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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」-1 月分  

                                        2017/1 JFE テクノリサーチ 

1. 1 月の情報 
1-1. 米国におけるナノ材料の規制動向 
1-1-1. ナノマテリアル製造報告・記録保持に関する規則の最終版が公開 
2017 年 1 月 12 日、米環境保護庁（EPA）は米国官報で、ナノスケールで製造または加工される特定

の化学物質に関する報告および記録保持の義務を定める、有害物質規制法（TSCA）に基づく最終規

則を公開した（2016 年 5 月号および 10 月号参照）。最終規則によれば、これらの化学物質の製造者、

加工者、または製造（輸入を含む）あるいは加工を行おうとする者は、定められた情報を EPA に一度報

告しなければならない。報告しなければならない情報としては、報告者が知っている、あるいは十分確

認できる範囲において、特定の化学的特性、生産量、製造あるいは加工の方法、暴露と放出に関する

情報、環境と健康に対する影響についての既存情報が含まれる。 
 
義務の対象者については、最終規則の発効日以前の 3 年間に、報告対象となる化学物質を、分離され

た形態で製造あるいは加工した者は、最終規則の発効日後 1 年以内に EPA に報告しなければならな

いとされる。また、最終規則発効日以降に、対象物質を製造あるいは加工しようとする者も、報告義務

の対象となり、製造あるいは加工の少なくとも 135 日前までに、EPA に対して報告する義務がある。最

終規則は官報掲載 120 日後の 2017 年 5 月 12 日に発効する。今回の最終規則発表にあたり、これま

で集められた一般からのコメントに対する詳細な返答を EPA が準備しており、これは規則制定ドケット

で閲覧できる。 
 
なお、この最終規則で報告の対象となる化学物質は以下のように定義されている。 

「25℃の標準気圧下で固体であり、少なくとも 1 次元において 1～100nm の構造を持つ弱凝集また

は強凝集を含めた粒子として製造または加工されており、少なくとも 1 つ以上の独自あるいは新規の

特性を示すように製造または加工された化学物質である。この規則は、弱凝集および強凝集を含め、

1～100nm のサイズを持つ粒子の質量含有率が 1％未満であるよう製造あるいは加工された化学物

質には適用されない。」 
 
また、小規模製造者・加工者（年間売上げが 1,100 万ドル以下）、研究開発用の製造・加工、EPA に対

して既に報告済みの物質については、報告義務の対象とはならない。 
 
Bergeson & Campbell 記事： 
http://nanotech.lawbc.com/2017/01/final-tsca-reporting-and-recordkeeping-rule-for-nanoscale-
materials-available/  
 
米国官報： 
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/12/2017-00052/chemical-substances-when-
manufactured-or-processed-as-nanoscale-materials-tsca-reporting-and  
 
規則制定ドケット（EPA-HQ-OPPT-2010-0572）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2010-0572  
 
一般からのコメントへの EPA の返答（ドキュメント ID：EPA-HQ-OPPT-2010-0572-0168）： 
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OPPT-2010-0572-
0168&disposition=attachment&contentType=msw12 
 
1-1-2. 第 115 回米国連邦議会が開始、トランプ新政権の閣僚候補が公聴会へ 
2017 年 1 月 10 日、米国連邦議会では新たな会期（第 115 回）が開始した。2016 年 11 月の大統領選

挙と並行して実施された連邦議会選挙において、上院および下院のいずれにおいても、少数派党の民

主党が議席数を増やしたものの、共和党が過半数を維持している 1。TSCA 改正は 2016 年に成立した

                                                   
1 http://www.politico.com/2016-election/results/map/senate; http://www.politico.com/2016-
election/results/map/house 

http://nanotech.lawbc.com/2017/01/final-tsca-reporting-and-recordkeeping-rule-for-nanoscale-materials-available/
http://nanotech.lawbc.com/2017/01/final-tsca-reporting-and-recordkeeping-rule-for-nanoscale-materials-available/
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/12/2017-00052/chemical-substances-when-manufactured-or-processed-as-nanoscale-materials-tsca-reporting-and
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/12/2017-00052/chemical-substances-when-manufactured-or-processed-as-nanoscale-materials-tsca-reporting-and
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2010-0572
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OPPT-2010-0572-0168&disposition=attachment&contentType=msw12
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OPPT-2010-0572-0168&disposition=attachment&contentType=msw12
http://www.politico.com/2016-election/results/map/senate
http://www.politico.com/2016-election/results/map/house
http://www.politico.com/2016-election/results/map/house
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ものの、1 月 20 日のトランプ次期大統領の就任によって共和党政権となった今年、新 TSCA の実施や

