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「ナノ材料に係る諸外国の規制動向及び安全性情報に関する情報収集」-6 月分 

2016/6  JFE テクノリサーチ 
1. 6 月の情報 
1-1. 米国におけるナノ材料の規制動向 
1-1-1. 米国連邦議会で TSCA 改正法案成立 
2016 年 6 月 22 日、有害物質規制法（TSCA）改正法が成立した。直接ナノテク・ナノマテリアルに言及

する条項等は見受けられないが、TSCA 成立後 40 年間で初めて同法が改正されたことになる。 
 
5 月 19 日、米国連邦議会の上院および下院の超党派関係議員らが、TSCA 改正案の合意に達したこ

とを発表した。最終法案は上院案（S.697、2015 年 12 月 17 日通過）と下院案（H.R. 2576、2015 年 6
月 23 日通過）を 1 つにまとめたものとなり、最終名称は「Frank R. Lautenberg Chemical Safety for 
the 21st Century Act」とされた。（2013 年 4 月、最初に TSCA 改正法案を上院に提出し、同年 6 月に

死去したフランク・ローテンバーグ上院議員の名前が冠せられている。）最終法案は、5 月 24 日に上院

案に対する修正案として下院本会議において可決され、6 月 7 日にこの修正案が上院本会議でも可決

され、6 月 14 日にホワイトハウスに送付された。6 月 22 日に大統領が署名することによって法制化さ

れ、同日、連邦環境保護庁（EPA）は、同法関連の情報を掲載したウェブページ 1を公開している。署名

に際してオバマ大統領は「これは良い法律あり、重要な法律である。我が国の歴史で初めて、我々は化

学物質を有効に規制できるようになった。」と述べた。 
 
連邦議会でのこれまでの審議での最大の焦点は、州法に対する連邦法の優先をめぐるものであったが、

妥協する形で決着した。最終法案では、連邦政府は有害物質の規制を州政府よりも占有的に行うこと

になる。EPA が特定の化学物質のリスク評価を行っている期間、EPA の許可を得ない限り、各州はそ

の化学物質に対する制限を独自に行うことはできない。しかし、有害物質報告やモニタリングなどの有

害物質情報に関する州政府の活動を制限するものではない。また、2016 年 4 月 22 日より前に各州で

施行された特定の化学物質の使用を禁止および制限する措置や、2003 年 8 月 31 日より前に施行さ

れた州法を根拠法として施行される同様の禁止・制限措置については、連邦法よりも優先して適用され

る。さらに、連邦政府が期限内に化学物質の評価を完了しなかった場合や、EPA の評価後に考慮され

ていないリスクが発見された場合に、州政府が独自の対応を取ることも認めている。 
 
旧 TSCA と比較すると、今回の TSCA 改正法によって、EPA は連邦規模で化学物質規制を実施する

権限を拡大されたと言える。主な違いは以下の通り。 
 

• 既存物質の大規模な安全性レビューの実施 
旧 TSCA 施行時に既に流通していた物質は、TSCA を順守しているものとみなされた。今回の

改正後、EPA は現在流通する既存物質全てに優先順位を付け、順次レビューと必要に応じた

規制措置を実施することが義務付けられる。 

• 人体の健康へのリスクを基準とした化学物質の評価 
上記既存物質のレビュー、および、企業から提出される新規物質の安全性情報の評価におい

て、コストあるいは非リスク要素を考慮することなく、純粋に人体の健康へのリスクを基準とする。 

• 規制業務の強化を目的とした情報基盤の構築を EPA に義務付け 

• EPA による評価等に、実行可能な期限を設定 

• 企業が情報提出時に指定する機密情報の必要以上の保護を制限し、州政府関係者や保健・

環境保護関係者との必要に応じた共有を可能とする 

• EPA が企業に対する課金によって予算を補うことを許可 
年間合計 2,500 万ドルまで。企業が情報や各種申請を提出する時などに徴収される。 

 

                                                   
1 https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-
safety-21st-century-act 

https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-safety-21st-century-act
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-safety-21st-century-act
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なお、TSCA 改正法の原文をみてもわかるように、同法には不明瞭な部分も多く、今後、EPA が TSCA
改正法を順次適用していくため、各項目の詳細を示した連邦規則やガイドラインを策定・施行していくこ

ととなると予測される。 
 
連邦議会図書館 TSCA 改正法案資料： 
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-
bill/2576?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.R.2576%22%5D%7D&resultIndex=1 
 
EPA の TSCA 改正法資料（ハイライト）：https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-
under-tsca/highlights-key-provisions-frank-r-lautenberg-chemical 
 
EPA の TSCA 改正法資料（よくある質問）：https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
06/documents/the_frank_r._lautenberg_chemical_safety_for_the_21st_century_act_frequent_qu
estions.pdf 
 
EPA の TSCA 改正法資料（McCarthy 長官によるブログ記事、

6/22/2016）：https://blog.epa.gov/blog/2016/06/tsca-reform-a-bipartisan-milestone-to-protect-our-
health-from-dangerous-chemicals/ 
 
法律事務所 Bergeson & Campbell の解説（6/23/2016）：http://www.lawbc.com/regulatory-
developments/entry/tsca-reform-epa-web-page-on-the-frank-r-lautenberg-chemical-safety-for-
the?2016c13 
 
法律事務所 Bergeson & Campbell の解説（6/15/2016）： 
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-what-effect-will-the-tsca-amendments-
have-on-proposed-and-future-rulem?2016c12 
 
