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はじめに
ナノ材料は、抗菌加工や日焼け止めなどの化粧品などの日用品から、リチウムイオンバッテリー
（電極添加剤）等の産業分野にまで幅広い用途があり、今後の更なる応用が期待されている。一方、
その安全性を評価する方法が確立されていないことから、各国において予防的対応が取られてお
り、例えば欧州においては、ナノ材料の届出・登録が各国で義務化の動きを見せ、フランス、ノルウ
ェーでは 2013 年に、デンマークでは 2014 年に、ベルギーで 2016 年に、直近ではスウェーデン
において 2018 年から実施され、イタリア、ドイツ等でも実施へ向けた検討が行われている。また、
2013 年より EU 化粧品規則が施行され、化粧品中に含まれるナノ物質に関し、安全性データの届
出、表示等が義務づけられている。このような状況の中で、国際的な動きとして、OECD 工業ナノ
材料作業部会（WPMN）での有害性情報を収集するスポンサーシッププログラムにおいて、ドシエ
が整備され、公開される等、ナノ材料の科学的知見の蓄積は着実に進展しつつある。
また、ナノ材料同様に、科学的検討が進められている化学物質の内分泌かく乱作用については
海外、特に欧州において関心が高く、EU においては 2018 年には、殺生物剤及び植物保護製品
に関して、規制対象として盛り込まれるとともに、内分泌かく乱特性の判断基準が策定されたところ
である。
こうした中、弊社は、ナノ材料に関する 2019 年度の海外の規制動向等の情報収集・分析を行い、
今後の我が国のナノ材料等の管理のあり方を検討する上で必要となる国外の情報を整理するとと
もに、ナノ材料の安全に係る国際的な取組に貢献するため、OECD 工業ナノ材料作業部会
（WPMN）の活動への支援及び内分泌かく乱作用に係るテストガイドラインの検討を行う OECD テ
ストガイドライン作業グループ（WNT）会合の支援を行う事業を委託されることとなった。本事業で
は、EU 及び米国を始めとした各国におけるナノ材料や内分泌かく乱物質の規制動向の把握、国
際機関におけるガイダンス・テストガイドライン・規格等の調査、ナノ材料の安全性に関する情報の
収集等を行うとともに、OECD/WPMN 試験プログラムへの我が国の対応を行った。また、経済産業
省のナノ安全 PJ により開発された気管内投与法の普及に向け、国内での活用実態と活用に向け
た課題の調査を行った。
ここに、本事業で実施した調査等をまとめて報告書とした。本報告書が、我が国のナノ材料等の
安全な管理、ナノ材料等の安全性に対する国際的貢献、ひいては我が国のナノテクノロジーの発
展の一助となれば幸いである。
令和２年３月
JFE テクノリサーチ株式会社
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国内外規制動向

１.

１.１. ナノ材料
（１） 米国および EU の規制動向
１） 米国
（ア） EPA
（i）

SNUR
2019 年 10 月 11 日、米国環境保護庁（EPA）は、製造前通知（PMN）の対象となった多層カーボンナ

ノチューブ（ジェネリック）を含む 31 の化学物質に対する重要新規使用規則（SNUR）を発表した（84 Fed.
Reg. 54816）。EPA は、8 つの化学物質が EPA によって発行された有害物質管理法（TSCA）に基づく
命令の対象となると指摘した。その内、多層カーボンナノチューブ（ジェネリック）の TSCA セクション 5(e)
命令の発効日は 2019 年 5 月 3 日であった。EPA によると、多層カーボンナノチューブ（ジェネリック）は、
他の材料または製品の機械的特性又は電気伝導性を改善し、および光吸収特性のために、エレクトロニ
クスのような発熱システムでの熱伝達、熱貯蔵、熱放出、および一般的な温度管理で使用される。提案さ
れた SNUR は、EPA は、カーボンナノチューブ類似体に基づく肺毒性、及び同物質が低濃度で天然有
機物の存在下にある場合の水生毒性に関する懸念を特定した、と述べている。EPA は、合理的な評価を
可能にする十分な情報がない場合、同物質が人の健康と環境に対する危害の不当なリスクを提示する可
能性があるという所見に基づき、TSCA セクション 5(a)(3)(B)(ii)(I)および 5(e)(1)(A)(ii)(I) の下での同意
命令を発行した。これらのリスクから保護するために、TSCA セクション 5(e)命令は以下を要求した。


潜在的な経皮暴露がある場合、経皮暴露を防ぐために労働者による個人用保護具の使用



吸入暴露の可能性がある場合、吸入暴露を防ぐために、少なくとも指定防護係数(APF)50 を有
する国立労働安全衛生研究所（NIOSH）認定人工呼吸器の使用



粉塵、蒸気、ミスト、またはエアロゾルを生成する応用で、その方法が密閉されたプロセスで行わ
れない限り、同 PMN 物質を使用することを控える



PMN に記載されているようにのみ同 PMN 物質の加工と使用



表面水への同 PMN 物質の放出はしない



焼却または埋め立てによってのみ処分

提案された SNUR は、これらの保護措置の欠如を「重要新規使用」として指定する。コメントの締め切
りは 2019 年 11 月 12 日であった。
その後 2019 年 11 月 25 日に、EPA は PMN の対象となるカーボンナノ材料(ジェネリック)(PMN
P-10-366)を含む 22 種類の化学物質について、最終重要新規使用規則(SNUR)を発行した（84 Fed.
Reg. 64754）。その活動を開始する少なくとも 90 日前に EPA に通知するために、SNUR によって、重要
新規使用として指定された活動のために、これらの化学物質のいずれかを製造(輸入を含むように法令で
定義)または加工しようとする人は、EPA が通知の審査を行い、通知に対して適切な判断を行い、その決
定によって要求される措置を講じるまで、重要新規使用のための製造または加工を開始することができな
い。 最終的な SNUR は 2020 年 1 月 24 日に発効する。
カーボンナノ材料(ジェネリック)(PMN P-10-366)の最終的な SNUR の要件は、それらが反応(硬化)さ
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れた、または完全に反応(硬化)されたポリマーマトリックスに埋め込まれた、永久固体ポリマー、金属、ガラ
ス、またはセラミック形態に埋め込まれた、又は 40 CFR セクション 720.3(c)で定義されている物品（成
形品）に完全に埋め込まれた後の物質の量には適用されない。重要新規使用は次のとおりである。


職場での保護：セクション 721.63(a)(1),(a)(2)(i)及び(ii)、(a)(3)~(5)（呼吸器は、N-100、P-100 ま
たは指定防護係数が 50 以上の R-100 フィルタを装備した国立労働安全衛研究所認定空気清
浄、タイトフィットフルフェイスレスピレーターを提供しなければならない）、(a)(6)（粒子状物質(固
体または液体液滴を含む)、（どの人が合理的に暴露される可能性が高いかを決定する場合、セ
クション 721.63(a)(a)(1)および(4) に必要に応じてエンジニアリング抑制措置（例えば、操作の
囲いまたは閉じ込め、一般および局所換気)または管理された抑制措置（例えば、職場の方針お
よび手順）は、可能な場合には、暴露を防ぐために考慮され、実施されなければならない）、及び
(c)において指定されている要件



産業、商業、消費者活動：セクション 721.80(k)、(l)、(q)、および(y)(1)において指定されている要
件（物質が液体樹脂の形態である場合）。製造または加工のサイト外で物質の粉末形態を加工ま
たは使用することは重要新規使用である。


（ii）
①

水系への放出：セクション 721.90(a)(1)、(b)(1)、および(c)(1)において指定されている要件
その他
一般的なデータ要求でカバーされるナノ銀の FIFRA 登録製品のリストアップ

2020 年 1 月 24 日 、 EPA は 、 2019 年 12 月 13 日 、ナ ノ 銀 登 録 審 査 ド ケ ッ ト の ドケ ッ ト
EPA-HQ-OPP-2011-0370 の覚書を掲示した。覚書は、EPA がナノ銀のケース(5042)の一部として汎用
データ要求(GDCI；General Data Call In)を発行した 12 製品を記載している。EPA は 2019 年 8 月 31
日に DCI を発行し、ドケットでアクセスできると述べている。
詳細は、2018 年 10 月 23 日、連邦殺虫剤、殺菌剤、および殺鼠剤法(FIFRA)の下でのナノ銀登録審
査プロセスの最終作業計画に関するブログ項目（URL は下記）で入手できる。
②

