostrand（ナ
ノテク関連の標準として必要とされるものの同定など）と Nanotransport（ナノ粒子の製
造を通じて大気中に放出されたアエロゾルの挙動調査）の二つのプロジェクトが 2006 年
に開始されている。これらは欧州レベルの研究をコーディネートしつつ実施されているが、

さらに世界レベルでは VAMAS（規格準備）や CIPM（計量学）とコーディネートされる
予定である。 

 
なおナノテク関連の特許に関しては、複数の技術分野にまたがっているナノテク関連特

許をナノテクのものとしてまとめるため、欧州特許局は、すでに出願登録された特許の番

号を再整理し、分類番号として「Y」を新設し、ナノテク用に「Y01N」をあてている（日
本の ZNMに当たるもの）。ナノテク関連の特許であるかを判断する作業はドイツの研究助
成機関 VDIが実質的に担当したという。 

 
フレームワーク計画における研究開発活動からのナノテク関連特許は、第 5次と第 6次
を比べると、第 6次フレームワーク計画の最初の 2年間で立ち上がったプロジェクトから
判断すれば、第 6次においてはほぼ 2倍に増加しているという。 

 
■ 社会的側面の組み込み 

 
社会的に広範な支持を得られなかったことから開発発達が遅れた GMOの先例を避ける
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ため、行動計画はナノテクノロジーに対する一般の理解が深まることを重視し、各種情報

活動を予定している。この分野では欧州委員会が大きな役割を果たしているが、活動の特

徴は、安全性を初めとするナノテクノロジーに関する不安除去に止まらず、その影響全般

に関してコンセンサスの形成を目指すことにある。この方向での活動としては以下が列挙

されている。 
 
• 説明用のビデオ映画を含む、EU内のすべての言語においてナノテクノロジーに
関する基礎的な情報を提供する説明資料の作成 

• 科学者による一般に対する情報説明活動の支援：ハンドブック communicating 
Science, a Survival Kit for Scientistsの作成 

• 欧州レベルでナノテク専用のホームページの設置 
:http://ec.europa.eu/nanotechnology/, http://www.nanoforum.org 
• 第 6 次フレームワーク計画の下での社会的受容に関する調査プロジェクトの実
施：Nanologueや NanoDialogueなど。また NanoBio-Raiseは第 7次フレーム
ワーク計画でも継続される。 

 
ナノテクノロジーによる倫理的な影響に関しては、フレームワーク計画におけるナノテ

ク関連のすべての研究開発プロジェクトに関し、必要とみなされた場合にはすべて、倫理

性評価が行なわれた。2007 年 2 月には、欧州委員会付諮問委員会「科学・新技術におけ
る倫理グループ(EGE)」が、ナノ医療に関する答申を行い、ナノ医療における安全、倫理、
法的、社会的側面に関する研究の必要性を強調し、倫理的側面に関する欧州ネットワーク

の設置を提案した他、現行の関連法制度について更なるモニタリングの実施を勧めている。

ただし答申は現時点でナノテク関連の特別な法的措置の必要はないとしている。 
 
欧州委員会などによるナノテクに関する一般の意見調査によれば、欧州市民のナノテク

に対する意識は未だに十分とはいえないが、市民の意識では、欧州の行政府のナノテク統

治能力は、世界の他の地域に比べて信頼できるとされている。 
 
これらの問題意識から欧州委員会は 2007 年 7 月、ナノテクノロジーの研究における行

動規範の作成に向け、広く一般からの意見を聞くための意見聴取を開始している。 
 
■ 公衆衛生、安全性、環境及び消費者保護 
 
ナノ材料やナノ製品が環境や健康に与える影響は完全には解明されておらず、欧州委員

会はナノテクノロジーの利用発達からいかなる危害も生じないようにするため、法的手段

と法外措置の双方から、次の三つのアプローチを講じている。 
 
• 現行の法規制枠でナノテクノロジーによる影響に十分な対応が可能か否か、及
び、法規制枠の修正や新規設置の必要性のチェック 

• 研究・科学委員会、国際レベルも含めた情報交換や協力を通じた知識ベースの
改善強化 

• ステークホルダーとの対話や自主活動への一般市民の取り込み 
 

● 法規制枠のチェック 
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進捗報告書の発表の際に欧州委員会が行ったコメントによれば、ナノテクノロジーによ

