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はじめに
一昨年度、筆者は（社）日本機械工業連合会の

委託調査で 1 ナノ物質リスク規制の動向に関する
調査を担当し、国内はもとより、海外のナノ物質
リスク管理状況についても米国ワシントン D.C. で
現地調査する機会を得た。

ナノ物質のリスクというと、2 年ほど前に日本
でカーボンナノチューブ（以下、CNT と略す）に
よってマウスが中皮腫を発症したという実験結果
が大きく報道された頃から関心が高まってきたが、
日本だけではなく OECD などの国際機関でも、ま
た各国政府レベルでもナノ物質のリスクを評価し、
管理するための取り組みが活発化している。

こういった動きに対し、化学業界をはじめとし
た産業界は敏感にならざるを得ない。欧州の
RoHS 指令や REACH 規則などに端を発した化学

物質リスク規制強化の波が広がったように、次は
ナノ物質を対象とした新しい規制が作られるので
はないか？

だが、ワシントン D.C. におけるヒアリング調査
で筆者がナノ物質リスク管理規制の見通しについ
て質問すると、米国政府関係者から返ってくるの
は決まって「これはビッグ・チャレンジだ」とい
う返事であった。ナノ物質リスクを管理する法規
制の整備がなぜビッグ・チャレンジ（困難な挑戦）
なのか？　それを困難にしている要因は何なの
か？　本稿ではこの “ビッグ・チャレンジ” に向
けた状況と今後の見通しについて考察したい。

ナノ物質リスクとは何か？
そもそも、ナノ物質のリスクとは何であろう

か？　例えばナノ銀。ナノ銀には抗菌・殺菌効果

1  この調査は（財）JKA の補助を受けて実施しています。
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や脱臭効果などがあることから、靴下のような繊
維製品から台所用品を始めとしたさまざまな日用
雑貨、更に電気洗濯機のような耐久消費財まで多
くの用途で使われている。

だが、銀といえば古代から人間が使い続けてい
る、ありふれた物質である。なぜ今さら銀の安全
性が問題になるのか？　そこで重要になるのが「サ
イズの問題」なのである。

化学的・物理的特性が十分知られた物質であっ
ても、それがナノサイズになると比表面積（体積
当たりの表面積）が大きくなり、表面活性や表面
電化の変化、更に量子効果の発現なども考えられ
る。つまり、ありふれた物質であっても極微サイ
ズになることでバルク（塊り）の状態とは異なる
性質や挙動を示す可能性があるのである。

そもそもナノテクノロジーというもの自体、「極
微サイズであるが故に生じる、物質の新たな特性
を活用する技術」と表現できるはずである。とす
れば、ナノ物質が持つ「極微であるが故の新たな
特性」と「極微であるが故のリスク懸念」とは表
裏一体のものであることが分かる。

だが、物質がナノサイズになることで生じる量
子効果などの特性については、まだ科学的に解明
されていない部分が圧倒的に多い。どんなナノ物
質をどの程度摂取すると、体内でどんな影響があ
るのかといった医学的データもほとんどなく、ナ
ノ物質が環境に放出されると、それが植物や土壌
微生物などにどんな影響を与え、どのように食物
連鎖に蓄積するのかといった科学的知見もまた不
足しているのである。

“ビッグ・チャレンジ” という長い道のり
近年、化学物質のリスク評価においては「リス

ク＝ハザード×ばく露」という考え方が主流になっ
ている。ここでいうハザードとは「その物質固有
の危険性・有害性」、ばく露とは「その物質が（主
に人間に）摂取される可能性」と言い換えられる。
どんなに毒性（ハザード）の大きい物質でも、そ
の物質が全く流通していなければ（ばく露可能性

がほとんどゼロであれば）、その物質の総合的なリ
スクは低いと評価できるし、毒性がさほど高くな
い物質でも、それが食物に大量に含まれていれば
人体にとってリスクは高くなる。

この、「ハザード×ばく露」という考え方に基づ
いたリスク評価はナノ物質にも当てはめられよう
としているが、前述のように未解明の部分が多い
ナノ物質であるから、どうしても「懸念」や「不安」
が先行することになる。科学的知見やデータが不
足しているために「懸念」や「不安」が立証も払
拭もされない状態でくすぶり続けている…これが
現在のナノテクノロジーが置かれた状況であると
いえよう。