新しいナノ銀製品の登録決定案を発表

EPA は 2020 年 2 月 12 日、臭い、変色、その他の摩耗の兆候に対抗するために、新しいナノ銀殺菌
剤製品を繊維製品に組み込む提案に関する一般の意見を求めていると発表した。提案された登録決定
は NSPW ナノ銀に関するものであり、提案された殺菌剤製品である Polyguard-NSPW マスターバッチ
(Polyguard)は、臭い、変色、汚れ、および劣化を引き起こす細菌、藻類、真菌、カビを抑制するために繊
維に組み込まれる。EPA によると、人の健康と生態リスク評価に基づいて、Polyguard 中の新しい有効成
分が繊維に保存されている材料としての使用に対して連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法(FIFRA)の下での規
制基準を満たしていると予備的に判断した。詳細については、ドケット ID EPA-HQ-OPP-2020-0043 で
入手可能である。EPA は、その提案と予備的な調査結果に関するパブリックコメントを募っている。コメント
の 締 め 切 り は 当 初 2020 年 3 月 13 日 と し て い た が 、 2020 年 2 月 27 日 、 、 ド ケ ッ ト ID
EPA-HQ-OPP-2020-0043 に置かれたメモによると、EPA はドケットに含まれる文書を見直すために追加
の時間を許可するべくコメント期間を 30 日間延長する要求を受けた。メモには、EPA は「提案された決定
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と支持文書の適切な見直しを可能にするために、さらに 15 日間が十分であるに違いないと感じている」と
記載され、新たに設定されたコメントの締め切りは 2020 年 3 月 30 日となっている。
EPA は、NSPW ナノ銀は、繊維およびプラスチックの材料防腐剤としての使用に対して、2015 年に付
与された以前の条件付き登録での有効成分であったと指摘している。2017 年 5 月 31 日覚書で報告され
たように、決定は異議を申し立てられ、第 9 巡回控訴裁判所は「登録を許可するための EPA の公益所見
が記録に支持されていないという理由でそれを無効にした」。EPA は、現在提案されている製品は「特定
の織物でのみ使用される」と述べている。したがって、Polyguard は以前に無効にされた条件付き登録よ
りもより限られた使用認可を持つことになる。EPA は、Polyguard はマスターバッチとして処方され、
NSPW ナノ銀は、液体懸濁液の形であった以前の製品登録とは対照的に、プラスチックビーズまたはペ
レットに埋め込まれることを意味すると指摘している。
（イ） FDA
①

取引の日焼け止め医薬品の規則案のコメント期間の延長

2019 年 4 月 18 日、食品医薬品局 (FDA) は、非処方箋、店頭販売の (OTC) 日焼け止め薬の最終
モノグラフを施行する、2019 年 2 月 26 日規則案に対するコメント期間を延長することを発表する官
報告示を公表した。規則案は、OTC 日焼け止めモノグラフ製品が安全かつ効果的として一般に認められ
(GRASE)、不正表示されないことを FDA が提案する条件を記述したものである。FDA は以下のトピッ
クに関してコメントを募集した。


OTC 日焼け止め製品での使用のために使用または提案されている特定のナノ材料や各種ナノ
材料



サポーティングデータを伴う、OTC 日焼け止め製品でのナノ材料の使用に関連付けられている
日焼け止め製品についての安全性、有効性、または品質に関する懸念



OTC 日焼け止め製品での使用に対する特定のナノ材料の仕様や制限についての要求、および、
提案



科学的情報を裏付けるとともに、OTC 日焼け止め製品での使用が許可されるべきではないと思
われる任意の特定のナノ材料、そして



OTC 日焼け止め製品でのナノ材料の使用に対する FDA の規制提案アプローチおよび/または
代替規制アプローチ

コメント募集は 2019 年 6 月 27 日まで行われた。
（ウ） NIOSH
①

提案された工業ナノ材料の労働安全衛生実践を調査する情報収集プロジェクト

2019 年 4 月 23 日、労働安全衛生研究所(NIOSH)は、提案された「工業ナノ材料の労働安全衛生実
践の調査」と題した情報収集プロジェクトに関するコメントを募る連邦公報告示を公表した。プロジェクトの
目的は、職場におけるナノ材料の安全な取り扱いのためのガイドラインとリスク軽減実施への NIOSH の貢
献の妥当性と影響を評価することである。告示によると、NIOSH は作業を行うために請負人を調達しよう
としており、2019 年夏までに契約するスケジュールであった。告示は、プロジェクトの下での研究は、工業
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ナノ材料に関連する、製造、配送、加工、調合、使用、またはサービスを提供する企業を調査する、と述
べた。プロジェクトの下で、次のアクティビティとデータ収集が実施される。


企業プリコール：サンプリングされた企業は、調査に回答する人を特定し、同社が工業ノ材料を扱
うかどうかを確認するため、連絡される



調査：メールオプションを使用した Web ベースのアンケートが、企業に対して行われる。調査の目
的は、NIOSH 材料の使用と、工業ナノ材料に関する労働安全衛生実践について、企業から直接
学ぶことである。

行政管理予算局(OMB) は、（以下についての）役立つコメントに特に興味があると説明していた。


提案された情報収集が、情報が実用的な有用性をもつかどうかを含む、NIOSH の機能の適切な
遂行のため必要かどうかを評価する



使用された前提条件と方法論の妥当性を含む、提案された情報収集の負荷についての NIOSH
の推定の正確性を評価する



収集される情報の品質、有用性、および明瞭さを向上させる；



適切な自動化された、電子的、機械的、または他の技術的な収集技術、または情報技術の他の
形態、例えば回答の電子提出を許可する、の使用によるものを含む、回答者の情報収集の負担
を最小限にする、そして



情報収集コストを評価する

上記コメント募集は、2019 年 6 月 24 日期限であった。
その後、米国疾病管理予防センター(CDC)は、上記提案された情報収集プロジェクトに関する追加の
30 日間のコメント期間を提供するため、2019 年 9 月 11 日に連邦公報告示を公表した(84 Fed. Reg.
47957)。この期間延長は、2019 年 4 月の告示に対してコメントが提出されなかったためである。
②

化学物質管理のための職業暴露バンディングプロセスに関する報告

NIOSH は、2019 年 7 月 10 日に新しい技術報告書「化学物質のリスク管理のための NIOSH 職業暴
露バンディング※（Occupational Exposure Banding:OEB）プロセス」の利用が可能になったことを発表
した。
NIOSH は、「その毒性およびその化学物質への暴露に関連する健康への否定的帰結に基づくカテゴ
リーに個々の化学物質を割り当てる自主的なプロセス」として職業暴露バンディング（OEB）を記述した。
技術報告書は、「割り当てのための、簡単な手順、明確なルールを伴うプロセスを提供し、幅広い職場
の設定で使用することができる」。セクション 3.14、「エアロゾルの特別なカテゴリーの検討」は、ナノファイ
バーを含む繊維およびナノ粒子と液体エアロゾルのための以下の推奨事項が含まれる。


繊維：報告書では、繊維や他の高アスペクト比粒子は「それらのジオメトリ （寸法） に依存してい
る独特の空気力学的特徴を有し、それらの気道内への堆積に影響を与える」と記している。さら
に、物理的形状と繊維のサイズは、それらの毒性学的特性と標的細胞とのそれらの相互作用の
性質に直接影響を与えることができる。また、「これらの複雑さは繊維に対して Tier 3 評価を使用
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することを要求し、OEB において Tier 1 と Tier 2 の基準は勧められない。ナノ材料のためのい
くつかの有害性（ハザード）バンディングフレームワークは、生物学的持続性のある、堅いナノファ
イバーに対して最も厳しいバンドを割り当てること」を推奨している。


ナノスケール固相粒子：報告書では、実証データと（例えば、様々な国内基準で適用されている
ような）人工ナノ粒子のためのコントロールバンディングスキーム内で有害性バンディング手順の
適用をサポートするために使用されてきているメカニズムの仮説を記述している。同じ論理的根
拠を使用して、NIOSH は、職業暴露バンディングプロセスが、ナノ粒子に適用されるときに、次
のように変更されることを推奨している：


難溶性ナノ粒子：毒性データが化学物質のナノスケール形態のために特別に開発された最
大無毒性量(NOAEL)を含む場合、NIOSH の職業暴露バンディングプロセスは変更なしで
使用されることができる。
データが化学物質のマイクロスケール形態のみに対して入手可能である場合、バンドの割り
当ては、難溶性ナノスケール物質はそれらのマイクロスケール同等物よりもより有毒である可
能性があることを前提に、次のより厳格なバンドへ移されるべきである（例えば、大きさの１桁
の違いで）。報告書は、データが物質のマイクロスケール形態のみで利用可能な場合、いく
つかの他のバンディングスキームもまた （大きさの桁の違いによっての暴露を抑えるために）
より厳格なバンドを勧める」と説明している。



水溶性ナノ粒子：報告書は、データが、増加する全粒子の表面積と難溶性ナノ粒子の毒性
の増加の間の関連付けを支持する、と記している。粒子の溶解度が増えると、OEB がナノ粒
子に固有の特徴による強められた毒性を考慮する必要があまりないかもしれない。また、フラ
ンス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)と国際標準化機構 (ISO) コントロールバンディン
グスキーム中で、ナノ粒子特定の毒性を考慮せず、水溶性粒子は溶質の毒性に関して取り
組まれる、と説明している。しかし、粒子の毒性と溶解性との関係における不確実性を考え、
NIOSH は「それとは反対にデータのない状態で、すべてのナノ粒子は溶解度に関係なく同
じ方法で扱われるべきである」ことを推奨している。データが薬品のマイクロスケール形態に
対してのみ利用可能な場合、NIOSH は次の段階のより厳格なバンドに割り当てをシフトする
ことを推奨している。