その他の分野（農薬規制や労働者保護など）において、議会が EPA の業務をこれまでにも増して厳しく

監視していくものとみられる。これまでモニタリングしてきた主な関連委員会の人事は以下の通り。 
 
図表 1 第 115 回議会の化学品関連委員会の幹部人事（共和党議員を赤、民主党議員を青で示す） 
 上院 下院 

委員会名 環境・公共事業委員会（Environment 
and Public Works Committee） 

エネルギー・商務委員会（Energy and 
Commerce Committee） 

委員長 ジョン・バラッソ議員** 
（John Barrasso：ワイオミング州選出） 

グレッグ・ウォルデン議員*** 
（Greg Walden：オレゴン州選出） 

ランキングメ

ンバー***** 
トーマス・カーパー議員**** 
（Thomas R. Carper：デラウェア州選出） 

フランク・パローン議員* 
（Frank Pallone：ニュージャージー州選出） 

小委員会名 
漁業・水・野生動物小委員会

（Subcommittee on Fisheries, Water, 
and Wildlife） 

環境・経済小委員会（Environment and 
the Economy Subcommittee） 

委員長 ダン・サリバン議員* 
（Dan Sullivan：アラスカ州選出） 

ジョン・シムカス議員* 
（John Shimkus：イリノイ州選出） 

*    前任から変更なし。 
**   元医師。2012 年から上院議員を務める。前任者のジェームス・インホフ議員（James M. Inhofe：共和党、オクラホマ

州選出）に代わり就任。インホフ議員は引き続き委員会には在籍。 
***  中小企業経営者。EPA による規制に反対する立場を示す

2
。前任者のフレッド・アプトン議員（Fred Upton：共和党、

ミシガン州選出）に代わり就任。アプトン議員は引き続き委員会に在籍し、エネルギー小委員長に就任している。 
****  元デラウェア州知事。2009 年より上院議員。環境問題にも精力的に取り組む。前任者のバーバラ・ボクサー議員

（Barbara Boxer：カリフォルニア州選出）が議員を引退したため、交代。 
***** 委員会少数派の筆頭議員、多数派になれば原則として委員長になる。副委員長格。 
 
出典：各委員会ウェブサイト

3
を参考に作成 

 
＜EPA 長官承認公聴会＞ 
議会が会期を開始したことにより、トランプ次期大統領が指名した次期閣僚候補の承認公聴会も上院で

順次実施されている。1 月 18 日には、次期 EPA 長官として指名された、オクラホマ州司法長官のスコ

ット・プルイット氏（Scott Pruitt）の承認公聴会を、上院環境・公共事業委員会が実施した。公聴会の冒

頭では、同じくオクラホマ州選出で前会期まで同委員会の委員長を務めたインホフ議員と、新人のジェ

ームズ・ランクフォード議員（James Lankford：共和党、オクラホマ州選出）が、プルイット氏を EPA 長官

として相応しい人材として紹介し、対するランキングメンバーのカーパー議員が、同氏の指名に懐疑的

な冒頭演説を行った。プルイット氏は、地球温暖化の懐疑論者として知られ、オクラホマ州司法長官とし

て「連邦機関である EPA が同州の主権を犯している」として EPA に対して複数回訴訟を起こしており、

これらの点を指摘する厳しい質問が複数の民主党議員から投げられ、公聴会は 7 時間に及んでいる。

プルイット氏は、地球温暖化について、気温が上昇していることは科学が証明しているとしつつも、人間

の関与については議論が継続されるべきであると述べた。また、EPA に対する訴訟についても、仮に

EPA 長官として承認された場合に訴訟に関与し続けるかについては明言を避けた。共和党のバラッソ

議員が委員長を務める同委員会は、同氏の EPA 長官就任を承認するものとみられている（1 月 26 日

現在、未承認）。 
 
なお、2017 年 1 月 23 日現在、トランプ次期大統領は、化学品規制に関わる EPA 次官補（化学物質安

全性汚染防止局＜OCSPP＞担当）は指名していない。また、新政権による連邦政府職員に対する福

                                                   
2 https://walden.house.gov/media-center/press-releases/walden-applauds-plans-rein-costly-
overreaching-regulations 
3 上院環境・公共事業委員会：http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/members; 下院エネルギー・

商務委員会：https://energycommerce.house.gov/about-ec/energy-commerce-committee-members 

https://walden.house.gov/media-center/press-releases/walden-applauds-plans-rein-costly-overreaching-regulations
https://walden.house.gov/media-center/press-releases/walden-applauds-plans-rein-costly-overreaching-regulations
http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/members
https://energycommerce.house.gov/about-ec/energy-commerce-committee-members
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利厚生の改革や新政権との信条の不一致等を理由に、政府高官による集団退職の可能性も指摘され

ており、EPA からも、新 TSCA の実施などで優秀な人材を増やす必要があるこの時期に、経験豊富な

人材が流出してしまうのではないかという懸念も指摘されている。 
 
ナノマテリアル･化学物質規制を専門とする法律事務所、Bergeson & Campbell, P.C.による、2017 年

の予測資料「Predictions and Outlook for EPA’s Office of Chemical Safety and Pollution 
Prevention （OCSPP） 2017」 
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/predictions-and-outlook-for-u.s.-federal-
and-international-chemical-regulat 
 
上院環境・公共事業委員会ウェブページ（2017/1/18、EPA 長官候補承認公聴会について。公聴会ビデ

オ付き）：http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/2017/1/hearing-on-nomination-of-attorney-
general-scott-pruitt-to-be-administrator-of-the-u-s-environmental-protection-agency 
 
カーパー議員による公聴会での冒頭演説

（2017/1/18）：http://www.carper.senate.gov/public/index.cfm/pressreleases?ID=AC7E49E0-
BF6D-49EA-90ED-84B48B2489ED 
 