CNT はその形状が粒子状ではなく繊維状である
ことなどから、吸い込むとアスベストと同じよう
に肺に中皮腫を発生させ、ガンにつながる危険性
が指摘されている。従って「CNT でマウスが中皮
腫を発症」という報道があれば、CNT の危険性が
実験的に確認されたように思える。しかしこれは
注射器でマウスの腹腔に CNT を直接入れるとい
う方法をとった結果であり、現実的な「ばく露経
路」としてはあり得ない条件といっていい。

より現実に近いデータをとるためにはマウスに
CNT を吸引させる必要があるが、実際にはこう
いった実験技術はまだ確立していない。従って、
動物が CNT をどの程度吸引するとどの程度の確
率でどんな影響があるか、といったハザードデー
タなどもあるはずがなく、「形が繊維状でアスベス
トと似ている」ことなどからリスクが高いのでは
ないかと推測するしかない。

図表 1　ナノ物質の場合のリスク評価の概念図
ハザード（物質固有の有害性）
例1：CNTの発がん性リスク
例2：ナノ銀の体内微生物、

環境有用微生物への
悪影響

例3：化粧品等に使われる酸
化チタン・酸化亜鉛の
有害性懸念　等

ばく露（体内に摂取される可能性）
例1：産業ばく露→経路は主に

吸引
例2：消費者ばく露→吸引、経

皮、経口など、想定され
る摂取経路が複雑

例3：廃棄後製品からの環境放出
→人体や植物への蓄積　等

リスク（その物質の総合的な危険性）
� 出所：筆者作成
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ばく露可能性の差という問題がからむと状況は
更に複雑になる。仮に、CNT にアスベスト同様の
発ガン性があるとしても、それを大量に製造して
いる工場の従業員と、CNT 含有製品を使う消費者
とでは、ばく露可能性が全く違うのは当然である
し、同じ CNT 含有製品でも携帯電話の中の電池
と野球のバットではやはりばく露可能性に大きな
差があるはずである。しかし現状ではそういった
違いを評価する方法もやはり確立していないので
ある。

ナノ物質に関して適切なリスク管理が必要であ
り、それを法的に定める必要があるという考え方
自体は間違っていないであろう。しかし法律を作
るには、ナノ物質リスクを評価するための実験技
術が確立され、科学的データが蓄積・評価され、
どこまでが安全でどこからが危険かといった指標
がなければならない。だが、それはいつになれば
実現するのか？　冒頭で触れたように、米国政府
関係者がナノ物質リスク管理の法整備までの道の
りを「ビッグ・チャレンジ（困難な挑戦）」と表現
したくなるのも当然であろう。

リスク管理に向けた「現実路線」とは？
厳密な科学的データを基にリスク評価を行える

までには相当の時間がかかるのは避けられない。
しかし時間がかかるからといって、行政サイドと
しては「リスクがあるかもしれない」状態のまま
ナノ物質の製造・使用を放置はできない。それな
らば、いまできることからナノ物質のリスクを評
価・管理していこうというのが米国政府などの考
え方であり、いわば “現実路線” といえる。

ここでいう現実路線とは、「既存の法律の枠組み
の中に、部分的にでもいいからナノ物質を取り込
んでいく」という考え方であり、その好例として、
ナノ物質を既存の化学物質登録の枠組みに当ては
めようとする事例を紹介する。

米国には約 8 万の物質が登録された TSCA
（Toxic Substances Control Act：有害物質規制 
法）という化学物質登録の枠組みがあるが、それ

を所轄する EPA（U.S.Environmental Protection 
Agency：米国環境保護局）では、TSCA に既に掲
載された物質がナノサイズ化された製品に関して
は、それが同じ “分子的アイデンティティ” を持っ
ていれば基本的に「TSCA 既存登録物質」として
扱う方針を打ち出した。つまり、ナノ銀やナノシ
リカ、ナノ二酸化チタン等々はすべて既存物質と
して扱われることになり、バルクであるか、ナノ
サイズであるかという “サイズの問題” は現段階
では問わないという考え方である。

しかし、ナノ物質がすべて既存物質扱いになる
わけではない。CNT やフラーレンといったナノ物
質はごくありふれた「炭素」という既存物質で作
られてはいるが、その円筒状や球状の分子構造は
明らかに通常の炭素とは異なる “分子的アイデン
ティティ” を持っていると見なせる。従って、こ
れらは新規登録物質として扱うことになり、他の
新規登録物質と同じように製造開始の 90 日前ま
でに PMN（Pre-Manufacturing Notice：製造前届出）
の提出、更に化学的特性や有害性に関する様々な
試験データの報告などがメーカーに義務付けられ
ることになるのである。

