
1 
 

「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」 

                                           2018/7 JFE テクノリサーチ 

1. 7 月の情報 
1-1. 米国におけるナノ材料の規制動向 
1-1-1. TSCA 改正から 2 周年、EPA が複数の措置を発表 
2018 年 6 月 22 日、有害物質規制法（TSCA）改正から 2 周年を迎え、これを機に EPA は、改正版

TSCA の EPA 業務への適用作業のうち、以下のマイルストーンを達成したと発表した。これらはいずれ

も、TSCA 改正直後の 2016 年 6 月 29 日に、EPA が発表した施行計画 1の中で、改正法成立後の数

年以内に完了されるべき「中期必須措置（Later Mandatory Actions）」とされたものである。ほぼすべて

予定通りの発表となったが、「CBI の共有に関するガイドライン」と「固有識別子割り当ての政策」の 2 点

は元々2017 年 6 月の発表を予定しており、1 年遅れた形となっている。なお、以下はいずれもナノテク・

ナノ材料に直接言及するものではないが、化学物質規制全般に関連する情報として取り上げる。 
 EPA 長官 Scott Pruitt は、「この 2 年の節目に、EPA が結果を発表し、法律上の責任と期限を守って

いることを誇りに思う。 これらの行為は、透明性を高め、化学物質の安全性に対する一般の信頼を高め

るであろう。」と言明した。 
 
• 動物実験削減のための最終戦略 

TSCA 規制下にある化学物質の試験における脊椎動物を使用した動物実験を削減、改善あるいは

置換するための方法やハザード特性の把握における代替手法の開発・導入を促進する EPA の戦

略 2を策定・発表した。 

• 水銀の製造及び輸入の報告の最終規則  

水銀または水銀を使用した製品を、生産（あるいは輸入）する者や、製造過程で意図的に使用する

者に対し、EPA への情報提供を義務付ける規則の最終版 3を発表した。EPA は現在、改正版

TSCA に従い、米国内で生産・使用・輸入される水銀・水銀製品のインベントリーを作成中で、今回

の情報提供義務付けもこの一環。 

• 営業秘密情報（CBI）の共有に関するガイドライン  
TSCA の改正で、非常時等における州・先住民族・地方の自治体、環境・保健・医療従事者、救急

隊員への開示が許可された CBI について、その開示の方法等を示したガイドライン 4を策定・発表

した。開示対象情報は、化学物質名、会社・担当者名、製品の形状、製造工程、用途、などがある。 

• 同定情報が CBI 登録されている化学物質への固有識別子割り当ての政策及び手順 
改正版 TSCA では、登録時に同定情報が CBI とされた化学物質については、固有の識別子

（unique identifier）を割り当てることで、CBI である同定情報を保護する一方で、当該物質を正確に

追跡できるようにすることを、EPA に義務付けている。このための EPA 内での施策等を発表した 5。 

• ジェネリック名をつけるためのガイダンス 
TSCA 登録を行う化学物質の製造（輸入）者は、当該物質の同定情報を CBI 指定する際に、代わ

りに公開できる当該物質のジェネリックな名称を EPA に提供する必要がある。今回発表したガイダ

ンス 6では、CBI の機密性を損なうことなく、化学物質の構造がより伝わりやすい方法を示した。 
                                                   
1 Chemical Safety for the 21st Century Act: First Year Implementation Plan https://www.epa.gov/assessing-and-
managing-chemicals-under-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-safety-21st-century-act-2 
2 以下ページより、最終戦略、代替手法・方法一覧、パブコメへの返答等を公開。 https://www.epa.gov/assessing-
and-managing-chemicals-under-tsca/strategic-plan-reduce-use-vertebrate-animals-chemical 
3 官報（2018 年 6 月 27 日付）Vol. 83, No. 124, pp30054-30077 https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-
06/documents/mercury_reporting_requirements_for_the_tsca_mercury_inventory_final_rule.pdf 
4 以下ページより、開示先の分類（①州政府・先住民族政府・地方自治体、②環境・保健・医療従事者、③救急隊員）別に

3 つのガイドラインを公開。https://www.epa.gov/tsca-cbi/guidance-requesting-access-confidential-business-
information; EPA ウェブサイト（CBI へのアクセス）：https://www.epa.gov/tsca-cbi/requesting-access-cbi-under-tsca 
5 官報（2018 年 6 月 27 日付）Vol. 83, No. 124, pp30168-30171 https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-
06/documents/epa-hq-oppt-2017-0144-0024.pdf 
6 ドケットでの発表（コメント期限は 8 月 27 日）。https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2018-
0292-0001; https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OPPT-2018-0292-
0002&contentType=pdf 