インホフ議員による公聴会でのプルイット氏の紹介

（2017/1/18）：http://www.inhofe.senate.gov/newsroom/press-releases/inhofe-introduces-scott-
pruitt-at-epw-confirmation-hearing- 
 
ランクフォード議員による公聴会でのプルイット氏の紹介

（2017/1/18）：https://www.lankford.senate.gov/news/press-releases/senator-lankford-introduces-
scott-pruitt-at-nomination-hearing 
 
プルイット氏による公聴会での公式証言

（2017/1/18）：http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/0e505de4-aa91-4dcc-ba23-
dc9ddab01c0b/scott-pruitt-opening-statement-final-.pdf 
 
ワシントンポスト紙記事「EPA nominee Scott Pruitt won’t say if he would recuse himself from his 
own lawsuits against the agency（2017/1/18）」 
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/can-the-epas-main-antagonist-become-
its-next-leader/2017/01/17/d24308ca-dcf7-11e6-ad42-
f3375f271c9c_story.html?utm_term=.d1dae1d857fd 
 
ワシントンポスト紙ウェブページ（トランプ次期大統領による官僚指名状況一

覧）：https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-administration-appointee-
tracker/database/ 
 
1-1-3. 環境保護庁が、新 TSCA の下での既存物質リスク評価手続きを発表 
政権交代直前の 2017 年 1 月中旬、米国環境保護庁（EPA）は、TSCA 改正法によって実施されること

が決まった、既存物質（TSCA インベントリーに登録済みの、既に米国市場に流通する化学物質）のリス

ク評価について、以下複数の規則提案を発表した。 
 

• 既存物質の過去 10 年間の製造の有無（Active-Inactive）の報告義務付け（1 月 13 日付官報

掲載） 

• リスク評価対象となる既存物質の優先順位付けの手法（1 月 17 日付官報掲載） 

• 新 TSCA 下での既存物質のリスク評価の手法（1 月 19 日付官報掲載） 
 
新 TSCA 下での既存物質の評価管理プロセスでは、まず、既存物質に優先順位を付けた上で、実際の

リスク評価を行うことになっており、上記規則提案はそれぞれのステップの手法を示したものとなる。 

http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/predictions-and-outlook-for-u.s.-federal-and-international-chemical-regulat
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/predictions-and-outlook-for-u.s.-federal-and-international-chemical-regulat
http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/2017/1/hearing-on-nomination-of-attorney-general-scott-pruitt-to-be-administrator-of-the-u-s-environmental-protection-agency
http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/2017/1/hearing-on-nomination-of-attorney-general-scott-pruitt-to-be-administrator-of-the-u-s-environmental-protection-agency
http://www.carper.senate.gov/public/index.cfm/pressreleases?ID=AC7E49E0-BF6D-49EA-90ED-84B48B2489ED
http://www.carper.senate.gov/public/index.cfm/pressreleases?ID=AC7E49E0-BF6D-49EA-90ED-84B48B2489ED
http://www.inhofe.senate.gov/newsroom/press-releases/inhofe-introduces-scott-pruitt-at-epw-confirmation-hearing-
http://www.inhofe.senate.gov/newsroom/press-releases/inhofe-introduces-scott-pruitt-at-epw-confirmation-hearing-
https://www.lankford.senate.gov/news/press-releases/senator-lankford-introduces-scott-pruitt-at-nomination-hearing
https://www.lankford.senate.gov/news/press-releases/senator-lankford-introduces-scott-pruitt-at-nomination-hearing
http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/0e505de4-aa91-4dcc-ba23-dc9ddab01c0b/scott-pruitt-opening-statement-final-.pdf
http://www.epw.senate.gov/public/_cache/files/0e505de4-aa91-4dcc-ba23-dc9ddab01c0b/scott-pruitt-opening-statement-final-.pdf
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/can-the-epas-main-antagonist-become-its-next-leader/2017/01/17/d24308ca-dcf7-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html?utm_term=.d1dae1d857fd
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/can-the-epas-main-antagonist-become-its-next-leader/2017/01/17/d24308ca-dcf7-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html?utm_term=.d1dae1d857fd
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/can-the-epas-main-antagonist-become-its-next-leader/2017/01/17/d24308ca-dcf7-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html?utm_term=.d1dae1d857fd
https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-administration-appointee-tracker/database/
https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-administration-appointee-tracker/database/
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EPA は、特にリスク評価の手法を示した 3 つ目の規則提案については、1 月 13 日に、ウェブサイトにて

官報掲載前の最終ドラフトを発表している。これによると、同リスク評価では、化学物質が使用条件下で

健康や環境を損ねる不当なリスクを持つか否かを判断するという。このリスクには、暴露の恐れがある

人々や（妊婦や幼児といった）影響を受けやすい人々に対する不当なリスクが含まれる。このプロセスで

は、コストやリスク以外の要素は考慮されない。また、このリスク評価の手法を示した規則提案では、リ

スク評価のスコープ、ハザード評価、暴露評価、リスク解析、そして、リスク決定という一連のリスク評価

プロセスの段階が定められている。 
 
このプロセスを、以下 3 種類の物質について適用することを EPA は提案している。 
 

• 2014 年改正の TSCA 化学物質評価活動計画（TSCA Work Plan for Chemical 
Assessments）で選ばれた最初の 10 化学物質 4 

