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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  

2018/6 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. ニューヨーク州環境保護局、家庭用洗剤情報公開の中でナノスケール材料表示義務付け 
2018 年 6 月 6 日、ニューヨーク州環境保護局（New York State Department of Environmental 
Conservation：NYSDEC）は、家庭用洗剤情報公開プログラム 1の最終規則（Program Policy）を製造

者向け申告書に添付する形で公開し、この中でナノスケールの材料の表示を義務づけた。 
 
家庭用洗剤情報公開プログラムでは、ニューヨーク州で販売される洗剤の製造者に対して、その成分材

料を公開し、NYSDEC のウェブサイトに挙げられている懸念化学物質リストにある物質を特定するよう

求めている。今回公開された最終規則によれば、ナノスケールである成分材料については、その旨を明

らかにしなければならない。例えば、そのナノスケール材料が炭素であれば、「ナノスケール炭素」と表

示しなければならない。また、NYSDEC プログラムの規則におけるナノスケール材料の定義 2も、同規

則内で開示している。 
 
なお、2017 年 4 月 25 日に提案されたガイダンス文書に対して 2017 年 7 月 14 日までに寄せられた

パブリックコメントと、それに対する NYSDEC の対応コメントも、今回の発表と同時に公開されている。

その中には、「現存するナノ材料の定義について、統一された決定はない」ことを根拠に、文書内にある

ナノ材料の定義を削除することを提案するコメントもみられる。これに対して NYSDEC は、「連邦環境保

護庁（EPA）は TSCA の下でナノスケール材料の開示を求めている。この中で、ナノスケール材料と考

えられるものを定義している。（NYSDEC はプログラムの規則を）この EPA による定義に一致させてア

ップデートした。」と回答している。また、別のコメントは、ナノ材料開示義務は撤廃されるべきであり、

NYSDEC は連邦法である TSCA に従うべきであると述べている。これに対して NYSDEC は、「ナノス

ケール材料が人の健康と環境に及ぼしうる影響はいまだ完全に理解されていないため、ナノスケール

材料の開示義務は重要である。しかしながら、営業秘密情報（confidential business information：CBI）
であることを根拠に、情報の開示の免除を求めることはできる」としている。 
 
ナノ材料・化学物質規制を専門とする法律事務所、Bergeson & Campbell, P.C.はブログ記事や分析

記事で以下 2 点を指摘している。 
• 上記返答コメントの中で、NYSDEC は、EPA がナノスケール材料の開示のために作成したナノ

材料の定義を引用したと回答しているが、これは誤りである。実際に引用されているのは、製造

業者から EPA へのナノ材料に関する 1 回限りの情報提供を義務付けた規則（2017 年 1 月に

最終規則が公開 3）のための対象物質を定義したものである（一般への情報開示を意図して対

象物質を定義したものではない）。 
• このニューヨーク州の家庭用洗剤情報公開プログラムに関する動きは、同州において、さらに

多くの商品群が開示の対象となる予兆とも考えられる。また、こうした、特定の製品の材料の開

示を義務付ける規制は、全米の各州に、異なる形で広がる恐れがある（現に、家庭用洗剤につ

いては、類似する情報開示義務がカリフォルニア州でも施行されている〔ナノ材料の表示義務

は含まない〕4）。製造業者にとっては、自社製品の流通において各州の異なる規則を把握して

                                                   
1 Household Cleansing Product Information Disclosure Program 
2 [a] reportable chemical substance is a chemical substance as defined in Section 3 of TSCA that is 
solid at 25° C and standard atmospheric pressure, that is manufactured or processed in a form where 
any particles, including aggregates and agglomerates, are in the size range of 1-100 nanometers in at 
least one dimension, and that is manufactured or processed to exhibit unique and novel properties 
because of its size.  A reportable chemical substance does not include a chemical substance that is 
manufactured or processed in a form where less than 1% of any particles, including aggregates, and 
agglomerates, measured by weight are in the size range of 1-100 nanometers. 
3 詳細は 2016 年 5 月号および 10 月号、2017 年 1 月号を参照。 
4 カリフォルニア州とニューヨーク州での動きについて報じた Bergeson & Campbell, P.C.の分析記事（2017
年 10 月 20 日付）：http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/california-and-new-york-
require-manufacturers-to-disclose-ingredients-in-cl 

http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/california-and-new-york-require-manufacturers-to-disclose-ingredients-in-cl
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/california-and-new-york-require-manufacturers-to-disclose-ingredients-in-cl
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遵守する負担が発生する可能性がある。 
 
ニューヨーク州環境保護局家庭用洗剤情報公開プログラム（Household Cleansing Product 
Information Disclosure Program）ウェブサイト：https://www.dec.ny.gov/chemical/109021.html 
 
