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【ナノテクノロジー特集】 政策  

 
英国政府の第 2研究レポート 

「人造ナノ粒子による潜在的リスクの特性決定」 
 

NEDO技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 
 
■ 経緯 
 
英国政府は 2007年 12月、第 2研究レポート「人造ナノ粒子による潜在的リスクの特性
決定」を発表した。英国では 2004 年、リサーチ・カウンシルがナノテク研究開発におけ
るアンバランス、アプリケーションのための研究開発に比べナノ粒子の潜在的なリスクに

関する研究が大きく遅れていることを指摘し、長中期的にはリスクに対する準備不足がナ

ノテク利用の大きな障害になると警告して以来、政府レベルでの研究については、リスク

関連のものに関わるコミュニケーションが重要になっている。 
 
この方向で政府は 2005 年初め、ナノテクに関係する政府省庁、エージェンシー、リサ
ーチ・カウンシからの代表者から構成される「ナノテクノロジー研究コーディネーション・

グループ NRCG(Nanotechnology Research Coordination Group)」を設置した。NRCG
は 2005年 11月、人造ナノ粒子によるリスクの特性決定に関する第 1研究レポートを発表
し、ナノテク EHS に関する 19 の研究目的を同定した。次に 2006 年初め NRCG は、こ
れら 19の研究目的に取り組むための五つのタスク・フォースを設置した。 
 
■ タスク・フォースと EHS 研究目的の分担 
 

タスク・フォース 1： 測定学、特性決定、標準、基準物質 
研究目的 2 ナノ粒子の測定と特性決定に最も適した測定単位と手法の同定 
研究目的 3 標準と特性が十分同定された基準ナノ粒子の開発 
研究目的 4 潜在的な燃焼／爆発の場合のナノ粒子の特性理解と評価手法の精査開

発 
研究目的 9 土と水におけるナノ粒子曝露の測定を可能にする技術の最適化、開発、

使用 
   タスク・フォース 2： 曝露－粒子源、経路、技術  

研究目的 5 ナノ粒子源のさらなる同定 
研究目的 6 作業場や環境における空気中のナノ粒子暴露測定用技術の最適化と開発

研究目的 7 空気中のナノ粒子の一生と挙動の理解 
研究目的 8 曝露デバイスの開発 
研究目的 10 環境内の地中／水中のナノ粒子の一生、挙動、相互作用理解 
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   タスク・フォース 3： 人体ハザードとリスク評価  
研究目的 11 毒性評価のために標的器官／組織を同定するための、肺、皮膚、内臓を

経したナノ粒子の吸収と体内分布（運動毒性）の理解 
研究目的 12 ナノ粒子の細胞内、細胞間の移動と定着、及び、細胞毒性の理解 
研究目的 13 ナノ粒子に関する酸化ストレス、炎症効果、遺伝子毒性の有無の理解 
研究目的 14 空気と肺を経たナノ粒子の経路、潜在的な体内移動、定着、分布、毒性、

病原性、及び、心臓循環器系と脳への潜在的なインパクトの理解 
研究目的 15 消費製品における現在のナノ粒子の利用から、皮膚における取り込み、

透過、毒性に関するさらなる理解 
研究目的 16 ヒトの健康に対するハザード評価のためのテスト戦略の開発と現行の

テスト手法をどのようにナノ粒子に適用するかの評価 
   タスク・フォース 4： 環境ハザードとリスク評価  

研究目的 17 地下水、地中微生物、動物、植物におけるナノ粒子の取り込み、毒性、

効果につき、特に土壌再生の文脈において解明 
研究目的 18 重要な環境グループ（無脊椎動物、脊椎動物（魚など）、植物）に対す

るナノ粒子の毒性、運動毒性、生体効果のメカニズムの解明。作業にお

ける重要な側面は、ヒトに関する毒性研究から環境毒性学へのスムーズ

な移転 
研究目的 19 環境毒性研究で測定すべきエンドポイントの定義と、残存性、生体蓄積、

毒性に関する現行のテスト手法をナノ粒子に関し、どのように適応させ

るかの評価 
タスク・フォース 5：ナノテクノロジーに関する社会経済的な次元 

研究目的 1 一般市民対話と社会研究プログラムを通じてのナノテクノロジーの社

会的倫理的な影響の理解 
出典：Characterising the potential risks posed by engineered nanoparticles ; a second 
UK Government Research Report 
 
ナノテクノロジー研究コーディネーション・グループ NRCGは 2006年 10月、強化さ

れた体制の下で第一研究レポートを発表していた。これと平行して英国政府は 2006 年、
国のナノテク政策全般に関するレビューを科学技術カウンシル CST に依頼し進めた。こ
のレビューは 2007年 3月に発表されたが、その最も重要な結論は、ナノテクの EHSに関
する研究は政府の約束とは異なり、大きな努力もなされないまま目に見える進展はないと