• 優先付けプロセスで高優先度物質（High-Priority Substances）として指定される化学物質 

• 製造者の要求に応じる形で EPA がリスク評価する化学物質 
 
なお、提案規則には、製造者が EPA へリスク評価を要求するための書式と基準も含まれている。これ

ら提案規則について、官報掲載後の 60 日間が一般からの意見募集期間となる。 
 
新 TSCA 下での既存物質のリスク評価の手法に関する規則提案について 
官報通知「Procedures for Chemical Risk Evaluation Under the Amended Toxic Substances 
Control Act（2017/1/19）」：https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2017-
01224/procedures-for-chemical-risk-evaluation-under-the-amended-toxic-substances-control-act 
官報発表前の EPA 発表（2017/1/13）：https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-
under-tsca/federal-register-notice-procedures-chemical-risk 
法律事務所 Bergeson & Campbell 分析記事「TSCA:  EPA Releases Proposed Chemical Risk 
Evaluation Process Under New TSCA（2017/1/19）」： 
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-epa-releases-proposed-chemical-risk-
evaluation-process-under-new-tsca 
 
リスク評価対象となる既存物質の優先順位付けの手法に関する規則提案について 
官報通知「Procedures for Prioritization of Chemicals for Risk Evaluation Under the Toxic 
Substances Control Act
（2017/1/17）」https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/17/2017-00051/procedures-for-
prioritization-of-chemicals-for-risk-evaluation-under-the-toxic-substances-control 
法律事務所 Bergeson & Campbell 分析記事「EPA Proposes Procedures to Prioritize Chemicals 
for Risk Evaluation under TSCA（2017/1/18）」http://www.lawbc.com/regulatory-
developments/entry/epa-proposes-procedures-to-prioritize-chemicals-for-risk-evaluation-under-t 
 
既存物質の過去 10 年間の製造の有無（Active-Inactive）の報告義務付けに関する規則提案について 
官報通知「TSCA Inventory Notification (Active-Inactive) Requirements
（2017/1/13）」https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/13/2016-31923/tsca-inventory-
notification-active-inactive-requirements 
法律事務所 Bergeson & Campbell 分析記事「TSCA: EPA Proposes Requirements for TSCA 
Inventory Notification (Active-Inactive)（2017/1/17）」http://www.lawbc.com/regulatory-
developments/entry/epa-proposes-requirements-for-tsca-inventory-notification-active-inactive 

                                                   
4 1,4-dioxane、1-bromopropane、Trichloroethylene (TCE)、Carbon tetrachloride、
Hexabromocyclododecane (HBCD)、Methylene chloride、Pigment violet 29、Perchloroethylene 
(PERC)、N-methyl-2-pyrrolidone (NMP)、Asbestos の 10 物質。 
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/evaluating-risk-existing-
chemicals-under-tsca  

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2017-01224/procedures-for-chemical-risk-evaluation-under-the-amended-toxic-substances-control-act
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/19/2017-01224/procedures-for-chemical-risk-evaluation-under-the-amended-toxic-substances-control-act
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/federal-register-notice-procedures-chemical-risk
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/federal-register-notice-procedures-chemical-risk
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-epa-releases-proposed-chemical-risk-evaluation-process-under-new-tsca
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/tsca-epa-releases-proposed-chemical-risk-evaluation-process-under-new-tsca
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/17/2017-00051/procedures-for-prioritization-of-chemicals-for-risk-evaluation-under-the-toxic-substances-control
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/17/2017-00051/procedures-for-prioritization-of-chemicals-for-risk-evaluation-under-the-toxic-substances-control
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/epa-proposes-procedures-to-prioritize-chemicals-for-risk-evaluation-under-t
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/epa-proposes-procedures-to-prioritize-chemicals-for-risk-evaluation-under-t
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/13/2016-31923/tsca-inventory-notification-active-inactive-requirements
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/13/2016-31923/tsca-inventory-notification-active-inactive-requirements
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/epa-proposes-requirements-for-tsca-inventory-notification-active-inactive
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/epa-proposes-requirements-for-tsca-inventory-notification-active-inactive
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/evaluating-risk-existing-chemicals-under-tsca
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/evaluating-risk-existing-chemicals-under-tsca
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1-1-4. 環境保護庁、環境への影響に関する化学物質の試験ガイドラインを改正 
2016 年 12 月 29 日、米環境保護庁（EPA）化学物質安全性・汚染防止局（Office of Chemical Safety 
and Pollution Prevention：OCSPP）は、環境への影響に関する最終試験ガイドライン OCSPP シリー

ズ 850 グループ A を公開した。このガイドラインは、OCSPP により定められた一連の試験ガイドライン

の一部である。連邦食品・医薬品・化粧品法（Federal Food, Drug and Cosmetic Act ：FFDCA）、連邦

殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法（FIFRA）および有害物質規制法（TSCA）のもとで、事業者が EPA に提出す