ニューヨーク州環境保護局家庭用洗剤情報公開プログラム製造者向け申告書（5 ページ以降に最終規

則を添付）：https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/cleansingprodfin.pdf 
 
ニューヨーク州環境保護局家庭用洗剤情報公開プログラムへのコメントと返答の一覧： 
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/responsecomments.pdf 
 
ナノ材料・化学物質規制を専門とする法律事務所、Bergeson & Campbell, P.C.のブログ記事「New 
York Household Cleansing Product Disclosure Program Will Require Disclosure of Nano 
Ingredients（2018/6/8）」：https://nanotech.lawbc.com/2018/06/new-york-household-cleansing-
product-disclosure-program-will-require-disclosure-of-nano-ingredients/  
 
ナノ材料・化学物質規制を専門とする法律事務所、Bergeson & Campbell, P.C.の分析記事「New 
York Launches Disclosure Program Intended to Protect Consumers from Chemicals in 
Household Cleaning Products（2018/6/7）」：http://www.lawbc.com/regulatory-
developments/entry/new-york-launches-disclosure-program-intended-to-protect-consumers-from-
che  
 
1-1-2. EPA、改正 TSCA 下での化学物質安全実現に向けた 3 文書を発表 
2018 年 6 月 1 日、米環境保護庁（EPA）は、以下 3 点の文書を公開し、この 3 点の文書に対するパブ

リックコメントの募集を開始した 5。なお、これら文書はナノ材料に言及していないが、今後の化学物質

規制全般に関る動きとして取り上げる。 
 

（1）「課題策定文書」（最初の 10 件） 
（2）「体系的レビュー取り組み文書」 
（3）アスベストへの重要新規利用規則（SNUR）提案 

 
これら文書の背景・詳細は以下の通り。 
 
＜（1）「課題策定文書」および（2）「体系的レビュー取り組み文書」＞ 
改正後の有害物質規制法（TSCA）の下、EPA は、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）のリスク評価を①EPA による優先順位付けと②製造業者による要請の

2 つを起点として進めている。特に、①については、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 化学物質と、EPA が新たに策

定した優先付けプロセス（2017 年 1 月発表）で高優先度物質（High-Priority Substances）として指定さ

れる化学物質の 2 種類が評価対象となる 6。今回発表された「課題策定文書」は、前者の 10 化学物質

それぞれに対するリスク評価のスコープ（2017 年 6 月 22 日に案を発表し、コメント募集済み）を改善し

たものである。ここでは、EPA が評価しようとしている化学物質の用途が明示され、その評価方法が説

明されている。文書は、2019 年 12 月までのリスク評価完了を目指していることも述べている。これに対

し、「体系的レビュー取り組み文書」は、EPA による全ての既存物質リスク評価の過程で参照される既

存のエビデンスを特定、評価、反映する方法を説明するもの。「第 1 次 10 課題策定文書」と「体系的レ

ビュー取り組み文書」に対するコメント提出締切は、2018 年 7 月 26 日（連邦官報掲載から 45 日間）で

ある（10 物質それぞれに対するコメント提出用ドケットは本記事末尾参照）。 
 

                                                   
5 それぞれ原題は、(1) the first ten problem formulation documents, (2) EPA’s systemic review 
approach document, and (3) a significant new use rule (SNUR) proposal enabling the Agency to 
prevent new uses of asbestos 
6 詳細は 2017 年 1 月号参照。 

https://www.dec.ny.gov/chemical/109021.html
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/cleansingprodfin.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/responsecomments.pdf
https://nanotech.lawbc.com/2018/06/new-york-household-cleansing-product-disclosure-program-will-require-disclosure-of-nano-ingredients/
https://nanotech.lawbc.com/2018/06/new-york-household-cleansing-product-disclosure-program-will-require-disclosure-of-nano-ingredients/
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/new-york-launches-disclosure-program-intended-to-protect-consumers-from-che
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/new-york-launches-disclosure-program-intended-to-protect-consumers-from-che
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/new-york-launches-disclosure-program-intended-to-protect-consumers-from-che
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＜（3）アスベストに対する SNUR＞ 
米国 TSCA において、アスベストは、一部の使用と 1989 年以降の新たな使用が禁止されているに留

まってきた。これは、1989 年にアスベストを全面的に禁止した EPA の決定を、1991 年に裁判所が覆し

たことに起因している。その後、1989 年以前から禁止対象外の用途で使用されてきたアスベストの段

階的な使用停止は、事業者の自主努力に委ねられてきた。今回の EPA の SNUR 提案は、禁止対象

外の用途の内、現在は米国内で停止されていると EPA が結論付けた用途が対象となっている。この

SNUR が発効すれば、アスベスト（含有する製品を含む）のこれらの用途について、製造業者と輸入者

は、製造の開始（再開）､輸入、処理をおこなう前に EPA の承認を求めることになる。このレビュープロセ

スにおいて、EPA はアスベストの使用目的を評価する機会を持つことになり、必要であれば、禁止や利

用制限といった措置をとることになる。アスベストに対する SNUR 提案へのコメント提出締切は、2018
年 8 月 10 日（連邦官報掲載から 60 日間）である。 
 