るリスクに関する法規制枠のチェック作業は最終段階にあり、2007年末までにはナノ材料
の安全性に関し新しい法規制が必要か否かを判断した総括が発表される予定である。この

総括を待たずに言えることとして、以下が指摘されている。 
 
• 健康と環境に対する影響においての主要な懸念は現行の法規制によって対処可
能である。 

• 特定の分野（ナノ材料の製造準備にあたる研究者や作業者の健康など）におい
ては、研究の進展や法規制上の必要に応じて、法規制の修正が提案されうる。 

• 法規制措置の不十分を指摘しているメンバー国の報告書を考慮する。 
 

以上が基本となるが、法規制分野で最初の努力は既存の法規制枠の実施適用の改善にお

かれる。特にリスク評価に関し、法規制、標準、ガイダンスの実施に関する規定が、現在

のままで十分かがチェックされる。チェック作業の間、関連の新しいデータに応じて、ケ

ース・バイ・ケースで現行の規定（REACH）が適用され、申請登録が必要となる量、物
質や成分の許可、廃棄物が有害とみなされるか否かの判断、評価手続きの遵守基準の強化、

市場への導入制限など等につき、REACHの規定が適用される。 
 
なおすでに市場に出回っている製品に関しリスクが同定された場合、予防措置や警報措

置などを通じ管轄当局が介入できるメカニズムの確保に注意が払われる。 
 
● 不足している科学知識への対応 

 
2005年以降、世界的なレベルで、人造ナノ材料の安全性に関する科学知識が不足してい

るという認識でコンセンサスが成立している。これに関しメンバー国、欧州、世界のレベ

ルを通じて、以下が行われた。 
 
• 健康と環境に対する潜在的なリスクに関するデータと、データ作成のテスト手

法 
• ナノ材料やそれを含む製品のライフサイクルを通じた被爆データと被爆評価手

法 
• 被爆に対処するための、ナノ材料に関する測定・特性決定手法、基準材料、サ

ンプリング、分析手法 
 
欧州レベルでは 2006年 3月、欧州委員会の求め（行動計画が定めていた）に応じて「発
生中もしくは新しく同定された健康リスクに関する科学委員会(SCENIHR)」が、ナノテ
クノロジーによるリスク評価に関する答申報告書を発表した。報告書は、現行の毒性評価

や環境毒性評価の手法では、ナノテクノロジーがもたらすすべてのリスクを評価するには

不十分とした。ナノ粒子に関し、その特性決定、探知、測定計量、人体と環境におけるそ

れらのライフサイクルに及ぶ挙動、それに関するあらゆる種類の毒性に関する科学的知見

が不足しているとした。 
 
欧州委員会はこれを受け SCENIHRに対し、化学品用技術ガイダンス文書が定めている

現行のリスク評価手法に関するより詳細な答申を行なうことを要請した。SCENIHRは前
回の答申と同様、一般意見を募った後 2007年 6月 21―22日、答申報告書を採択した。報
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告書は、現存のリスク評価手法には修正が必要とし、技術ガイダンスと手法における諸問

題を指摘しつつ、段階的にリスク評価戦略を確立する方向を提案している。 
 
化粧品に使用されているナノ粒子に関して欧州委員会は、「消費者・消費製品に関する

欧州科学委員会(SCCP)」に、化粧品成分として使用されているナノ粒子の安全性評価と、
化粧品成分のテストのためのガイダンス・ノートの修正の必要性に関し、答申を求めてい