るデータを収集するために実施する、化学物質の試験に際して用いられる。 
 
この試験ガイドラインにおける変更点の例は、以下の通り。 
 

• 簡単な化粧品に関する変更点：試験条件の明記、試験の妥当性についての基準、応答測定の

計算式など 

• 家庭用品に関する変更点：これまで示されていなかったガイドラインドラフト最終版の追加 

• いくつかの急性無脊椎動物毒性試験への限界試験オプションの追加 

• 既存のガイドラインにおけるカットオフ投与量の限界濃度への変更、産業化学物質限界濃度

1,000 mg/L の、急性毒性について 100 mg/L、慢性毒性について 10mg/L への変更 

• 明確化のためのターミノロジーの変更：850.1735「沈殿物中に生息する無脊椎動物毒性への

急性暴露試験」の急性を 10 日間に、850.1740 で海水中を塩水中に、その他軽微な変更

（850.1075,850.1020） 
 
限界試験オプションの追加は、連邦政府の方針として脊椎動物試験を減らすという新 TSCA の要求に

沿ったものである。また、EPA は、いくつかのガイドラインは最終版には含まれていないが、ドラフトガイ

ドラインとして参考のために残されているとしている。内分泌かく乱スクリーニングプログラム

（Endocrine Disruptor Screening Program：EDSP）のために既に開発されたガイドラインに関連する

環境影響ガイドラインのいくつかについては、関連する EDSP ガイドラインの試験要素を OCSPP850
シリーズガイドラインに当たっても考慮すると EPA は述べている。 
 
Bergeson & Campbell 記事： 
http://pesticideblog.lawbc.com/site/epa-issues-changes-to-ocspp-final-test-guidelines-for-series-
850-group-a-ec  
 
官報原文： 
https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/29/2016-31447/final-test-guidelines-ocspp-
series-850-group-a-ecological-effects-test-guidelines-notice-of  
 
ドケット（（ドケット ID 番号 EPA-HQ-OPPT-2009-0154）https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-
HQ-OPPT-2009-0154 
 
1-1-5. 米国家ナノテク・イニシアティブの戦略計画、レビュー、評価のサイクルが変更に 
2017 年 1 月 6 日に公法となった「米国イノベーション競争力法（American Innovation and 
Competitiveness Act5）」により、「21 世紀ナノテクノロジー研究開発法（21st Century 
Nanotechnology Research and Development Act6）」は修正されることになり、国家ナノテク・イニシア

ティブ（NNI）のレポートの頻度は変更されることになる。 
 
戦略計画の公開はこれまでの 3 年毎から 5 年毎になり、3 年間レビュー（triennial review）は 4 年間レ

ビュー（quadrennial review）に名称を改められ、3 年毎ではなく 4 年毎に作成されることになる。議会に

                                                   
5 法案番号： S. 3084 
6 合衆国法典番号： 15 U.S.C. § 7501 et seq. 

http://pesticideblog.lawbc.com/site/epa-issues-changes-to-ocspp-final-test-guidelines-for-series-850-group-a-ec
http://pesticideblog.lawbc.com/site/epa-issues-changes-to-ocspp-final-test-guidelines-for-series-850-group-a-ec
https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/29/2016-31447/final-test-guidelines-ocspp-series-850-group-a-ecological-effects-test-guidelines-notice-of
https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/29/2016-31447/final-test-guidelines-ocspp-series-850-group-a-ecological-effects-test-guidelines-notice-of
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2009-0154
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2009-0154
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提出される NNI の評価は、3 年毎ではなく 4 年毎の提出となる。修正によって戦略計画は、いかに NNI
が「研究成果を研究室から社会の利益となる応用に移行させる」かという点、学際的研究とナノテク開発

のための長期的資金のサポート、組織横断的ナノテクプロジェクトへの資金配分に力点を置くことになる。 
 
法案は上院を 2016 年 12 月 10 日に通過し、下院を 2016 年 12 月 16 日に通過した。2016 年 12 月

28 日、法案はオバマ大統領に送られ、大統領の署名を経て 2017 年 1 月 7 日に公法として発効した。 
 
米国イノベーション競争力法：https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/3084  
 
21 世紀ナノテクノロジー研究開発法：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7501  
 
1-2. EU におけるナノ材料の規制動向 
1-2-1. ドイツ、工業ナノマテリアルからの労働者保護に関する勧告について意見募集を開始 
ドイツ連邦労働安全衛生研究所（BAuA）危険物質委員会（AGS）は、工業ナノマテリアルに関する規則

（Bekanntmachung zu Gefahrstoffen (BekGS)527, “Hergestellte Nanomaterialien”;危険物告知

527"工業ナノマテリアル“）を含め、いくつかの技術的規則に関し、一般への意見募集を開始した。 
 
BAuA では、告知 527 の英訳を公開しているが、これは最新版ではなく、非公式なものである。最新の

ドイツ語版では、修正が施され、2015 年度版からの修正点が一覧化されている。告知の目的は、工業

ナノマテリアル、工業ナノマテリアルの混合物、または、工業ナノマテリアルからなるもしくは工業ナノマ

テリアルを含有する物品に関わる職場において、労働者の安全性と健康の保護を勧告することにある。

コメントの締め切りは、2017 年 3 月 31 日である。 
 
BAuA 意見募集（独語）： 
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/AGS/TRGS.html 
  
BekGS527(2016 年 6 月版、独語)：http://www.baua.de/de/Themen-von-A-
Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/Bekanntmachung-527.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
 
Announcement 527 英訳： 
http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/Announcement-
527.html 
 
