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【個別特集】NEDO海外事務所報告  
 
 国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3年毎レビュー（概要） 

－その 2－ 
NEDOワシントン事務所 

松山貴代子 
 
全米科学アカデミー(National Academies of Science: NAS)の全米研究委員会(National 

Research Council: NRC)が今年 9月に発表した『大きさの問題：国家ナノテクノロジー・
イニシアティブの 3年毎レビュー（A Matter of Size: Triennial Review of the National 
Nanotechnology Initiative※：以下「レビュー」という）』は、「21世紀ナノテクノロジー
研究開発法（21st Century Nanotechnology Research and Development Act：以下「ナノ
テク法」という）」に盛り込まれた、外部機関による 3 年毎のレビューを義務付ける規定
に従って策定された報告書である。 
 

NRC の「レビュー」では、3 年毎に見直しの対象となる事項注 1を、国家ナノテクノロ

ジー・イニシアティブの見直し（第一章：前回レポートで概説）；トラッキングとベンチマ

ークの進捗状況（第二章）；経済的影響（第三章）に整理分類して評価しているほか、第一

回目レビューの一環として、レスポンシブルなナノテクノロジー開発を保証する基準・ガ

イドライン・戦略の必要性を査定する一回限りの調査研究（第四章）、および、分子自己組

織形成の技術的可能性を判定する一回限りの調査研究（第五章）も実施している。ここで

は、第二章から第五章までを概説する。 
 
I. トラッキングとベンチマークの進捗状況 
 

科学技術のベンチマーキングでは、客観的な国際的査定を行うために必要なデータ収

集や数量的分析が少なからぬ課題を提示することになるが、これはナノテクノロジーに

も当てはまる事実である。NNI レビュー委員会(Committee to Review the National 
Nanotechnology Initiative)では、各国のナノテクノロジー研究開発（R&D）支援状況

                                                  
※ http://www.nap.edu/catalog/11752.html 
注 1 ①国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の技術面での実績評価；②省庁間および研究分野
間における NNI の管理・調整の見直し；③各省庁の NNI 活動予算レベル、及び、各省庁が予算内で
NNIの目標を達成出来るか否かの評価；④NNIが、民間部門への技術移転、及び、学際的 R&D の推
進で成果をあげているかどうかの評価；⑤NNI が、倫理面・法制面・環境面・社会面の問題を十分に
検討しているか否かの評価；⑥NNIの新目標、又は、目標改正の勧告；⑦NNIに掲げられた目標を達
成するために必要な新しい研究分野、パートナーシップ、管理メカニズム、および、プログラムの勧

告；⑧ナノテクノロジー研究開発活動に関し、政策変更、プログラム変更、および、予算配分変更の

提言；⑨NNIの目標達成度を評価する査定基準の改善勧告；⑩全米ナノテクノロジー調整局（National 
Nanotechnology Coordination Office）のパフォーマンス見直し；⑪ナノテクノロジー研究開発に関す
る、米国とその他諸国の現状の比較分析；⑫ナノテクノロジーが米国経済に現在及ぼしている影響の

分析。 
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を評価する際に利用される主要因子の一つが官民の投資であるとしながらも、各国政府

の予算編成や支出計算方法が異なるために、これらの比較が容易ではないことを強調し

ている。とはいえ NNIレビュー委員会は、投資やインフラストラクチャー等のインプ
ット要素と、科学出版物や特許といったアウトプット指標をベンチマーク情報として収

集・分析し、米国が現時点ではナノテクノロジーR&Dにおいてリーダー的存在である
こと、その一方で、激しい国際競争に直面していることを結論としてあげている。 
 
政府投資では、日本や欧州連合のナノスケール R&D 予算が米国の現行予算（年間

10 億ドル）に匹敵するほか、多数の諸国から新イニシアティブ立上げの報告が入って
きている。このため、大統領の科学技術諮問委員会(President’s Committee of Advisors 
on Science and Technology: PCAST)で は科学技術政策研究所 (Science and 
Technology Policy Institute)に、米国政府と外国政府の予算を比較評価する調査研究を
実施するよう依頼したところである。一方、ナノテクノロジー関連企業へのベンチャー