連邦議会上院環境・公共事業委員会プレスリリース（5/20/2016）： 
http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/press-releases-republican?ID=974F8249-3D4C-
4403-89E9-D8D2614ABA19 
 
同・サマリー資料： 
http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/aa2ac4d1-15bb-4e71-9588-909d49bdcff2/tsca-
reform-marketing-packet-5.19-final.pdf 
 
1-2. EU におけるナノ材料の規制動向 
1-2-1. REACH ガイダンスの更新は、REACH 登録期限間近でも、ナノマテリアルに関しては継続 
2016 年 3 月に欧州化学品庁（ECHA）は、年間製造（輸入）量が 1～100 トン未満の既存物質（Phase-
in substances）の登録期限 2である 2018 年 5 月 31 日までの 2 年間、事業者間の混乱を避けるため、

REACH ガイダンス文書 3の更新を自制すると告知している。しかし、2016 年 5 月 23 日付のプレスリリ

ースにおいて、ECHA が指定する 15 件のガイダンス文書については引き続き更新作業を続けると発表

した。この中には、ナノマテリアルに関連する策定中の以下表内の 4 文書が含まれている。 
 
これらのガイダンス文書更新版のドラフトは専門家パートナーグループ（Partner Expert Group：PEG）

による検討が行われている。この検討後、必要に応じて ECHA 関係者による検討を行った後、欧州委

                                                   
2 ECHA では、2008 年 12 月以前に既に流通していた既存物質について、年間製造（輸入）量を基準として

順次 REACH 登録期限を設けている。 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration 
3 ECHA は、REACH 規則を運用方法の詳細を説明する各種ガイダンス文書を公開し、適宜改定を行ってい

る。このガイダンス文書は、ECHA が多くのステークホルダー（関連業界、加盟国、NGO など）の参加の下に

作成している。ガイダンス文書自体には法的拘束力はないが、REACH の条文にない解釈や事例が紹介さ

れているため、REACH 規則の理解や対応には欠かせないものとなっている。 
REACH ガイダンス：http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 
 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2576?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.R.2576%22%5D%7D&resultIndex=1
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2576?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.R.2576%22%5D%7D&resultIndex=1
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/highlights-key-provisions-frank-r-lautenberg-chemical
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/highlights-key-provisions-frank-r-lautenberg-chemical
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/the_frank_r._lautenberg_chemical_safety_for_the_21st_century_act_frequent_questions.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/the_frank_r._lautenberg_chemical_safety_for_the_21st_century_act_frequent_questions.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/the_frank_r._lautenberg_chemical_safety_for_the_21st_century_act_frequent_questions.pdf
https://blog.epa.gov/blog/2016/06/tsca-reform-a-bipartisan-milestone-to-protect-our-health-from-dangerous-chemicals/
https://blog.epa.gov/blog/2016/06/tsca-reform-a-bipartisan-milestone-to-protect-our-health-from-dangerous-chemicals/
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-reform-epa-web-page-on-the-frank-r-lautenberg-chemical-safety-for-the?2016c13
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-reform-epa-web-page-on-the-frank-r-lautenberg-chemical-safety-for-the?2016c13
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-reform-epa-web-page-on-the-frank-r-lautenberg-chemical-safety-for-the?2016c13
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-what-effect-will-the-tsca-amendments-have-on-proposed-and-future-rulem?2016c12
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-what-effect-will-the-tsca-amendments-have-on-proposed-and-future-rulem?2016c12
http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/press-releases-republican?ID=974F8249-3D4C-4403-89E9-D8D2614ABA19
http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/press-releases-republican?ID=974F8249-3D4C-4403-89E9-D8D2614ABA19
http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/aa2ac4d1-15bb-4e71-9588-909d49bdcff2/tsca-reform-marketing-packet-5.19-final.pdf
http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/aa2ac4d1-15bb-4e71-9588-909d49bdcff2/tsca-reform-marketing-packet-5.19-final.pdf
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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員会と各加盟国担当省庁による最終的な検討が行われる。手続きの透明化のために、ECHA は各ガイ