EPA ニュースリリース「EPA Takes Three Important Steps to Ensure Chemical Safety Under the 
Lautenberg Act, Proposes Action on Asbestos」： 
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-takes-three-important-steps-ensure-chemical-safety-
under-lautenberg-act-proposes 
 
2018 年 6 月 11 日付連邦官報 （「課題策定文書」と「体系的レビュー取り組み文書」）「Problem 
Formulations for the Risk Evaluations to Be Conducted Under the Toxic Substances Control Act, 
and General Guiding Principles to Apply Systematic Review in TSCA Risk Evaluations; Notice of 
Availability」： 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/11/2018-12520/problem-formulations-for-the-
risk-evaluations-to-be-conducted-under-the-toxic-substances-control-act 

• アスベスト（Asbestos）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0736  

• ブロモプロパン（1-Bromopropane）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0741  

• 四塩化炭素（Carbon Tetrachloride）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0733  

• 1,4-ジオキサン（1,4-Dioxane）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0723  

• 環状脂肪族臭素クラスター（HBCD）（Cyclic Aliphatic Bromide Cluster (HBCD) ）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0735  

• 塩化メチレン（Methylene Chloride）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0742  

• N-メチルピロリドン（N-Methylpyrrolidone (NMP)）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0743  

• ピグメントバイオレット 2 
（Pigment Violet 29 (Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-
tetrone)）：https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0725  

• トリクロロエチレン（Trichloroethylene (TCE)）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0737  

• テトラクロロエチレン（Tetrachloroethylene (perchloroethylene) ）： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0732  

 
2018 年 6 月 11 日付連邦官報 アスベストについての SNUR「Asbestos; Significant New Use 
Rule」： 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/11/2018-12513/asbestos-significant-new-
use-rule 
 
ナノ材料・化学物質規制を専門とする法律事務所、Bergeson & Campbell, P.C.の分析記事「EPA 
Takes “Three Important Steps” Intended to Ensure Chemical Safety」： 
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/epa-takes-three-important-steps-intended-

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-takes-three-important-steps-ensure-chemical-safety-under-lautenberg-act-proposes
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-takes-three-important-steps-ensure-chemical-safety-under-lautenberg-act-proposes
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/11/2018-12520/problem-formulations-for-the-risk-evaluations-to-be-conducted-under-the-toxic-substances-control-act
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/11/2018-12520/problem-formulations-for-the-risk-evaluations-to-be-conducted-under-the-toxic-substances-control-act
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0736
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0741
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0733
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0723
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0735
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0742
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0743
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0725
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0737
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0732
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/11/2018-12513/asbestos-significant-new-use-rule
https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/11/2018-12513/asbestos-significant-new-use-rule
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/epa-takes-three-important-steps-intended-to-ensure-chemical-safety
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to-ensure-chemical-safety  
 
1-2. EU におけるナノ材料の規制動向 
1-2-1. フランス議会、二酸化チタン（ナノ）の食品添加物利用を差し止める規制措置を政府に要請 
2018 年 5 月 27 日、フランス議会が、二酸化チタンのナノ粒子の食品添加物としての使用を禁止する

条項を含む法案を採択した。 
 
この前の 2018 年 5 月 18 日、フランスのブルヌ・ポワルソン政務長官（環境連帯移行大臣〔国務大臣〕

付：Brune Poirson）7は、日刊紙 Le Parisien のインタビューで 8、二酸化チタンのナノ粒子の食品への

使用を年末までに禁止しようとしていることを述べている。そして、フランス政府は欧州委員会に対して

二酸化チタンのナノ粒子に関する措置を求めていることも指摘した。また、5 月 17 日には、8 つの NGO
が二酸化チタン禁止修正案を支持するプレスリリースを公開している 9。なお、政権内にはこれに反する