報告書は、ナノスケール繊維およびナノスケールチューブの毒性が化合物の他の形態から大幅に異
なる可能性があるため、職業暴露バンディングプロセスは「これらの化学物質の毒性を完全にかつ正確に
捉えていないかもしれない」と記述したことに注意しなければならない。NIOSH は、Tier 1 と Tier 2 は使
用されるべきでなく、代わりに Tier 3 評価が他の繊維に対して記述されているように必要とされる、と述べ
ている。
報告書によれば、NIOSH は職業暴露限度(OEL) とナノ材料のための OEBs を得るための科学の状
態を現在評価しており、また、生物学的作用機序と物理化学的性質に基づくナノ材料のための有害性カ
テゴリを開発するためのプロセスおよびデータを調査としている。
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※コントロールバンディング：化学物質を取り扱う作業ごとに、「化学物質の有害性」、「物理的形態（揮発
性/飛散性）」、「取扱量」の 3 つの要素の情報から、リスクの程度を４段階にランク分けし、一つの物質に一
つのバンドを割り当て、そのバンドに応じた一般的な管理対策を示すほか、一般的に行われる作業につ
いては、より具体的な実施事項を示す（管理手段シート）ことができるツールである。Tier はその手法の適
用基準を示し、Tier1 はデータが少ない状況で、健康影響を可能性について定性的な同定を行う。
Tier2 は信頼性のあるデータから、半定量的、より正確な評価を行う段階で、Tier3 は根拠の重みを考慮し
た全データに基づいて結果の信頼性を伴う評価を行う。
③

ナノテクノロジー研究センターの業績と今後の活動に関する 1 ページ文書

2019 年 8 月 20 日、NIOSH は「連邦産業衛生安全出版、研究、合衆国」に掲示し、ナノテクノロジー
研究センター(Nanotechnology Research Center；NTRC)に関する、1 ページにまとめた文書（ワンペー
ジャー）を掲載した。NTRC は、工業ナノ材料への暴露の人の健康に及ぼす潜在的な影響を理解し、暴
露を制御または排除する方法を開発するための研究を行っている。NTRC は、「産業が安全かつ責任を
持って将来に向けて動くことを支援するため」次の分野に焦点を当てている。


ナノ材料を製造・使用する労働者に対する潜在的な健康リスクの理解を深める



ナノ材料への職業暴露を防ぐ、そして



アドバンストマテリアル（高度な材料）および製造プロセスからの潜在的な労働者の健康リスクを
評価する

NTRC の成果には、改訂版ドラフトの CIB(Current Intelligence Bulletin)「銀ナノ材料への職業暴露
からの健康影響」のピアレビューとステークホルダーのレビューの完了が含まれている。NIOSH は「ナノテ
クノロジー労働力を守り続ける：2018-2025 のための NIOSH ナノテクノロジー研究計画」と題する文書を
発表した。NTRC の今後の活動は以下のとおりである。


最新の CIB:「銀ナノ材料への職業暴露からの健康影響」の発行



プロテオミクス、メタボロミクス、バイオインフォマティクスアプローチを用いた暴露および疾患のバ
イオマーカーの評価



ライフサイクルを通じてナノ材料によって提示される危険とリスクの実用的な「現実世界」評価を開
発するため業界と協力する



経済協力開発機構(OECD)および国際標準化機構(ISO)技術委員会(TC)229 と共に国際基準
の開発に参加する。例えば；


OECD 試験ガイドライン 110－粒子径分布/繊維の長さと直径の分布の測定－をサポートす
るラウンドロビンテスト



混合ダスト産業環境における気中浮遊ナノオブジェクトの同定と定量



市販のナノ材料含有ポリマー複合材料からのナノ材料の放出を定量化する方法の評価、そ
して



吸入毒性研究のためのナノ材料の肺負荷測定
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④

OELs 開発評価のための工業ナノ材料に関する情報

NIOSH は、2019 年 12 月 17 日に連邦官報告示を公表し、カテゴリ職業暴露限界(OEL)※を開発す
る中で評価するために工業ナノ材料(ENM)の毒物学的および物理化学的データに関する情報を要請し
ている（84 Fed. Reg. 68935）。NIOSH は ENM のハザードまたは安全性に関する利用可能な科学的証
拠に基づいて、カテゴリ OELs を開発する予定である。NIOSH は、ENM への職業的暴露の可能性のあ
る有害な健康リスクを評価するために、公表された及び未発表の報告書や研究結果を含む情報の取得
を目指している。情報は、告示が連邦官報に公開されてから 60 日後に提出される。
NIOSH は、「個々の化学物質に対する OEL の開発は、関連する研究を特定し、OEL の導出を支持
できる様々な一連の証拠をキャラクタライズするために、人および動物の利用可能な科学的データの批
判的なレビューを含む」と説明している。NIOSH は、急性、亜慢性、または慢性のデータ；これらの ENM
の物理化学的特性評価；ENM の生物学的メカニズムおよび毒性影響に関するその他の情報を含むがこ
れらに限定されない、人、動物、および細胞の毒性データを求めている。NIOSH は、また、ENM への暴
露と炎症、線維症、または新生物を含む有害な肺影響の発症との間の用量応答関係を評価する研究に
関する情報を求めている。情報の提出期限は 2020 年 2 月 18 日である。
NIOSH は、ENMs のカテゴリ OELs の開発に関するデータ、方法、および知見を記述した技術報告
書を発行していく。NIOSH は、その後の連邦官報告示で、パブリックコメントのために技術報告書の草案
を利用できるようにしていく。
※カテゴリ職業暴露限界：多数の ENM の個別の OEL を求める代わりに、ENM をカテゴリ分類してそれ
ぞれの OEL を定めることにより、コストと動物数の削減、サンプルサイズの増加、（結果の信頼性増大）を
図るものである。カテゴリは毒性モードが同じ作用機序（MOA）に属するかどうかで決まり、現在、炭素ベ
ース材料、金属酸化物、金属、デンドリマー、ナノクレイが OECD 毒性試験スポンサーシッププログラムで
決まっている。
（エ） NNI
①

将来に関するワークショップ

2019 年 8 月 1-2 日、国家ナノテクノロジーイニシアチブ (NNI)は、「NNI の将来:ステークホルダーの
ワークショップ」を開催した。NNI は、イニシアチブの以下の 4 つの目標をサポートする動的なナノテクノロ
ジーエコシステムを育て推進する上で極めて重要な役割を果たしてきている。


世界水準の研究を進める



製品化を育てる



研究インフラを開発し持続する



ナノテクノロジーの責任ある開発を支援する

ナノテクノロジーのコミュニティからの専門家は、この基盤上に構築され、ナノテクノロジー企業が次の
15 年にわたって繁栄するために必要な主要要素に関する視点を共有した。
具体的には、全体でビジョンを議論した後、以下の 8 分野に分かれて、ニーズとニーズを支えるメカニ
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ズムについて討論が行われた。


水と環境、



エネルギー、



ナノ医療、



エレクトロニクス、



食料と農業、



センシング／インターネット、



宇宙と自動車、



インフラストラクチャ

なお、本ワークショップ終了後、各セッションのビデオが公開された。
②

物理化学的特性に関連した工業ナノ材料の吸入の影響に関する NNI セミナー

NNI は 2019 年 9 月 10 日、「物理化学的特性に関連した工業ナノ材料の吸入の影響」に関するウェ
ビナーの登録を開始した。スピーカーは、Nicholas School of the Environment and Duke Global
Health Institute, Duke University、Junfeng (Jim) Zhang 博士であり、米国環境保護庁の William
Boyes 博士が司会をした。NNI は、工業ナノ材料(ENMs)と肺内膜液及び細胞の間の相互作用が肺組織
と肺機能への影響を決定する上で重要な役割を果たす可能性がある、と述べている。
Zhang 博士のチームは、どのように ENMs の物理化学的特性がこの相互作用とそれに伴う生物学的
影響を与えるかを調べるため、銀と炭素の ENMs の in vitro、in vivo および計算による研究を統合した。
NNI によると、結果は、ENMs と肺内膜液及び細胞の間の相互作用は物理化学的特性 (例えば、サ
イズ、荷電、溶解及び硫化) を変化させ、結果的に細胞内取り込み、細胞毒性、生物反応性に影響を与
えることを示した。生物学的応答の大きさとプロファイルは、細胞の種類と動物モデルだけでなく、物理化
学的特性に依存する。実験的研究で観察された応答のいくつかは、毒物動力学モデルを用いて予測す
ることができる。
③

工業ナノ材料への労働者、消費者暴露の評価に関するウェビナー

NNI は、2019 年 10 月 8 日に「工業ナノ材料に対する労働者と消費者への暴露の評価」に関するウェ
ビナーを開催した。ナノ材料の環境、健康、安全への影響(nanoEHS)に関する NNI の 2019 シリーズの
一部であるウェビナーは、職場と消費者環境における工業ナノ材料(ENM)の潜在的な影響の評価と管理
におけるツール、技術、成果を検証する。NNI によると、プレゼンテーションは、暴露のバイオマーカーの
開発を含む ENM への暴露の潜在的な影響を理解する上での課題、類似点、および主要な進歩に関す
る洞察を提供する。NIOSH 科学統合部門のディレクターPaul Schulte 博士、および CPSC の健康科学
局の毒物学者 Joanna Matheson 博士が講演し、NIOSH ディレクターJohn Howard 博士が司会を行っ
た。ウェビナーの視聴者は、質問と回答の期間中にパネリストが回答するための質問を提出した。
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④