https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-safety-21st-century-act-2
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/frank-r-lautenberg-chemical-safety-21st-century-act-2
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/strategic-plan-reduce-use-vertebrate-animals-chemical
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/strategic-plan-reduce-use-vertebrate-animals-chemical
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/mercury_reporting_requirements_for_the_tsca_mercury_inventory_final_rule.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/mercury_reporting_requirements_for_the_tsca_mercury_inventory_final_rule.pdf
https://www.epa.gov/tsca-cbi/guidance-requesting-access-confidential-business-information
https://www.epa.gov/tsca-cbi/guidance-requesting-access-confidential-business-information
https://www.epa.gov/tsca-cbi/requesting-access-cbi-under-tsca
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/epa-hq-oppt-2017-0144-0024.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/epa-hq-oppt-2017-0144-0024.pdf
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2018-0292-0001
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2018-0292-0001
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OPPT-2018-0292-0002&contentType=pdf
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OPPT-2018-0292-0002&contentType=pdf
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EPA のプレスリリース「EPA Celebrates New Chemical Safety Milestones on 2nd Anniversary of 
Lautenberg Chemical Safety Act」： 
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-celebrates-new-chemical-safety-milestones-2nd-
anniversary-lautenberg-chemical 
 
1-1-2. 連邦機関、ヒトを被験者とする試験に関する政策の改定適用日を 2019 年 1 月まで延期 
臨床研究における被験者の保護に関する連邦政府の政策（Federal Policy for the Protection of 
Human Subjects、通称「コモンルール」：1991 年発表）は、2017 年 1 月に改定された。当初、改定内

容は 2018 年 1 月に適用予定であったが、7 月 19 日まで延期されていた。6 月 19 日、これをさらに

2019 年 1 月 19 日まで 6 ヶ月間延期することを、コモンルールを業務に適用する 16 の連邦政府機関

（食品医薬品局〔FDA〕を傘下に置く保健社会福祉省〔DHHS〕や EPA を含む）7が、最終規則として発表

した。本件は、ナノテク・ナノ材料に直接言及するものではないが、化学物質規制全般に関連する情報

として取り上げる。 
 
2019 年 1 月までの 6 ヶ月間、規制当局は 2017 年の改定以前の規定による試験の方針に従うことを

原則とする。ただし、一定の調査については、負担軽減のため、以下の 3 つの規定を適用することが認

められる。 
 
• 改定版コモンルールにおける「調査」の定義（特定の活動を「調査」の範囲外とみなす） 

• 特定のカテゴリに当てはまる調査に関する、継続的な年次レビューの実施義務の廃止 

• 調査に関する助成金申請書やその他の資金獲得のための提案書を、（研究者が所属する）機関の

施設内審査委員会（Institutional Review Board：IRB）が事前にレビューする義務の廃止 
 
この規則改定を 6 ヶ月間延期することの目的は、関係機関に対して、適用のための準備期間を更に与

えることである。最終規則では、関係機関は政策実行のためのさらなる延期は求めないとしている。 
 
2018 年 6 月 19 日付官報（Vol. 83, No. 118、pp 28497-28520）での発表「Federal Policy for the 
Protection of Human Subjects: Six Month Delay of the General Compliance Date of Revisions 
While Allowing the Use of Three Burden-Reducing Provisions During the Delay Period」： 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/19/2018-13187/federal-policy-for-the-
protection-of-human-subjects-six-month-delay-of-the-general-compliance-date 
 
1-2. EU におけるナノ材料の規制動向 
1-2-1. SCCS、共重合体 2 種類のナノ材料に関する最終意見を発表 
欧州委員会の消費者安全委員会（Scientific Committee on Consumer Safety：SCCS）は、2018 年 6
月 21 日～22 日に開催された全体会議 8で、アクリル酸アルキル・スチレン共重合体（Styrene / 
Acrylates copolymer）およびアクリル酸アルキル・スチレン共重合体ナトリウム（Sodium Styrene / 
Acrylates copolymer）のナノ形態粒子に関する最終意見を採択・公表した。 
 
欧州委員会はこれまで、これら共重合体のナノ粒子を含む化粧品原料に関する通知を 8 件、受け取っ

ている。申請によれば、これらの原料は肌につけたままになるスキンケア製品(leave-on cosmetics)に、

ナノ形態のコーティング剤として最大 0.06％使用されている。同最終意見によれば、欧州委員会は、化

                                                   
7 以下 16 機関。それぞれが、連邦規則の該当箇所にコモンルールを反映させて業務に適用する。 Department of 
Homeland Security; Department of Agriculture; Department of Energy; National Aeronautics and Space 
Administration; Department of Commerce; Consumer Product Safety Commission; Social Security 
Administration; Agency for International Development; Department of Housing and Urban Development; 
Department of Labor; Department of Defense; Department of Education; Department of Veterans Affairs; 
Environmental Protection Agency; Department of Health and Human Services; National Science Foundation; and 
Department of Transportation 
8https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs2016_mi_plenary
_07_en.pdf 

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-celebrates-new-chemical-safety-milestones-2nd-anniversary-lautenberg-chemical
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-celebrates-new-chemical-safety-milestones-2nd-anniversary-lautenberg-chemical
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/19/2018-13187/federal-policy-for-the-protection-of-human-subjects-six-month-delay-of-the-general-compliance-date
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/19/2018-13187/federal-policy-for-the-protection-of-human-subjects-six-month-delay-of-the-general-compliance-date
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs2016_mi_plenary_07_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs2016_mi_plenary_07_en.pdf
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粧品中に使用されるこれらの共重合体について安全性を懸念しており、これらの共重合体の「合理的に