キャピタル投資に関するデータ注 2は、米国のベンチャーキャピタル産業が他国よりも

遙かに発達していることを示し、米国のリーダーシップが今後数年間続く注 3ことを示

唆している。 
 
ナノテクノロジー投資発のアウトプット指標で評価可能なものが、科学出版物と特許

発行数の動向であるが、①ナノテクノジーが未だ発見・開発の初期段階にあり、②各国

のナノテクノロジー定義の相違や報告データの一貫性欠如が指標の追跡調査を複雑化

させていることが、アウトプットのベンチマークを非常に難しいものにしている。米国

内に限ってみても、NNI 投資から生まれた出版物や特許に関するデータの収集は、こ
の種のデータの追跡・収集を担当する中心的機関が存在しない為に極めて困難であると

いう。NNIレビュー委員会では、ナノテクノロジーR&D投資、結果として生まれるイ
ノベーション、および、ナノテクノロジーの営利開発を示す優れた相対的指標が存在し

ないことを指摘する一方で、既存データから、ナノスケール研究への投資とイノベーシ

ョンが世界的に増長していることは明白であると結論づけている。また、米国がナノテ

クノロジー関係出版物の数注 4や特許数では依然として世界トップの地位を保ってはい

るものの、他諸国がこのギャップを急速に縮めつつあるという警告を発している。 
 

                                                  
注 2 Cientificaの『2003年ナノテクノロジーの好機報告(2003 Nanotechnology Opportunity Report）』
によると、ナノテクノロジー関連企業へのベンチャーキャピタル世界投資総額は 2002年に 2億 6,170
万ドルで、この内の約 79%にあたる 2億 700万ドルが米国企業へ、約 12%（3,010万ドル）が英国企
業、約 5%（1,260万ドル）がドイツ企業への投資であったという。 

注 3 NNIレビュー委員会は、2003年 10月に日本に設立されたナノテクノロジービジネス推進協議会
(Nanotechnology Business Creation Initiative)がナノテクノロジービジネスの新設、および、世界的
リーダーとなる為に必要な土台作りを目的とするものであることに言及し、日本国内では近い将来、

ナノテクノロジーに投資するベンチャーキャピタル会社の増加が予想されると指摘している。 
注 4 世界中で出版されたナノ科学やナノ工学に関する発表論文に占める米国論文の割合は、1990年代初
めには 40%であったが、2004年には 30%未満まで減少している。 
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《提言および提案》 
· NNI 投資が参加各省庁の戦略目標や NNI 自体の広範な目標に如何に貢献している
かを査定評価する能力を確立するため、NNIに参加する連邦政府機関は全米ナノテ
クノロジー調整局(National Nanotechnology Coordination Office : NNCO)や財政
管理予算局(OMB)と協議して、年間の予算要求額・認可額・歳出額を報告・記録す
る一貫した方法を策定し、その向上に努めるべきである。 
· NNIレビュー委員会は、（アウトプットの）原点を NNI投資に遡ることができるア
ウトプット指標に関してデータを収集・追跡記録するための適切なテクニックや手

順の調査を、NNIの下で独立研究機関に委託することを提案する。 
 

II. 経済的影響 
 

ナノテクノロジーの経済影響を追跡するために必要なデータや指標が、種類・量・質

の面で大幅に不足しているほか、ナノテクノロジーの経済影響を信頼できるデータや厳

密な実証枠組みに基づいて評価するというより、仮説や推量に基づいて予測する傾向に

ある。ナノテクノロジーは未だ発見・開発の初期段階にあるため、現時点でこの技術の

経済的影響を測定することは時期早尚であるうえ、将来これを分析するとしても、経済

指標―ナノテクノロジー開発の結果生まれた雇用や被雇用者等―の厳密な解析を助長

するデータが収集され、メトリクスが策定されない限りは、経済影響の分析は困難であ

る。NNI レビュー委員会は、高質なデータを将来の経済影響評価に利用する意向であ
るならば、方法論や新たな指標を策定する可能性について調査する必要があると指摘し

ている。また、初期段階にあるとはいえ、ナノテクノロジーを商業化する活動の為の指

標注 5策定を今開始して、こうした活動に関するデータベースを維持していくことが重

要であると明言している。 
 
《提言》 
· NNIの経済的影響を長期に亘って査定評価していく基礎を確立するため、ナノスケ
ール科学工学技術小委員会(Subcommittee on Nanoscale Science Engineering and 
Technology : NSET小委員会)は先ず、政府ナノテクノロジーR&D投資から生まれ
た米国経済の利益を数量化するためのメトリクスを策定するフィージビリティにつ