いうものであった。 
 
CSTは過去5年間でナノ材料の毒性関連研究に投じられた国の予算は300万ポンドにと

どまる一方、エンジニアリング・物理科学リサーチ・カウンシルを通じたナノテク研究に

は年間 4000 万ポンドが配されていると指摘している。また貿易産業省のナノテク研究開
発費は、過去 6 年間で 9000 万ポンドに達しているとも指摘している。この批判をベース
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に、CSTはナノ粒子の EHSに関する研究強化のため、主に三点を勧告していた。 
 
• ナノテク研究予算の一元管理：現行の省庁間の連絡によってコーディネートされてい
るナノテク関連の研究開発予算を、省庁もしくはエージェンシー・レベルでとりまとめ、

いっそう戦略的な使用運営ができるようにする。 
 
• 事業用ナノテク研究開発予算の一部をEHS研究にまわす：研究開発予算においてEHS
に配される部分が少ない現状の修正のため、事業用研究開発予算の一部を毒性研究など

の EHS関連研究用にプールして、研究資金とする。 
 
• 提案公募式に代わる戦略的プログラム実施に対する直接助成：毒性研究などの地味な
研究は、融合科学技術としてのナノテク研究に比べ、研究者を引き付けにくい。このた

めの現行のリサーチ・カウンシルにおける提案公募型の助成方式では、ナノ粒子のリス

クに関する研究活動を大きくするのは難しい。このためナノテクに関する戦略的な研究

プログラムを決定し、その実施を直接助成するようにする。 
 

2007年 12月の第二研究レポートは、第一研究レポート以降の研究活動の進捗、それら
の国際的な研究の動きとの関係付け、CSTレビューの勧告に対する政府の対応説明となっ
ている。ここでは研究活動の進捗と CSTの勧告に対する対応説明とをみる。 
 
■ 第 1レポート以降の進捗 
 
今回のレポートは、五つのタスク・フォースごとに進捗状況を説明し、問題がある分野

に関しては、その説明と勧告が行われている。 
 
● タスク・フォース 1：測定学、特性決定、標準、基準物質 
 
もっとも重要な成果は基準物質に関する研究レポートで、基準物質の選択基準や、それ

に基づく候補物質リスト、今後の取り組み課題などを成果として提示している【4.3参照】。
またこの領域における国際的な標準準備作業にも大きな貢献があり、英国の指導的役割に

貢献している。 
 
● タスク・フォース 2：曝露－粒子源、経路、技術 
 
関連領域の研究を総合的に扱える組織体制が設置中である。人造ナノ粒子と自然ナノ粒

子を区別しながら曝露測定することが現在もネックになっている。しかし作業場における

曝露に関するプロジェクトが進んでおり、やはり進捗著しい国際的な作業も含めて、確実

な出発点となりつつある。 
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● タスク・フォース 3：健康ハザードとリスク評価 
 
健康に対するナノ粒子の影響を評価するプロジェクトは英国でほとんど実施されてい

なかったが、この一年で、ファイバー状のナノ粒子による肺疾患の可能性を評価するもの

と、吸引により肺から血液細胞などに侵入する可能性評価のプロジェクトが開始されてい

る。さらに国立吸引ナノ毒性研究センターの設置プロジェクトへの助成も決定された。 
 
勧告：この分野での研究活動は開始されたばかりというのが実情であり、今後多くの領

域において研究の必要がある。これに対し資金や研究員は不足しており、重複を避けた効

率的な研究が必要になる。このため全体のコーディネートが重要になる。コーディネート

に関しては、研究成果をできるだけ早い段階で分かち合うことが重要だが、研究者間の競

争もあり、発表以前の発見についての安全な情報交換ネットワークの設置可能性を検討す

る。 
 
● タスク・フォース 4：環境ハザードとリスク評価 
 

2005年の NRCGの第一研究レポートの時点では、英国では自然もしくは意図されずに
発生するナノ粒子（ディーゼル燃焼粒子など）に関する環境ハザードについては、一定の

研究があったが、人造ナノ粒子の環境ハザードに関する研究はほとんどなかった。このた

め人造ナノ粒子の環境ハザードの研究に必要な、多分野にわたる研究協力体制確保のため、

リサーチ・カウンシル、環境食糧省、環境庁の予算のもと、研究プログラム「英国環境ナ

ノ科学イニシチブ ENI」が 2006年 9月に開始されている。 
同イニシアチブの下、第 1回は人造ナノ粒子の健康に対する影響に関する研究から環境
ハザード領域への知識移転を中心にしたテーマで、第 2回は土壌再生などに使用されるナ
ノ粒子による環境への影響評価をテーマにした公募が行なわれた（2006 年と 2007 年）。
これ以外には、環境ハザード分野での国際会議の開催と、環境毒性に関する現行の評価手

法がナノ粒子の環境毒性評価にどこまで適用できるかの研究開始が行なわれた。 
 
今後の活動に関する勧告としては、1）英国環境ナノ科学イニシチブ ENIに対する予算

手当て、2）環境毒性評価に関する手法的アプローチとレポーティングに関し、特性決定
／測定学／優良例ガイダンスの開発に対する支援措置、3）国際的なイニシアチブ、特に
OECD において開始された環境毒性評価手法の適切性に関する作業とのインターフェー
ス強化が挙げられている。 
 