ダンス文書更新版のドラフトと、それに対する関係者のフィードバックをオンライン上で公開する。また、

一般市民もフィードバックをオンライン上から提出することができる。 
 
今回、更新作業の継続が発表されたナノテク・ナノマテリアル関連のガイダンス文書は以下の通りで、

全てドラフトが公開されており、2017 年 5 月に最終化することを目指した意見聴取が進められている。 
 

文書 検討中の更新内容 
ナノ形態についてのガイ

ダンス
4 

新規のガイダンス文書（付録 4）。 
「ナノ形態（nanoform）」の定義、異なるナノ形態を区別する最低限の基準、報告

するナノ形態を特徴付けるために報告しなければならない最低限のパラメーター

を定めることが目的である。「ナノ形態」の定義は、（1）欧州委員会勧告のナノマ

テリアルの定義を満たし、（2）特定の形態（楕円体状（3 次元の長さがほぼ同

じ）、高アスペクト比を有する形状、二次元形状、その他の 4 種類）をもち、（3）追
加パラメーターにおける特定の表面化学特性（分散性、反応性、溶解度制御等

のためのコーティングや表面改質）を恒常的に持つものとする。 
人の健康エンドポイントの

ためのナノマテリアルに

関する必要情報について

のガイダンス
5 

第 R.7a 章についての付録 R7-1（セクション 3 のみ）、及び第 R.7c 章について

の付録 R7-2（セクション 2.1.3 のみ）だけを抜き出した修正提案。吸入毒性評価

の際のラット肺へのオーバーロードについての考察、in vitro 細胞生存率測定に

おける干渉、エンドポイントに関する助言、毒性動力学に関するガイダンス等。 
環境エンドポイントのため

のナノマテリアルに関す

る必要情報についてのガ

イダンス
6 

付録 R7-1 第 R7a 章に関する更新は ECHA 事務局により意見聴取のために作

成され、以下の一部だけが今回の聴取のために公開されている。 
o サンプル調製についての付録 R7-1 2.1.1 のアップデート 
o 水への溶解度についての付録 R7-1 2.2.1 のアップデート 
o 水/n-オクタノール分配係数についての付録 R7-1 2.2.2 のアップデート 
o 吸着または脱着についての付録 R7-1 2.2.4 のアップデート 
付録 R7-1 第 R7b 章に関する更新は、章の番号が変更されており、ガイダンス

アップデート後の以下の番号が公開されている。 
o 生態毒性と環境中運命に関する新規アドバイザリー・ノート（セクション 1.1） 
o 海洋水性毒性に関するセクション 1.2.1 のアップデート 
o 底質中生物に関するセクション 1.2.2 のアップデート 
o 分解/生分解/変質に関するセクション 1.2.3 のアップデート 
付録 R7-2 第 R7c 章に関する更新は ECHA 事務局により意見聴取のために作

成され、以下の一部だけが今回の聴取のために公開されている。 
o 水中生物蓄積性に関するセクション 2.1.1 のアップデート 
o 陸上生物への影響に関するセクション 2.1.2 のアップデート 

ナノマテリアルのリードア

クロスについてのガイダ

ンス
7 

新規のガイダンス文書。 
ドラフトでは、同物質の異なる複数のナノ形態間のハザードデータ利用の正当化

のアプローチを、定量的活性相関「quantitative structure-activity relationships
（QSAR）とグループ化についての IR&CSA ガイダンスの R6 章に対する付録」

として、提示している。これは、「化学物質のグループ化の一般的概念はナノマ

テリアルについても適用できるため」であるとしている。 
 
ガイダンス更新の猶予期間に関する 2016 年 3 月 2 日付 ECHA プレスリリース： 

                                                   
4 「Guidance on Nanoforms」あるいは「Appendix on recommendations for nanomaterials applicable to 
the Guidance on Registration」 
5 「Guidance on information requirements for nanomaterials for human health」あるいは「IR&CSA 
Appendices on recommendations for nanomaterials for human health endpoints」 
6 「Guidance on information requirements for nanomaterials for the environment」あるいは「IR&CSA 
Appendices on recommendations for nanomaterials for environmental endpoints」 
7 「Guidance on read-across for nanoforms」あるいは「IR&CSA Appendix on recommendations for 
nanomaterials applicable to QSARs and groping of chemicals」 
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http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-stabilises-guidance-two-years-
ahead-of-the-2018-reach-deadline  
 
更新猶予対象外ガイダンスのリストに関する 2016 年 5 月 23 日付 ECHA プレスリリース： 
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/check-which-reach-guidance-will-still-be-
updated 
 
意見聴取中の REACH ガイダンス一覧 ECHA ホームページ： 
http://echa.europa.eu/support/guidance/consultation-procedure/ongoing-reach 
 
「ナノ形態についてのガイダンス」ドラフト： 
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334052/appendix_reg_nano_draft_for_peg_en.pdf 
 
「人の健康エンドポイントのためのナノマテリアルに関する必要情報についてのガイダンス」ドラフト： 
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334053/draft_for_peg_app_r7-1_r7-2_en.pdf 
 
「環境エンドポイントのためのナノマテリアルに関する必要情報についてのガイダンス」ドラフト： 
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334053/draft_appendix_r7a_v2_peg_en.pdf 
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334053/draft_appendix_r7b_v2_peg_en.pdf 
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334053/draft_appendix_r7c_v2_peg_en.pdf 
 
「ナノ形態のリードアクロスについてのガイダンス」ドラフト： 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13564/appendix_r6-1_nano_draft_for_peg_en.pdf 
 
1-2-2. 医療機器規則におけるナノマテリアルについての改正が、3 者協議で合意 
既報の通り、欧州の医療機器規則 8は、欧州議会が 2013 年 3 月に改正案を可決し、さらに 2014 年 4
月にも立場を変えない決議を可決、欧州連合理事会と欧州委員会との 3 者協議に入っていた 9。2016
年 6 月 15 日、同 3 組織は協議の結果、一時的な合意に達し（tentatively agreed）、最新版の医療機

器規則改正案を発表した。規則の最新版には、医療機器へのナノマテリアルの使用に関する条項が言

い換えられた形で含まれている。これまで、欧州委員会が提案し、欧州議会が修正したものに、欧州連

合理事会からのコメントを加えた形。 
 
既報のように、同改正案は、使用目的や潜在的リスクなどによって医療機器を、危険度が低い順に I、II 
a、II b、III の 4 つのクラスに分類する。今回発表された最新版では、ナノマテリアル（定義は欧州委員