た。SCCPは 2007年 2007年 6月 19日、一般意見を求めるための答申原案を発表し、日
焼け止め用に使用されているナノ粒子の安全性につき、見直しチェックが必要と結論付け

ている。とくに肌の痛みによる皮下への透過の可能性が指摘されている（3.2.2参照）。 
 
● 安全性に関する研究開発 

 
第 7 次フレームワーク計画の第 1 回プロジェクト公募では優先研究トピックスとされ、

以下の項目でプロジェクトが募られた。 
 
• 簡単に使用できる携帯探知測定デバイス 
• 従来データに対する批判的検討を加えた人造ナノ粒子の人体と環境に対する影

響 
• ナノ粒子のインパクトに関する批判的な検討を経たデータベース・セット 
• ナノテク・ベースの材料や製品に関するコーディネートされたインパクト調査 
• 医療診断に使用されるナノ粒子の毒性評価用の新しい戦略 
 
これに対しジョイント・リサーチ・センターでは人造ナノ粒子の特性決定手法と毒性テ

ストの調和化、基準材料、毒性を含めたナノ粒子の特性評価のためのコンピュータ手法の

適用可能性、データベースの開発などを行なっている。 
 
テクノロジー・プラットフォームにおいては、関連分野のナノ粒子の製造における安全

性に関し、行動基準や安全ガイドの発表や（SusChem）、ナノ粒子の有毒性に関するモニ
タリング技術の開発（工業安全テクノロジー・プラットフォーム ETPIS におけるナノ安
全ハブ）などの成果があった。 

 
● 健康、環境分野での国際協力 

 
健康・環境問題に関しては、データが比較可能なものとなり、法規制面でも国際的な調

和化が行なえるように、分類整理、標準、テスト手法など複数の分野で国際協力が必要に

なる。欧州委員会は、世界的なコーディネート作業の場として最も重要な OECD のワー
キング・パーティに参加している。また標準分野では ISO/TC229の作業に参加している。 

 
欧州レベルではこの分野でのフレームワーク計画の助成が、潜在的には世界中すべての

国の研究チームに対して可能になっている。特に米国の関連政府機関との間で、共同研究

プロジェクトを実施するための議論が行なわれ、EPA、NSF、DOE が欧州チームとの共
同研究を奨励する決定を行なっている。第 7次フレームワーク計画の第 1回プロジェクト
公募では、米国チームとの共同研究が奨励されている。またナノテク・ベースの製品に関

するライフサイクル評価に関するワークショップが、欧州委員会、米 EPA、ウッドロー・
ウイルソン国際研究所により共同開催されている。 
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■ 国際協力活動 
 
EU は研究開発を中心に先進国と、またナノ格差の回避と知識へのアクセスを保証する
理念から開発途上国と協力対話を進めている。 

 
研究開発ではナノ科学、ナノ材料分野での協力が中心であるが、ナノ粒子の安全性や世

界市場でナノテク・ベース製品の世界市場で対等に競争できるために必要な規格準備研究

など、より限定されたテーマ領域でも重要な協力活動がある。また EUは、メリディアン
研究所による「ナノテクノロジーと貧困：チャンスとリスク｣など、EU以外の地域からの
インプットにも注意している。 

 
第 7次フレームワーク計画では第 6次にまして、域外研究者に対する助成可能性が強化

されている。また EU NanoForum-Latin Americaや EuroIndiaNetのように、地域間協
力のためのパイロット・プロジェクトも開始されている。 

 
ナノテクノロジーに関して、責任ある発達利用は欧州が重視する課題であり行動計画は

その方向で、研究における行動規範の設置を見通していた。これに即して欧州委員会は米

国や日本で対話会合を持ったが、行動規範の設置に関して世界的なコンセンサスは形成さ

れていない。 
 
欧州のナノテク関連の国際協力としては、これまでに説明された分野ごとのものも含め、

以下の五つが挙げられている。 
 
• 標準準備作業として ISO(TC 229)と CEN(TC 352)に参加。その他、ナノテクに
関係する既グループの作業(ISO/TC24、ISO/TC 146など)にも参加 