● タスク・フォース 5：ナノテクノロジーに関する社会経済的な次元 
 

2004年のリサーチ・カウンシルのレポート以降、英国政府はナノテクの社会的な影響に
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関する調査研究や市民対話プログラムを積極的に進めてきた (Nanodialogues, The 
Nanotechnology Engagement group, Nanojury UKなど)。しかし 2007年の CSTの総括
レビューは、こうした努力がほとんど政策決定の参考にならないかたちで実施されている

と批判している。これまでの作業の反省とこの分野での国際的な作業も参考にして NRCG
は、ナノテクの社会経済的なインパクトに関する研究では、優先テーマを大きく、英国の

イノベーション活動における経済クラスターと、ナノテク発展における消費者と法規制問

題の二つに絞るとしている。 
この二つのテーマの下で細かなトピックスを扱うことはできるが、あくまでも大きな全

体的な枠組みの中で細かなテーマを考えるとしている。これは一方で CSTの批判に応え、
社会経済的な問題の多くを法規制の枠組みの下で扱うことになり、もう一方で国際的な作

業（具体的には国際的な法規制枠の設置必要性や調和化に関するものが中心になる）にも

対応させやすくするものである。 
 
■ CSTレビューの勧告に関する説明 
 

2007年 3月の CSTによる英国のナノテク政策全般に関するレビューにおける最大の批
判は、ナノテクの EHS 関連の研究、特にナノ粒子の毒性研究の不十分に対するもので、
その是正策として、主に三点を勧告していた。 
 
• ナノテク EHS関連研究予算の一元管理：現行の省庁間の連絡によってコーディネート
されているナノテク関連の研究開発予算を、省庁もしくはエージェンシー・レベルでと

りまとめ、いっそう戦略的な使用運営ができるようにする。 
 
• 事業用ナノテク研究開発予算の一部をEHS研究にまわす：研究開発予算においてEHS
に配される部分が少ない現状の修正のため、事業用研究開発予算の一部を毒性研究など

の EHS関連研究用にプールして、研究資金とする。 
 
• 提案公募式に代わる戦略的プログラム実施に対する直接助成：毒性研究などの地味な
研究は、融合科学技術としてのナノテク研究に比べ、研究者を引き付けにくい。このた

めの現行のリサーチ・カウンシルにおける提案公募型の助成方式では、ナノ粒子のリス

クに関する研究活動を大きくするのは難しい。このためナノテクに関する戦略的な研究

プログラムを決定し、その実施を直接助成するようにする。 
 

NRCGは第二研究レポートにおいて、これらに対し次のように説明している。 
 
• ナノテク EHS 関連研究予算の一元化：EHS 関連の研究予算は今後も従来通り、環境
食糧省、健康省、イノベーション・大学・技能省（旧教育省）、国防省、環境庁、食糧

標準エージェンシー、健康安全局などの省庁やエージェンシーの管轄におかれる。この
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ためこれらの間のさらなるコーディネートが重要になる。またコーディネートの重要性

としては、国際的な研究活動とにおいて特に、不可欠となる動物実験が重複して無駄に

実施されないように注意が必要となる。 
 
• 直接助成による戦略的なプログラムの重視：NRCG は EHS 関連の研究実施における
学際的な共同研究実施のため、複数の助成元組織をリンクした合同プログラムの設置に

努力している。また設置から日が浅いイノベーション促進エージェンシー・テクノロジ

ー戦略ボードがリサーチ・カウンシルと環境食糧省と一緒に実施している、企業との官

民共同プロジェクト・スキーム LINKプログラムは、事業開発活動に比し、責任あるナ
ノテク発達を意識したものになっている。 

 
• さらに CST のレビューではより細かな優先項目に関し、HSE 関連の研究開発でも産
業利用との関連の深い標準関連研究の活動を英政府は十分に支援しており、今後はそれ

以外の HSE関連研究（特に毒性研究）をいっそう優先すべきと勧告されている。これ
に対し NRCG ははっきり反対の立場を示し、測定技術に関しては何をどのように測定
するかの議論は今後さらに詰めるものが多くあるとしている。 

 
ここから今後も英国のHSE関連の研究では、標準関連の作業が重視されるとみられる。 
今回のレポートにみられる政府の回答に対し、英国のナノテク EHS 関連の研究者の多
くは、同分野の研究促進において大きな進歩があったことを認めつつも、研究助成体制の

合理化が受け入れられず、コーディネート強化のみの約束に終わっていることに危惧を表

明している。 
 
参考： 
Characterising the Potential Risks posed by Engineered Nanoparticles, A Second UK 
Government Research Report,  
http://www.defra.gov.uk/environment/nanotech/research/pdf/nanoparticles-riskreport07.pdf 