会の定めているものに拠る）の分類ルール体系は、以下のように示されている 10。 
 

ナノマテリアルを含む、またはナノマテリアルからなるすべての機器は、人体内部への暴露の

可能性の程度によって、以下のように分類される。 
 

• クラス III＝可能性が高い、または、中程度 

• クラス II b＝可能性が低い 

• クラス II a＝可能性が無視できる程小さい 
 
さらに、一般安全性能必要条件（General Safety and Performance Requirements）については、以下

のように述べられている 11。 
                                                   
8 既存規則は、「Directive 2001/83/EC」、「Regulation （EC） No 178/2002」および「Regulation （EC） No 
1223/2009」 
9 詳細は、2014 年度 3～5 月号参照。 
10 議会案では、ナノマテリアルを人体内に意図的に放出する医療機器のみ、リスクが最大のクラス III に分類

するとしていた。 Annex VII Rule 19 参照 
11 議会案では、「患者またはユーザーの体内に放出される、または放出されうる」の文言はナノマテリアルに

のみかけられていた。 Annex I Section II.7.6 参照 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-stabilises-guidance-two-years-ahead-of-the-2018-reach-deadline
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-stabilises-guidance-two-years-ahead-of-the-2018-reach-deadline
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/check-which-reach-guidance-will-still-be-updated
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/check-which-reach-guidance-will-still-be-updated
http://echa.europa.eu/support/guidance/consultation-procedure/ongoing-reach
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334052/appendix_reg_nano_draft_for_peg_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334053/draft_for_peg_app_r7-1_r7-2_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334053/draft_appendix_r7a_v2_peg_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334053/draft_appendix_r7b_v2_peg_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/22334053/draft_appendix_r7c_v2_peg_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13564/appendix_r6-1_nano_draft_for_peg_en.pdf


5 
 

 
機器は、無傷の皮膚としか接触しないのではなければ、患者またはユーザーの体内に放出さ

れる、または放出されうる粒子のサイズおよび特性に起因するリスクを、できる限り減らすよう

に、設計または製造されなければならない。ナノマテリアルに関しては特別の注意を払わなけ

ればならない。 
 
合意規則文書全文（現時点での仮バージョン： 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9364-2016-REV-3/en/pdf 
 
欧州議会が採択した改正案（p5 以降、委員会策定版と議会策定版を併記して違いを説明している）

「REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 
medical devices, and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and 
Regulation (EC) No 1223/2009 
（10/9/2013）」：http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0324+0+DOC+PDF+V0//EN 
 
1-2-3. ECHA の CLH 提案、ナノ粒子二酸化チタンも対象に 
適切なリスク管理を行うためには、危険物質分類表示の標準化の必要があるため、ECHA では分類表

示の調和（harmonized classification and labeling：CLH）を進めている。Classification, Labelling and 
Packaging（CLP）規則における CLH 対象となるのは、（1）発がん性（C）、突然変異性（M）、生殖毒性

（R）、または呼吸器感作性（RS）をもつ物質、（2）殺生物製品（BP）、植物保護製品（PPP）中の活性物

質、（3）EU レベルでの分類が必要と認められる物質である。対象物質が CLP 規則の下で上記いずれ

かの要件に該当する CLH 対象物質と認められると、附属書 VI パート 3 第 3 表に含められることにな

る。 
 
2016 年 5 月 31 日、欧州化学品庁（ECHA）は、フランスにより提案された二酸化チタンの CLH に関す

る一般意見の公募を開始した。フランスは CLP 規則の附属書 VI パート 3 第 3 表へ、二酸化チタンを

発がん性物質として追加することを提案している。フランス食品環境労働衛生安全庁（ANSES）が提出

した CLH 報告書では、発がん性のメカニズムや粒子の特性づけといった点に関する登録ドシエから知

りうる証拠と情報に基づき、附属書 VI パート 3 第 3 表への追加は、「二酸化チタンについて、あらゆる

状態（phase）とそのあらゆる組み合わせを含み、あらゆるサイズと形態の粒子」を対象として提案して

いる。従って、ナノ粒子も通常の微粒子と同様に対象となっており、結晶相（crystal phase）や表面処理

の如何を問わず対象となる。コメントの受付期間は 2016 年 7 月 15 日までとなっており、物質の同定、

物理化学特性、データ元など、あらゆる点に関してコメントを受け付ける。CLH ドシエの不明点もコメント

の対象となる。公開審議後、ECHA は意見集約のために、メンバー国が指名して ECHA 管理委員会が

任命した有識ステークホルダーからなるリスク評価委員会への参加を関係者に求めることになる。 
 
ECHA の二酸化チタン CLH 公開審議ホームページ：http://echa.europa.eu/harmonised-
classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/13832/term 
 
ANSES 二酸化チタン CLH 報告書： 
http://echa.europa.eu/documents/10162/594bf0e6-8789-4499-b9ba-59752f4eafab 
 
1-2-4. ECHA、REACH 規則と CLP 規則についての報告書を公開 
2016 年 5 月 26 日、欧州化学品庁（ECHA）は、2005 年の導入以来の REACH 規則と CLP
（Classification, Labelling and Packaging）規則実施に関する報告書の第二版を公開した。この報告

