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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」-5 月分  

2018/5  JFE テクノリサーチ 

1. 5 月の情報 
1-1. 米国におけるナノ材料の規制動向 
1-1-1. EPA、排水ガイドライン計画内で、工業ナノ材料製造・処理の調査継続に言及 
環境保護庁（EPA）は、2018 年 5 月 2 日付の連邦官報において、「2016 年排水ガイドライン・プログラム計

画 1」の最終版を発表した。工業ナノ材料（engineered nanomaterials：ENM）の製造と処理(manufacture 
and processing)も、潜在的な新規の工業排水源として、引き続き調査対象の一つに挙げられている。この

計画は、水質浄化法（Clean Water Act）により EPA に隔年の発行が義務付けられているもので、同法に基

づく EPA の規則制定と産業排水汚染管理のための施策が述べられている。 
 
工業ナノ材料に関する記述があるのは、現行の排水制限ガイドラインおよび基準（effluent limitations 
guidelines and standards：ELG）の見直しに関する章で、EPA が調査している 3 つの課題の 1 つとなって

いる。この中で、現時点でのレビューの情報から判断して、工業ナノ材料は「広範な産業応用と家庭用製品

で用いられているが、生産量、廃棄物管理の実情、産業排水への放出の可能性については不明な点が多

い」としている。また、「産業排水などの複合的な媒体中におけるナノ材料の検出及び定量化の分析手法開

発は、今日まで漸進的な進歩があった」ともしている。EPA が今後、産業排水中の工業ナノ材料の存在と影

響をさらに十分に評価するために、データ不足の解消に努めると述べた点は以下の通り。 
 
 産業排水中の工業ナノ材料の潜在的排出源、排出量、種類 
 産業排水が流入する自治体の汚水処理プラントへの影響可能性を含めた、工業ナノ材料の環境中運

命、変質、処理 
 工業ナノ材料の検出および定量化の分析手法開発 
 
なお、今回の最終版の草案は、2016 年 6 月 27 日に発表され、1 カ月間のパブリック・コメント募集に付さ

れている。今回の最終版発表に伴い、当時提出されたパブリック・コメントへの EPA の回答も共に発表され

たが、こちらにはナノ材料に関する言及はない。 
 
官報： 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/02/2018-09320/final-2016-effluent-guidelines-
program-plan 
 
「2016 年度排水ガイドライン・プログラム・プラン最終版（”Final 2016 Effluent Guidelines Program 
Plan”）」： 
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OW-2015-0665-
1025&contentType=pdf 
 
計画草案へのコメントと EPA の回答：https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-
HQ-OW-2015-0665-1057&contentType=pdf 
 
1-1-2. EPA、規制の根拠となる科学データの公開を義務付ける規則を提案 
米国環境保護庁（EPA）は、2018 年 4 月 30 日付の連邦官報において、規則案「レギュラトリーサイエンス

における透明性強化 2」を発表し、5 月 30 日までパブリック・コメントを受け付けている。その序文で、「EPA
が作成する規則の決定に科学研究が重要な役割を果たす場合、EPA は、その規則の裏付けとなっている

データを、独立した検証が可能な形で、公開すべきである」と EPA は述べている。また、「EPA は、重要規

則に利用される科学情報の透明性について明確な政策を設けることを提案している。用量反応データや、

                                                   
1 原題「2016 Effluent Guidelines Program Plan」 
2 原題「Strengthening Transparency in Regulatory Science」 

https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/02/2018-09320/final-2016-effluent-guidelines-program-plan
https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/02/2018-09320/final-2016-effluent-guidelines-program-plan
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OW-2015-0665-1025&contentType=pdf
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OW-2015-0665-1025&contentType=pdf
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OW-2015-0665-1057&contentType=pdf
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OW-2015-0665-1057&contentType=pdf
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我々が『pivotal regulatory science（規制の根拠として非常に重要な科学研究）』と呼んでいるものの基とな

っているモデルが、そうした科学情報に当たる。『pivotal regulatory science』は、費用対効果分析、基準の

レベル、参照値算出の出発点となる、研究、モデル、分析である。」と述べている。なお、EPA は、こうした科

学データの公開は、「被験者のプライバシーや秘密の保護、企業の機密データや営業秘密情報

（Confidential Business Information：CBI）、その他の事項に関する法的義務に従う形で実施されるべきで

ある」とも明記している。 
 
これについて、ワシントン DC の法律事務所 Bergeson & Campbell は、『pivotal regulatory science』の定

義は不明確であると指摘している。また、CBI の保護は明記されているとはいえ、例えば、化学品の先行開

発者が登録時に EPA に提出した科学研究の情報が公開されるなら、先行開発者が多額のコストを負担し

て実施した科学研究を後続の登録者が無償で使うことを許すことになるという。この他、TSCA など関連法

との整合性などといった問題を巡り、規則成立までには、様々な議論が生じるものとみられると、同事務所

は分析する。 
 
なお、本規則案は激しい論争を巻き起こしており、5 月 23 日現在、9 万 6,000 件以上のコメントが提出され

ている。就任以来、前政権下で EPA が制定してきた規制の廃止・緩和を推し進めてきたスコット・プルイット

EPA 長官（Scott Pruitt）を始めとする本規則案の推進派は、EPA による規則制定の根拠となる科学研究の

不透明性が解消されると主張する。これに対し反対派は、今後、様々な理由でデータが公開されていない

最新の研究を基にした規則を、EPA が制定できなくなると懸念を示している。実際には推進派・反対派が主

張するほどの大きな影響は無いとする声もきかれ、コメント期間後の EPA の対応に注目が集まる。 
 
連邦官報記事（巻末に連邦規則［CFR］40 巻 30 条への追記の形で規則案添付）： 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/04/30/2018-09078/strengthening-transparency-in-
regulatory-science  
 
ドケット： 
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OA-2018-0259 
 
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「EPA Releases 
Strengthening Transparency in Regulatory Science Proposed Rule （2018/4/30）」：
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/epa-releases-strengthening-transparency-in-
regulatory-science-proposed-rule 
 