予測される暴露条件」を考慮した安全性についての意見を、2016 年 8 月 19 日に SCCS に対して求め

ていた。 
 
SCCS の最終意見によれば、提出された毒性のデータが不十分なため、安全性に関する結論は出てい

ない。例えば、スライミング剤（slimming agent）のテオフィリシラン C をカプセル化するために、このナノ

材料が使用されているが、使用シナリオに基づいて暴露可能性を評価するために必要な、使用頻度の

データは提出されていない。また、安全性評価のためにはそれぞれの構成物質（たとえばカプセル構成

物質とカプセルに内包されている物質）の安全性だけでなく、構成される物体がナノサイズであるならば、

それも含めた、全体としての安全性の情報が提供される必要があると SCCS は述べている。 
 
SCCS 最終意見「Opinion on Styrene/Acrylates copolymer (nano) and Sodium Styrene/Acrylates 
copolymer (nano)」：
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o
_218.pdf 
 
1-2-2. EFSA がナノテクを用いた食品・飼料の安全性評価手法に関するガイダンスを発表 
2018 年 7 月 4 日、欧州食品安全機関（EFSA）は、ナノサイエンス及びナノテクノロジーの食品・飼料へ

の応用の安全性評価に関するガイダンス（人および動物の健康面について）を発表した。本ガイダンス

は新規食品、食品に接触する材料、食品・飼料への添加物、殺虫剤を対象としている。 
 
本ガイダンスでは、その旧版が発表された 2011 年以降の技術開発も考慮している。例えば、本ガイダ

ンスの策定段階で実施された文献調査から将来的な発展が予想できる分野として、ナノカプセル化デリ

バリーシステム（nanoencapsulated delivery systems）やナノ複合材料（nanocomposites）の適用が

挙げられる。そこで、EFSA は、本ガイダンスでは、ナノ材料の物理化学的特性、暴露評価、ハザード特

性などについて、より深い知見を得られる最新の研究結果を考慮したという。 
 
本ガイダンスでは特に、in vivo / in vitro の毒性試験について、ナノ材料の試験でみられる課題全般に

加え、in vitro での劣化、トキシコキネティクス、遺伝毒性についても記述している。また、毒性試験の多

段的枠組みについても説明しており、初期段階の試験の結果次第で、徐々に、生殖毒性、発達毒性、

免疫毒性、アレルギー、神経毒性、消化管マイクロバイオーム、内分泌活性の試験の必要性も検討す

る手法を示している。 
 
本ガイダンスはまた、データギャップを埋めるための、統合された試験戦略、作用機序（modes / 
mechanisms of action：MOA）の知識、リードアクロスの利用についても言及している。 
 
EFSA によれば本ガイダンスは現在パイロットフェーズに入り、2019 年末までには最終ガイダンスを構

想している。2019 年には、食物と飼料の連鎖におけるナノサイエンスとナノテクノロジーの応用の環境

リスク評価に焦点を当てた第 2 のガイダンスを開発するとしている。 
 
EFSA ガイダンス原文「Guidance on risk assessment of the application of nanoscience and 
nanotechnologies in the food and feed chain: Part 1, human and animal health」
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5327 
 
EFSA プレスリリース「New guidance on nanotechnologies in food and feed（2018/7/4）」
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180704 
 
1-2-3. NanoMONITOR が開発したモニタリングシステムが利用可能になったことを発表 
欧州連合（EU）ナノセーフティー・クラスター（NanoSafety Cluster）9のプログラムである

NanoMONITOR は、工業ナノ材料から人の健康及び環境を保護することを目的に、「化学物質の登録、

評価、認可および制限に関する規則（REACH）」下でのナノ材料のリスク評価を支援するため、新たな

                                                   
9 欧州委員会研究総局（EC DG RTD）が主導する。欧州全体でのナノ EHS 研究の調整を行っている。 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_218.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_218.pdf
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5327
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180704
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情報・モニタリングシステムの開発を目指している 10。2016 年 1 月から 2018 年 12 月を研究期間とす

る。 
 
2018 年 6 月 25 日、施設内外での工業ナノ材料濃度のデータを得るための NanoMONITOR モニタリ

ングステーションが、希望に応じて無償で利用可能であると公表された。このモニタリングステーション

は高さ 500 ㎜、幅 300 ㎜、長さ 775 ㎜、重量 14kg の可搬型計測システムで、空気中のナノ粒子濃度

をリアルタイムでモニタリングできる（時間分解能１秒、濃度範囲 106個/cm3まで、表示；個/cm3、nm、μ

m2/cm3）。また、計測結果をオンラインで共有することで、ウェブ上でのデータ収集や監視を行うことが

できる。 
 
nanoMONITOR のモニタリングステーション利用のための申込書： 
http://www.lifenanomonitor.eu/en/want-to-use-the-monitoring-station/ 
 
nanoMONITOR 説明用冊子： 
http://www.lifenanomonitor.eu/wp-content/uploads/2018/06/NanoMONITOR-brochure-wip.pdf 
 