ナノインフォマティクスの国際的な調和に関するウェビナー

NNI は、2019 年 nanoEHS シリーズ「ナノインフォマティクスの国際的な調和:収束（convergence）と
チームサイエンスのケーススタディ」の最終ウェビナーを 2019 年 11 月 12 日に開催した。
ナノ材料の環境、健康、安全への影響(nanoEHS)に関する NNI の 2019 年シリーズの一部であるウェ
ビナーは、「米国、ヨーロッパ、その他の地域における、関与し合い協力するコミュニティがどのようにナノ
テクノロジーが産み出した製品の持続可能な設計と堅牢な規制上の意思決定を支援することができるイ
ンフラを提供してきたかを共有していく」。
発表者は、キュレーション（情報収集/整理）、データベース設計、オントロジー（概念化）開発における
進歩を強調し、そして例えば欧州連合(EU)-米国ロードマップナノインフォマティクス 2030 や、どのように
ナノインフォマティクスコミュニティが予測 nanoEHS および設計による安全機能化のための計算モデリン
グ基盤を設定するための標準化に貢献したか、のような実用的なナノインフォマティクスの出力（産出物）
について議論した。
講 演 者 に は、デ ュ ー ク 大学 ナ ノ テクノ ロ ジー 環 境影 響 セ ン タ ー (CEINT) の Christine Ogilvie
Hendren 博士および Pennsylvania Bio Nano Systems の Fred Klaessig 博士が含まれた。
⑤

NNI ポッドキャスト・シリーズ

NNI ポッドキャスト・シリーズ最新エピソード「NNI からの物語」に、Lynn L. Bergeson が登場した。
Bergeson 女史は、ナノテクノロジーと法律の交差点について、彼女の見解を共有した。国立ナノテクノロ
ジー調整事務所(NNCO)の所長、Lisa Friedersdorf 博士が、Bergeson 女史の話を引き出している。NNI
の認可 15 周年を記念して、NNI は毎週月曜日に新しいポッドキャストエピソードを発表している。各エピソ
ードでは、アカデミア、政府、産業界の専門家が、ナノテクノロジーの主要な研究開発の進歩と NNI がナ
ノテクノロジー分野をどのように変えたかについて、彼らの視点を共有する。Lynn L. Bergeson は、ナノテ
クノロジーについてのブログを発行している Bergeson & Campbell, P.C.の代表である。
その後、2020 年 1 月 3 日には、NNI は 2020 年にポッドキャストを拡大すると発表した。3 つのポッド
キャスト・シリーズは、NNCO のディレクター、Lisa Friedersdorf 博士、と様々な専門家との間のインタビュ
ーで構成され、ナノテクノロジーを以下の 3 つの視点から探求していく。


2019 年に始まったシリーズ「NNI」のストーリーは、ナノテクノロジーのなされてきた進歩や今後の
展望についての彼らの見方を共有する NNI コミュニティの専門家との会話を取り上げる



ナノマターズエピソードは、幅広い視聴者のための特定のナノテクノロジーのトピックを探求して
いく、そして



ナノ起業家ネットワークエピソードは、ナノテクノロジーの起業家と彼らをサポートする人々からの
ベストプラクティス、リソース、アドバイスを強調していく。

2020 年 1 月 6 日から、NNI は毎週月曜日に新しいエピソードをリリースしていくとしている。
⑥

ナノテクノロジー起業家ネットワーク

NNI は、2019 年 11 月 19 日、ナノテクノロジー起業家ネットワーク(NEN；Nanotechnology
Entrepreneurship Network)「ナノテクノロジーの商業化に関心を持つ起業家を支援することに関心のあ
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る新しいコミュニティ」の立ち上げを発表した。NNI によれば、NEN は、新しい熟練した起業家を、彼らを
サポートするために利用可能な人々やリソースとともにもたらす。NNI は、NEN がナノテクノロジーの商業
化を進めるベストプラクティスと、技術開発経路に沿って学んだ教訓を共有するためのフォーラムを提供
する、と述べている。活動は、毎月のポッドキャストシリーズ、ウェビナー、ワークショップ、タウンホールディ
スカッションを含む。シリーズの初回ポッドキャストは、ナショナルナノテクノロジー調整事務所(NNCO)ディ
レクターLisa Friedersdorf と Veelo Technologies の最高経営責任者で創設者の Joe Sprengard との会
話を特集する。Sprengard は起業家としての彼の遍歴を討論し、彼が始めたときに受け取ったアドバイス
を共有する。
（オ） その他
連邦政府

（i）
①

連邦政府 2020 年度予算大統領案

2019 年 3 月 11 日に、大統領府行政管理予算局（OMB）は 2020 会計年度（2019 年 10 月 1 日～
2020 年 9 月 30 日）の予算教書（大統領案）を発表した。裁量的経費 の合計は 1 兆 3,128 億ドルで、
2019 年度額（推定：約 1 兆 3,367 億ドル） と比較すると、240 億ドル（1.8％）の減額が提案された。EPA
予算については約 61 億ドルが提案され、成立すれば 2019 年度額（推定：約 88 億ドル） から約 28 億ド
ル（31％）と大きな減額となる。OMB は、予算教書発表のプレスリリースで、今回の予算案策定における
優先課題の一つに、「連邦政府による無駄な歳出の削減」を挙げた。
表 １-1 連邦政府予算（最良手 k 伊経費）大統領案の大まかな内訳（単位：10 憶ドル）

連邦政府合計

2019 年度

2020 年度

推定

要求

2019 年度～2020 年度比較
金額

割合

$1,336.7

$1,312.8

-$24.0

-1.8%

国防関連

$716.0

$750.0

$34.0

4.7%

非国防関連

$620.7

$562.8

-$58.0

-9.3%

$8.8

$6.1

-$2.8

-31.2%

EPA 合計

出典：2020 会計年度大統領予算教書 を参考に作成
大統領予算教書に合わせて EPA が発表した補足資料によると、EPA のプログラムの内、化学品規制
に関わる「有害物質リスク評価・防止（Toxics Risk Review and Prevention）」分野については、中心的な
「化学品リスク評価・低減（Chemical Risk Review and Reduction：CRRR）」プログラムへの予算集約が
図られた。具体的には、CRRR は 531 万ドルの増額とする代わりに、「内分泌かく乱物質スクリーニング
（EDSP）」「汚染防止（Pollution Prevention：P2）」「鉛リスク低減（Lead Risk Reduction）」の 3 プログラム
については予算廃止を提案した。有害物質規制法（TSCA）の 2016 年の改正に伴う移行作業を担う
CRRR に人的リソースを集めると同時に、予算廃止される各プログラムの必須業務（法定義務がある必要
最低限の業務など）は EPA の既存業務 の範囲内で継続すると説明した。
表 １-2 EPA の有害物質リスク評価・防止分野予算案の打合せ（単位：千ドル）
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2019 年度推定
分野合計

2020 年度要求

2019 年度～2020 年度比較
金額

割合

$92,521

$66,418

-$26,103

-28.2%

CRRR

$61,105

$66,418

$5,313

8.7%

EDSP

$7,553

$0

-$7,553

-100.0%

汚染防止

$11,236

$0

-$11,236

-100.0%

鉛リスク低減

$12,627

$0

-$12,627

-100.0%

出典：2020 会計年度大統領予算教書 EPA 付属資料 を参考に作成
なお、化学品関連以外も含む EPA 予算案全体について、連邦議会下院エネルギー商務委員会の環
境・気候変動小委員会が、公聴会を 2019 年 4 月 9 日に開催して EPA 長官のアンドリュー・ウィーラー
（Andrew Wheeler）氏に説明を求めた。なお、連邦議会では、2018 年 11 月の中間選挙の結果を受けて、
上院では共和党、下院では民主党が多数を占める「ねじれ議会」となっており、今回の公聴会が行われ
た下院での多数派党は民主党である。
公聴会の冒頭では、同小委員会のポール・トンコ委員長（Paul Tonko：民主党、ニューヨーク州選出）
と同小委員会のランキングメンバー（共和党筆頭）であるジョン・シムカス議員（John Shimkus：イリノイ州
選出）の他、フランク・パローン エネルギー商務委員長（Frank Pallone：民主党、ニュージャージー州選
出）がそれぞれ演説した後、ウィーラー長官が証言した。民主党のトンコ小委員長とパローン委員長が、
EPA の 31％の予算削減はトランプ政権が環境保護を優先課題とみなしていない証であるとしてこれに反
対したのに対し、共和党のシムカス議員は重複や無駄な負担となる規制やプログラムは排除すべきであ
るとして大統領予算案を歓迎した。また、ウィーラー長官は、今回の予算案が、無駄な公費歳出や規制に
よる負担を減らしつつ、必要不可欠な分野に継続して投資する、トランプ政権の決意を表すものであると
して、政権交代後の EPA の成果を説明しつつ、これを擁護した。なお、冒頭演説の後、小委員会メンバ
ーの各議員による質疑応答があった。その中で、シムカス議員は改正版 TSCA への移行に合わせて新
規化学品の審査・承認が滞っていることについて質問し、ウィーラー長官は政権交代に伴い EPA から人
材が流出したことが原因の一つであると述べた。同長官は今後人材を改正版 TSCA への移行に必要な
業務に集めることで、遅延を減らす努力をしていくと約束した。
2020 会計年度の連邦政府予算および歳出内容はその後、連邦議会下院と上院がそれぞれ発案・協
議し、2019 年 9 月 30 日までの可決を目指した。
その後、2019 年 8 月 30 日、NNI は大統領の 2020 年度予算要求に対する補足を公表した。この補
足は、21 世紀ナノテクノロジー研究開発法の下で要求される NNI の年次報告書として機能し、米国国防
総省（DOD）がそのナノテクノロジー投資に関して報告する要件に対処するものである。NNI によると、大
統領の 2020 年予算は NNI のために、「将来のブレークスルーにつながる基礎研究、早期応用研究、技
術移転の取り組みへの継続的な投資」のために 14 億ドル以上を要求した。2001 年の NNI の発足以来、
2020 年要求を含め、NNI は約 290 億ドルの支援を受けており、「アメリカ国民に役立つ技術的ブレークス
ルーへのその知識の転移だけでなく、ナノスケールで物質を制御する我々の基本的な理解と能力を促進
する投資の継続的な重要性」に反映させる。大統領の 2020 年予算は、11 機関でのナノスケール科学、
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工学、技術研究開発（R&D）を支援する。最大の投資を行っている 5 つの連邦組織（全体の 96%を占め
る）は以下のとおりである。