ニューヨークタイムズ紙記事「E.P.A. Announces a New Rule. One Likely Effect: Less Science in 
Policymaking（4/24/2018）」： 
https://www.nytimes.com/2018/04/24/climate/epa-science-transparency-pruitt.html 
 
Forbes 誌への寄稿（ジョージワシントン大学規制研究所長（Regulatory Studies Center）、スーザン・ダッド

リー氏：Susan Dudley）「Critics and Supporters of EPA's Transparent Science Proposal: File 
Comments on It, But Read It First（5/21/2018）」：
https://www.forbes.com/sites/susandudley/2018/05/21/critics-and-supporters-of-epas-transparent-
science-proposal-file-comments-on-it-but-read-it-first/ 
 
1-1-3. EPA OPPT、組織再編を保留、スタッフからのコメントを再度募集 
環境保護庁（EPA）汚染防止有害物質局（OPPT）3では、2016 年の有害物質規制法 （TSCA）の改定に対

                                                   
3 OPPT は、 Toxic Substances Control Act（TSCA）と Pollution Prevention Act に関するプログラムを扱う。この 2 つの法

律の下で、EPA は既存および新規の化学物質とそのリスクを評価し、環境中に流出する以前に汚染の防止あるいは低減を

図る方法を検討する。企業に汚染対策を奨励する各種環境管理プログラムも運営している。TSCA と Pollution Prevention 
Act の他に、Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act の履行も担当している。 
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応するための組織再編を検討しており、2017 年 9 月 22 日に第 1 案を OPPT 内全職員に提示し、コメント

を募集した。そのコメントを元に検討を重ね、第 2 案を 2018 年 4 月 22 日に提示し、さらにこの第 2 案への

OPPT 内全職員からの コメント募集期間を 2018 年 5 月 9 日までの 2 週間に設定した。OPPT ディレクタ

ーJeffery Morris 博士の決定である。 
 
新たな再編案では、組織を 6 部門に再編する。この案では、新規化学物質と既存化学物質を扱う科学部門

（New Chemicals Science Division および Existing Chemicals Science Division）と、新規化学物質およ

び既存化学物質を扱う管理部門（New Chemicals Management Division および Existing Chemicals 
Management Division）をそれぞれ別々に設立する。OPPT のその他の機能は、業務運用部門（Mission 
Operations Division）および化学物質情報公開、情報レポート、エコラベル、Safer Choice（旧 Design for 
the Environment：DfE）プログラムなどを担当する部門（Chemical Right-to-Know, Analysis, and 
Innovation Division）に振り分けられるとされている。 
 
現在の OPPT 組織 4： 
 Chemical Control Division 
 Chemistry, Economics and Sustainable Strategies Division 
 Environmental Assistance Division 
 Information Management Division 
 National Program Chemicals Division 
 Risk Assessment Division 
 Toxics Release Inventory Program Division 
 TSCA Interagency Testing Committee 
 
第 2 次再編案 5： 
 New Chemicals Science Division 
 Existing Chemicals Science Division 
 New Chemicals Management Division 
 Existing Chemicals Management Division 
 Chemical Right-to-Know, Analysis, and Innovation Division 
 Mission Operations Division 
 
EPA 内部メモ： 
http://www.lawbc.com/uploads/docs/Jeff_Morris_updated_OPPT_reogrinzation_memorandum.pdf_
%2800240460xAA4DC%29.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「EPA Rolls 
Out Newly Proposed Option for OPPT Reorganization （2018/5/1）」： 
http://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/epa-rolls-out-newly-proposed-option-for-oppt-
reorganization  
 
1-2. EU におけるナノ材料の規制動向 
1-2-1. 欧州議会で有機食品の生産・表示に関する新たな法律が成立、工業ナノ材料の排除を含む 
2018 年 4 月 19 日、欧州議会は有機食品の生産・表示に関する規則を承認した。この規則において、加工

有機食品（processed organic food）の生産は、「工業ナノ材料を含む、あるいは工業ナノ材料からなる（部

分、要素とする）食品の排除（the exclusion of food containing, or consisting of, engineered 

                                                                                                                                                                    
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-chemical-safety-and-pollution-prevention-ocspp#oppt  
4  https://www.epa.gov/aboutepa/organization-chart-office-chemical-safety-and-pollution-prevention-ocspp  
5 
http://www.lawbc.com/uploads/docs/DRAFT_OPPT_Proposed_Structure_org_chart_April_23_2018.pdf_%28002404
58xAA4DC%29.PDF  
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http://www.lawbc.com/uploads/docs/DRAFT_OPPT_Proposed_Structure_org_chart_April_23_2018.pdf_%2800240458xAA4DC%29.PDF
http://www.lawbc.com/uploads/docs/DRAFT_OPPT_Proposed_Structure_org_chart_April_23_2018.pdf_%2800240458xAA4DC%29.PDF
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nanomaterials）」を含む 5 項目の原則に基づいて行われることになる（規則内の Article 7 参照）。 
 
この規則では、工業ナノ材料（engineered nanomaterial）の定義を、2015 年新規食品規則（(EU) 
2015/2283）で修正を受けた、2011 年食品情報消費者提供規則（(EU) No 1169/2011）と同様に定義して

いる 6。欧州議会の 2018 年 4 月 19 日付けプレスリリースによれば、この規則の特徴の一つは、高品質の

有機食品を提供するために、農家から始まるサプライ・チェーン全体にわたって、汚染を避ける手段を取る

等の「厳格なリスク・ベースのチェック」を実施するようにしたことである。また、現在、EU と同一ではないも

のの同様の標準の遵守を非 EU 国から輸入される有機食品にも求めているが、これは 2025 年 12 月末日

までに漸次廃止され、それ以降は、非 EU 国からの輸入物も EU の標準を遵守しなければならない。この規

則の正式な施行までには、欧州連合理事会による文面の正式な承認を経なければならない。規則の施行

は、2021 年 1 月 1 日が予定されている。 
 
欧州議会承認規則”on organic production and labelling of organic products and repealing Council 
Regulation (EC) No 834/2007”： 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-
0311/2015&secondRef=403-403&language=EN 
 