1-2-4. NGO が、オーストリアの EU 理事会議長に REACH 審査措置を実施するよう求めた 
欧州の NGO 欧州環境局（EEB）は、EU の理事会議長を務めるオーストリアに REACH を改善するため

の措置を講じるよう求めている。 措置には、最近発表された第 2 回規制のレビューの結果を考慮に入

れるべきだとその NGO は述べている。EEB は、7 月 1 日に開始されたオーストリア期に 10 回の「グリー

ンテスト」を設定した。 欧州連合議長は、6 ヶ月ごとに EU 加盟国の間を交代する。 

3 月に、欧州委員会が REACH の実施を改善するための 16 の措置を発表したが、NGO や業界関係者

は、この計画には具体的な措置やスケジュールがないと述べている。オーストリアは、ナノ物質の管理

をさらに進めるべきで、作業には、透明性、トレーサビリティ、ラベリング、健康および環境への影響の研

究の促進が含まれるべきである、としている。新議長はまた、「科学を無視することなく」、発がん性の疑

いがある物質としての二酸化チタンのすべての形態の分類と表示に関する Echa の意見に従うよう委員

会に求めるべきだと EEB は付け加えた。 

オーストリアの議長は、EU の環境無毒化戦略が確実に実行され、野心的であり、特に非化学的代替品

を促進するように努力すべきであると NGO は述べている。オーストリアの議長の任期は、EU の無毒化

戦略の実行のための 2018 年末の締め切りと一致している。オーストリアはまた、水銀に関する水俣条

約に関して EU の指導性を維持し、EU 水銀規制を実施しなければならないと、EEB は述べた。 そして、

EU のプラスチック戦略の進展を確実にする必要がある、とした。 

5 月には、NGO 健康と環境アライアンス（HEAL）は、オーストリアに化学物質規制を改善する「重要な機

会」をとらえ、有害物質の管理を強化するよう求めている。 

EEB のプレスリリース；http://eeb.org/eeb-sets-austria-ten-green-tests-to-improve-europes-
environment/ 
 
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 
1-4-1. ナノ材料のグルーピングに関するワークショップが 9 月にパリで開催予定 
EU ナノセーフティー・クラスターは、そのプロジェクトである NanoReg211 及び Gracious12が、2018 年

                                                   
10 https://www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-projects/life-programme/nanomonitor.html; 
http://www.lifenanomonitor.eu/en/ 
11 安全設計（Safe by Design：SbD）のコンセプトをナノ材料の規制に当てはめること、またナノ材料の規制のためのグル

ーピングを新規ナノ材料の設計にも当てはめることを目指す。http://www.nanoreg2.eu/about 
12 Grouping, Read-Across and ClassIficatiOn framework for regUlatory risk assessment of manufactured 

http://www.lifenanomonitor.eu/en/want-to-use-the-monitoring-station/
http://www.lifenanomonitor.eu/wp-content/uploads/2018/06/NanoMONITOR-brochure-wip.pdf
http://eeb.org/eeb-sets-austria-ten-green-tests-to-improve-europes-environment/
http://eeb.org/eeb-sets-austria-ten-green-tests-to-improve-europes-environment/
https://www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-projects/life-programme/nanomonitor.html
http://www.lifenanomonitor.eu/en/
http://www.nanoreg2.eu/about
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9 月 12 日～13 日に OECD の工業ナノ材料作業部会（WPMN）とともに 2 日間の「ナノ材料のグルー

ピングに関するワークショップ」をパリで開催すると公表した。これに先駆けて、9 月 11 日には WPMN
の、ナノ材料のリスク評価のための物理・化学的パラメータフレームワークのための会議が開催される。

セッションの主なトピックは以下のとおり。 
 
• ナノ材料のグルーピング 原則、歴史、およびグルーピングの活動の流れ 
• 包括的なグルーピングスキーム 
• グルーピングの実例；試験方法及び戦略に結び付けて 
• グルーピングの推奨の進展と今後の展望 
 
ナノセーフティー・クラスターは、ワークショップの成果がナノ材料のグルーピングに関する推奨事項を含

み、世界的な規制及び規格の制定を支援するであろうとしている。ワークショップにはグルーピング、物

理・化学特性、ハザードアセスメントの専門家が出席し、産業界および規制当局からの参加も歓迎され

る。参加費は無料だが人数が限られるため、多様なステークホルダーが参加できるように、希望者は主

催者まで専門分野の概要を連絡する必要がある。 
 
ワークショップ詳細と参加登録ページ：http://www.nanoreg2.eu/oecd-joint-meeting-sept-12-13 
 
1-4-2. OECD、工業ナノ材料のリスク評価手法に関するアンケート調査の結果を公開 
2018 年 7 月 4 日、経済協力開発機構（OECD）は、工業ナノ材料作業部会（WPMN）参加者を対象に、