1-2-2. スウェーデン化学品庁、ナノ登録規則のドラフトに関する意見募集を開始 
現在、スウェーデン化学品庁（Kemikalieinspektionen：KEMI）は、化学製品におけるナノマテリアルに

ついての情報を、2019 年から同国独自の製品登録制度に提出することを企業に求める規則のドラフト

（2016 年 5 月号参照）について、産業界からの意見募集を実施している。意見募集は 2016 年 11 月

23 日に始まり、2017 年 3 月 24 日まで実施される。 
 
なお、この意見募集は、当初 2016 年の 6 月から 9 月にかけて実施される予定であったが、組織的な

理由や人手不足もあり、遅延された。また、KEMI の規則全般も改正が提案されているため、それと合

わせてナノマテリアル報告制度についても検討した方が、法的な位置づけが理解し易いだろうと判断し

たとも、KEMI 関係者は述べている。 
 
まだ､意見は提出されていないが、今後意見のとりまとめがおこなわれる予定である。その後、必要に応

じて、規則の修正の検討を進め、最終的に KEMI は欧州委員会に規則の変更を通達することになる。

2019 年 2 月 28 日を締め切りとする企業からの報告提出に向けて､手続きは順調に進められていると

いう。規則案では、含有率にかかわらず、意図的に加えられたナノマテリアルが対象とされている。 
 
この規則実施により、スウェーデンは、企業に対するナノ製品登録制度を既に独自に実施している、ベ

ルギー、デンマーク、フランス、ノルウェーの一群に加わることになる。 
 
Chemical Watch 2017 年 1 月 17 日記事： 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/3084
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7501
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/AGS/TRGS.html
http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/Announcement-527.html
http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/Announcement-527.html
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https://chemicalwatch.com/52210/swedens-kemi-consults-on-nano-register-draft-regulation  
 
1-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向 
今月は特に注目すべきニュースは見受けられなかった。 
 
1-4. 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. フランス主催の 2016 Nanosafe Conference のプレゼンテーション資料が公開 
2016 年 11 月 7 日から 10 日にかけてフランスのグルノーブルで、第 5 回 Nanosafe conference が開

催された（主催：フランス原子力・代替エネルギー庁（CEA）Nanosafety Platform）。会議のパネルディ

スカッションでは、NGO との責任ある開発、都市部に飛散するナノ粒子の影響の現実的な緩和策、ナノ

メディシンの利点とリスクといった点が議論された。会議のセッションのトピックは以下の通り。 
 
• ナノ物質の測定とキャラクタリゼーション 

• ナノ物質への暴露 

• 工業ナノマテリアルについて 

 ナノテク製品からの放出 

 ナノマテリアルとそのプロセスの設計による安全化（Safer by design） 

 リスク評価 

 ナノ製品製造から廃棄まで 

 責任あるナノテク開発 

 市販の計測器を利用した職場環境中の計測 

• 都市部の大気中に飛散するナノ粒子 

• ナノ物質と健康 

 毒性学 

 ナノマテリアルの環境への作用 

 ナノマテリアルの医療応用における安全な利用 

• 規制と標準化 
 
以上の会議セッションの各プレゼンテーション資料は、下記のウェブサイトから入手可能になっている。 
 
プレゼン資料公開サイト： 
http://www.cea.fr/cea-
tech/pns/nanosafe/en/Pages/Nanosafe%20Conference/Nanosafe%202016/After%20the%20Con
ference/Oral-Presentations.aspx 
 
1-5-2. EU、2017 年度「ナノマテリアル安全性評価のための新たなツールと手法に関する国際会議」

開催 
2017 年 2 月 7 日から 9 日にスペインのマラガで、ナノマテリアル安全性評価のための新たなツールと

手法に関する国際会議が開催される。会議は、EU の第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画（FP7）
の以下 5 プロジェクトの共同主催である（NANOSOLUTIONS7、GUIDEnano8、Sustainable 

                                                   
7 工業ナノマテリアルの生体への作用を調べ分類することを目指すプロジェクト。
https://nanosolutionsfp7.com/  

https://chemicalwatch.com/52210/swedens-kemi-consults-on-nano-register-draft-regulation
http://www.cea.fr/cea-tech/pns/nanosafe/en/Pages/Nanosafe%20Conference/Nanosafe%202016/After%20the%20Conference/Oral-Presentations.aspx
http://www.cea.fr/cea-tech/pns/nanosafe/en/Pages/Nanosafe%20Conference/Nanosafe%202016/After%20the%20Conference/Oral-Presentations.aspx
http://www.cea.fr/cea-tech/pns/nanosafe/en/Pages/Nanosafe%20Conference/Nanosafe%202016/After%20the%20Conference/Oral-Presentations.aspx
https://nanosolutionsfp7.com/
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Nanotechnologies（SUN）9、NanoMILE10、eNanoMapper11）。ここでは、各プロジェクトの中で達成さ