いて調査研究を実施するか、または、委託するべきである。調査研究では、商務省

の持つ経済分析に関する専門知識、および、米国産業界対象の世論調査能力を活用

すべきである。                                    

 
 
                                                  
注 5 最も重要な指標は、ナノテクノロジー関連知的所有権の動向、および、出版物他研究アウトプットの
動向；ナノ科学やナノテクノロジー分野での科学者・エンジニア・技術者の訓練；技術移転の動向。

NNIレビュー委員会では、ナノテクノロジーの社会的・経済的利益の実現を支援するためには、R&D
から商業用途への技術移転に関するデータを改善する必要があると結論付けている。 
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III. レスポンシブルなナノテクノロジー開発 
 

NNI レビュー委員会の見解では、レスポンシブルなナノテクノロジー開発とは、ナ
ノテクノロジーのもたらすプラスの貢献を最大限に活用し、マイナスの影響を最小限に

抑えるというバランスのとれた努力をさす。従って、技術の応用と潜在的影響の双方が

検討されねばならないとしている。NNI のプログラム構成分野(Program Component 
Area)の一つである社会的局面は、（1）ナノテクノロジー開発のもたらす環境・衛生・
安全面(environmental, health and safety : EHS)の影響および付随するリスクの査定
評価、（2）教材や学部課程、技術教育や市民啓蒙といった教育関連活動、（3）ナノテ
クノロジーが社会にもたらす影響の確認および数量化を目的とする研究、という 3 つ
のサブトピックを網羅しているが、NNIレビュー委員会のこの分析では現在の EHS研
究に焦点をあてている。 
 
レスポンシブルなナノテクノロジー開発の調査研究は今回一回限りの実施であるた

め、NNI レビュー委員会では、国家ナノテクノロジー諮問委員会 (National 
Nanotechnology Advisory Panel)や NSET小委員会のナノテクノロジーの環境・衛生
影響に関する作業部会 (Nanotechnology Environmental and Health Implications 
Working Group : NEHI作業部会)、および環境保護庁(EPA)といった政府機関、ウッド
ローウィルソン国際センターの新興ナノテクノロジー・プロジェクト (Projects on 
Emerging Nanotechnologies)や国際生命科学協会 (International Life Sciences 
Institute)といった非営利団体、および、英国の王立協会／王立工学アカデミー(Royal 
Society and Royal Academy of Engineering)等の近年の EHS関連活動や研究報告に
ついて言及している。 
 

NNI レビュー委員会は、こうした米国内外の活動や研究報告の考察によって、ナノ
テクノロジーEHS 影響に関する情報やデータや分析がどれほど少ないかが明らかにな
ったと述べている。人造ナノ材料のリスク度を厳密に評価することは現時点では不可能

であると断言し、こうした評価を可能にするためには、更なるリスク評価プロトコルの

作成と、一層の研究が必要であると主張している。また、人造ナノ材料が実験動物の健

康に悪影響を及ぼすという証拠があることに言及し、リスクに基づくガイドラインやベ

ス ト プ ラ ク テ ィ ス を 策 定 す る 際 の 基 礎 と な る 再 現 可 能 で 十 分 特 性 化

(well-characterized)された EHSデータの利用が可能となるまでは、労働者や一般市民
の健康や安全、および、環境を守る予備手段をとることが賢明であると示唆している。

一方、ナノテクノロジーの倫理・社会的影響に関しては、科学者やエンジニア、社会学

者や毒物学者、政策策定者や一般市民を巻き込んだ統合的アプローチが必要であると主

張している。 
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《提言および提案》 
· ナノテクノロジーのレスポンシブルな開発を保証するため、ナノテクノロジーの