保健福祉省（HHS）／国立衛生研究所（NIH）（生命と物理科学の交差点におけるナノテクノロジ
ーベースの生物医学研究）



全米科学財団（NSF）（科学と工学のすべての分野にわたる基礎研究と教育）



エネルギー省（DOE）（新しい、改善されたエネルギー技術の基礎を提供する基礎および応用研
究）



DOD（防衛と軍民両用の能力を進歩させる科学と工学の研究）、そして



商務省（DOC）／国立標準技術研究所（NIST）（ナノテクノロジーのための測定・製造ツールの基
礎研究開発、分析方法論、計測、基準）

この補足は、プログラムコンポーネント領域 （PCA）ごとの機関計画と優先事項の予算情報とハイライ
トを表示している。これは、以下の 4 つの NNI 目標に向けた進捗の例が含まれる。


世界クラスのナノテクノロジー研究開発プログラムを推進する



商業的および公共的利益のために製品への新しい技術の移転を促進する



ナノテクノロジーを進歩させるために教育リソース、熟練した労働力、動的なインフラとツールセッ
トを開発し、維持する、そして


（ii）
①

ナノテクノロジーの責任ある開発を支援する

ACGIH
ACGIH® TLV®-CS 委員会による Carbon Nanotubes の情報要求

ア メ リ カ 合 衆 国 産 業 衛 生 専 門 官 会 議 （ American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH®)）化学物質の限界閾値 (TLV®-CS)委員会は、2019 年リスト上へのカーボンナノ
チューブや検討中のその他の化学物質/物理的作用因子を含めた。検討中リストに載せることは、TLV®
CS 委員会が限界閾値 (TLV®) の開発のためにカーボンナノチューブを選択したことを示す。 2019 年
7 月 30 日、ACGIH® は 2 つの階層の検討中リストのリリースを公表した。
第 1 階層は、開発プロセスでのそれらのステータスに基づいて、次の年に、意図された変更の通知
(Notice of Intended Changes；NIC)又は確定の意図通知(Notice of Intent to Establish ；NIE)として繰
り上がる可能性のある化学物質と物理的作用因子（レーザー、熱、騒音、放射線など）をリストする。 第 2
階層は、前に進まないが、来年の検討中リスト上に残っていくかまたはリストから削除される、それらの化
学物質と物理的作用因子で構成される。カーボンナノチューブは、第 2 階層に含まれる。
その後 2020 年に入り、TLV® CS 委員会は、2020 年の化学物質のリストにカーボンナノチューブお
よびその他の研究中の課題を含めた。 研究リストの下に置かれていることは、TLV®-CS 委員会が閾限
界値(TLV®；環境許容濃度値)の開発のためにカーボンナノチューブを選択したことを示している。
ACGIH®は、TLV®のレベル以下の暴露は病気や傷害の不合理なリスクを生まないという科学界の意見
を表す健康ベースの値として TLVs®を記述する。 TLV®-CS 委員会は、実質的なデータとコメントを求め
ており、経済的または技術的な実現可能性ではなく、健康と暴露に取り組むデータとコメントのみを検討
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していく。ACGIH®は、2020 年 7 月 31 日までに調査中のリストを 2 段階（Tier）リストに更新していく。
委員会がカーボンナノチューブの提案された TLV®を進めることにした場合、ACGIH®役員会はまず
提案された閾値を批准し、それは TLV®-CS 委員会の 2020 年年次報告書に NIE として公表される。 委
員会は、2018 年と 2019 年の化学物質のリストにカーボンナノチューブを含めた。
（iii） 米国消費者製品安全委員会
①

CPSC による 2020・2021 年度アジェンダ及び優先順位の効果ヒアリングの開催

米国消費者製品安全委員会（Consumer Product Safety Commission；CPSC）は、2019 年 3 月 19
日に、2019 年 10 月 1 日に開始する 2020 年度と、2020 年 10 月 1 日に開始する 2021 年度の、CPSC
のアジェンダおよび優先順位についてステークホルダー（利害関係者）すべてから意見を受けるため、
2019 年 5 月 1 日に公聴会を開催することを発表する連邦政府官報（通知）を公表した。 CPSC は、
次の質問にコメントを求めた。


CPSC が 2020 年度作業計画及び／または 2021 年度議会予算要求において、強調し、リソース
を投入することを考慮すべき優先事項は何か



どのような活動を CPSC は 2020 年度作業計画及び／または 2021 年度議会予算要求において、
強調しないと考えるべきか



CPSC はルールのどのような遡及的検討を 2020 年度作業計画及び／または 2021 年度議会予
算要求において考えるべきか



CPSC のプログラムは、CPSC の 2018-2022 年戦略計画で概説されている戦略的な目標に合
わせる。

CPSC の 2020 年度予算要求は、以下の 4 つの機関の優先事項に基づいている：


CPSC のリソースを最優先の消費者製品安全リスクに集中させる



違法な輸入品が米国市場に入ることを識別し、阻止するためのリスク評価方法論システムを運用、
維持し、開発することによって輸入監視をサポートし続ける



フォーラム、諮問グループ、セミナー、ウェビナー、ステークホルダー－政府間の技術的な議論、
ワークショップを通じて、すべてのステークホルダーを参加させることによって、コラボレーション、
アウトリーチ、および教育を強調する



ハザードを識別・評価し、識別されたハザードに対処する解決策を通知するために使用されるデ
ータ分析のソースと種類を拡大すること。

CPSC は、2020 年度予算要求に提示されている優先事項に関するコメントを要求した。また、CPSC
は、それが 2020 年度と 2021 年度に提案または進行中の安全標準の活動、規制、施行の努力に対して
任意の変更や調整を行うことを検討すべきかどうか、についてもコメントを要求した。コメントは、特定の取
組み項目が他よりも高く優先させるべきか、含めるべきでないか、または 2020 年度および/または 2021
年度の議題に追加されるべきかについてのコメントが、歓迎された。
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CPSC の 2018-2022 年度戦略計画は、CPSC は「消費者製品中のナノテクノロジーへの人への暴露
に関連する不当なリスクに対処するための使命に責任を持つ唯一の機関である」と、記している。CPSC
の規模と予算を考えると、消費者製品におけるナノ材料の使用の影響を調査するために、幅広い政府、
学術、民間企業との提携は、ミッションの成功を達成するために重要な要素である。CPSC は、今後の作
業は、以下に焦点を当てていく、と述べた。


消費者製品からのナノ材料へのヒトの暴露を決定し、特徴づけるための堅牢な試験方法を開発
すること



ナノ材料を含む製品の消費者使用を特徴付け、理解すること



ナノ材料の放出とその暴露の可能性を決定するための製品試験手法を開発することにより、製造
者、特に中小企業へサポートを提供すること

CPSC の 2020 年度予算要求によると、CPSC は、2019 年度と 2020 年度に消費者製品に影響を
与えるナノテクノロジーの研究または問題に関して作業するため、他の組織と の 3 つのコラボレーション
を確立、または維持する予定である。
口頭発表と書面コメントの依頼は、2019 年 4 月 17 日期限であった。
（iv） NIEHS
①

NIEHS 基金による研究「グラフェンのバリア層を通じての蚊咬合予防」

2019 年 8 月 26 日、国立環境衛生研究所(NIEHS)は、NIEHS 資金提供研究の結果が、グラフェンは
防虫剤中の化学物質と防護服の代替物となること示す、と発表した。研究「グラフェンのバリア層を通じて
の蚊咬合予防」は、全米科学アカデミー紀要に掲載された。
要旨によると、研究者は、グラフェンフィルムは軽い繊維系生地のために蚊咬合からの保護になるかも
しれない、と仮説をたてた。研究者は、生きている蚊実験、針の浸透力測定と機械的穿刺現象の数学的
モデリングを組み合わせて、グラフェン膜と蚊種ネッタイシマカの基礎的相互作用を検討した。結果は乾
燥状態のグラフェンやグラフェン酸化物ナノシート薄膜が、生きている人の皮膚への蚊の噛みつき行動を
抑制するのに非常に効果的であることを示した。
驚いたことに、行動試験は、主要なメカニズムは機械的穿刺抵抗ではなく、むしろホスト化学センシン
グとの干渉であることを示した。研究者は、干渉が「ヤブカ属がグラフェン膜の下に閉じ込められる皮膚関
連分子誘引物質を検出するのを防ぎ、噛みつき行動の開始を防止する分子バリア効果がある」ことを提
案した。外部膜表面上に人の汗や水を配置することは分子バリア効果を回避させる。このシナリオで、「グ
ラフェン酸化膜が水を吸収し、保護作用のない機械的に柔らかいゲルに変換する一方、元の状態のグラ
フェン膜は穿刺抵抗-機械的バリア効果-を通じて防護作用が続く」と記載している。
（v）
①