2015 年新規食品規則： 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001 
 
欧州議会 2018 年 4 月 19 日付けプレスリリース： 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01523/organic-food-meps-tighten-
eu-rules-to-match-consumer-expectations  
 
1-2-2. 欧州委員会 REACH 委員会、ナノ材料を扱った REACH 規則付属書改訂案を承認 
2018 年 4 月 26 日、欧州委員会 REACH 委員会は、ナノ材料登録必要条件を明確にする REACH 規則

付属書改訂案への投票をおこなった。欧州委員会 REACH 委員会での投票結果は賛成 28 対反対 0 で、

全加盟国の代表者が賛成している。欧州化学品庁（ECHA）のプレスリリースによれば、この改訂案は、

REACH 規則の下でナノ材料として登録され市場に導入される物質とその量に関する理解のギャップを埋

めようとするものである。この改訂案によって企業や当局は、ナノ材料の特性、利用方法、処理方法、健康

と環境に対するリスクの可能性、リスクの管理方法について、さらにいっそうの把握が可能になると、ECHA
は述べている。 
 
改訂されるのは、付属書 I、III、VI、VII、VIII、IX、X、XI、XII で、欧州官報掲載の 20 日後に施行（この時点

で事業者は任意で改訂版に従うことが可能）され、2020 年 1 月 1 日以降に全事業者に義務付けられる予

定となっている。現在、同改訂案は、欧州委員会本会議での投票の前に、欧州議会・欧州連合理事会によ

る 3 ヶ月の審議(scrutiny)期間にある。ECHA では、化学物質登録者が新たな必要条件を遵守できるよう、

現在のガイダンスを更新するか、あるいは、新たなガイダンスを発行するか、検討を始めるとしている。改訂

案が正式に採択され次第、ECHA は、ナノ形態物質登録者が改訂版付属書を把握し、規則遵守にあたり必

要な対応を取ることを推奨している。なお、欧州委員会では、2017 年に REACH 規則付属書改訂案につい

てパブリック・コンサルテーションを実施しており、その結果が改訂版付属書には反映されているものとみら

                                                   
6 定義原文は以下の通り。 
‘engineered nanomaterial’ means any intentionally produced material that has one or more dimensions of the order of 
100 nm or less or that is composed of discrete functional parts, either internally or at the surface, many of which have 
one or more dimensions of the order of 100 nm or less, including structures, agglomerates or aggregates, which may 
have a size above the order of 100 nm but retain properties that are characteristic of the nanoscale. 
Properties that are characteristic of the nanoscale include: 
(i) those related to the large specific surface area of the materials considered; and/or 
(ii) specific physico-chemical properties that are different from those of the non-nanoform of the same material. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0311/2015&secondRef=403-403&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0311/2015&secondRef=403-403&language=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01523/organic-food-meps-tighten-eu-rules-to-match-consumer-expectations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01523/organic-food-meps-tighten-eu-rules-to-match-consumer-expectations
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れる。 
なお、業界、NGO ともに、改訂については全体として歓迎しているが、ここに至るまでには、NGO からは、

REACH の最終登録の締め切りに間に合わず、遅きに失したこと、提出する情報量に関して抜け道がある

と考えられることなどの批判がある。業界は、登録方法が標準化されるなどの利点を挙げたが、ナノ材料の

定義の見直しが遅れていることに不満を表明している。 
 
ECHA プレスリリース「ECHA welcomes improved clarity on nanomaterials in the EU - Member States 
vote to amend REACH Annexes（2018 年 4 月 26 日）」： 
https://echa.europa.eu/-/echa-welcomes-improved-clarity-on-nanomaterials-in-the-eu-member-
states-vote-to-amend-reach-annexes  
 
欧州委員会 REACH 委員会が採択した規則案：
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=1591
5&DS_ID=56122&Version=2 
 
REACH 改訂案： 
（改訂文言） 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56122&versio
n=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE 
（付属書改訂内容） 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56122&versio
n=2&AttLang=en&db_number=2&docType=DRAFT_MEASURE 
 
欧州委員会 REACH 委員会投票結果： 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56630&versio
n=1&AttLang=en&db_number=1&docType=VOTING_SHEET 
 
1-2-3. ベルギー、ナノ材料登録開始後初となる年次報告書（2016 年版）を発表 
ベルギー連邦公共サービス（Federal Public Service for Public Health）7は、ベルギーにおけるナノ材料登

録制度実施以来、最初の報告書を発表した。ここでは、2015 年 9 月 15 日の登録開始から 2017 年 4 月 1
日までの期間に登録されたナノ材料に関して報告されている。 
 
報告書によると、同期間中の登録件数は 475 件であった。登録者の 56％が輸入者、22％が販売業者、

11％が製造業者だった。物質用途記述の 45％は SU（Sector of Use）を用いており、SU3（産業用途）がも

っとも多かった。CAS Number に基づいて同定すると、登録されたナノ材料は約 150 種類だった。また、輸

入されたナノ粒子状態の物質は 5 万 7,550 トン、製造されたナノ材料は 1 万 6,947 トンであった。1,000 ト

ン以上が登録されたナノ材料は、非晶質シリカ、炭酸カルシウム、ステアリン酸処理炭酸カルシウム、カー

ボンブラック、酸化第二鉄、黄色水酸化鉄、酸化ケイ素であった。また、475 件のナノ材料登録のうち半分

は 1 トン未満であり、REACH の範囲外である。 
 
報告書完全版（フランス語、オランダ語）： 
https://www.health.belgium.be/fr/nano-rapport-annuel-nanoregistre-2016  
 
報告書エグゼクティブ・サマリー（英語）： 
https://www.health.belgium.be/en/nano-executive-summary-en-2016 