各加盟国で使われる工業ナノ材料のリスク評価手法について聞いたアンケート調査の結果を記した報

告書を公表した。この調査は、2016 年 3 月に WPMN 参加者に配布され、15 件の回答が日本を含む

10 加盟国 13と OECD 経済産業諮問委員会（Business and Industry Advisory Committee to the 
OECD：BIAC）の関係者から得られた。質問の内容は主に以下のとおりである。 
 
• 各加盟国で用いられる異なるタイプのリスク評価手法 

o より詳細なリスク評価に対するスクリーニングレベル 
o 評価の詳細さ 
o リスク/暴露よりもハザードを強調するか否か 

• リスク評価に使用される不確定性・仮定のレベル 
• リスク評価の結果（実施されるリスク管理手法など） 
• リスク評価の過程 
 
OECD は、この調査の成果は、各国の規制当局がナノ材料に対して実施する、異なるリスク評価の詳

細を、条件や不確定性のレベルの違いに焦点を当てて理解することであるとしている。また、多くの調査

参加者が以下の点について推奨している。 
 
• ナノ材料の暴露/放出シナリオや評価手法の実証が今後も必要である。 
• 環境運命やハザードを予測するために物理・化学特性を利用することの実用性が実証されなけれ

ばならない。このことで、必要な特性パラメータについて合意を得ることができるからである。 
• ナノ材料の評価にリードアクロス/グルーピング/スクリーニングテストを使う技能を向上することが必

要不可欠である。 
• ナノ材料専用の、実証された試験ガイドラインを引き続き開発することが必要である。 
 
報告書「Investigating the Different Types of Risk Assessments of Manufactured Nanomaterials: 
Identifying Tools Available for Risk Management Measures and Uncertainties Driving Nano-
Specific Data Needs（2018/7/4; Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials No. 88）」： 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)24&d
oclanguage=en 
                                                                                                                                                              
nanomaterials and Safer design of nano-enabled products  https://www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-
cluster-projects/horizon-2020-projects/gracious.html 
13 オーストラリア、カナダ、デンマーク、ドイツ、日本、韓国、オランダ、スイス、英国、米国 

http://www.nanoreg2.eu/oecd-joint-meeting-sept-12-13
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)24&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)24&doclanguage=en
https://www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-projects/horizon-2020-projects/gracious.html
https://www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-projects/horizon-2020-projects/gracious.html
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1-4-3. ヘルシンキ化学物質フォーラムで、ナノ材料に関する議論も行われた 
第 10 回ヘルシンキ・ケミカルズ・フォーラム（HCF）がフィンランドのヘルシンキで 2018 年 6 月 14-15
日に開催された。 化学物質管理の専門誌 Chemical Watch が作成した会議報告書によると、37 カ国

からの 168 人の代表が参加した。 フォーラムでの最後の討論では、製品スチュワードシップが規制に

取って代わることができるかどうかを論じるためのケーススタディとして、ナノ材料が対象とされた。この

パネルは、ToxConsult の Roger Drew が、NGO 国際環境法（CIEL）の David Azoulay と The 
Chemours Company の David Warheit 博士との議論をモデレートした。 この議論については、会議レ

ポートには、多数の未解決の問題が記載されているが、以下のような箇条書きが記されている。 
• 規制と製品スチュワードシップは両方ともある役割を果たすが、後者は必ずしも材料の安全性を保

証するものではない。 
• 製品スチュワードシップの役割は必ずしも明確ではなく、より明確に定義され、伝達されなければな

らない。 
• 製品スチュワードシップの 1 つの弱点は、企業が自らのすることに十分なコミュニケーションを取ら

ないことである。 
• 市場のすべてが安全であることを述べたり提案したりするのではなく、業界と規制当局は問題の複

雑さに対応するべきであり、未知のものがまだあることを認めなければならない。 
安全なナノ材料のようなものはない。ナノ材料を安全に使用する方法だけである。 規制によって指示さ

れるようなナノ物質有害性についての知識は必要である。しかし、不確実性があり完全なハザード知識

がなくても、ナノ物質の責任ある安全な製造と使用が可能である。 
以上は会議の正式なレポートではなく、メモ書きである。 
次回の HCF は、2019 年 5 月 23-24 日に行われる予定である。 

Chemical Watch 誌による HCF2018 のレポート；https://www.slideshare.net/HelsinkiCF/hcf-
conference-report-2018 
 
1-5. ナノ材料の安全性に関する情報 
1-5-1. NANOPACK が食品包材を開発 
2018 年 6 月 15 日、欧州委員会は、EU から助成金を受けている研究プロジェクトの成功事例として、