現実路線という考え方は米国政府の規制づくり
という面だけではなく、ナノ物質に関するデータ
収集にも表れている。

EPA では TSCA での物質登録に関する検討と
並行して NMSP（ナノスケール・マテリアル・ス
チュワードシップ・プログラム）という取り組み
を実施している。これはナノ物質の物性や毒性情
報、リスク管理情報などのデータを、その物質の
製造メーカーから自主的に提供してもらう枠組み
であり、既に 20 社を超える企業から 100 以上の

図表 2　 OECD｢ 工業用ナノ材料に関する作業部会 ｣ で
2007 年 11月から安全性検討が始まった 14 物質

①フラーレン� ⑧アルミナ
②単層CNT（Single-Walled�Carbon�Nanotube）� ⑨酸化セリウム
③多層CNT（Multi-Walled�Carbon�Nanotube）� ⑩酸化亜鉛
④銀� ⑪シリカ
⑤鉄� ⑫ポリスチレン
⑥カーボンブラック� ⑬デンドリマー
⑦二酸化チタン� ⑭ナノクレイ

� 出所�：弊社作成の（社）日本機械工業連合会向け報告書より転載
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ナノ物質についての情報提供がなされている。
ナノ物質リスクに関する知見の収集には大変な

時間と労力がかかるというのは誰もが認めるとこ
ろである。であれば、そういったデータを最もた
くさん持っているところ、すなわち製造メーカー
から提供してもらうというのが最も効率的な方法
なのは明らかであり、ナノ物質のリスク管理に関
する米国政府の現実的な考え方が強く感じられ
る。更に、この NMSP という仕組みからは「規制
当局対メーカー」という対立図式を避け、ナノテ
クノロジー産業の発展のために官民で協力しよう
という姿勢も感じられる。

各国に広がる「現実路線」の動き
このような現実路線を進んでいるのは米国だけ

ではない。科学的知見やデータが圧倒的に不足し
ているという事情が世界共通であるなら、日本や
EU でも同じようなアプローチがとられつつある
のはむしろ当然といえよう。

EU の代表的な化学物質規制といえば REACH
規則や RoHS 指令であるが、EU では既に REACH
規則の登録免除対象物質リストからカーボンやタ
ングステンをはずしている。これは明らかに CNT
を初めとしたナノ物質リスクを想定した動きとい
え、ナノ物質を意識した REACH 運用は既に部分
的に始まっているといえる。

また、最近では今年 6 月に欧州議会の環境・健

康・食品安全委員会が RoHS 指令の改正案として
ナノ銀と多層 CNT を禁止対象物質に含める案を
可決したことが EU での重要な動きとして挙げら
れる。委員会での可決は決して「法制化」に直結
するものではなく、RoHS 改正内容の最終決定ま
でにはまだ紆余曲折が予想されるが、RoHS 禁止
物質になれば、ほとんどの家電機器・電子製品で
ナノ銀と多層 CNT が使えなくなるだけに、影響
は極めて大きい。米国や日本と違ってナノテク産
業の形成が遅れている EU が、REACH や RoHS
といった既存規制の改訂に際してナノ物質リスク
に対して厳しい姿勢を打ち出す可能性があること
には十分な留意が必要であろう。

我が国の場合、化審法 ･ 化管法といった既存の
法規制をいきなりナノ物質にあてはめるのではな
く、まず職業的ばく露防止という点に重点を置い
て法的拘束力のない通達やガイドラインといった
方法を使っているのが目立つ。2008 年に厚生労働
省労働基準局長通達として出されたナノマテリア
ルばく露防止のための通達は、翌年の 2009 年 3 月
に早くも改訂され、製造 ･ 取扱い設備に関しては
もちろん、マスクやゴーグル等の防護具仕様要求
項目も一段と詳細 ･ 高度なものになっている。

ただ、この 2009 年の新しい通達の中にも「基
礎的データ等が十分存在しないという制約下にお
いて、現在入手可能なデータや知見に基づいて講
ずべき措置を示したもの」という文言が記載され