れた主な成果が発表され、その成果のナノ安全性分野におけるインパクトと今後の研究の可能性が議

論される。以下のトピックが、会議では取りあげられる。 
 
• ナノテク活用製品の製品ライフサイクルにおけるハザード分析 

• ナノテク活用製品の製品ライフサイクルにおける暴露評価 

• リスクの評価と管理 

• ナノ安全性に関するシステム生物学的アプローチ 

• ナノマテリアルのカテゴリゼーションとグルーピング 

• ナノ安全性インフラ 

• 設計による安全性 
 
今後の研究プロジェクトへのニーズを左右しうる関連ステークホルダーとの開かれた議論の場となるワ

ークショップで会議は締めくくられる。会議には、EU プロジェクトのコンソーシアムパートナーに加え、そ

の他の EU プロジェクト、産業界や政府、市民、マスコミの代表者も参加可能である。 
 
会議ホームページ：http://www.nmsaconference.eu/  
 
1-5-3. ナノ毒性学における AOP アプローチ 

ナノ毒性学では、個々の物質の毒性解明から進んで、毒性の類似した物質のグルーピングやカテゴリ

ゼーションにより、毒性の機構解明や未試験物質の毒性の推定を行おうとする動きが始まっている。 

EC の共同研究センター（JRC）の K.Gerloff らによる標題の論文が、Computational Toxicology 誌に発

表された。AOP(Adverse Outcome Pathways)とは、「ある発現毒性について、毒性の原因となる分子レ

ベルの反応から、細胞レベル、臓器レベル、生体レベルなどを経て、最終的な有害性発現に至るまでの、

各レベルにおける毒性メカニズムの知見を整理し、それらの因果関係を経路として表したもの」（NITE 

(独立行政法人製品評価技術基盤機構)HP より)である。 

化学物質の構造上の特徴や物理化学定数と生物学的活性（各毒性エンドポイント等）との相関関係を

構造活性相関（QSAR）といい、化学物質の実測試験データセットを用いて、こうした相関関係を明らか

にすることにより、化学物質の有害性を化学構造や物理化学定数から予測する構造活性相関モデルが

作成されている。また、カテゴリーアプローチは、構造類似性に対し有害性が類似または規則的なパタ

ーンを示す物質群をグループ化して評価を行う方法であり、同じカテゴリーに属する類似物質の試験デ

ータを用いて未試験物質の有害性を推定することができる。化学物質の有害性評価において構造活性

相関とカテゴリーアプローチは、（1）実験用生物を用いずに、(2)多種の物質を安価で短期間のうちに評

価できるという利点を持つ代替試験法の一種と見なされており、各国の化学物質管理の様々な場面に

おいて活用されている。（同上 HP より） 

OECD では、有害性発現のメカニズムが類似する物質を認識する際の手掛かりとするため、有害性発

現のメカニズムに関する知見を AOP コンセプトに基づいて整理することを推奨している。 

この論文は、この AOP をナノ材料の有害性の分野に適用する試みである 

 

 

 

                                                                                                                                                              
8 ナノ製品のリスク評価について研究するプロジェクト。http://www.guidenano.eu/  
9 ナノ製品の環境や健康への影響を製品ライフサイクルに渡って研究するプロジェクト。http://www.sun-
fp7.eu/  
10 工業ナノマテリアルと生体・環境の関わりについて、ナノ安全性のフレームワーク構築を目指すプロジェクト。
http://www.nanomile.eu-vri.eu/  
11 ナノマテリアルに関するデータの共有と相互運用のためのプログラム部品と API 開発のプロジェクト。
http://www.enanomapper.net/  

http://www.nmsaconference.eu/
http://www.guidenano.eu/
http://www.sun-fp7.eu/
http://www.sun-fp7.eu/
http://www.nanomile.eu-vri.eu/
http://www.enanomapper.net/
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AOP は分子レベルにおける開始事象（Molecular Initiating Event; MIE）と有害事象との間のリンクに関

する既存の知識を説明する概念的な構築物である。因果関係を持って関連するイベント(事象)のシーケ

ンシャルチェーンは、生物学的組織のさまざまなレベルで描かれている。(図 1) 

 

 
図 1 典型的な AOP フローの説明図 

 

ナノ材料 (NMs)は、そのユニークな特性により化学物質と毒性のメカニズムが異なるので、直接の比較

は困難である。NMs の毒性の理解には多くの知識のギャップがあるため、まだ機構解明の数多くの研

究がなされている状況である。本論文では、AOPs の概念を紹介し、ナノ毒性学への適用のため何が可

能であるかを分析した。そして、一例として金属酸化物 NMs と化学的に誘起される肝毒性の両方に係

る機構の知識を合理的に組み合わせるため AOP フレームワークを使用した。 

アルキル化タンパク質による肝線維症は、肝細胞で始まった複雑な生体プロセスが、もっとも本質的で

測定可能な事象によって、簡潔に直線的に AOP が示される。（OECD による、図 2） 

 
化学構造    分子的 

と性質      開始事象              細胞レベル                  組織レベル  器官レベル

 
タンパク質  タンパク質   肝細胞     クッパー       TGF-β1      ステラ細胞   コラーゲン    肝線維症 

アルキル化  アルキル化  損傷       細胞活性化      発現         活性化      蓄積 

可能な     タンパク質    アポトーシス                      細胞外基質 

化合物又は  共有結合                                    変化 

代謝産物 

図 2 AOP の１例「肝線維症に至るアルキル化タンパク質による有害事象の経路」 

 

ナノ金属酸化物では、肝細胞で生起した一つの分子的開始事象又は主要事象としてのリソソーム損傷

を経由して有害事象である肝炎に至ることが文献で示されている。活性酸素種の生成によってミトコンド

リアが損傷され、肝細胞の損傷/アポトーシスを誘起し、肝炎という有害事象をもたらす炎症細胞の浸潤
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に至る。（図 3） 