主張もみられ、例えば、ステファヌ・トラヴェール農業・食料大臣（Stephane Travert）10は、この二酸化チ

タンの使用禁止に反対を唱えており、規制措置は欧州レベルで取られるべきであると主張していた。 
 
ポワルソン政務長官の発言の直後の 5 月 22 日には、農業法についての議論がフランス国会で開始さ

れ、委員会では 2020 年からの食品への二酸化チタン使用全般の禁止についての修正案が議論され

た。そして、2018 年 5 月 27 日、フランス政府修正案 No. 255711がフランス国会で採択された。修正案

では、添加用二酸化チタン E171 とそれを含む食品の市場流通を見合わせる規制措置をとることを、政

府に対して義務付けている。これは、フランス消費者法第 521-17 条、および EU 規則（EC）

No.178/2002（「一般食品法規則」）の第 54 条「その他の緊急措置」に基づいたものである。 
 
さらに同修正案では、食品添加物および消費者利用を目的とした二酸化チタン（E171）を含むすべての

食料品の輸入・流通（有料・無料を問わず）に関して取られたすべての措置について、2019 年 1 月 1 日

までにフランス議会に報告することを、フランス政府に求めている。 
 
ナノテクノロジー業界団体 NIA ニュース「French State Secretary for Ecology announced Plans to 
ban Titanium Dioxide Nanoparticles from Food Products」： 
http://www.nanotechia.org/news/french-state-secretary-ecology-announced-plans-ban-titanium-
dioxide-nanoparticles-food-products 
 
ナノテクノロジー業界団体 NIA ニュース「France set to ban titanium dioxide nanoparticles from food 
products, EFSA is still re-evaluating」： 
http://www.nanotechia.org/news/france-set-ban-titanium-dioxide-nanoparticles-food-products-
efsa-still-re-evaluating 
 
1-2-2. EUON、検索可能な 2 データベースを公開 
1 年前に発足した EU ナノ材料・オブサーバトリー（European Union Observatory for Nanomaterials：

EUON）は、EU 市場でのナノ材料に関する情報の透明性を高めることを目的とした、ECHA が運営する

公開ウェブサイトである。2018 年 6 月 11 日、EUON は、新たに 2 つの検索可能なデータベース、

「NanoData」と「eNanoMapper」を公開した。「NanoData」はナノテクノロジー科学技術のナレッジベース、

「eNanoMapper」はナノ材料安全性情報を提供するものである。この 2 つのデータベースは、EUON ウェ

ブサイトからアクセスできる。各データベースに含まれる情報や、想定される用途は以下の通り。 

                                                   
7 Secrétaire d'État auprès du Ministre d'État, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire 参照：
https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement#ministre-de-la-transition-cologique-et-
solidaire 
8 http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-bonbons-au-dioxyde-de-titane-bientot-interdits-18-05-2018-
7722426.php （フランス語） 
9 http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20180516ComSuspensionTemporaireE171 （フランス語） 
10 Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation 参照：https://www.gouvernement.fr/composition-du-
gouvernement#ministre-de-lagriculture-et-de-lalimentation- 
11 http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0902/AN/2257.asp （フランス語） 
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https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement#ministre-de-la-transition-cologique-et-solidaire
http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-bonbons-au-dioxyde-de-titane-bientot-interdits-18-05-2018-7722426.php
http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-bonbons-au-dioxyde-de-titane-bientot-interdits-18-05-2018-7722426.php
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=20180516ComSuspensionTemporaireE171
https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement#ministre-de-lagriculture-et-de-lalimentation-
https://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement#ministre-de-lagriculture-et-de-lalimentation-
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0902/AN/2257.asp
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「NanoData」 
各種製品、研究プロジェクト、論文、特許、企業のデータが集められており、統計データをチャートやグラ

フとして視覚化できる。セクターや地理的位置によってデータにフィルターをかけることも容易である。例

えば、ナノテクノロジーを利用した製品を見つけようとする消費者も､このデータベースを利用することが

できる。 
 
「eNanoMapper」 
ナノ材料の毒性について、現在利用できる最大のデータ源となっている。EU 資金による NanoREG プ

ロジェクトの成果を含め、いくつかの研究プロジェクトからデータは集められている。特定のナノ材料の

毒性データについて調べようとする者は、誰でも利用することができる 
 
また、EUON ウェブサイトもアップデートされ、EU の規制フレームワークの中でのナノ材料とナノテクノ

ロジーに関する新たな情報が掲載された。その中には、食品、医療、環境調査など各セクターでのナノ

材料使用状況、ナノ材料の職場安全状況といった情報がある。情報は、英語を含む EU23 言語で閲覧

できる。 
 
EUON プレスリリース「EU nanomaterials observatory updated with two searchable databases」： 
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/eu-nanomaterials-observatory-
updated-with-two-searchable-databases 
 
NanoData：https://nanodata.echa.europa.eu/  
 
eNanoMapper：https://euon.echa.europa.eu/enanomapper 
 
EUON のＷｅｂｓｉｔｅ；https://euon.echa.europa.eu/  
 
1-2-3. ECHA、スウェーデン化学品庁のナノ材料報告義務制度の現状を英語で公開 
2018 年 5 月付けの欧州化学品庁（ECHA）のニュースレターに、スウェーデン化学品庁（KEMI）の化学