図表 3　ナノマテリアルを規制し得る既存法規制 ･ 基準の例
目的 米国 EU 日本

物質
規制

TSCA（有害物質規制法）
PMN（製造前届出制度）

REACH 化審法
化管法

職業的
ばく露
防止

呼吸器保護基準
身体防護器具基準　など

フレームワーク指令 89/391/EEC
（労働安全衛生改善促進指令）
指令 2004/37/EC
（発癌性物質、変異誘発物質リスク労働者保護
指令）　など

労働基準法
労働安全衛生法　など

消費者
ばく露
防止

消費者製品安全法
FIFRA（殺虫殺菌殺鼠剤法）

指令 2001/95/EC
（EU製造物安全一般指令）

薬事法
食品衛生法　など

環境放出
抑制

Crean�Water�Act
（水質保全法）
Clean�Air�Act
（大気保全法）など

指令 2006/12/EC
（廃棄物に関する指令）
フレームワーク指令 89/391/EEC
（水に関する指令）など

水質汚濁防止法
大気汚染防止法
廃棄物処理法　など

注：和訳文が長くなる法律名称、指令名称等は略して記載している
� 出所�：弊社作成の（社）日本機械工業連合会向け報告書より転載
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ていることから、今後、ナノ物質リスクに関して
新たなデータや知見が蓄積されるに従って見直し
が続くのは間違いないと見るべきであろう。

社会的便益とのバランス
ナノ物質のリスク評価や規制を考える上では、

「経済効果や社会的便益とリスクのバランス」とい
う問題もついて回る。ナノテクノロジーは産業化
されてからの歴史が浅いだけに、今後の利用分野
の拡大、例えば環境や医療といった領域での応用
可能性は極めて大きく、それによって得られるで
あろう社会的便益の可能性もまた大きい。従って、
ナノ物質リスクを評価する場合もそのバランスを
考える必要がある。発火性というリスクがあるか
らガソリンの使用を禁止し、車の利用という社会
的便益を捨てるべきだと主張する人はいないので
ある。

例えば、CNT が「吸引によって中皮腫や肺ガン
のリスクを高める」ということが科学的に確認さ
れたとしよう。CNT のメーカーやそれを扱う工場
での職業的ばく露防止対策は十分とられるべきな
のは当然であり、そのための適切な法規制も求め
られよう。

だが、例えばリチウムイオン電池のように密閉
された製品から CNT が漏れ出し、それを消費者

が吸い込んで健康被害が生じるといったばく露可
能性は極めて考えづらいのも事実である。特定の
ナノ物質に有害性があったとして、それが含有製
品の有害性にまで短絡的に結び付けられるような
事態になれば、それはもはや “風評被害” に近い
ものがあると言わざるを得ない。

米国調査中、“ビッグ・チャレンジ” と並んであ
ちこちでよく聞かれたコメント、それは「ナノテ
クノロジーを遺伝子組み換え技術にしてはならな
い」という意見であった。ナノ物質のリスク管理
に関して今できることは限られている。だが、ナ
ノ物質がもたらす社会的便益やナノテクノロジー
産業の発展を考えれば、たとえそれが手探りに近
いものであっても、官も民もナノ物質のリスク管
理という “ビッグ・チャレンジ” に今から取り組
むべきであるのは明らかであろう。遺伝子組み換
え農産物と同じようにナノ物質を排除すればよい
という極端な風潮が広がってしまってからではも
う遅いのである。
「この製品にナノ物質は一切使用しておりませ

ん」という表示が流行るような事態になってしまっ
たら、それはナノテクノロジー産業にとってはも
ちろん、消費者にとっても不幸なことではないだ
ろうか。

図表 4　ナノマテリアルばく露防止のための通達（2008 年通達と 2009 年通達の比較）

� 出所�：�「ナノマテリアル製造 ･取扱い作業現場における当面のばく露防止のための予防的対応について」
（基発第 027004 号）および「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について
（基発第 0331013 号）から抜粋

項目 2008.2.7 通達 2009.3.31 通達

ば
く
露
防
止

製造装置は原則密閉構造。困
難な場合は局所排気装置を設
置し排気口には高性能フィル
ターを設ける

製造 ･取扱い装置は原則密閉構造。特にナノマテリアル粉体
を液体や樹脂に混ぜる作業は「ばく露のおそれが高い」とし、
密閉化や無人化 ･自動化、あるいはグローブボックス内で行
うことを求める。その他、発塵のおそれのある工程を複数例
示し、排気装置やフィルター等の使用についても詳細に指定。

保
護
具

【マスク】
防塵マスクの規格に合格し
たもので、粒子補修効率が
99.9％以上のものか、それと
同等以上

【マスク】
粒子捕集効率 99.9 以上は同様だが、「今後、新たなナノマテ
リアル等の有害性の情報が把握できた場合、防じんマスクの
ろ過材の粒径に対する捕集効率が把握できた場合等は、その
時点で選定基準を見直す」旨が記載。

情
報
伝
達

記述なし ユーザーのばく露防止対策のため、容器や包装への表示、あ
るいはMSDS等の文書により、ナノマテリアルの名称や成分、
取扱い上の注意等を伝達
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