                                                   
7 ベルギー連邦の Federal Public Service (FPS) Health, Food Chain Safety and Environment は、Ministry of Social 
Affairs, Health and Environment と Ministry of Agriculture を統合して、2001 年に設立された連邦公共サービスである。健

康、食品、農業、環境に関する公共サービスを扱う。 
https://www.health.belgium.be/en  

https://echa.europa.eu/-/echa-welcomes-improved-clarity-on-nanomaterials-in-the-eu-member-states-vote-to-amend-reach-annexes
https://echa.europa.eu/-/echa-welcomes-improved-clarity-on-nanomaterials-in-the-eu-member-states-vote-to-amend-reach-annexes
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=15915&DS_ID=56122&Version=2
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=15915&DS_ID=56122&Version=2
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56122&version=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56122&version=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56122&version=2&AttLang=en&db_number=2&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56122&version=2&AttLang=en&db_number=2&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56630&version=1&AttLang=en&db_number=1&docType=VOTING_SHEET
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=56630&version=1&AttLang=en&db_number=1&docType=VOTING_SHEET
https://www.health.belgium.be/fr/nano-rapport-annuel-nanoregistre-2016
https://www.health.belgium.be/en/nano-executive-summary-en-2016
https://www.health.belgium.be/en
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1-2-4. EUON 年次ワークショップが 3 月に開催、ECHA が報告書を発表 
欧州化学品庁（ECHA）が開設を発案し、2016 年末に正式に欧州委員会が開設に合意した、ナノ材料に関

する現存する情報を公開するウェブサイト「EU ナノ材料・オブサーバトリー（European Union Observatory 
for Nanomaterials：EUON）」の運営チームが、2018 年 3 月 9 日にブリュッセルで開催した年次ワークショ

ップ、「ステークホルダー対話」の報告書が公開された。報告書によれば、この年次ワークショップでは、

2017 年の開設以来の EUON の活動アップデートが報告され、今後の EUON の活動に関する見通しがス

テークホルダーに共有された。ワークショップのプログラムは以下の通り。 
 
 「開会の辞」、欧州化学品庁（ECHA）、ユッカ・マルム副エグゼクティブ・ディレクター（Jukka Malm） 

 ナノ材料に関して、現在のオブサーバトリーの仕組みよりも、義務的な登録制度を支持するステー

クホルダーがいることを指摘。同氏は、このミーティングでは「現行制度で、EUON をいかに有効

活用するため協力するかという点について、集中する」ことを確認した。 
 
 「EUON 運営状況（EUON state of play）」、 

欧州化学品庁（ECHA）、アブデル・スムレン科学オフィサー（Abdel Sumrein） 
 EUON では、2018 年 6 月に、2 つのデータベース、eNanoMapper と NanoData を立ち上げる予

定である。各国のナノ材料に関するデータベースを EUON に統合する将来の可能性についても

説明された。同氏は、顔料に関するレポートと、EU 市場に関するレポートを、2018 年 5 月に公開

する予定であることも紹介した。 
 https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_abdel_echa_en.

pdf/2e3e0ea8-c457-4af6-19cf-97f3c0ceccc5  
 
 「EU 研究プロジェクトからのデータと EUON（EUON and data from EU research projects）」、 

欧州委員会研究総局 （EC RTD）、ジョルジオス・カタラガリアナキス氏（Georgios Katalagarianakis） 
 EU のナノ安全性研究ポリシーが説明され、特に Nano Safety Cluster 8が取りあげられ、規制目標

に合致する研究の重要性が強調された。 
 https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_georgios_ec_en

.pdf/e2cc06e8-25df-9815-7f53-ad51405c969d  
 
 「規制当局が EUON に期待できること（What the EUON should deliver to regulators）」、 

オランダ国立公衆衛生環境研究所（RIVM）、モニーク・グロンウォルド氏（Monique Groenewold） 
 EUON が規制に果たすべき役割について、EU 加盟国が期待することが述べられた。期待される

役割としては、透明性、トレーサビリティ、モニタリング、市場に流通するナノ材料に関する情報、リ

スクを理解する上でユーザー・フレンドリーかつアクセス容易なデータベースといったことが挙げら

れる。そして、それには欧州委員会に必要な前提条件を提供し続けるよう求めていくことが重要だ

と指摘した。そうした前提条件としては、REACH 規則付属書のアップデート、ナノ材料についての

調和化され明確な EU 定義、欧州委員会からの将来の財政的支援についてのコミットメントといっ

た点がある。 
 https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_monique_rivmnl

_en.pdf/ac7d343e-5131-a6df-975c-3b4046ab41f6  
 
 「フランス政府のナノ材料登録制度―教訓（The French national register for nanomaterials: lessons 

learned）」、フランス環境連帯移行省（French Ministry for an Ecological and Solidary Transition）、
ダミアン・ドゥ・ギーター氏（Damien De Geeter） 
 フランスのナノ材料登録制度実施から得られた教訓が紹介された。登録データへのアクセスは、機

密保持の観点から、フランスの規制当局と研究機関に制限されており、登録データはリスク評価と

国家レベルのばく露調査のためだけに使われている。 
                                                   
8 https://www.nanosafetycluster.eu/  

https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_abdel_echa_en.pdf/2e3e0ea8-c457-4af6-19cf-97f3c0ceccc5
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_abdel_echa_en.pdf/2e3e0ea8-c457-4af6-19cf-97f3c0ceccc5
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_georgios_ec_en.pdf/e2cc06e8-25df-9815-7f53-ad51405c969d
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_georgios_ec_en.pdf/e2cc06e8-25df-9815-7f53-ad51405c969d
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_monique_rivmnl_en.pdf/ac7d343e-5131-a6df-975c-3b4046ab41f6
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_monique_rivmnl_en.pdf/ac7d343e-5131-a6df-975c-3b4046ab41f6
https://www.nanosafetycluster.eu/
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 https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_damien_fr_en.p
df/ed5e3c7d-c9c4-b82c-4c10-90f64f9ea0ed  