NANOPACK を紹介するプレスリリースを発表した。NANOPACK は、スマート抗菌剤により食品の保

管寿命を延ばすことを可能とする包材（包装資材/包装材料）を開発したと発表した。 
 
欧州委員会によれば、これは微小のナノチューブ構造を利用した新しいポリマー構造で、研究者らは現

在 5 つのパイロット製造施設を稼働させ、技術的、工業的、商業的な実行可能性の試験を始めている。

この製品は天然のハロイサイトナノチューブ（halloysite nanotubes：HNT、サブミクロンの大きさで中空

多層管状構造を持つアルミノケイ酸塩）からなり、EU で承認された生物活性剤または油（天然のエッセ

ンシャルオイル）を表面に含ませそれを放出させることにより食品を劣化またはカビから守るものである。

欧州委員会は、HNT は非常に小さく、包材から食品に移行することのない安全で自然な保存料である

としている。また、欧州委員会によれば、プロジェクトは消費者や小売業者の受容性に加え、法・安全

性・環境上の観点について検討している。NANOPACK は、2017 年 1 月から 2019 年 12 月までの期

間で総額 767 万ユーロを Horizon 2020 から助成されている。 
 
欧州委員会のプレスリリース「Pioneering food packaging（2018/6/15）」：
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_0
6_15_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49196&_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf
5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb#_scpsug=crawled,5896773,72ef
a0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb 
 
1-5-2. 製造品からの工業ナノ材料への暴露の定量化に関するワークショップを 10 月に米国ワシント   

ンで開催予定 
米国消費者製品安全委員会（CPSC）は、「第 2 回工業製品からの工業ナノ材料への暴露の定量化ワ

ークショップ（QEENⅡ）」を、2018 年 10 月 9 日～10 日にワシントン DC において開催すると発表した。

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_06_15_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49196&_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb#_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_06_15_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49196&_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb#_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_06_15_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49196&_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb#_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_06_15_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49196&_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb#_scpsug=crawled,5896773,72efa0f8efcf5669d49a8d3564e27bffac2d87337e63cb23f700cb88704a75bb
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国家ナノテク・イニシアティブ（NNI）が米国労働省労働安全衛生局（OSHA）と共催する。なお、第 1 回

の同ワークショップは 2015 年に開催されている。 
 
同ワークショップでは、ナノ材料の存在・放出可能性や住民/作業者への暴露を定量化し特徴づけるツ

ールおよび手法について焦点をあてる。NNI によれば、このプログラムでは暴露、ハザード、リスクを統

合することで、ナノ材料の環境、健康、安全性（EHS）評価の不確実性を削減することを取り上げる。ワ

ークショップの目標は、学際的な研究連携のために優先順位と選択肢を見極めることを含む。 
 
ワークショップは一般の参加が可能で、参加費は無料、人数は先着順で 180 名である。参加登録は

2018 年 7 月 9 日に開始された。 
 
なお、2018 年米国・EU ナノ EHS 共同ワークショップ（第 7 回）も、上記ワークショップ直後の 10 月 11
日～12 日にワシントン DC で開催予定である。 
 
NNI によるワークショップ「2nd Quantifying Exposure to Engineered Nanomaterials from 
Manufactured Products (QEEN II)」の公式サイト 
https://www.nano.gov/qeen2 
 
SweNanoSafe による米国・EU ナノ EHS 共同ワークショップに関するプレスリリース「2018 U.S.-
European Union (EU) “Bridging Nanotechnology EHS (NanoEHS) Research Efforts” joint 
workshop」：http://swenanosafe.se/kalender/2018-u-s-european-union-eu-bridging-
nanotechnology-ehs-nanoehs-research-efforts-joint-workshop/ 
 
1-5-3. CDC、NIOSH NTRC に関する資料を発表 
2018 年 7 月 9 日、国立労働安全衛生研究所（NIOSH）は、傘下のナノテクノロジー研究センター

（Nanotechnology Research Center：NTRC）14に関する 1 ページの資料を発表した。NTRC は、工業

ナノ材料への暴露が人の健康に与える影響に関する研究を実施し、暴露を制御あるいはなくすための

手法を開発している。 
 
NTRC の業績は以下の通りである。 
 
• 2017 年中に 101 編の査読付き論文を発表 
• カーボンナノチューブやカーボンナノファイバー製造所の空気サンプル分析手法の発表（NIOSH 分

析手法マニュアル〔NIOSH Manual of Analytical Methods：NMAM〕第 5 版 15中） 
• ライフサイクルにわたるナノ材料の毒性の健康への影響に関する最初の論文のうち一つを発表 16 
• 3D プリンタからの排出物に関する調査 1718 
• ナノまたはコロイド銀を有効成分とする 22 のスプレー製品について、メーカーが主張する値と実測

の含有量の差異の調査 19  
• ナノ材料を扱う 3 つのケースについての作業場設計の推奨例の発表 
• ナノ材料を扱う作業を開始する前に、安全確保について自問するためのポスターの公表 
 
また、NTRC の今後の課題として以下が挙げられている。 
• 銀ナノ材料に対する職場での暴露の健康への影響に関する資料の出版 
• ナノクレイおよび窒化ホウ素ナノチューブのバイオマーカー、発がん毒性、肺に対する暴露の評価 
• 工業ナノ材料に対する職場での暴露の閾値・幅の設定アプローチに関する資料の査読 
                                                   