カリフォルニア州
超微粒二酸化チタンを含む PEL レビューの優先案 1 リストドラフト

カリフォルニア州労働安全衛生部(Cal/OSHA)の許容暴露限界 (PEL) の開発のための健康影響諮
問委員会 (Healthy Eating Active Communities；HEAC) が、2019 年 6 月 4 日に開催された。会議の
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議題によると、HEAC は HEAC レビューのための優先順位 1 物質の選択について議論する予定である
とした。HEAC は、10 化学物質から成る 2019 年優先順位 1 リスト草案を掲載している。リスト草案には
超微粒子(< 100 ナノメートル (nm))二酸化チタンが含まれた。HEAC によると、8 時間許容濃度は 1 立
方メートル 当たり 0.3 ミリグラム(mg/m3) である。カリフォルニア州は、多くの気中浮遊汚染物質の PELs
を採用しているが、二酸化チタンについては、カリフォルニア州規則コードのタイトル 8 のセクション 5155
の表 AC-1 は、他で規制されていない微粒子を参照している。他で規制されていない微粒子は、全ダスト
が 10mg/m3、吸入可能画分は、5mg/m3 である。すなわち一般の微粒子と同じ規制である。今回の、優
先順位 1 リスト草案は、ランキングのために使用される重要な考慮事項である各物質の要因を含んだもの
である。超微粒子 (< 100 nm) 二酸化チタンは、「雇用者によって労働者に装着される場合、労働者の
保護の強化に貢献できる [職業暴露限界(OEL)] の値の実質的な変化」をもたらすべきであるとする、フ
ァクター2 を付けてリストされている。
（vi） ニューヨーク州
①

家庭用クレンジング製品情報開示プログラム

2019 年 6 月 12 日、ニューヨーク州環境保全局（NYSDEC）は、2019 年 7 月 1 日から 2020 年 1 月
1 日まで、家庭用クレンジング製品情報開示プログラム（開示プログラム）の実施を遅らせると発表した。
NYSDEC は、2019 年 6 月 12 日の Environmental Notice Bulletin で、2020 年 1 月 2 日からの開始に
延期すると述べた。その通知によれば、NYSDEC は「製造者に対してウェブサイトのデザインに協力した
り、ウェブサイトや安全データシートのコンプライアンスの疑問に答えたりするであろう」。NYSDEC は、「製
造者が可能な限り最善の方法でこのプログラムを実行するよう、コミットし続ける」。
NYSDEC は先に 2019 年 7 月 1 日から 2019 年 10 月 1 日までの情報開示プログラムの施行におけ
る 3 ヶ月の遅れを発表した。また、2018 年 7 月に、NYSDEC は 情報開示プログラムでは、ニューヨーク
で販売されている洗浄剤の製造業者に対し、化学成分を開示し、懸念化学物質の正式なリストに掲載さ
れている成分を自社のウェブサイトで特定することを求めた。
開示プログラム認定書およびプログラム方針によると、ナノスケール材料である各成分について、ナノ
スケール材料を説明する用語を開示する必要がある。例えば、ナノスケール材料が炭素である場合、本
開示は「ナノスケール」炭素という用語を使用すべきである。NYSDEC のプログラム方針は、「ナノスケー
ル材料は、ナノスケールで製造または処理された報告可能な化学物質の[有害物質規制法（TSCA）]の
定義を満たす化学物質である、と述べている。その定義は、一部には、TSCA のセクション 3 で定義され
ている、25°C および標準大気圧で固体の化学物質であり、凝結体及び凝集体を含む、少なくとも一次
元で 1〜100 ナノメートルのサイズ範囲にある、粒子の形で製造または加工されている、また、そのサイズ
のために独特で新規な特性を示すように製造または加工されている、報告されるべき化学物質である。報
告されるべき化学物質には、凝結体や凝集体を含む粒子のうち、重量基準で 1％未満のサイズの粒子が
1〜100 ナノメートルの範囲内で製造または加工された化学物質は含まれない。
その後、2019 年 8 月 27 日、ニューヨーク州最高裁判所は、家庭用および商業用洗浄製品協会(The
Household & Commercial Products Association；HCPA)とアメリカクリーニング研究所(The American
Cleaning Institute；ACI)が提供するニューヨーク(NY)家庭用クレンジング製品情報開示プログラム(開示
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プログラム)に対する異議申し立てに対して決定を出した。開示プログラム認定書及びプログラム方針によ
れば、ナノスケール材料である各成分について、ナノスケール材料を記載した用語を開示しなければなら
ない。HCPA と ACI は 2018 年 10 月にニューヨーク州環境保全局(NYSDEC)に対して訴訟を起こし、開
示プログラムはガイドラインと言うよりむしろ規則であり、国家行政手続法(SAPA)に違反して設立されたと
主張した。その決定で、裁判所は、開示プログラムが「無効」であると判断し、SAPA に準拠する指令で
NYSDEC に問題を付託した。裁判所決定に関する詳細は、Bergeson & Campbell 事務所の 2019 年 8
月 30 日のメモ「「無効」と裁定された NY 環境保全家庭用品情報開示プログラム」に記載されている。
（vii） その他
①

“ナノのすべてを Lisa E. Friedersdorf 博士とともに”を聞ける新しい Podcast Episode

2019 年 8 月 15 日、Bergeson & Campbell 事務所の「化学物質の全て」ポッドキャストのエピソード
“ナノのすべてを Lisa E.Friedersdorf 博士とともに”の中で、“Nano and Other Emerging Chemical
Technologies Blog”を発行している Lynn L. Bergeson は、all things nano を討論するため、National
Nanotechnology Coordination Office (NNCO)のディレクター、Friedersdorf 博士と直接話し合った。彼
らの会話の中で、Friedersdorf 博士は、ナノテクノロジーの研究と開発を促進し、ナノテクノロジーについ
て人々を教育し、ナノの潜在的な環境・安全・健康への影響を理解することによってナノの責任ある発展
を確保するための政府プログラムである NNI の中心目標と課題を分かりやすく述べた。
Friedersdorf 博士 は、NNCO での彼女の仕事が、ナノテクノロジーの適用と実行に利用可能な何十
億ドルの資金が効率的で、投資に対する最大のリターンを招き、他の国際的なナノの取り組みと連携され
る方法で割り当てられるのをどのように直接助け、確実にするかを説明した。また、彼らは、農業と化学品
生産の分野のための技術の潜在的な将来のアプリケーションだけでなく、ナノテクノロジーのための素晴
らしい驚くべき、ユニークなアプリケーションのいくつかを討論した。
②

ナノテクノロジーと規制の確実性に関する論文

米国弁護士協会(ABA)の科学技術法のセクションによって出版された The SciTech Lawyer の 2019
年 秋 号 のナノ テクノ ロ ジー の 特 集に 、Lynn L. Bergeson （ナ ノに つい てのブ ロ グ を発 行 している
Bergeson & Campbell, P.C.の代表）と Carla N. Hutton（同事務所の規制アナリスト）による共著論文「ナ
ノテクノロジーと規制の確実性はかつてないほど近づいている」が掲載された。ナノスケールの技術とその
結果として生じる技術革新は、長い間、科学者や発明家の想像力、規制当局の精査、非政府組織や消
費者監視人(watchdog)の不安を捉え続けてきた。しかし、過去 10 年かそこらで、科学的および規制のコ
ミュニティがこれらの最初の懸念を和らげる信頼できる仕事をしてきたという説得力のあるケースを作ること
ができ、したがって、ナノ対応製品の実用化によって起こされる世界的な災難を予想した否定論者
(naysayer)に対して勝利を主張することができる。論文は、米国環境保護庁(EPA)と米国食品医薬品局
(FDA)が、ナノ材料が人の健康と環境にリスクを及ぼさないことを確実にするために、彼らの既存の権限を
どのように使用しているかの概要を提供している。完全な論文はセクションメンバーのみが利用できる。
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③