物質統計・登録部門長、Robert Johansson 氏のインタビュー記事が掲載されている。KEMI は、スウェ

ーデンで使用されるナノ材料の量と種類に関する情報を得るために、化学品の通知制度においてナノ

材料に関する情報提供を義務付けており（2017 年 12 月発表、2018 年 1 月施行 12）、最初の報告は

2019 年 2 月が期限である。Johansson 氏によれば、「この情報は、例えばヘルスケア､環境関連、職

場安全性といった分野でナノ材料に関する制度変更や新たな措置を講じる上で、今後の基礎となる」と

いう。記事では、ナノ材料を含む製品の通知を行わなければならない者として、以下を挙げている。 
 

• 化学製品や生物工学的有機体（biotechnical organisms）の専門製造者および輸入業者 
• 流通のために、化学製品や生物工学的有機体の梱包、再梱包、名称変更をおこなう責任者 
• 流通のために、化学製品や生物工学的有機体の混合をおこなう者 
• 届出義務のある化学殺虫剤の製造者および輸入業者 
• 製造者および輸入業者の代理として製品の報告をおこなう第三者 

 
記事によれば、KEMI では 900 件～2,600 件の報告があるものと見込んでいる。現在の報告義務では、

自然に、あるいは偶発的に生じたナノ材料や色素として利用されるナノ材料については、報告が免除さ

れている。Johansson 氏は、この件数予想はあまり確かなものではなく、EU レベルでの調査を基にし

たものだと述べている。Johansson 氏は、ある国が国家登録制度を創設するに当たっては、「様々なス

テークホルダーと共に計画を進め、計画過程を通して各ステークホルダーの考えとニーズを考慮するべ

きだ」としている。また、Kemi は、製品に含まれているナノ材料を報告していない企業は、不適合声明

（Sonc）を公表し、欠落した情報を要求することを決定すると述べた。 
企業は報告に以下の情報を含める必要がある。 
                                                   
12 KEMI による発表（スウェーデン語）：https://www.kemi.se/nyheter-fran-
kemikalieinspektionen/2017/kemikalieinspektionen-infor-anmalningskrav-for-nanomaterial/ 

https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/eu-nanomaterials-observatory-updated-with-two-searchable-databases
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/eu-nanomaterials-observatory-updated-with-two-searchable-databases
https://nanodata.echa.europa.eu/
https://euon.echa.europa.eu/enanomapper
https://euon.echa.europa.eu/
https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/kemikalieinspektionen-infor-anmalningskrav-for-nanomaterial/
https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/kemikalieinspektionen-infor-anmalningskrav-for-nanomaterial/
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・CLP 規則によるナノ材料の分類。 
・特定の製品におけるその機能。 
・一次粒径; 凝集状態または凝結状態の製品中に通常見られるナノ材料の凝集物または凝結物の

平均サイズ;・ナノ材料の形状。 
・結晶構造。 
・表面積と表面処理。 

 
ECHA ニュースレター記事「Swedish national products registry - more information on 
nanomaterials」：https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/swedish-national-
products-registry-more-information-on-nanomaterials 
 
1-2-4. 北欧 4 ヶ国、中小企業向けの REACH 対応情報キャンペーンを開始 
2018 年 5 月 23 日、「EU ナノ材料・オブサーバトリー（European Union Observatory for 
Nanomaterials：EUON）」は、「ナノ材料についての REACH 関連規則ノルディック情報キャンペーン」と

題する記事を公開した。EUON によれば、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマークの 4 ヶ国

は、北欧閣僚理事会のノルディック化学グループの N-Nano プロジェクト 13を通じて、情報キャンペーン

を準備しているということである。このキャンペーンの目的は、ナノ材料の REACH 規則登録で必要な情

報を提供する Web ベースのツールを開発することである。このツールは英語で提供され、ナノ材料を含

む規則について十分な社内専門家がいない中小企業に向けられている。EUON によると、このツール

は現行 REACH 規則に基づいており、以下の点に関するサマリーが示されている。 
 

• ナノ材料の定義 
• ナノ材料のタイプ 
• 現行 REACH ガイダンスのナノ材料関連付属書概要 
• ナノ材料の化学的および物理的特性評価 
• ナノ材料のデータと試験 
• ナノ材料への暴露とリスク 

 
この情報キャンペーンは 2018 年末の完了を予定している。 
 
EUON 記事「ナノ材料についての REACH 関連規則ノルディック情報キャンペーン（Nordic information 
campaign on REACH-relevant regulation for nanomaterials.）」：https://euon.echa.europa.eu/view-
article/-/journal_content/title/nordic-information-campaign-on-reach-relevant-regulation-for-
nanomaterials 
 
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。 
 

                                                   
13 北欧閣僚理事会（Nordic Council of Ministers）は、ノルディック諸国の政治、経済、国防における協力推

進のために 1971 年に設立された。いくつかの評議会から構成されており、実際は名前から受ける印象とは

異なる。http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers ノルディック化学グループ（Nordic 
Chemical Group、NKG）は、化学政策のサポートをおこなっており、健康と環境の保護についてサステイナ