 
 「ナノ材料の規制ガバナンスに関する提言（Proposals on the regulatory governance of 

nanomaterials）」、欧州労働組合研究所（European Trade Union Institute：ETUI）、アイーダ・ポンス・

デル・カスティロ氏（Aida Ponce del Castillo） 
 ナノ材料の規制ガバナンスについて、以下の 5 点が提案された。（1）ナノ材料に関する情報の公開、

（2）ナノ形態の優先付け、（3）ナノ形態に関する義務的安全性データシートの確立、（4）化粧品と

同様のナノ形態のラベル表示、（5）国家登録データの編集と調和化および EUON を通じたその

流布。 
 https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_aida_etui_en.pd

f/d9dcce65-702d-b814-69b3-8a83f19ac39a  
 
 「産業界からの EUON への期待と貢献（Industry expectations for EUON and how industry can 

contribute）」、ナノテク工業協会（NIA）、クレア・スケンテルベリー氏（Claire Skentelbery） 
 EUON に対する産業界の期待と産業界からの貢献可能性が紹介された。産業界のニーズに応え

るために EUON にさらに期待される点として以下が挙げられた。ナノ材料とナノ製品開発につい

てのケース・スタディ、データベースとリンクしたナノ安全性評価ツール、ナノ材料評価標準とのリ

ンク、ナノテクノロジー関連をとりまとめた EUON が参加するイベントのカレンダー 
 https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_claire_nia_en.p

df/89ece87a-b504-5b99-1554-7bcbbc1cc96b 
 
報告書「Stakeholder Dialogue meeting EUON」： 
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875828/090318_sh_dialogue_meeting_report_
en.pdf/f415b0b9-4c9b-59a3-137f-308aeb4c8c49 
 
1-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向 
1-3-1. 台湾、優先既存化学物質登録制度への共同登録を促す －2019 年 1 月に登録手続きが開始され

る予定 
台湾有害化学物質局（TCSB）は、優先既存化学物質登録制度(Pecs)の開始に先立ち、比較的少量の物質

を製造または輸入する企業が共同登録を選択するよう促した。Pecs の最初の 106 のリストを含む新規お

よび既存の化学物質登録の規制の改正案の草案では、引き続きコンサルテーションが行われている。8 月

に予定通りに改正規則が公布されたとすると、登録は 2019 年 1 月 1 日から開始される。改正規則案第

17 条によれば、Pecs リストにある物質を製造または輸入する企業は、標準登録を完了する必要がある。 
• 年間量 100 トン以上は 2021 年末までに。 または 
• 年間量 1〜100 トンは、2022 年末までに。 
• 登録情報の要件（改訂草案の付録 VII に示されている）には、物質の物理的特性、毒性、およびハ

ザードと暴露のリスクに関するデータが含まれる。 

TCSB の陳淑林（Chen Shu-lin）副局長は、おそらく機密性の懸念から、化学物質の登録を行う際に共同

ルートを採用した企業はほとんどいない、と Chemical Watch に語った。TCSB は、以下にあげる、改正さ

れた規制のいくつかの重要な条項を強調した。 
• CMR 物質のより厳しい基準登録を要求する権限（第 7 条）。 
• 登録者に大きな柔軟性を与える特徴。  
• ナノ物質を「新しい化学物質」として登録するための要件（第 8 条）。 

改正草案に関する 5 月 18 日のコンサルテーション会合では、TCSB がこれまでに 200 件の回答を受けて

https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_damien_fr_en.pdf/ed5e3c7d-c9c4-b82c-4c10-90f64f9ea0ed
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_damien_fr_en.pdf/ed5e3c7d-c9c4-b82c-4c10-90f64f9ea0ed
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_aida_etui_en.pdf/d9dcce65-702d-b814-69b3-8a83f19ac39a
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_aida_etui_en.pdf/d9dcce65-702d-b814-69b3-8a83f19ac39a
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_claire_nia_en.pdf/89ece87a-b504-5b99-1554-7bcbbc1cc96b
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875831/090318_euon_claire_nia_en.pdf/89ece87a-b504-5b99-1554-7bcbbc1cc96b
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875828/090318_sh_dialogue_meeting_report_en.pdf/f415b0b9-4c9b-59a3-137f-308aeb4c8c49
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/23875828/090318_sh_dialogue_meeting_report_en.pdf/f415b0b9-4c9b-59a3-137f-308aeb4c8c49
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いると言われた。 コメントのための 60 日間の期間は、5 月 29 日に終了する。 
 
TCSB の Chemical Substances Registration のページ； 
https://www.tcsb.gov.tw/cp-184-2399-56c6f-2.html 
 
1-4. 国際的な動き 
1-4-1. 国際労働衛生委員会総会が開催、ナノ材料を扱う講演・論文は 9 件 
国際労働衛生委員会（International Commission on Occupational Health：ICOH）は第 32 回総会（3 年

に一回開催される）を 2018 年 4 月 29 日から 5 月 4 日までアイルランド・ダブリンで開催した。2,200 人以

上が参加した。国際的なピアレビュー学術誌「Occupational and Environmental Medicine （OEM）」は、そ

の講演・論文のアブストラクトをオンラインで公開しており、中にはナノ材料に関連する以下の 9 件も含まれ

ている。カーボンナノチューブと高アスペクト比材料に関するものがほとんどである。 
 
 “Update of potential hazards of nanomaterials,” by PA Schulte, I Iavicoli 

 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A279.3  
 “Overview — update of potential hazards of engineered nanomaterials,” by PA Schulte 

 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A279.4  
 “Noninvasive biomonitoring of 3 groups of nanomaterials workers with elevated markers of 

oxidative stress and inflammation,” by D Pelclova, V Zdimal, S Dvorackova, J Schwarz, J 
Ondracek, M Komarc, S Vlckova, Z Fenclova, O Makes, S Zakharov 
 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A280.1  

 “The potential carcinogenicity of carbon nanotubes (cnts): similarities and differences with the 
pathogenesis of asbestos related cancers,” by H Wolff 
 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A280.2  