 
(分子的)開始事象 小器官レベル                      細胞レベル         組織レベル    器官レベル 

 
リソソーム    活性酸素種   ミトコンドリア      肝細胞損傷    炎症             炎症細胞       肝炎 
損傷        生成              損傷          アポト－シス   サイトカイン        浸潤 

                                                           上方制御  
図 3 金属酸化物ナノマテリアルにより肝炎に至る推定 AOP 

 

二つの AOP を比較すると、主な相違は（主要な）開始事象と初期の主要事象にあり、主要な下流事象、

肝損傷、アポトーシスは共通している。ナノ金属酸化物の取込みは、最終的には化学物質による線維

症として知られる主要事象としての肝線維症を誘起することが想定されるが、これはまだ実験的に確認

されていない。 

 

NMs と化学物質による有害性の違いは、トキシコキネティクスと AOP の初期の主要事象（キーイベン

ト）の性質の違いに主に関連することを示した。したがって、化学物質による毒性の検討から開発されて

いる AOPs によって得られた機構の知識の多くは、少なくとも定性的に NMs の AOPs に適用され、した

がって予測モデリングと NMs 毒性のリスク評価のために使用できるとした。 

(K. Gerloff et al.; Computational Toxicology, Available online 10 August 2016) 

 

論文（フリーアクセス）; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468111316300019 

 

OECD の AOP 開発プロジェクト（JRC,EPA と協

力）; http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/adverse-outcome-pathways-molecular-screening-

and-toxicogenomics.htm 
 
1-5-4. ヒトの好酸球はナノ粒子の直接の標的である: 酸化亜鉛ナノ粒子はアポトーシスを遅らせ, 炎症

性サイトカイン IL-1b, IL-8 の産生を増加させる 

酸化亜鉛ナノ粒子(ZnONPs)はアレルギー性炎症疾患の新治療法として提案される一方、好酸球性

気道炎症の原因となることも報告されているが、ZnONPs の好酸球への影響とその機序に関する知見

が充分でないのが現状である。 

カナダのケベック大学の D.Girard らによる本報告では ZnONPs の好酸球への影響とその機序を、生存

率、細胞の形態変化、アポトーシス率、 アポトーシスシグナル伝達経路や他のカスパーゼの活性化

や免疫系 の調節に関与しているカスパーゼ活性、抗アポトーシスタンパク質である Bcl-xL の分解、

ROS 産生とタンパク質合成、カスパーゼ阻害剤の IL-8、 IL-1β産生低下への影響、カスパーゼ活性

や IL-1βと IL-8 産生へのカスパーゼ-1 阻害剤の影響について検討した。  

その結果、ZnONPs は ROS(活性酸素種)は産生せず、好酸球のアポトーシスに関わるカスパーゼ-4 の

活性抑制と Bcl-xL の分解を阻害することによりアポトーシスを抑制することが明らかになった。又、

好酸球のアポトーシスの抑制は炎症と関連することも示された。これらのことから新治療法開発の際は

炎症を誘発する IL-1β と IL-8 産生の検討が必要であることが示唆された。 

ZnO はアポトーシスに対し促進と抑制の影響があることから、今後、アポトーシスにおけるカスパーゼ-

4 やタンパク質合成の役割、アポトーシスに関わるタンパク質の解析などの作用機序に関わる知見の充

実とアポトーシスとの関係の解析の検討が必要である。又他のナノ粒子や細胞でも同様なことが言える

か明らかにすることも重要である。(L.R. Silva, D. Girard ; Toxicology Letters 259 (2016) 11-20) 

なお、使用された ZnO ナノ粒子は、20nm より小さくい ZnO が 97%以上の結晶質で、カルボキシル基で

修飾されて分散している。（Babin et al., 2013） 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468111316300019
http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/adverse-outcome-pathways-molecular-screening-and-toxicogenomics.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/adverse-outcome-pathways-molecular-screening-and-toxicogenomics.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%B3%BB
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また、Girard らは、本論文以前に、ZnO ナノ粒子はヒト好中球のアポトーシスも抑制すること、それは、

ナノ粒子の有害性の原因とされている ROS 生成とは無関係なメカニズム（あらたなタンパク質合成；de 

novo protein synthesis）であることを報告している。 

(D. M. Gonclves et al., Toxicity in Vitro, 2014, 28, 926-931) 
 
PubMed による要約； https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27452280 

 

Girard らによる ZnO ナノ粒子による好中球のアポトーシスの機構に関する論文（フリーアクセス）； 

https://hal-riip.archives-ouvertes.fr/hal-01197015/document 
 
 
[お知らせ] 
前号（2016/12）の 1-5-2 記事に出典の記載がありませんでした。申し訳ありません。以下を記事末尾に

付け加えて下さい。 
（R.Pati et al. , Toxicol. Sci. (2016) 150 (2): 454-472） 
 
PubMed による論文要旨；https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26794139 
 
 
 
 
 
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 労働安全衛生局 政府機関 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27452280
https://hal-riip.archives-ouvertes.fr/hal-01197015/document
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26794139
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Administration 
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 

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 
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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 

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 
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