ブルな発展を目指しているワーキンググループである。http://www.norden.org/en/nordic-council-of-
ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-the-environment-and-climate-mr-
mk/institutes-co-operative-bodies-and-working-groups/working-groups/nordic-chemical-group-nkg/ 
NKG の N-Nano プロジェクトは、ナノ材料の処理と利用における安全面を扱っている。REACH や CLP とい

った規則の改正、リスクアセスメント、検査手法の国際研究と開発について活動をおこなっている。
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-
for-the-environment-and-climate-mr-mk/institutes-co-operative-bodies-and-working-groups/working-
groups/nordic-chemical-group-nkg/project-groups/nordic-nanomaterial-group-n-nano  

https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/swedish-national-products-registry-more-information-on-nanomaterials?_cldee=Y2h1dHRvbkBsYXdiYy5jb20%3d&recipientid=lead-5f1702cfc0e0e71180fa005056952b31-a1e26103bcf84c8b8c352d8582379d0f&esid=77847081-9759-e811-80fe-005056952b31&urlid=21
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/swedish-national-products-registry-more-information-on-nanomaterials?_cldee=Y2h1dHRvbkBsYXdiYy5jb20%3d&recipientid=lead-5f1702cfc0e0e71180fa005056952b31-a1e26103bcf84c8b8c352d8582379d0f&esid=77847081-9759-e811-80fe-005056952b31&urlid=21
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/nordic-information-campaign-on-reach-relevant-regulation-for-nanomaterials
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/nordic-information-campaign-on-reach-relevant-regulation-for-nanomaterials
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/nordic-information-campaign-on-reach-relevant-regulation-for-nanomaterials
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-the-environment-and-climate-mr-mk/institutes-co-operative-bodies-and-working-groups/working-groups/nordic-chemical-group-nkg/
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-the-environment-and-climate-mr-mk/institutes-co-operative-bodies-and-working-groups/working-groups/nordic-chemical-group-nkg/
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-the-environment-and-climate-mr-mk/institutes-co-operative-bodies-and-working-groups/working-groups/nordic-chemical-group-nkg/
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-the-environment-and-climate-mr-mk/institutes-co-operative-bodies-and-working-groups/working-groups/nordic-chemical-group-nkg/project-groups/nordic-nanomaterial-group-n-nano
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-the-environment-and-climate-mr-mk/institutes-co-operative-bodies-and-working-groups/working-groups/nordic-chemical-group-nkg/project-groups/nordic-nanomaterial-group-n-nano
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-the-environment-and-climate-mr-mk/institutes-co-operative-bodies-and-working-groups/working-groups/nordic-chemical-group-nkg/project-groups/nordic-nanomaterial-group-n-nano
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1-4. 国際的な動き 
1-4-1. OECD、「工業ナノ材料の安全性についての各代表からの進展報告」を公開 
2018 年 5 月 17 日、経済協力開発機構（OECD）は、「工業ナノ材料の安全性についての各代表からの

進展報告」と題した報告書（ツール・ド・タブル：tour de table）を、「工業ナノ材料安全性シリーズ」No.87
として公開した。この報告書は、今年 2 月開催の工業ナノ材料作業部会（WPMN）に提供された、工業

ナノ材料安全性についての現在の各国の取り組みに関する情報を集めたものであり､毎回発行されて

いるシリーズである。 
 
2018 年版には欧州（オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スウェ

ーデン、英国）、米州（カナダ、チリ、米国）、アジア・太平洋（日本、韓国、オーストラリア、タイ）の 16 か

国政府と欧州連合、OECD 経済産業諮問委員会（Business and Industry Advisory Committee to the 
OECD：BIAC）、OECD 国際動物保護委員会（International Council on Animal Protection in OECD：

ICAPO）、国際標準機構（ISO）、環境非営利団体の取り組みがまとめられている。前回の発表（No. 
7814）は 2016 年 11 月付であり、今回は主にそれ以降の取り組みがまとめられている。 
 
例えば日本については、①人体の健康と環境の安全に関わる動き、②グッドプラクティスを紹介する文

書に関する動き、③人体の健康と環境の安全に関わる問題解決を目指す研究プログラム・戦略が紹介

されている。②については 2017 年 10 月に産業技術総合研究所（AIST）が発表した「ナノ炭素材料の

安全性試験総合手順書 15」が取り上げられている。 
 
また、2018 年 2 月 14～16 日に開催された OECD の工業ナノマテリアルに関する作業部会 (WPMN)