 “Hazard determinants of carbon nanotubes (cnts) driving molecular initiating events (mies) in 
adverse outcome pathways (aops) of airways diseases,” by E Bergamaschi, E Aldieri, E 
Gazzano, E Polimeni, C Riganti, O Bussolati, M Allegri, MG Bianchi, F Donato, A Marucco, I 
Fenoglio 
 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A281.1  

 “A new risk grouping concept for high aspect ratio materials — adding fibre rigidity to the 
picture,” by D Kehren, D Broßell, A Meyer-Plath, S Plitzko 
 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A281.2  

 “A new risk grouping concept for high aspect ratio materials — the shaker dustiness test,” by D 
Broßell, D Kehren, E Heunisch, V Bachmann, D Wenzlaff, A Meyer-Plath, S Plitzko 
 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A281.3  

 “Occupational exposure to carbon nanotubes: the state of knowledge,” by I Guseva Canu 
 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A282.1  

 “Challenging issues in carbon nanotube occupational risk assessment and management 
strategies,” by I Iavicoli, V Leso 
 http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A282.2  

 
会議ウェブサイト「32nd Triennial Congress of the International Commission on Occupational Health」： 
http://icoh2018.org/2018/  
 
OEM 掲載のアブストラクト一覧：http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2 
 
1-5. ナノ材料の安全性に関する情報 
1-5-1. 米 NIOSH、2018 年から 2025 年のナノテク研究計画案を公開し、コメントを募集 
米国国立労働安全衛生研究所（NIOSH）は 2018 年 4 月 24 日付の官報で、2018 年から 2025 年のナノテ

https://www.tcsb.gov.tw/cp-184-2399-56c6f-2.html
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A279.3
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A279.4
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A280.1
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A280.2
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A281.1
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A281.2
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A281.3
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A282.1
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A282.2
http://icoh2018.org/2018/
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2
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クノロジー研究計画草案 9の公開を告知し、パブリック・コメントを募集している。同草案は、NIOSH のナノテ

クノロジー研究を統括するナノテク研究所（Nanotechnology Research Center：NTRC）10の 2018 会計年

度 11～2025 会計年度までの戦略計画を示したもので、NIOSH の重要研究やガイダンス活動が、国家ナノ

テクノロジー・イニシアティブ（NNI）の「環境、健康、安全性（Environmental, Health, and Safety：EHS）研
究戦略」をどのように実現するものとなっているかが説明されている。2018 会計年度から 2025 会計年度

の期間では、2013 年に発表された研究戦略で最初に設定された 5 つの NIOSH NTRC 戦略目標の 1 つ、

情報と知識のギャップを埋めることを目指し、引き続き活動を進めるという。提案されている研究は、知識の

ギャップを埋める必要のある特定の研究ニーズと EHS 関連の優先研究ニーズに焦点をあてている。 
 
NIOSH では、この草案にステークホルダーの意見を取り入れて、ステークホルダーのニーズに応えるもの

としたいと考えており、全米のナノ材料労働者の安全性と健康の維持にさらに寄与するものとするようにし

たいとしている。草案へのコメント締め切りは、2018 年 6 月 25 日である（5 月 24 日現在、提出されたコメン

トは 1 件のみ。一般市民から、マイクロプラスチックによる海洋汚染反対を訴える内容。）。 
 

図表 1：NIOSH 2018~2025 会計年度研究計画案にある目標一覧 
戦略目標 1 ナノ材料労働者に対する新たなハザードと関連する健康リスクに関する理解の向上 
 中間目標 1.1 当局が、NIOSH の研究を利用して標準を作成し介入することで、新たな工業ナノ材料へのばく

露から労働者を保護する。 
戦略目標 2 工業ナノ材料の初期ハザード発見についての理解を広げる 
 中間目標 2.1 当局が NIOSH の研究に基づきガイダンスを発表し、カーボンナノチューブ、ナノファイバー、金

属、金属酸化物からの肺毒性を予防できるようにする。 
 中間目標 2.2 医療専門家や研究者が、NIOSH のバイオマーカーに関する情報を利用して、労働者の工業ナ

ノ材料吸入への反応を評価するスクリーニング・テストを実施できるようにする。 
 中間目標 2.3 工業ナノ材料の製品ライフサイクルを通じて、労働者の健康と安全を守るために、製造者が勧

告を行えるようにする。 
 中間目標 2.4 健康安全専門家が、労働者の工業ナノ材料へのばく露を評価するために、標準化された測定

方法を利用できるようにする。 
 中間目標 2.5 潜在的な火災と爆発に関する工業ナノ材料の安全性ハザード情報について、製造者が安全性

データシート（SDS）と製品ラベルで情報を提供できるようにする。 
 中間目標 2.6 ナノ材料研究者が情報科学を活用し、情報コミュニケーションを進められるようにする。 
戦略目標 3 ガイダンス資料の作成を支援し、ハザード、リスク、リスク・マネジメント手法について、ナノ材料

関連労働者、雇用者、健康専門家、規制機関、意志決定者に情報を提供する。 
 中間目標 3.1 分野別、特定の NIOSH 推奨ばく露上限を当局が活用できるようにする。 
 中間目標 3.2 工業ナノ材料の利用とそれに伴う製造プロセスに際して、雇用者が NIOSH 推奨の管理手法と

個人保護具を採用できるようにする。 
 中間目標 3.3 工業ナノ材料健康安全プログラムにおいて、雇用者が 「設計段階における安全衛生の確保

（Prevention through Design、PtD）」12を組み込めるようにする。 
 中間目標 3.4 世界保健機関（WHO）や 経済協力開発機構（OECD）といった国際機関が、工業ナノ材料労働

者保護関連情報の収集、管理、普及について、NIOSH の研究を活用できるようにする。 

                                                   
9 原題「Continuing to Protect the Nanotechnology Workforce: NIOSH Nanotechnology Research Plan for 2018-2025」 
10 NIOSH は、重要課題の特定、その調査の戦略計画立案、NIOSH の研究活動調整、研究パートナーシップ締結、結果の