米国連邦および国際化学規制政策の予測 2020

Bergeson & Campbell, P.C. (B&C®；化学物質管理専門法律事務所)とその系列のコンサルティング
関連会社 The Acta Group (Acta®)は、「米国連邦および国際化学規制政策の予測 2020」を 2020 年 1
月 9 日に発表した。この非常に詳細かつ包括的な文書では、B&C および Acta の法的、科学的、規制の
専門家は、米国および世界的な化学法制および政策における主要な動向を抽出し、我々が新年に予想
される主要な開発の形に関する、最良の情報に基づいた判断を提供する。この文書は、オンデマンドで
利用可能な B&C ウェビナーとポッドキャストのリストだけでなく、B&C 事務所が出したスピーチとライティン
グ及びウェビナーとポッドキャストのリストを含んでいる。その内、二つのテーマについての記述を紹介す
る。
１． 米国の化学物質規制予測の概説
くまのプーさん-「ああわざわざ（Oh Bother!）」-を引用して、新年に何を予想するかを紹介する。3 年に
わたる党派的悪口の増加の後、2020 年は大騒ぎになると予想されている。2019 年に EPA が予算の議
論、議会の監視、および環境問題に関する具体的な政策の違いに影響を受けたことは驚くことではない。
2020 年は、EPA が直面するより激動の年の 1 つであると見込まれている。特に気候変動は一部の大統
領候補にとって決定的な問題であると思われ、それはフリートマイレージ基準、州の権利、エネルギー生
産、および一般的な環境の持続可能性の組み合わせ、およびそれがグリーンニューディールによってど
のように規制されるかについての議論に追加される。年間を通じて大統領選挙と弾劾プロセスに投じられ、
2020 年は「予想外の年」となるであろう。
2019 年には論争がなかったわけではないが、トランプ政権の最初の 2 年間と比較して、いくつかのこ
とが EPA にとって落ち着いたようである。特に、EPA は最終的に、管理者の Andrew Wheeler（2019 年 2
月 28 日に承認）、および化学物質の安全と汚染防止局（OCSPP）の副管理者（AA）の Alexandra Dunn
（2019 年 1 月 2 日に承認）の指名が上院で承認された。注目に値するのは、AA のダンの承認公聴会で
表明された、超党派的な支持があったことである。しかし、ダンの承認は、一部の有毒物質規制法（TSCA）
の実施に関する規則および連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（FIFRA）の労働者保護基準（WPS）に関する
規則の提案された変更を撤回する当時の管理者ホイーラーからの手紙に基づいていると報告された。そ
れは批評家がオバマ政権時代に課せられた要件を弱めることを恐れていたことであった。FIFRA WPS プ
ログラムに関して撤回された変更には、指定された代表者と最低年齢に関する規定の変更、および適用
除外ゾーン（AEZ）に関する規定が含まれていた。以下で議論される 2018 年の農薬登録改善延長法
（PRIA 4）には、WPS プログラムのどのような変更が許可されるかに関する明示的な法的規定が含まれて
いた。したがって、2019 年 11 月 1 日、EPA は、農薬散布中の労働者や傍観者への意図しない暴露を防
ぐために設計された要件を明確にする AEZ 条項の「狭い更新」を提案した。84 Fed. Reg. 58666. 提案
についてのコメントは 2020 年 1 月 30 日である。より広範なシグナルとして、おそらくこれは、ウィーラー氏
が前管理者のスコット・プルイット氏の方針よりもわずかに上院民主党員に協調的なアプローチを取ること
を示した。これはまた、トランプ大統領の就任以来、OCSPP が AA の地位に就くまでに 2 年が経過したこ
とを意味した。今日まで、重要な上級政治職はまだ空席のままである（例：研究開発局（ORD））。
2019 年には民主党が下院を掌握し、その新しいリーダーシップにより、下院委員会が、2016 年に
TSCA を修正した、21 世紀のための化学物質安全フランク・R・ローテンバーグ法 （Lautenberg）の実施
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及び農場労働者の適切な保護を含む FIFRA 関連のさまざまな問題を含む、多様な問題を調査するため
の EPA が監督する約束された議題の検討を開始した。2020 年の大統領選が激化するにつれて、EPA
はさらに詳細に調査されることが予想される。 同時に、政権は、以前の政権と同様に、より合理的な規制
要件、より迅速なスーパーファンド法による浄化、科学的評価の改善、目標を達成するための予算の削減
など、予想される大統領の第一期の成果を明確にする。もちろん、環境保護の問題が政党のプラットフォ
ームに織り込まれているため、選挙が近づくにつれてこれらの主張は議論する余地がある。
制定後 3 年半が過ぎた TSCA 改正が、重要な用語の定義と化学的リスクを評価するための適切なア
プローチに関する重要な決定ポイントに到達するため、議題は盛んなままである。FIFRA は、個々の農薬
（例：グリホサート、クロルピリホス）、および省庁間調整に合わせて行われる絶滅危惧種法（ESA）の EPA
の遵守に関する継続的な議論および訴訟の両方に関係する問題で議論を呼んでいる。
選挙年の政治の文脈は、2020 年を通じてイニシアチブと議論の両方を彩り、年末には、新しい政権
が引き継ぐ態勢を整える可能性が高い。あるいは、再選された政権は、その勝利を現在のアプローチの
正当性の兆候とみなす可能性が高く、それは第 2 期中に優先順位を繰り上げる可能性がある。その結果、
いつものように、一般的な EPA の行動、特に OCSPP の問題について重要な議論が行われると期待でき
る。
２． 米国のナノテクノロジー


ACGIH®：2020 年、化学物質の ACGIH®限界しきい値（TLV®-CS）委員会は、化学物質のリスト
および研究中の他の問題にカーボンナノチューブを含めることができるであろう。カーボンナノチ
ューブがリストに載っていれば、利害関係者は実質的なデータとコメントを提出する機会がある。
TLV®-CS 委員会は、2018 年および 2019 年の化学物質のリストおよび研究中の他の問題にカ
ーボンナノチューブを含めた。



NIOSH： 2018 年 9 月に NIOSH は最新情報広報（CIB）：銀ナノ材料への職業暴露の健康影響
の改訂版原案を発行した。2018 年ドラフト CIB には、空中呼吸可能な 8 時間の時間加重平均
（TWA）として、1 立方メートルあたり 0.9 マイクログラム（μg/m3） 濃度の銀ナノ粒子（100 ナノメ
ートル（nm）未満一次粒子サイズ）の推奨暴露限界（REL）が含まれている。REL は、銀ナノ材料
を生産または使用するプロセスに適用される。2019 年に、NIOSH は最終的な CIB を準備する際
に、ピアレビューと利害関係者のコメントをレビューした。修正された CIB ドラフトの詳細について
は、2018 年 9 月 19 日のブログアイテム「NIOSH が銀ナノ材料への職業暴露の健康影響に関す
る修正されたドラフト CIB を公開し、オンライン会議を開催する。」が利用可能である。
NIOSH は 2019 年に RTI International と協力して、工業ナノ材料（ENM）に関連するサービスを
製造、流通、組立、処方、使用、または供給する企業に対する調査を始めた。調査の目標は、職
場での ENM の安全な取り扱いのためのガイドラインおよびリスク軽減対策に対する NIOSH の貢
献の影響を評価することである。NIOSH は、研究課題を通知する調査からのフィードバックを使
用して、ナノ材料労働者の安全と健康を管理するためのガイダンスの関連性を高める。
NIOSH は 2019 年 12 月 17 日に連邦登録通知を発行し、カテゴリ別職業暴露限度（OEL）の開
発において評価するために、ENM の毒物学的および物理化学的データに関する情報を求めて
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いる（84 Fed. Reg. 68935.）。NIOSH は、ENM への職業的暴露の健康への悪影響の可能性を
評価するために、公開および未公開のレポートおよび研究結果を含む情報の取得を目指してい
る。情報の期限は 2020 年 2 月 18 日である。NIOSH は、このリクエストに応じて提出された関連
情報を含む可能性のある、ENM のカテゴリ OEL の開発のためのデータ、方法、調査結果を説明
する技術報告書を発行する予定である。NIOSH は、技術報告書草案を、その後の連邦官報通
知でパブリックコメントのために利用できるようにする。
２） EU
（ア） REACH 規則関連
REACH 附属書の改訂

（i）

欧州委員会は、ナノ材料登録のための REACH 附属書 I、III、VI、VII、VIII、IX、X、XI および XII を改
訂し、2020 年 1 月 1 日より施行された。この改訂は、ナノ形態を REACH の下に登録する際の法的要件
が何であるかをさらに明確にし、ECHA のナノ材料に対する REACH をより効果的に実施する能力を向上
させるものである。
欧州委員会によれば、REACH は「ナノ物質に対して常に適用されてきたが、ナノ物質に関する明確
な規定を含んでいないため、ナノフォーム（ナノ形態）にある物質をどのように登録するかを知らない企業
がしばしば存在した」と指摘している。欧州委員会は、この改正規則と新要件は、どのナノ物質がどの程
度の量市場に投入されているのかについての知識のギャップを埋めるのに役立つとし、REACH 適用対
象のナノフォーム（ナノ形態）のすべての物質に対して、新しい条項を適用しなければならないと述べてい
る。また、ナノフォーム（ナノ形態）物質の登録者に対し、改正内容に習熟し、規則を遵守するためにどの
ような措置を採る必要があるかを判断するよう強く奨励している。
①

REACH「ナノ形態（nanoform）」の Cefic 解釈

REACH の下での用語「ナノ形態」の業界団体の解釈は、達成するために 8 年掛かった合意を「再
交渉する」ことを試みているという非難につながっている。2019 年 7 月 1 -2 日の REACH と CLP
（Caracal）の会議のために所轄当局に提出された「テクニカルペーパー」の中で、欧州化学工業連盟
Cefic は、複数のナノ材料製品グレードは、特定の状況では単一のナノ形態に対応できる、と記している。
それは EU でナノ材料を扱う企業が、ナノ材料特有の REACH 附属書改正にどのようにアプローチする
かを示すため、その意見表明は重要である。しかし、NGO Center for International Environmental Law
（Ciel）は、「「実行を容易にすることを」装って」、Cefic は合意を「再交渉」することを試みている、と述べ
ている。
2019 年、Cefic は広く改正を歓迎し、それらは業界のためにより予測可能な規制環境を創出し、ナノ
材料が「標準化された方法」で扱われることを保証するのに役立つだろうと言った。しかし、また、それは、
検証された試験方法及び実験室での準備の不足のため、新しい試験データが間に合うように準備できな
いかもしれない懸念を生じさせた。このテクニカルペーパーで、Cefic は、改正に関する「問題と可能な解
答」の範囲を特定している。「Cefic は、それらが附属書 VI のセクション 2.4 で定義されたナノ形態のた
めの物理化学パラメータに適切に当てはまる場合、ナノ形態は、同じ物質のいくつかの製品グレードを含
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むことができることを明確な言葉で示すことが必要であると考えている」と、ペーパーは述べている。「他の
解釈は、単一商品グレードレベルでの情報が必要になることがあるという理解につながる可能性がある。
REACH は物質に基づいた規制であり、それ故に、個々の市場製品に基づく情報を必要とすることは、ナ
ノ材料のための凹凸のある場を創ることになるだろう。」改正は、データ提出の目的のために「セット」の中
にナノ形態のグループ化のオプションを含める。しかし、このアプローチを取る登録者は、グループ化の
ための「適切な正当化」を提供しなければならない。
また、ペーパーでは以下のようにも述べている。