の第 18 回会合で提案された新規プロジェクトへの取組み状況が、各国から報告されている。 フランス

の取組み報告の「1.7.4.グッドプラクティス文書に関する開発」の中で、REACH 及び CLP 登録に依

存する OECD ガイダンス文書と試験ガイドラインの完成をサポートすることを目的とした「マルタプ

ロジェクト」についても触れており、これらの報告から、現在、「マルタプロジェクト」では、ダスティネ

ス、表面化学やコーティング、毒物動態学的、環境的な運命および溶解度、に関するプロジェクトに

主に取り組んでいることがわかる。 
 
Developments in Delegations on the Safety of Manufactured Nanomaterials — Tour de Table、
「工業ナノ材料安全性シリーズ」No.87： 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)10&d
oclanguage=en 
 
1-4-2. ISO、流れの場を利用したナノ物体の分画に関する標準を公開 
2018 年 6 月、国際標準化機構（ISO）は、ISO / TS 21362：2018「ナノテクノロジー - 非対称フローおよ

び遠心場フロー分画を使用したナノ物体(nano-object)の分析」という標準を公開した。 この文書は、非

対称フローおよび遠心場フロー分画を、水性媒体中に分散したナノ物体および凝集体および凝結体の

分析に適用するための方法を開発および検証するために必要な統合された測定システムの一部として、

パラメーターと条件を特定するものである。 ISO によれば、構成物の分画に加えて、分析は、1 つまた

は複数の適切な検出器を使用して、サイズ、サイズ分布、濃度、および物質識別を含むことができる。 

この標準は、適用のための一般的なガイドラインと手順を提供し、方法を再現し、重要な側面を伝える

ために必要な最小限の報告要件を規定している。 

ISO/TS 21362:2018 のプレビュー；https://www.iso.org/standard/70761.html?browse=tc 
 
 

                                                   
14http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2016)61&docl
anguage=en 
15 （英語）https://en.aist-riss.jp/assessment/6226/、（日本語）https://www.aist-
riss.jp/assessment/41011/?_ga=2.254550792.1085205168.1529639819-848925341.1529639819 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)10&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)10&doclanguage=en
https://www.iso.org/standard/70761.html?browse=tc
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2016)61&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2016)61&doclanguage=en
https://en.aist-riss.jp/assessment/6226/
https://www.aist-riss.jp/assessment/41011/?_ga=2.254550792.1085205168.1529639819-848925341.1529639819
https://www.aist-riss.jp/assessment/41011/?_ga=2.254550792.1085205168.1529639819-848925341.1529639819
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1-5. ナノ材料の安全性に関する情報 
1-5-1. OECD、工業ナノ材料安全性シリーズ No.86「ナノ材料の生体耐性と表面リガンドの評価」を公

開 
経済協力開発機構（OECD）は、2018 年 5 月 22 日、「ナノ材料の生体耐性 16と表面リガンドの評価」と

題した報告書を、「工業ナノ材料安全性シリーズ」No.86 として公開した。この報告では、生物媒体ある

いは環境媒体における in vitro あるいは in vivo での官能基を付与した場合も含めたナノ材料の生体耐

性についての関連情報を集めることを目的としており、ナノ材料の安定性と半減時間の測定方法につい

ても説明されている。また、OECD スポンサーシップ･プログラムの官能基非付与ナノ材料に対する、生

物媒質および環境媒質における生体耐性測定用 in vivo システムおよび in vitro システムについても記

載されている。さらに、これらナノ材料の物理・化学的特性による影響と、生物媒体および環境媒体の影

響についても述べられている。ナノ材料の表面処理とリガンドが、ナノ材料の溶解と生体内劣化に及ぼ

す影響も説明されている。低溶解性ナノ材料としては二酸化チタンや酸化セリウムなどがあるが、これら

の物質の一次遺伝毒性を考えると、長期間の暴露に対する反応では全身の臓器への蓄積があるため

に、さらに検討がおこなわれなければならない。高溶解性のナノ材料としては酸化亜鉛、酸化銅、亜鉛・

銅・カドミウムイオンを放出する量子ドットなどが挙げられ、強い毒性を呈す。溶解、あるいは生分解を通

じた生体耐性がまだ調べられていない物質としては、デンドリマー、ナノクレイ、酸化アルミニウムナノ粒

子などがある。こうした溶解性ナノ材料は生化学的に安定ではなく短期間で毒性と健康への影響を示す。

これは、低溶解性ナノ材料が生化学的に安定であるため、短期および長期の健康への影響可能性が

あり、高い環境残留性を持つのとは対照的である。この報告では、現在知られている in vitro および in 
vivo の標準技術について、ナノ材料の発病可能性と環境残留性を予測する上での有用性を検証する

必要があることを提言している。 
 
「ナノ材料の生体耐性と表面リガンドの評価（Assessment of Biodurability of Nanomaterials and their 
Surface ligands）」、「工業ナノ材料安全性シリーズ」No.86：
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)11&d
oclanguage=en 
 