周知のために、NTRC を 2004 年に設立した。NTRC は、ナノテクノロジー関連の活動やプロジェクトで構成され、NIOSH の

様々な部門やラボラトリーの科学者グループによりサポートされている。 
https://www.cdc.gov/niosh/programs/nano/default.html  
11 前年 10 月 1 日から当該年 9 月 30 日まで。 
12職業性外傷、職業病などを予防するための最適の方法の一つは、ハザードやリスクを最小化、あるいは生じうる場合を予

め「設計」しておくことであるという考えに立って、NIOSH ではこの考え方を広めるこのイニシアティブを全米で実施している。 
https://www.cdc.gov/niosh/topics/ptd/default.html  

https://www.cdc.gov/niosh/programs/nano/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/ptd/default.html
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戦略目標 4 医学的、横断的な 前向きコホート研究や暴露研究を含め、ナノ材料労働者のための疫学的研

究を支援する。 
 中間目標 4.1 雇用者、労働組合、工業ナノ材料を扱う労働者が、疫学的研究や医学調査に参加できるように

する。 
戦略目標 5 リスク・マネジメント・ガイダンスについての国の、及び国際的な支持について、評価と促進をお

こなう。 
 中間目標 5.1 ナノ材料産業が工業ナノ材料についてのグッドリスク・マネジメント・ガイダンスを活用できるよう

にする。 
 
2018 年から 2025 年の NIOSH 研究計画草案「Continuing to Protect the Nanotechnology Workforce:  
NIOSH Nanotechnology Research Plan for 2018-2025」： 
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=CDC-2018-0038-0002&contentType=pdf 
 
官報での通知： https://www.regulations.gov/document?D=CDC-2018-0038-0001 
 
ドケット：https://www.regulations.gov/docket?D=CDC-2018-0038 
 
1-5-2. アメリカ産業衛生協会、ナノ材料輸出入ファクトシートを発表 
アメリカ産業衛生協会（American Industrial Hygiene Association、AIHA）13は、ナノ材料製品の輸出入管

理に関するファクトシート 14を、AIHA のナノテク作業部会が提供する出版物として公開した。認定産業衛生

士 15である C・R・ネゼヴィッチ氏（C.R. Knezevich）が執筆した。ナノ材料に関連する輸出入規則、米国に

よる輸出状況のレビュー、輸出入関連の推奨実務とリソースについて、概観が示されている。このファクトシ

ートの目的は、製品安全専門家と産業衛生士がナノ材料の輸出入要件を概観できるようにすることであり、

規則遵守のためのガイドとして使われることは目的としていない。このファクトシートでは、ナノテクは「急速

に変化しているうえに、健康、安全、環境、プロダクト・スチュワードシップ 16への配慮が求められる分野」で

あり、ナノ材料を輸出することは「国際的にプロダクト・スチュワードシップを考えるという、さらなる課題を提

起する」ものであるとしている。こうした課題に取り組むためには、企業内の複数の部門の協力が必要にな

り、そこに含まれる産業衛生士には「技術、倫理、クリティカル・シンキングのスキルといった面で、国際ビジ

ネスチームに貢献することが求められる」という。ナノ材料の輸出入活動に携わっている人には必読のもの

である。 
 
ファクトシート「ナノ材料製品スチュワードシップ：輸出入活動の国の安全への影響」（Nanomaterial 
Product Stewardship:  National Security Implications of Export-import Activities」）： 
https://www.aiha.org/government-
affairs/PositionStatements/Nanomaterial%20Product%20Stewardship_%20National%20Security%20
Implications%20of%20Export-import%20Activities_FINAL_v2.pdf  
 
1-5-3. ドイツ連邦環境省ナノ材料長期的安全性研究「Nano-In-Vivo」報告会を開催 
2018 年 4 月 23 日および 24 日に、ドイツ連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省（Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit：BMU）大臣は、ナノテクに関する対話、NanoDialogを
開催し 、ナノ材料の安全性に関する現在のデータのギャップを埋めることを目指した長期研究である

                                                   
13 AIHA は、1939 年に設立された、会員の専門性の維持・向上を目的とした非営利団体である。8,500 名近くの会員の半数

以上は認定産業衛生士（CIH）である。 https://www.aiha.org/Pages/default.aspx  
14 原題「Nanomaterial Product Stewardship:  National Security Implications of Export-import Activities」 
15 Certified Industrial Hygienist（CIH）は、米国産業衛生専門家評議会（American Board of Industrial Hygiene：ABIH）に

よる学会認定資格。ABIH 認定の所定プログラムを卒業し、一定の実務経験を満たした者にだけ CIH 認定試験の受験資格

が与えられる。http://www.ne.jp/asahi/ocean/syasui/publications/hygienist.pdf  
16 サプライ・チェーン全体を通して製品を安全に管理すること。 参照：（日本化学工業協会ガイダンス）
https://www.nikkakyo.org/sites/default/files/JIPS_PS2.pdf 

https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=CDC-2018-0038-0002&contentType=pdf
https://www.regulations.gov/document?D=CDC-2018-0038-0001
https://www.regulations.gov/docket?D=CDC-2018-0038
https://www.aiha.org/government-affairs/PositionStatements/Nanomaterial%20Product%20Stewardship_%20National%20Security%20Implications%20of%20Export-import%20Activities_FINAL_v2.pdf
https://www.aiha.org/government-affairs/PositionStatements/Nanomaterial%20Product%20Stewardship_%20National%20Security%20Implications%20of%20Export-import%20Activities_FINAL_v2.pdf
https://www.aiha.org/government-affairs/PositionStatements/Nanomaterial%20Product%20Stewardship_%20National%20Security%20Implications%20of%20Export-import%20Activities_FINAL_v2.pdf
https://www.aiha.org/Pages/default.aspx
http://www.ne.jp/asahi/ocean/syasui/publications/hygienist.pdf
https://www.nikkakyo.org/sites/default/files/JIPS_PS2.pdf
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「Nano-In-Vivo」について議論した。この共同プロジェクトには、BMU、連邦環境庁（UBA）、連邦労働安全

