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ナノ安全に係る国際動向 

 

１．国際的な動き 

（１）国際化学物質管理会議 

（International Conference on Chemicals Management; ICCM） 

・国連ＷＳＳＤ12020 年目標（2020 年までに化学物質によるリスクを最小化すること）

を達成するための行動計画を議論する国連環境計画（UNEP）が主催する会議 

・2012年 9月、第 3回ＩＣＣＭにおいて、「ナノテクノロジー及び工業用ナノ材料」等

の「新規の課題」の今後の活動が決議された。 

・主な決議内容として、SAICM2文書の一つである「世界行動計画」に工業用ナノ材料に

係る情報共有や意識の向上に係る活動の推進、人の健康や環境の安全に関する事項に

ついての理解の促進等 13項目を追加することを決定した。 

 

（２）国連ＧＨＳ専門家小委員会 

・危険物輸送並びに化学品の分類に及び表示に関する世界調和システム（GHS）に関す

る専門家小委員会 

・2012 年 12月、2013-2014年の行動計画に、「必要に応じて、ＧＨＳが人工ナノ材料に

適用できるか検討する」を追加した。 

・フランス代表の委員を座長とする非公式の連絡部会を立ち上げ、国際レベルの取組の

現状について調べ、次回小委員会（2013年 7月）で報告することになった。 

 

（３）ＯＥＣＤ工業ナノ材料作業部会 

（Working Party on Manufactured Nanomaterials; WPMN） 

・工業ナノ材料の厳格な安全性評価の開発を支援するための、工業ナノ材料のヒト健康

と環境影響に関する国際協力の促進を目的に議論する会議 

・現在の 8つのプロジェクト運営グループ（SG）を 5つの SGに統合して活動する。 

【SG1 & SG2：工業ナノ材料安全性研究データベース】 

・世界におけるナノ安全性関連プロジェクト（計画中、進行中、完了済）の概要を収載

したデータベース 3を 2009年 4 月に公開した。データ数は 800 超（2012年末時点）。 

【SG3 & SG4 & SG7：ナノ材料の試験と評価】 

・13の代表的ナノ材料について、物質毎にデータセット（ドシエ）をとりまとめ、2013

年 6月までに OECD事務局に提出する。（日本はカーボン 3物質のリード国を米と担当） 

・現行テストガイドライン（TG）をナノ材料への適用性の観点で評価し、2つのレポー

                                                   
1 持続可能な開発に関する世界首脳会議（World Summit on Sustainable Development：WSSD） 
2 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（Strategic Approach to International Chemicals Management：
SAICM） 
3 www.oecd.org/env/nanosafety/database 
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ト「OECDテストガイドラインの工業ナノ材料への適用の予備検討」「サンプル調製・

投与法ガイダンス」を公表した。 

・2013 年 2 月、吸入ばく露に関するワークショップ（2011 年開催）の結果を受けて、

吸入ばく露のTGに関するSPSF4の作成に着手することになり、オランダ主導で実施し

ている。 

【SG5 & SG6：リスク評価と規制プログラム】 

・各国の規制的枠組みやガイダンス、自主的な取組みにおけるナノ材料の取扱について、

アンケート調査を実施した。 

・リスク評価における課題についてレポートを公表するとともに、当該レポートに基づ

き、以下の３つのプロジェクトを計画している。 

人健康リスク評価に係る種間外挿法（ドイツ主導） 

リスク評価におけるナノ材料の溶解性の扱い方（カナダ主導） 

ナノ材料のグループ化（日本主導） 

【SG8：暴露測定と暴露削減】 

・ばく露測定の観点で、３つのプロジェクトが進行している。 

廃棄物及び廃棄物処理に関する情報収集（米国主導） 

空気中のナノ材料の濃度測定及び試料採取（オーストラリア主導） 

ナノ銀によるばく露評価ケーススタディ（米国・韓国主導） 

・新しいプロジェクトの提案 

職場における空気中ナノ物体及びその凝集・集合体のばく露評価に関する調和され

た段階的アプローチ（BIAC5提案） 

【SG9：環境に有用な工業ナノ材料の利用】 

・ナノ LCAに関する各国の活動の情報収集し、2011 年にワークショップを開催した。 

・LCA ケーススタディに関するガイダンスマニュアルを作成している。 

 

２．欧州の動き 

（１）ナノ材料の定義 

・2011 年 10月、欧州委員会（EC）は規制のためのナノ材料の定義を勧告した。ナノ材

料を、「非結合状態若しくは強凝集体（アグリゲート）又は弱凝集体（アグロメレー

ト）であり、個数基準の粒子径分布で 50 % 以上の粒子について、1 方向以上の大き

さが 1 nmから 100 nmの範囲である粒子を含む、自然又は偶然にできた或いは製造さ

れた材料」と定義した。得られた知見や科学的・技術的発展を踏まえて定義を 2014

年 12 月までに見直す予定としている。 

・なお、2012 年 9 月に EC の共同研究センター(JRC)が公表した報告書「定義の履行の

                                                   
4 Standard Project Submission Form 
5 OECD 加盟国の経済団体により構成される公式の諮問機関 
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ための計測の要件」において、現在使用可能な計測方法は、一つの方法で全てのナノ