書は 5 年ごとに発行されるもので、2011 年の第一版に続くものであり、EU と企業が協力し合って実施

してきた REACH 規則実施への取り組みと今後の課題について述べられている。 
 
報告書の中で、ECHA は、いかに ECHA が「情報収集組織からナレッジマネージメント組織」へと変貌

してきたかという点を強調し、それによって ECHA が数多くのデータベースを調査できるようになり、問

題となる化学物質が現れた場合にリスク管理手段を促すことに成功してきたとしている。また、これまで

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9364-2016-REV-3/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0324+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0324+0+DOC+PDF+V0//EN
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/13832/term
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/13832/term
http://echa.europa.eu/documents/10162/594bf0e6-8789-4499-b9ba-59752f4eafab
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REACH 規則の下で 1 万社以上の企業がデータを提供し、ECHA との相互の信頼関係を構築してきた。

レビュー後の訂正が求められるドシエもあるが、大多数の企業はコンプライアンス遵守のためにさらなる

修正を引き受けてきた。 
 
しかしながら、ナノマテリアルに関しては、ECHA は企業のデータ提出義務の改善を求めている。具体

的には、REACH 規則においてナノマテリアルに関する明示的な要求や法的な説明がないことに触れ、

欧州委員会によるより具体的なデータ提出義務の施行を待つことに加え、「企業からのナノマテリアル

に関するデータ提出におけるより建設的なアプローチ」を求めている。報告書は、2018 年の REACH 登

録締切を前にして、ECHA と企業はドシエを最新の状態に保つべく協力を継続しなければならないとし

ている。 
 
ECHA 報告書：http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf 
 
ECHA プレスリリース：http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/report-confirms-
safety-improvements-in-europe 
 
ECHA サマリーシート： 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_summary_en.pdf 
 
1-2-5. ドイツ連邦環境庁、環境中のナノマテリアルに関する報告書を発表 
2016 年 6 月 1 日、ドイツ連邦環境庁（Umweltbundesamt：UBA）は、「環境中のナノマテリアル：化学

物質安全性に関する知見と規制の現状」と題する報告書を発表した。この報告書では UBA の見解とし

て、欧州委員会は、「速やかにそして建設的なやり方で」化学物質安全規制におけるナノマテリアルの

定義を提案するべきであり、REACH 規則におけるナノマテリアルに特有の要求事項を定めるべきであ

ると勧告している。 
 
この報告書の目的は、UBA の立場から、特に環境保護の観点より、ナノマテリアルに対する化学物質

規制をさらに強化する必要性について概観することにある。この報告書は、「特に、様々な化学物質の

安全性を確保する規制の採択に関する議論に携わっている関係者や意思決定者」を対象としている。

ナノマテリアルの環境中での挙動と影響に関する知識の現状が示され、ナノマテリアルの定義、ナノマ

テリアルの同定、関連するリスクの評価といった様々な点が考察されている。また、すでに発効している

既存の物質規制におけるナノマテリアルの考え方や、こうした既存の規制において改正されるべき事項

が挙げられている。規制とリスク評価手段のさらなる検討と実現に向けて、UBA は、ドイツ連邦労働安

全衛生研究所（BAuA）、ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）、ドイツ連邦化学物質局（Federal Office 
for Chemicals）、ドイツ連邦環境省、各 EU 加盟国の代表者、欧州化学品庁（ECHA）、欧州食品安全

機関（EFSA）、欧州医薬品庁（European Medicine Agency；EMA）、欧州委員会、OECD と引き続き

密接に協力を進めていくとしている。 
 
ドイツ連邦環境庁（UBA）報告書「環境中のナノマテリアル：化学物質安全性に関する知見と規制の現

状」： 
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/nanomaterials-in-the-environment 
 
1-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向 
1-3-1. メキシコ経済省、ナノテクノロジーの標準に関するドラフトについて国民の意見公募を開始 
2016 年 5 月 3 日、メキシコ経済省（Ministry of Economy）は、国際標準機構（ISO）の標準を翻訳した

ナノテクノロジーの標準の以下 2 件のドラフトを公示し、国民の意見公募を開始することを告知した。こ

の告知から 60 日間がコメント期間となる。 
 
 PROY-NMX-R-80004-5-SCFI-2015 

ISO/TS 80004-5:2011（「Nanotechnologies — Vocabulary — Part 5: Nano/bio interface」）と同じ内容。

ナノマテリアルと生物学の学際領域に関する用語と定義が示されている。これは、科学者、エンジ

ニア、工学者、設計者、製造者、規制関係者、NGO、消費者団体、公的機関などの間での意思疎

http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/report-confirms-safety-improvements-in-europe
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/report-confirms-safety-improvements-in-europe
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_summary_en.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/nanomaterials-in-the-environment
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通を意図している。 

 PROY-NMX-R-12901-1-SCFI-2015 
ISO/TS 12901-1:2012（「Nanotechnologies — Occupational risk management applied to engineered 
nanomaterials — Part 1: Principles and approaches」）と同じ内容。ISO/TS 12901-1:2012 は、工業ナ

ノマテリアルを扱う職場での健康と安全性確保の措置についてのガイダンスも提供し、工業的制御

手段の利用、適切な防具、漏洩物や事故による流出への対処法、ナノマテリアルの廃棄にあたっ

ての適切な処理法などが述べられている。健康安全管理者、製造管理者、環境管理者、産業衛生

士、工業ナノマテリアルの製造・取り扱い・処理・廃棄に関わる設備の安全操業責任者などの、各

担当者を対象としている。 
 
2016 年 6 月 3 日付け Bergeson&Campbell ブログ記事： 
http://nanotech.lawbc.com/2016/06/mexico-begins-public-consultation-on-draft-nanotechnology-
standards/ 
 