EHS影響に関する研究を拡大すべきである。人造ナノ材料が国民の健康や環境に及
ぼす影響を査定評価するためには、実施される研究が明確に定義されていて再現可

能でなければならず、（1）ヒト、野生生物、および、その他生態系受容体の原料物
質被ばく量を推定し、（2）職業性被ばくや環境被ばくがヒトの健康やエコシステム
に及ぼす影響を査定し、（3）被ばくに関連するリスクを特定・査定・管理する効果
的な方法が開発されねばならない。 

· NEHI 作業部会は、連邦政府のナノテクノロジー研究支援機関とナノ製品規制・監
視機関の情報交換の場を提供し、レスポンシブルなナノテクノロジーの研究開発・

応用・監視に必要な調査研究他の活動の確認・優先順位付け・実施を助長し、ナノ

テクノロジーEHS 影響研究に関する情報をその他政府機関や非政府機関へと連絡
する中枢機関の役を果たしている。効率的かつ協調的な方法でレスポンシブルなナ

ノテクノロジー開発を進めるため、このような政府機関は全利害関係者との協力を

継続していくべきである。 
 

IV. 分子自己組織形成 
 

分子自己組織形成を分子サイズの材料やデバイスの作成に利用することが技術的に

可能であるか否かの判定を依頼された NNI レビュー委員会では、2005 年 2 月に専門
家ワークショップを開催して、技術情報を考察し、問題を討議した。材料の加工に関し

ては、半透性膜(semi-permeable membrane)のような比較的複雑な材料も、分子自己
組織形成を体現するプロセスによって毎日加工されており、期待通りの材料特性を作る

こつは、温度の変化や不純物の付加といった作業条件の適切なバリエーションを見つけ

ることにかかっているため、分子自己組織形成は材料加工に利用可能であるという結論

に達した。また、デバイス加工の方は、医療診断用のセンサーといったシンプルなデバ

イスが、分子自己組織形成を体現するプロセスを利用することで毎日組み立てられてお

り、構造が幾分複雑なものであっても、更に精巧な自己組織形成プロセスで生成するこ

とが出来るため、分子自己組織形成はデバイス加工にも利用可能である。 
 
しかしながら、複合物体の大量生産のように、さらに複雑な材料やデバイスの加工と

なると、シンプルな自己組織形成プロセスが期待通りの成果をあげる見込みは極めて低

くなる。何故かというと、システムが複雑になって相互運用する部品の数が増えれば増

えるほど、プロセスのどこかの時点でエラーが発生する確率が高まるためである。シン

プルな自己組織形成にはエラー修正メカニズムが存在しない。この為、複雑度がある程

度に達すると、シンプルな自己組織形成プロセスによる生成高は取るに足らないものと

なる。一方、実用的な製造システムではこうした問題を、構成物質の運動に関する動的

制約や、並べ替え(sorting)や浄化といったエラー修正プロセスによって解決している。
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従って、NNI レビュー委員会の前に浮上してきた重要タスクは、さらに精巧な加工プ
ロセスで、より複雑な材料やデバイス、しいては複合システムそのものをボトムアップ

方式で生成出来るか否かの評価ということになった。 
 
生体系を組み換えて、生きた細胞の外でこれを作動させた実験証拠があがっており、

多くの生物工学研究者は、こうしたシステムが将来の製造プロセスの土台を形成するこ

とになると確信している。更に、インフォメーション・テクノロジーとその関連部門の

製造技術や研究の動向も、原子レベルの正確さで造形する能力を持つ加工プロセスがい

ずれは開発されることを示唆している。NNI レビュー委員会によると、理論計算は今
日でも可能であるが、化学反応サイクルやエラー率、作動速度やボトムアップ型製造シ

ステムの熱量効率を確実に予測することは現時点では不可能であるため、加工製品の

（いずれは達成可能であろう）完璧度や複雑度を自信を持って予測することは出来ない

としている。また、生体系の熱量効率その他能力を大幅に上回るシステムの開発へと繋

がっていく最適な研究経路を予告することも現時点では不可能である。NNI レビュー
委員会によると、抽象モデルに結び付く実証試験や長期ビジョンを導くことになる実証

試験を実現させる能力に基づいて調査員に研究資金を給付することが、この目標達成に

は最適であるという。 
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