材料について定義を満たすか否かを決定できないこと、ラウンドロビンテスト等の検

証を踏まえて将来的に定義を改定しなければならないこと等に言及している。 

 

（２）ＲＥＡＣＨ 

・2008 年、ECがナノ材料は REACHの対象に含まれていることを明示した。 

・2013 年 2 月 EC は REACH の見直しの結果をまとめた報告書を採択。ナノ材料に関す

る章で、ナノ材料の有害性やばく露パターンに基づき、REACHの基本原則に対する修

正や新法は必要ないとしているが、登録一式文書（ドシエ）におけるナノ材料の記載

方法と安全性実証の方法等不明確な部分があるとした。これらを明確にするため、

REACH 附属書の改訂を視野に入れて、2013 年 12 月までには実施法案を作成する予定

としている。 

・2013 年 2 月 欧州化学品庁（ECHA）は、国際統一化学情報データベース（IUCLID）

をナノ材料に関してアップデートした。実験結果を入力する際に、試験材料がナノ材

料である場合には、ナノ材料を選択できるようになった。 

・2012 年 10月、ECHAは REACH規制下での評価（review）対象物質と期日をリストアッ

プした「2013 年～2015 年物質評価計画」の修正案を発表した。ナノスケールのもの

を含む二酸化チタン（実施国：フランス）と銀（実施国：オランダ）について、2014

年までに評価が行われる予定となっている。 

 

（３）化粧品規則 

・2009 年に、化粧品規則を公布（2013年 7月施行） 

・化粧品中でのナノ材料の使用について、ナノ材料の定義や届出、表示、安全性評価の

仕組みをカバーしている。 

・ナノ材料の定義を、意図的に製造された非溶解性あるいは生体内残留性がある材料で、

一つ以上の外部サイズあるいは内部構造が 1-100nm であるものとしている。 

・上市予定の化粧品に含まれるナノ材料について、特定するための情報、粒子サイズと

物理化学的特性、年間推定量、毒性プロファイル、化粧品カテゴリーに関連するナノ

材料の安全性データ、予測可能な暴露条件等の届出を義務づけている。 

・該当成分の名称に“nano”と記すことを定めている。 

 

（４）殺生物剤規則 

・2012 年 6月に、殺生物剤規則を公布（2013年 9月施行） 

・ナノ材料の定義として 2011 年 10 月のナノ材料に関する EC 勧告が取り入れられてお

り、この定義に照らしてナノ材料であると判定される物質が製品に使用されている場

合、そのナノ材料が人と動物の健康及び環境に及ぼすリスクを別途評価することが認
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可の条件として挙げられている。ナノ材料の安全性試験に際しては、その特性に合わ

せた調整などを含め、適用した試験法の科学的妥当性を説明すべきであるとされてい

る。 

・製品中にナノ材料を含む場合、該当する成分の名称の後に括弧付きで nano と表示す

るとともに、ナノ材料に特有なリスクを表示すべきであるとしている。 

・殺生物剤により処理された最終製品にも適用される。 

 

（５）消費者への食品情報の提供に関する規則 

・2011 年 11月に、消費者への食品についての情報の提供に関する規則を公布（2014年

12 月施行） 

・ナノテクノロジーによる物質が含まれている場合に消費者に知らせることを目的とし

て、原材料リストの規定において、「食品の成分として工業ナノ材料が含まれている

場合、全ての成分は原材料リストに明確に表示されなければならず、nano という文

字が括弧付きで示されていなければならない」としている。 

 

３．米国の動き 

（１）ナノテクノロジー及びナノ材料の応用に対する規制と監視に関する米国の意思決

定のための政策原則（2011 年） 

・2011 年 1 月に、オバマ大統領が公布した大統領令に基づき「新興技術の規制と監視

のための原則」と題するメモランダムを発表するとともに、この一般原則をナノテク

ノロジーに当てはめた政策原則を発表した。 

・ナノ材料の定義については、サイズのみならずナノスケールによる特性や現象に言及

するとともに、規制措置は科学的根拠に基づくべきとしている。 

 

（２）ＴＳＣＡ（有害物質規制法） 

①2008 年 10月、環境保護庁（EPA）は、カーボンナノチューブを TSCAに定める新規物

質とすると通知。製造前届出(PMN)の対象とされる。カーボンナノチューブの PMN に

は、ラットに対する 90 日間吸入ばく露後 3 ヶ月間の観察を行った結果の提出等が求

められている。 

 

<TSCA における新規化学物質の審査流れ> 

・新規化学物質（TSCA インベントリに収載されていない化学物質）を製造又は輸入しよう

とする 90日前までに製造前届出(PMN)を提出しなければならない。PMNは EPAにより審査

され懸念があると特定されると、届出者に対して使用者への注意義務、数量制限や特定

用途の制限、個別事業者における排水管理など、対象物質に応じて適切な規制（同意指

令）が適用される。 
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・EPA は、同意指令の対象となった PMN物質について第三者の利用を制限する重要新規利用