14 2004 年設立。NIOSH の教育情報部（Education and Information Division）に所属する。 
15 https://www.cdc.gov/niosh/nmam/pdf/chapter-cn.pdf 
16 https://www2a.cdc.gov/nioshtic-
2/BuildQyr.asp?s1=bishop&f1=%2A&Startyear=&Adv=0&terms=1&EndYear=&Limit=10000&sort=&D1=10&Page
No=1&RecNo=7&View=f& 
17 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2017.1302589 
18 https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2017-0059-3291.pdf 
19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332539?via%3Dihub 

https://www.nano.gov/qeen2
http://swenanosafe.se/kalender/2018-u-s-european-union-eu-bridging-nanotechnology-ehs-nanoehs-research-efforts-joint-workshop/
http://swenanosafe.se/kalender/2018-u-s-european-union-eu-bridging-nanotechnology-ehs-nanoehs-research-efforts-joint-workshop/
https://www.cdc.gov/niosh/nmam/pdf/chapter-cn.pdf
https://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/BuildQyr.asp?s1=bishop&f1=%2A&Startyear=&Adv=0&terms=1&EndYear=&Limit=10000&sort=&D1=10&PageNo=1&RecNo=7&View=f&
https://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/BuildQyr.asp?s1=bishop&f1=%2A&Startyear=&Adv=0&terms=1&EndYear=&Limit=10000&sort=&D1=10&PageNo=1&RecNo=7&View=f&
https://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/BuildQyr.asp?s1=bishop&f1=%2A&Startyear=&Adv=0&terms=1&EndYear=&Limit=10000&sort=&D1=10&PageNo=1&RecNo=7&View=f&
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2017.1302589
https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2017-0059-3291.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332539?via%3Dihub
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NTRC に関する 1 ページ資料：https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-148/pdfs/2018-148-508.pdf 
 
NIOSH 機関に関する 1 ページ資料一覧：https://www.cdc.gov/niosh/docs/ppop/default.html 
 
1-5-4. 難溶性金属酸化物ナノ材料の急性暴露による in vivo 肺毒性の先進的な in vitro 法を用い   

た予測可能性 
動物モデルは、それだけで、人におけるナノ材料の潜在的な肺への悪影響を予測するための参考ツー

ルとなる。 しかしながら、実験で使用される動物数の減少、動物保護の観点から、信頼性の高い代替

法の必要性はますます高まっている。肺細胞を用いる in vitro モデルは、特に、先進的な in vitro 法とモ

デルが開発されているため、ナノ材料の吸入による潜在的な急性毒性を評価するための代替法となっ

ているが、人における潜在的な急性肺毒性を予測するための動物実験に代わり得る in vitro 実験の能

力は、依然として慎重に評価される必要がある。 
フランス国立産業環境・リスク研究所(Ineris)の Thomas Loret らは、代表的な難溶性ナノ粒子である二

酸化チタンと酸化セリウムの標準的な試料を使用して、24 時間暴露の急性肺毒性について in vivo と in 

vitro 実験を、用量が比較できる条件で同時に行い、in vitro 法の予測可能性を調査した。 

 

実験に使用したナノ材料は、欧州共同研究センター（JRC）のナノ材料（NM）レポジトリーからの TiO2

（NM105,101 および 100）および CeO2（NM212）である。NM100（一次粒径 8nm）と 101(同 100nm)はアナ

タ―ゼ、NM105(同 21nm)は 80%アナターゼ/20%ルチル、NM212(同 7.2nm)はセオリナイトである。 

試験は、in vivo では、ラットを気管内注入により NM に暴露し、次いで 24 時間経過後に屠殺した。  

in vitro では、マクロファージと共培養した肺胞上皮細胞を、ALI(気液界面細胞暴露装置)で NM エアロ

ゾルに、または NM の懸濁液に浸漬した状態で、24 時間暴露した。 さらに、異なる NM 堆積速度で試

験した。 in vitro 研究の結果は、同じチームによって以前に発表されている。（論文は下記 URL から入

手可能、本論文で「先進的な in vitro 法」とは ALI 法を指す。）ALI では、細胞を NM のエアロゾルに 3

時間暴露した。これは、最終沈着用量が 3 時間以内に到達したことを意味する。 次いで、ALI で残りの

21 時間、細胞をインキュベーター内に保持し、その表面上に NM を沈着させた。 

 

 
   in vitro 実験の 3 つの方法（左；ALI による NM エアロゾル暴露、中；浸漬したインサート上での 

分散 NM 暴露、右；プレート上での分散・沈積した NM 暴露）；論文より 

 

 

暴露後の生物学的応答としては、in vivo では、炎症性効果（好中球の流入および炎症促進性メディエ

ーターIL-1β、IL-6、KC-GRO および TNF-α ）を、気管内注入（IT）によって NMs に暴露されたラットの気

管支肺胞洗浄液（BALF）で評価した。in vitro では、上記の炎症性の指標の他、AlamarBlue 細胞生存率

アッセイ、LDH 活性測定、細胞内 ROS アッセイなどを実施した。 

 