メキシコ経済省意見応募の告知（スペイン語）”AVISO de consulta pública de los proyectos de 
normas mexicanas PROY-NMX-R-80004-5-SCFI-2015 y PROY-NMX-R-12901-1-SCFI-2015”.： 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435776&fecha=03/05/2016 
 
ISO/TS 80004-5:2011（“Nanotechnologies — Vocabulary — Part 5:  Nano/bio 
interface”）：http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=5
1767 
 
ISO/TS 12901-1:2012（“Nanotechnologies — Occupational risk management applied to 
engineered nanomaterials — Part 1:  Principles and approaches”）： 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=52125 
 
1-3-2. 豪州・ニュージーランド食品安全局、ナノマテリアルの食品安全リスクに関する報告書を発表 
2016 年 6 月、豪州・ニュージーランド食品安全局（Food Standards Australia New Zealand：
FSANZ）12は、ナノ安全、薬理学、ナノ食品技術、毒物学、ナノ計測の専門家で構成される独立パネル

によるピアレビューを受けた、ナノマテリアルの安全性に関する 2 件の報告書を公開した。ここでは、二

酸化ケイ素ナノ粒子、二酸化チタンナノ粒子、銀ナノ粒子の 3 つのナノ粒子には、「食品添加物としての

重要な健康リスク」はなく、ナノクレイ 13と銀ナノ粒子については、「食品包装に使用した場合に食品へ

のマイグレーション（移動）は生じない」とする結論が示された。従って、豪州とニュージーランドの現在の

ナノマテリアル規制への取り組みは「正当なものであり、国際的なベスト・プラクティスと一致する」と報告

書は述べている。 
 
FSANZ により現在進行中の食品に使用されるナノテクノロジーの分析の一環として、この報告書の作

成は ToxConsult Pty 社に委託された。この結果をさらに確認するために、FSANZ は独立パネルにこ

の報告書のレビューを委託した。独立パネルは FSANZ の報告書に関する判断は適切であり、報告書

内で示されているように、対象ナノマテリアルの使用による健康上の心配はないとしている。なお、二酸

化ケイ素ナノ粒子、二酸化チタンナノ粒子、銀ナノ粒子は、豪州とニュージーランドで添加物として既に

承認されている。報告書が公開されたウェブサイト上のサマリーでは、この結果は経済協力開発機構

（OECD）の工業ナノ材料作業部会（WPMN）が公開してきた最近の報告書における二酸化ケイ素ナノ

粒子、二酸化チタンナノ粒子、銀ナノ粒子に関する一連の結果とも一致するものであるとし、その正当性

を強調している。 
 

                                                   
12豪州・ニュージーランド食品安全局は、豪州およびニュージーランド両国に共通の食品安全基準を策

定し、農水産業の生産者および製造業者を支援することを役割とする組織。 
http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx 
13
層状の粘土鉱物であるアルミノケイ酸塩ナノ粒子の総称であり、機械的強度の増加、ガス透過性の減少、

耐燃性の向上、さらに透明性の向上などの用途向けにさまざまな特性を向上させた多機能材料系。 

http://nanotech.lawbc.com/2016/06/mexico-begins-public-consultation-on-draft-nanotechnology-standards/
http://nanotech.lawbc.com/2016/06/mexico-begins-public-consultation-on-draft-nanotechnology-standards/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435776&fecha=03/05/2016
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51767
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51767
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=52125
http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx
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報告書公開ウェブサイト： 
http://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodtech/Pages/Reports-on-the-use-of-
nanotechnology-in-food-additives-and-packaging-.aspx 
 
報告書「現存の食品添加物中のナノテクノロジーに関連する潜在的な健康リスク（Potential Health 
Risks Associated with Nanotechnologies in Existing Food Additives）」： 
http://www.foodstandards.gov.au/publications/Documents/Safety%20of%20nanotechnology%20i
n%20food.pdf 
 
報告書「食品包装におけるナノテクノロジー：安全性と規制の探索的評価（Nanotechnologies in Food 
Packaging: an Exploratory Appraisal of Safety and Regulation）」： 
http://www.foodstandards.gov.au/publications/Documents/Nanotech%20in%20food%20packagin
g.pdf 
 
1-4. 国際的な動き 
今月は特に注目すべきニュースは見受けられなかった。 
 
1-5. ナノ材料の安全性に関する情報 
1-5-1. 豪州研究者、ナノマテリアルの日焼け止めへの使用にはリスクを上回るベネフィットがあると指

摘 
過度な紫外線暴露による肌へのダメージや皮膚がんの危険性は、ナノマテリアル含有日焼け止めの使

用が与える健康リスクよりもはるかに大きく、そうした日焼け止めが持つとされるリスクは科学文献では

支持されていないと結論づける、ピアレビューを経た既存文献のレビューが、2016 年 6 月 6 日付でオ

ーストラリア医学学会誌に掲載された。免疫毒性学、ナノ毒性学の分野の精力的な研究者であるメルボ

ルンの RMIT 大学のポール・ライト氏（Paul Wright）により執筆されたこの論文は、国立保健研究審議

会（National Health and Medical Research Council）等の研究資金を受け、ナノマテリアルの日焼け

止めへの使用のリスクとベネフィットを分析し、一般の理解を求めている。 
 
日焼け止めに含有されるナノ粒子は、紫外線を照射された場合に人の肌中の遊離基（free radical）の
レベルを上昇させる恐れがあるのではないかという懸念に対し、同准教授の文献レビューでは、日焼け