• OECD の二つのワーキング・パーティの作業に参加(人造ナノ材料に関する
OECD-WPとナノテクノロジーに関する OECD-CSTP-WP)。 

• 第 7 次フレームワーク計画における健康と環境に対する影響の研究において、
米国当局との協力（欧州委員会と米環境局 EPAはナノテクノロジーを含む協力
実施に合意している） 

• 第 7 次フレームワーク計画の枠内で、第三国のナノテク研究者のネットワーク
設置支援措置と、ナノ格差を防止するため、無料かつアクセス自由のナノテク

ノロジー・ナノ科学に関する電子ライブラリーの設置支援 
• ナノテクノロジーの特定の領域における国際協力の進捗と課題を検討するため、

メンバー国政府代表者とのアドホックの作業班の設置 
 
■ 欧州レベルでの整合的かつ明瞭な戦略の実施 
 
ナノテクノロジー行動計画の目的は、ナノテクノロジーの発達利用を可能な限り最良の

統治によって実施することにある。このために欧州委員会はメンバー国政府と定期的に細

かく連絡を取りながら、構造組織作りとコーディネートに留意してきた。欧州レベルのこ

の方向でのイベントは、EU議長国の主催により半期ごとに開催された。 
 
欧州委員会内には、進捗報告書が扱っているすべての事柄を対象にする総局間作業班が

設置されたうえ、ナノテクノロジーの発達と利用に関する機動的な評価を実施するための

「観測所」設置のためにプロジェクト公募を行っている。ナノテクノロジーに関係する欧
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州委員会内の総局リストは、http://ec.europa.eu/nanotechnology/に示されている。 
 
さらにナノテクノロジー行動計画の実施は、欧州研究エリア ERA の実現におけるナノ

テクノロジーによる貢献確保に通じる。この観点からは以下が指摘され、進捗報告の結論

となっている。 
 
ナノテクノロジーとナノ科学に関する幅広い欧州戦略の実施と、欧州におけるナノテク

ノロジーに対する公的助成の 1/3 を占めるフレームワーク計画からの研究開発支援により、
欧州内の実効的なコーディネートに成功し、無駄な重複を最少に食い止めている。この活

動においては、しばしばメンバー国に先立って重要なイニシアチブが開始されている。 
 
• ナノテク関連の人材養成や研究者の移動奨励プロジェクトに対する助成により、ナ
ノテク関連分野の人材資源能力が引き上げられている。 

• 第 6次フレームワーク計画においては、ナノテク関連の研究開発プロジェクトに対
する企業からの参加が増加した。また欧州テクノロジー・プラットフォームの設

置により産官共同が強化された。これらは第 7 次フレームワーク計画ではいっそ
う進むとみられる。 

• 一般市民を組み込むための戦略的な活動が複数開始された。 
• 国際協力のために選定された戦略的な活動が開始され、フレームワーク計画におけ
る第三国からのナノテク関連研究者の参加が、現在は少ないながらも増加し始め

ている。 
• これらの活動が、ナノテクノ発達利用が安全に行なわれるための努力によって、補
われている。 

 
行動計画の実施において今後特に留意される点としては、以下がある。 
 
• 学際的な活動のためのインフラストラクチャーの開発 
• 安全かつ実効的なナノテク利用のための適切な条件整備 
• 倫理的な観点からの研究者の責任に関する市民をも含めた広範な理解 
 
第三の点について欧州委員会は、安全かつ責任のあるナノテク研究の促進と、安全かつ

責任あるそのアプリケーションと利用のため、責任あるナノテク研究のための自主的行動

規範の採択を予定している。 
 
法規制面では、現行法規制のチェックが終了した時点で、新たな科学的知見に基づき、

新しい必要性が確認された分野に関し、法規制の見直しが提案される。 
 
なお次回の進捗報告は 2009年に行なわれる。 
 