1-5-2. 産総研の研究者が剥離グラフェンの細胞毒性および遺伝毒性に関する研究成果を公開 
産総研の藤田らによる「剥離グラフェンの細胞毒性および遺伝毒性評価」と題した研究論文が、雑誌

Toxicology in Vitro (ELSEVIER 発行)に 2018 年 6 月 19 日付けで掲載された。本研究は、産総研と

TASC（Technology Research Association for Single Wall Carbon Nanotubes）の共同研究であり、NEDO

プロジェクト“Innovative carbon nanotubes composite materials project toward achieving a low-carbon 

society ”の研究成果の一環である。 

使用した剥離グラフェン（EGｒ）は、TASC が作成し、界面活性剤 TWEEN-20 で分散され、20μm のフィル

ターでろ過したもので、電子顕微鏡観察によれば、1.0～40μm に分布し、平均径が 10.04μm であり、１

層から多層構造をとっている。 

研究では、EGr を培養細胞であるラットマクロファージ（NR8383）に 24 時間暴露し、生存率（WST-1 アッ

セイ）や生体内活性酸素種の産生、炎症性サイトカイン産生、網羅的遺伝子発現等を調査し、細胞内へ

の取り込み形態を電子顕微鏡観察した。その結果、EGr の暴露濃度に依存した、生存率の低下、炎症

性サイトカインの産生、炎症反応や細胞接着に関する遺伝子の誘導、細胞内への取り込みが観察され

た一方、生体内活性酸素種の産生や変異原性は認められなかった。 

これらの結果は、EGr の細胞毒性は、酸化グラフェンやもとの(pristine)グラフェンより、少し高いことを示

している。 

著者らは、グラフェン関連材料は物理‐化学的特性が多岐にわたることから、その有害性の程度を一般

化することは困難であり、吸入毒性を説明するには、in vivo 実験を含めた個々の材料に関する研究が

必要であるとしている。EGr についても、吸入器官へ有害性データが明らかになるまでは、注意深く扱う

ことを奨めている。 

 

                                                   
16OECD は、「溶解と酵素的分解、あるいは生体媒質中での構造変化につながる化学的分解を通じた、化学

的･生化学的変質に対する耐性（p20, 3. Glossary of Terms）」と定義している。 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)11&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2018)11&doclanguage=en
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/carbon-nanotubes
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なお、産総研安全科学研究部門排出暴露解析グループは、ナノ炭素材料の自主安全管理を支援する

ことを目的として、「ナノ炭素材料（カーボンナノチューブ、グラフェン）の排出・暴露評価の手引き」を発

行している。ナノ炭素材料を取り扱う事業者などが、安全性試験を行う際の参考として、作成・公開され

たもので、自主安全管理の参考としての活用を望んでいる。4 月 27 日に英語版を公開したが、それに

合わせて一部加筆された。 

 

産総研安全科学研究部門による NANO SAFETY Web Site の新着情報； 

http://www.nanosafety.jp/2018/06/26/tiv2018/ 

 

論文の PDF（フリーアクセス）； 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/466604B6CA6CF9C55F5DDD78D4223FF1CA5F21BC2F3F97C3

26AEECEEF549FF2D2571263764A6EB025453FF82376B8E5C 

 

産総研安全科学研究部門排出暴露解析グループの「手引き」に関するページ； 

https://www.aist-riss.jp/assessment/41305/?_ga=2.79818960.617990004.1530173018-

1291908663.1521438697 

 

ナノ炭素材料（カーボンナノチューブ、グラフェン）の排出・暴露評価の手引き； 

https://www.aist-riss.jp/wp-

content/uploads/2017/03/Guide_to_exposure_assessment_of_nanocarbon_20180427.pdf 

  
 

http://www.nanosafety.jp/2018/06/26/tiv2018/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/466604B6CA6CF9C55F5DDD78D4223FF1CA5F21BC2F3F97C326AEECEEF549FF2D2571263764A6EB025453FF82376B8E5C
https://reader.elsevier.com/reader/sd/466604B6CA6CF9C55F5DDD78D4223FF1CA5F21BC2F3F97C326AEECEEF549FF2D2571263764A6EB025453FF82376B8E5C
https://www.aist-riss.jp/assessment/41305/?_ga=2.79818960.617990004.1530173018-1291908663.1521438697
https://www.aist-riss.jp/assessment/41305/?_ga=2.79818960.617990004.1530173018-1291908663.1521438697
https://www.aist-riss.jp/wp-content/uploads/2017/03/Guide_to_exposure_assessment_of_nanocarbon_20180427.pdf
https://www.aist-riss.jp/wp-content/uploads/2017/03/Guide_to_exposure_assessment_of_nanocarbon_20180427.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 
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 
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