を引き起こす太陽光の UVA 波長（400nm～315nm）を照射した場合に、酸化亜鉛ナノ粒子と二酸化チ

タンナノ粒子は、ヒトの免疫細胞中の損傷を引き起こす遊離基量を直に抑える効果があることを in-vitro
で発見した論文が言及された。また、亜鉛イオンを細胞培養液や血清に溶解すると、亜鉛を含有するナ

ノ粒子が即座に生じることも、同氏が加わった研究で確認されているが、これは実際の生体内での亜鉛

の輸送にナノ粒子が関わっている可能性を示唆しているという。 
 
オーストラリアは皮膚がん発生率が世界でもっとも高いことを考えれば、効果的な日焼け止めの使用に

よるベネフィットは極めて高く、日焼け止め中のナノマテリアルは徹底的な安全性試験で『効果的かつ安

全』であることが示されており、リスクはきわめて低いと著者は述べている。しかし、一般にはこの点が

十分に認識されておらず、ナノマテリアル含有日焼け止めに懸念を示す消費者もいる。オーストラリア連

邦科学産業研究機構（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation：CSIRO）の

ような公的機関が多くの安全性研究を行っているにもかかわらず、現在のような状況にあるということは、

懸念の理由を理解するための対話が必要であることを示している。「日焼け防止手段の一つとして、広

い波長の光に対して効果のある、最も効果的なナノマテリアル含有日焼け止めを利用することは、人々

にとって重要である」とこの論文では結論付けている。 
 
論文”Potential risks and benefits of nanotechnology: perceptions of risk in sunscreens”：  
https://www.mja.com.au/journal/2016/204/10/potential-risks-and-benefits-nanotechnology-
perceptions-risk-sunscreens 
 
1-5-2. 極めて狭い範囲での粒子径の変化によって in vitro での細胞毒性が大きく変化する‐2～7nm

の銀ナノ粒子‐ 
「銀ナノ粒子の粒径が試験管内でのヒト循環リンパ球の増殖能を決定する」と題した、セルビア共和国 

http://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodtech/Pages/Reports-on-the-use-of-nanotechnology-in-food-additives-and-packaging-.aspx
http://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodtech/Pages/Reports-on-the-use-of-nanotechnology-in-food-additives-and-packaging-.aspx
http://www.foodstandards.gov.au/publications/Documents/Safety%20of%20nanotechnology%20in%20food.pdf
http://www.foodstandards.gov.au/publications/Documents/Safety%20of%20nanotechnology%20in%20food.pdf
http://www.foodstandards.gov.au/publications/Documents/Nanotech%20in%20food%20packaging.pdf
http://www.foodstandards.gov.au/publications/Documents/Nanotech%20in%20food%20packaging.pdf
https://www.mja.com.au/journal/2016/204/10/potential-risks-and-benefits-nanotechnology-perceptions-risk-sunscreens
https://www.mja.com.au/journal/2016/204/10/potential-risks-and-benefits-nanotechnology-perceptions-risk-sunscreens
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の核科学研究所とベオグラード大学の研究者による論文が Toxicology Letters に発表された。実験に 
使用した銀ナノ粒子（AgNPs）は、脱イオン水中でピコ秒レーザーアブレーション(波長1024nmパルス持

続時間150ps)により作製した銀粒子で、球形であり、動的光散乱法で測定した最頻度（モード）径がそ

れぞれ、2、3、4、6、7nmで、粒子径分布は狭い（例えば4nmの粒子は2～10nmの範囲）。実験の対象

とした細胞は、3人の健常な非喫煙男性志願者から採取した（ヒト初代）細胞、すなわち循環リンパ球

(Ly)、赤血球(RBC)、 線維芽細胞である。これらを用いて、AgNPsの生体影響を遺伝毒性 (染色体異

常、 小核形成、増殖速度), 細胞毒性(赤血球の形態、脂質過酸化、 ILGF（インスリン様成長因子）-1)を
指標に検討した。 
 
実験点数が限られているため、定量的な議論はほとんどないが、著者らが挙げている特徴的な結果は

以下のようである。 
7nmAgNPsはDNA二重鎖切断（DSB）や小核誘導などのDNAへの悪影響なしに細胞の静止状態を増

加させ、線維芽細胞壊死と生きていないRBCの割合を増加させること、 6、4、3nmAgNPsはDSBの増

加のような染色体異常誘発性の特性を有し、2nmAgNPsは細胞増殖やILGF-1を亢進させることが見い

だされた。このように10nm以下の領域における粒子径の僅かな違いで有害性に差があることは、in 
vitro の結果とは言え、注目すべきであると考えられる。 
 
全体として著者らは、小核アッセイ(CBMN)法はナノ粒子の遺伝毒性と細胞分裂停止を検討する良いモ

デルになること、AgNPs による遺伝毒性と細胞毒性は粒子径に依存することが示唆されたとしている。

今後は、AgNPs 以外の他のナノ粒子に一般化できるか、より掘り下げた機構、細胞内動態を含む体内

動態を基盤とした取込から排泄までの各過程において暴露される細胞を用いた遺伝毒性、細胞毒性の

検討が必要であろう。 
（Gordana Joksić et al.;Toxicol Lett ; 2016 Apr. 15; 247:29-34 
 
論文要旨；http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26892717 
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1-6. 頻出略語一覧 
1-6-1. 米国 
略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
ACC American Chemistry Council 米国化学工業協会 業界団体 
ACS American Chemical Society 米国化学会 業界団体 
CDC Center for Disease Control and 