規則(SNUR)を公布する。当該物質を官報で許可された方法以外で製造・輸入・加工を意

図する企業は、取り扱いを開始する 90 日前までに EPA に重要新規利用届出(SNUN)を提出

することが求められる。 

 

②2012 年 11 月 米加規制協力会議(RCC)のナノテクイニシアチブでナノ材料の規制に

関する情報の提供があった。 

・2012 年 TSCA の製造前届出(PMN)された 137 件のナノ材料の半数以上がカーボンナノ

チューブ、フラーレン等の無機炭素。主な用途は、コーティング剤、中間体、導電添

加剤、染料/インク、強度増加材等。 

・カナダでは、環境保護法(CEPA)の新規物質届出規則のもとで届け出られた 16 件の半

数以上は金属酸化物だった。主な用途は、コーティング剤。 

③2012 年 4月以降、TSCAのもとで SNURが公布された物質には、多層カーボンナノチュ

ーブ、多層カーボンナノファイバー、カーバイド由来ナノカーボン、官能基化多層カ

ーボンナノチューブ、スズ亜鉛及びカルシウム添加二酸化チタン、スズ亜鉛及びナト

リウム添加二酸化チタン等、加えて 100nm以下の製造を禁止するチタン酸カリウムが

ある。官報には、物質の種類毎に、届出用途外の使用禁止、労働現場での保護具着用

義務、水環境への排出禁止、（輸入品の場合）国内製造禁止等の許可条件が示される。 

④ナノスケール材料に関する制度の提案予定 

・2012年 12月、定例の規制アジェンダの発表があり、ナノスケール材料を製造・輸入・

加工しようとする者に対し PMNを義務づける重要新規用途規則(SNUR)、ナノスケール

材料の製造者に対し生産量、製造・加工方法、ばく露・排出情報、入手可能な健康・

安全データ等の情報を通知することを義務付ける報告・記録管理制度、以上２項目か

らなる提案を 2013年 7月までに告示するとしている。 

 

（３）食品医薬品局（FDA） 

・2011 年 6月、FDAはナノテク応用に関するガイダンスを公表し、化粧品及び食品分野

においてナノテクが使用されているかどうかを判断する考えを示した。①工業材料ま

たは製品が少なくとも一方向の次元でナノスケール（約 1～100 nm）であること、又

は②１μmの粒子でも、小さくなるが故に物理的/化学的/生物学的に新規な性質や現

象が現れること。 

・2012 年 4 月、ナノテクノロジーを使用した食品と化粧品に関する安全性評価のため

のガイダンス案を発表。製品の開発段階で FDAに相談するように強く要請している。 

 

（４）労働安全衛生局（OSHA） 

・2013年 4月、「ナノ材料と安全な作業」と題したファクトシートにおいて、国立労働
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安全衛生研究所（NIOSH）が提案している推奨ばく露限界に基づき、以下を推奨して

いる。 

「労働者が吸入し得るカーボンナノチューブおよびカーボンナノファイバーにつ

いて、8時間の時間加重平均で 1μg/m3を超えないこと」 

「ナノ二酸化チタンについては、0.3 mg/m3を超えないこと（粒子サイズ 100 nm 以

上の二酸化チタンについては 2.4 mg/m3 を超えないこと）」 

 

４．粒子状ナノ材料に関する年次申告にかかる各国の動き 

（１）フランス 

・製造・輸入・流通された粒子状ナノ材料に関する年次報告申告制度を整備。本申告制

度は、フランス国内で年間 100 g以上の粒子状ナノ材料を製造、輸入、流通させる者

は製品に用いているナノ材料について物質名、量、用途及び譲渡先を翌年 5月までに

環境大臣に電子的に提出することを義務付けた（申告制度は 2013年 1月施行された。

申告の締め切りは 6月 30日。4月 30日までに 457社から 1,991件の報告が提出され

た。）。 

（２）ノルウェー（EU未加盟） 

・2013 年 1 月 環境省気象・汚染局は、製造、輸出入、再販の数量等の登録情報を更

新するよう通知する際に、ナノ材料に関する項目を新たに設けたことを発表した。情

報の更新が必要な物質は、国内で年間 100 kg 以上製造・輸入・上市される危険物質、

殺生物製剤、新規物質であり、当該物質がナノ材料を含む場合、どの成分がナノ形態

なのか等を記載する。 

（３）カナダ 

・2013 年 1、2月の官報で、アルミン酸マグネシウム、バナジウム酸マグネシウム、チ

タン酸カリウムの３種について、１次元以上のサイズが 1 ～ 100 nm となるように

人工的に造られた粒子を有する形で、年間 10 kg 以上製造、輸入、加工する場合、

重要新規活動として、活動の 90 日以上前に様々な情報を当局に知らせなければなら

ないことを通告した。（届出が必要な１事業者あたりの製造又は輸入の年間下限量は

用途によって異なる。） 