衛生研究所（BAuA）、BASF 社に加えて、フラウンホーファー毒物学・実験医学研究所（Fraunhofer 
Institute for Toxicology and Experimental Medicine：ITEM）と連邦リスク評価研究所（BfR）が参加し、

2013 年に開始された。この枠組を通じて、プロジェクトでは、ナノ材料の肺及び他の器官への長期的な影

響の可能性を調べている。特に、低用量ばく露での慢性効果を特定するためにラットを用いた長期間の低

レベルばく露の影響が調査されている。今回の NanoDialog で、ミーティング参加者は初期的研究結果に

ついて議論した。BMU によれば、この研究結果は、経済協力開発機構（OECD）の検討やナノ材料のアセ

スメントに関する EU 内での議論にも反映される。研究結果の発表は、2018 年末を予定している。 
 
The NanoDialogue： 
https://www.bmu.de/en/topics/health-chemical-safety-nanotechnology/nanotechnology/the-
nanodialogue/ 
 
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、Nano and 
Other Emerging Technologies Blog の記事「Germany’s Federal Environment Ministry Holds 
NanoDialog on Nano-In-Vivo（2018/5/11）」：https://nanotech.lawbc.com/2018/05/germanys-federal-
environment-ministry-holds-nanodialog-on-nano-in-vivo/ 
 
1-5-4. Anses は新しい二酸化チタンの in vitro 遺伝毒性試験を求めている－不一致の結果が遺伝毒性

の結論を妨げているため 
フランス食品環境労働衛生安全庁（Anses）によると、二酸化チタンナノ粒子(NPs)の新規かつ改良された

in vitro 遺伝毒性試験が緊急に必要とされているという。Anses は、二酸化チタンの有害性評価のための

発がん性情報を収集する間に、遺伝毒性に関する結論に達するのに十分な in vivo 試験がほとんどないこ

とを見出した。 同庁の化学物質評価部門のチームが書いた報告書によると、「in vivo のデータセットの品

質が低いため、二酸化チタン NPs の遺伝毒性プロファイルの誤った解釈につながる可能性が高い。」 「in 
vivo データが in vitro データよりも有害性との関連が高いとみなされても、残念なことに、二酸化チタン

NPs の遺伝毒性について結論づけるには余りにも限定されている。」と Nanotoxicology 誌に書いている。

一方で、多くの in vitro 研究が利用可能であるが、これらはまた、一貫性のない遺伝毒性プロファイルを与

えている、と付け加えている。 
二酸化チタンは 2013 年にコミュニティローリング行動計画（Corap）に追加されたが、その評価は異なるタ

イプのナノ材料のアイデンティティ（形状、サイズ、コーティング）に関する問題に悩まされている。 難しさは

この物質の無数の用途によって拡大する。フランスは、信頼できる in vivo 実験がないため、二酸化チタン

NPs の遺伝毒性ポテンシャルを、さらに in vitro および in vivo で調査することが本質的に必要であると述

べ、2018 年 3 月に Corap 正当化文書（justification document）を更新した。 
Anses は、ほとんどの in vitro 研究が二酸化チタンのルチル型およびアナターゼ型であることを見出した。 
後者は光触媒であり、光によろ反応性酸素種の形成によって試験結果に有意に影響を及ぼす可能性があ

ることを意味する。「光触媒効果を有する NPs から得られた in vitro 遺伝毒性の結果を解釈する際には、

光の影響を考慮する必要がある。」と、Anses チームは書いている。 
細胞株を慎重に選択し、NPs がアッセイ機能と干渉しないことを確認することも重要である、とつけ加えてい

る。 チームは、標準的で短時間のアッセイのみならず、24 時間以上持続する in vitro 試験を必要としてい

る。 これは、DNA 損傷メカニズムの「広い範囲」を同定するのに役立つはずである、と示唆している。ネガ

ティブな遺伝毒性の結果は、細胞株が NPs ばく露にどのように反応するか、そして NPs がテストシステム

が正常に機能することを妨げるかどうかを調べることで確認する必要がある。 

https://www.bmu.de/en/topics/health-chemical-safety-nanotechnology/nanotechnology/the-nanodialogue/
https://www.bmu.de/en/topics/health-chemical-safety-nanotechnology/nanotechnology/the-nanodialogue/
https://nanotech.lawbc.com/2018/05/germanys-federal-environment-ministry-holds-nanodialog-on-nano-in-vivo/
https://nanotech.lawbc.com/2018/05/germanys-federal-environment-ministry-holds-nanodialog-on-nano-in-vivo/
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最後に、Anses チームは、生データにアクセスして詳細な報告を行うように求めている。 これは「規制機関

による適切な説明のために不可欠」と言っている。二酸化チタン NPs の有害性は「社会にとって興味のある

話題」であるため、当機関は公表されたデータの増加を期待している。 しかし、それは研究者に、「品質は

データの量を超えて改善する必要がある」と強く思い起こさせる。 
Echa のリスクアセスメント委員会は、2017 年に二酸化チタンを吸入によるカテゴリー2 発がん物質に分類

することを決定した。 いくつかの EU 加盟国は、分類を直接 CLP に翻訳すべきではなく、粒子サイズや形態

に基づいて分割エントリーを行うべきであると提案している。 
 
Nantoxicology 誌の論文（アブストラクト）；
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17435390.2018.1451567?journalCode=inan20& 
 
論文（フリーアクセス）；
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17435390.2018.1451567?needAccess=true 
 
フランスの Corap 正当化文書； 
https://echa.europa.eu/documents/10162/dc0f9b7e-fb06-0883-5439-3f4fb352c861 
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17435390.2018.1451567?journalCode=inan20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17435390.2018.1451567?journalCode=inan20&
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17435390.2018.1451567?needAccess=true
https://echa.europa.eu/documents/10162/dc0f9b7e-fb06-0883-5439-3f4fb352c861


13 
 

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 
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略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
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 
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 

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 
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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 

 