Prevention 
疾病予防管理センター 政府機関 

CPSC Consumer Product Safety Commission 消費者製品安全委員会 政府機関 
DHHS Department Health and Human 

Services 
保健社会福祉省 政府機関 

EDF Environmental Defense Fund 環境防衛基金 環境団体 
EDSP Endocrine Disruptor Screening 

Program 
内分泌かく乱物質スクリーニ

ングプログラム 
政策 

EPA Environmental Protection Agency 環境保護庁 政府機関 
FDA Food and Drug Administration 食品医薬品局 政府機関 
FIFRA Federal Insecticide, Fungicide, and 

Rodenticide Act 
連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法 政策 

NIH National Institutes of Health 国立衛生研究所 政府機関 
NIOSH National Institute for Occupational 

Safety and Health 
国立労働安全衛生研究所 政府機関 

NIST National Institute of Standards and 
Technology 

国立標準技術局 政府機関 

NNI National Nanotechnology Initiative 国家ナノテク・イニシアティブ 政策 
NRDC Natural Resources Defense Council 天然資源防衛協議会 環境団体 
NSF National Science Foundation 国立科学財団 政府機関 
OMB Office of Management and Budget 行政管理予算局 政府機関 
OPPT Office of Pollution Prevention and 

Toxics 
汚染防止有害物質局（EPA） 政府機関 

OSHA Occupational Safety and Health 
Administration 

労働安全衛生局 政府機関 

RCC Canada-United States Regulatory 
Cooperation Council 

米加規制協力会議 政府機関 

SNUR Significant New Use Rules 重要新規利用規則 政策 
SOCMA Society of Chemical Manufacturers and 

Affiliates 
化学品製造者・関連業者協会

（前・合成有機化学品製造者

協会） 

業界団体 

TSCA Toxic Substances Control Act  有害物質規制法 政策 
 
1-6-2. EU 
略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail 

フランス食品環境労働衛生安

全庁 
政府機関 

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin 

ドイツ連邦労働安全衛生研究

所 
政府機関 

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung ドイツ連邦リスク評価研究所 政府機関 
Cefic European Chemicals Industry Council 欧州化学工業連盟 業界団体 
Danish 
EPA
（DEPA） 

Environmental Protection 
Agency/Miljøstyrelsen 

デンマーク環境保護庁 政府機関 
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略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
Defra Department for Environment, Food and 

Rural Affairs 
英国環境・食料・農村地域省 政府機関 

DG 
SANCO 

Health & Consumer Protection 
Directorate-Genera 

健康消費者保護総局 EU 

ECHA European Chemicals Agency 欧州化学品庁 EU 
EFSA European Food Safety Authority 欧州食品安全機関 EU 
ENVI Committee on the Environment, Public 

Health and Food Safety 
環境公衆衛生食品安全委員

会 
(簡略に「環境委員会」ともい

う) 

欧州議会

委員会 

HSE Health and Safety Executive 英国安全衛生庁 政府機関 
JRC Joint Research Centre 共同研究センター EU 
MEDDE Ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie 
フランス、環境・持続可能開

発・エネルギー省 
政府機関 

NIA Nanotechnology Industries Association ナノテク工業協会 業界団体 
REACH Registration, Evaluation, Authorization 

and Restriction of Chemicals 
化学物質の登録、評価、認可

および制限に関する規則 
政策 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu 

オランダ国立公衆衛生環境研

究所 
政府機関 

RoHS Restriction of Hazardous Substances 
Directive 

電気・電子機器における特定

有害物質の使用制限指令 
政策 

SCCS Scientific Committee on Consumer 
Safety 

消費者安全科学委員会 EU 

SCENIHR Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks 

新興及び新たに特定された健

康リスクに関する科学委員会 
EU 

SCHER Scientific Committee on Health and 
Environmental Risks 

保健環境リスク科学委員会 EU 

UBA Umweltbundesamt: ドイツ連邦環境庁 政府機関 
 
1-6-3. その他諸国・国際機関 
略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
APVMA Australian Pesticides and Veterinary 

Medicines Authority 
オーストラリア農薬・動物医薬

品局 
政府機関 

FAO Food and Agriculture Organization 国連食糧農業機関 国際機関 
FoE Friends of the Earth フレンズ・オブ・アース 環境団体 
GHS Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of 
Chemicals 

化学品の分類および表示に

関する世界調和システム 
政策 

IARC International Agency for Research on 
Cancer 

国際がん研究機関 国際機関 

ICCA International Council of Chemical 
Associations 

国際化学工業協会協議会 業界団体 

ISO International Organization for 
Standardization 

国際標準機構 国際機関 

OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development 

経済協力開発機構 国際機関 

SAICM Strategic Approach to International 
Chemicals Management 

国際的な化学物質管理のた

めの戦略的アプローチ 
政策 

UNEP United Nations Environment 
Programme 

国連環境計画 国際機関 
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略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
WHO World Health Organization 世界保健機関 国際機関 
WPMN Working Party on Manufactured 

Nanomaterials 
工業ナノ材料作業部会

（OECD） 
国際機関 

UNITAR United Nations Institute for Training 
and Research 

国連訓練調査研究所 国際機関 

 