以下試験結果について述べる。in vivoでの炎症効果は、TiO2 NM105および101およびCeO2 NM212で

は有意な効果が認められたが、TiO2 NM100では有意な効果は認められなかった。 有意な炎症効果は、

試験された最大用量で示された：それぞれ、400μg/肺、肺胞表面による正常化後約0.1μg/ cm2または

20μg/ 106マクロファージに相当する（4000cm2）または肺胞マクロファージの数（2500万）であった。

TiO2NMs105および101暴露後において、TNF-α およびNM105のみのKC-GROの濃度の増加に関連し

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-148/pdfs/2018-148-508.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/ppop/default.html
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て、これはBALF上清中の有意な好中球流入によって特徴付けられた。好中球またはサイトカインの有

意な増加は、TiO2 NM100については認められなかった。 さらに、試験したすべてのNMについて、マクロ

ファージまたは全細胞数に有意な変化は観察されなかった。in vivoで検出された有意な応答に基づい

て、観察された最低の有害作用レベル（最小無毒量；LOAEL）を、NM105,101および212での炎症促進効

果について決定した。 
in vitro 試験では、すべての試験した NM に暴露した ALI において有意な炎症反応が観察された。また、

インサートおよびプレートの浸漬状態では、主に NM105 および 101 で観察された。検出された重要な炎

症反応によって、実施された各アッセイについて LOAEL を決定された。全ての NM について、LOAEL

は、インサート中の浸漬条件と比較して低用量で決定され、最終用量が 24 時間以内ではなく 3 時間以

内に堆積した場合にも低用量で決定された。 

 

in vivo および in vitro の両方において、細胞傷害性および酸化ストレス応答も評価した。 in vivo で、

LDH レベルを BALF 上清で評価し、反応性酸素種（ROS）レベルを BALF 細胞で測定した。 有意な炎症

反応は認められたが、24 時間の NM への暴露後に有意な細胞傷害性または酸化的ストレス効果を観

察しなかった。LOAEL は、インサートにおける細胞傷害性および酸化ストレスについて決定された。 

 

in vivoおよびin vitroの両方で、炎症が、本研究で24時間目に最も感度の高い生体応答マーカーであっ

た。 この理由から、in vitroとin vitroの比較を行うため、炎症反応に焦点を当てた。 定量的な比較を行う

ために、観察された最初の有意な炎症誘発反応についてin vivoおよびin vitroで決定されたLOAELを最

初に使用した。 次に、ベンチマークモデリングによって決定された用量間隔を使用して用量‐応答比較

を行った。 

 

結論；in vivo および in vitro の急性炎症誘発反応の間で、適合性用量計量を用いて定量的比較を行っ

た。 生物学的活性化レベルを比較し、用量を質量/肺胞表面よりもむしろ質量/マクロファージで表現さ

せた場合、in vivo、in vitro のより良好な相関が得られることを示した。決定された LOAEL および臨界

効果用量間隔を使用して、in vivo での生物学的応答を予測するために本研究で使用された各 in vitro

方法の能力を評価した。 最も現実的な in vitro 暴露法：ALI 法は、用量メトリックがどのようなものであっ

ても、絶対毒性に関して最も予測的であることを示した。 in vitro では、24 時間よりもむしろ 3 時間の用

量送達のタイミングを使用したところ、より優れた in vivo - in vitro 相関を示した。 

各暴露方法について、毒性の関数としてNMをランク付けし、LOAELの代わりに臨界効果用量間隔を使

用して、NM間のより正確な比較が提供されることを示した。 NMの毒性ランキングに関して、相対的類

似性がin vivoおよびin vitro方法論の間に示された。しかしながら、データセットの品質が正確な用量間

隔を決定するには不十分であったため、in vivoで観察されたNMのランキングを予測する各in vitro方法

論の能力について明確に結論することはできなかった。 興味深いことに、NMの表面領域による投与量

を正規化したとき、毒性効果は、単離されたNMではなく、おそらくアグロメレートに起因することを観察し

た。 

最後にまとめると、本研究はin vitroでの潜在的な急性肺毒性を予測する能力を増強するために、先進

的な方法を用いることができることを示した。 さらに、in vitroでのいくつかの重要な方法論的ポイントの

慎重な考察が、用量送達のタイミングの制御を含む、in vitro方法の予測性を向上させることに寄与し得

ることを強調した。 これらの結論は本研究の実験データセットから推測されたものであり、より毒性の高

いNMを含む他のNMでさらに確認されるべきであり、この研究は先進的なin vitro方法の使用および開

発に関する新たな視点をもたらすものである。 

 

米国文献データベース PubMed による Summary：
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predicting+the+in+vivo+pulmonary+toxicity+induce
d+by+acute+exposure+to+poorly+soluble+nanomaterials+by+using+advanced+in+vitro+method
s 
 

論文（Loret et al. Particle and Fibre Toxicology (2018) 15:25）の PDF(フリーアクセス)：
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12989-018-0260-6 

 

https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12989-018-0260-6
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同著者のインビトロ実験の論文（フリーアクセス）；Loret et al. Particle and Fibre Toxicology 

(2016)13:58： 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5137211/pdf/12989_2016_Article_171.pdf 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5137211/pdf/12989_2016_Article_171.pdf
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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 
MEEM Ministère de l'Environnement, de 

l'Énergie et de la Mer 
フランス、環境・エネルギー・

海洋省 
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 

SCENIH
R 

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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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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