規制当局は、類似したナノ形態の大きなセットの形成と、異なるエンドポイントのためには異なる
セットの形成を支援すべきである



契約実験室は、プロトコルに適応し、スタッフを訓練する時間を必要とする



規制当局は、附属書中で数回使用される用語には、「適切な正当化」の例を提供すべきである



登録者は、まだ開発下にあるテストガイドラインとガイダンス文書を考慮するため、書類中で既存
データまたはフレーズ「提案された試験、未だ入手可能でないデータ」を使用できる必要がある



吸入は、ナノ材料にとって摂取に比べて、「暴露のより妥当な経路かもしれない」



追加の物理化学的パラメータに対する当局からの日常的な要求は「受けることができない」



「決定的なガイダンスが欠落しているので」、2020 年 1 月 1 日までに登録書類中で REACH 附
属書改正を実行することは業界にとって「不可能」である

Ciel’s Geneva office のマネージング弁護士 David Azoulay は、Chemical Watch 誌に、Cefic によ
って提案された多くの「ソリューション」は、登録者のための情報要件を減らすだろう、と語った。彼らは、登
録者が既に別の形態または形態のセットのために使用されたデータセットを使用して、より多くの場合、書
類一式（ドシエ）にその物質の形態を含めることができることによってこれを行う。ナノ材料の特定の物理
化学的性質を特定の毒性学的転帰とリンクさせることは現在可能ではないために、これは問題がある、と
彼は付け加えた。したがって、規制当局は市場にあるすべての製品の安全性を完全に評価することがで
きないだろう。「Cefic は、附属書改訂は彼らが積極的に関与させられた長い交渉の結果であったことを無
視するふりをする... 彼らが合意と妥協をもって直接争ってきた彼らの要求のほとんどが、みな受け入れら
れないとみなされるべきである。」
ECHA の広報担当者は、ナノ形態の概念は加盟国当局、市民社会団体 Cefic を含む業界の代表者
と「広く」議論されてきた、と述べた。さらに、その概念は、最近のパートナー専門家グループ (PEG)会議
で「明確に合意された」。「我々は、現在のガイダンス案は Cefic の技術文書で言及されている点だけで
なく、業界によって起こされる懸念の多くに取り組んでいる、と考えている」と ECHA の広報担当者は説明
している。「ECHA のガイダンスによると、登録者は、それらが同じ物理化学パラメータや狭い変動しかな
い場合、最小限の正当化をもって、セット中に異なるナノ形態を一緒にグループ化できる。セット中に割り
当てられた場合、セットの境界のみがキャラクタライズされる必要があり、その中のすべてのナノ形態につ
いて実施する必要ない」と広報担当者は説明している。
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②

ナノ形態のために更新された REACH 情報要件に関するウェビナー

2019 年 11 月 12 日、 ECHA は REACH 規則の下でのナノ形態（nanoform）に関する改正情報要件
に関するウェビナーを開催した。EC は、2018 年 12 月 3 日、ナノ材料の情報要件を明確にするために複
数の REACH 附属書の修正を採用したと発表した。改正された要件は 2020 年 1 月 1 日から適用されて
いる。ECHA は、更新された附属書は、新しい概念: ナノ形態と同類のナノ形態のセットを導入する、と述
べている。また、更新された REACH 附属書 VI は、物質のナノ形態に対する特定のキャラクタリゼーショ
ンパラメータを定義する。2019 年 11 月 12 日ウェビナーの最初の部分は、ナノ形態とは何か、また同類の
ナノ形態のセットを構築する方法を説明する。また、ナノ形態のキャラクタリゼーションのためのデータ要
件を満たす方法を説明する。2 番目の部分は、ナノ形態のキャラクタリゼーションパラメータを報告するた
めの新しい国際統一化学情報データベース（IUCLID）フィールドを紹介し、異なるフィールドの使用方法
に関する実用的な例を示した。
（ii）
①

REACH ガイダンス文書の更新・改訂
ナノ材料に対する新しい REACH 要件への準備の要請

ECHA は 2019 年 10 月 8 日にプレスリリースを発表し、2020 年 1 月 1 日までに、企業は REACH 規
則の下で EU 市場にあるナノ材料に関するより多くの情報を提供する必要があることを企業に思い出させ
た。新しい情報要件は、REACH の下で登録の対象となる物質のナノ形態（nanoform）を製造または輸
入する企業に関連するものである。
ECHA は、目的は企業が人の健康と環境のためにナノ形態の安全な使用を実証するのに十分な情報
を提供することを保証することであり、登録者が 2020 年 1 月 1 日までに既存のドシエをナノ形態固有の
情報を用いて更新することを期待する、と記している。改正は、ナノ形態をカバーするすべての新規およ
び既存の登録に適用される。
ECHA は、新しいナノ固有のガイダンスは、企業が附属書 VI の変更に準拠するのを助けることを目的
としている、と説明している。さらに、ECHA は、変更を反映するため、ナノ形態とナノ形態のセットの間のリ
ードアクロスに関するガイダンスを更新している。ECHA は、2019 年末までに両方の文書を準備する予定
である。また、ECHA は、人の健康と環境のための 2017 年に ECHA ガイダンスを更新している。ECHA
によると、経済協力開発機構（OECD）は、ナノ形態に関して生成されたデータが信頼性が高く、規制基
準を満たしていることを確実にするために、REACH の下で使用される既存のテストガイドラインの一部を
改訂している。改訂された REACH 附属書の概要と利用可能な試験方法は、ナノ材料のための EUON
のウェブサイトで入手できる。
2019 年 10 月 30 日、IUCLID は、ナノ形態とナノ形態のセットの特徴を報告するための新しいデータ
フィールドにより更新される。2019 年 10 月 30 日以降、ナノ形態にある物質をカバーする登録を提出する
意図がある登録者は、ナノ形態またはナノ形態のセットに関する完全なキャラクタリゼーション情報を提供
する必要がある。ECHA によると、完全性チェックは、ナノ形態のセットがセットを作成する正当性があると
いう検証を含んでいなければならない。以前と同様に、IUCLID ツールは、これらのナノ形態またはナノ形
態のセットを、ドシエの他の部分中のそれらの特性およびハザードに関する関連データとリンクする手段
を含んでいる必要がある。ECHA は、ナノ形態に関する情報を提出する企業は、以前のバージョンを用い
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て正常な提出を準備することができないため、新しいバージョンの IUCLID を使用する必要がある、と説明
している。
②

ナノ形態物質を登録するための新しいガイダンス文書更新版

ECHA は、2019 年 12 月 3 日、登録および物質識別に関するガイダンスに適用されるナノ形態の新し
い付録「Appendix for nanoforms applicable to the Guidance on Registration and Substance
Identification」を開発したと発表した。ECHA によると、それは ECHA のガイダンスを、ナノ材料に適用さ
れる 2020 年 1 月 1 日に発効する REACH 規則の改正附属書と一致させる。新ガイダンス文書は、ナノ
形態という用語について説明し、ナノ形態のセットを構築して正当化する方法に関するアドバイスを提供
し、報告される必要がある特性情報について説明する。
ECHA は、新しいガイダンス文書のアドバイスを反映させるために、QSAR および化学物質のグルー
プ化に関するガイダンスに適用されるナノ形態のための附属書を更新した。ECHA は、更新はまた、異な
る(セットの)ナノ形態の物質間のハザードデータの使用を正当化するために、ナノ形態のセットを作成す
ることとリードアクロスの間の違いを明確にしていると説明している。ECHA は、2020 年中に人の健康と環
境情報の要件に関する既存のガイダンスを更新し続けるとしている。登録者が新しい情報要件を満たす
ようにサポートするため、利用可能なテストガイドラインおよびその他の認識された方法と標準の最新の概
要が、欧州連合ナノ材料オブザーバトリー (EUON)で入手できる。
③

その他ナノ材料に関するガイダンスの更新等

ECHA は、REACH 規則に係るナノ材料に関する既存のガイダンスのうち、以下のガイダンスの更新を
行った。


Appendix to Chater R.6-1 for nanoforms applicable to the Guidance on QSARS and
Grouping of Chemicals：「情報要件及び化学物質安全性評価に関するガイダンス」の「パート B.
ハザード評価」の「Chapter R.6 – QSARs and grouping of chemicals 」の付録。2019 年 12 月
に Version2 を公表。



Appendix to Chapter R.8: Guidance for preparing a scientific report for health-based
exposure limits at the workplace：「情報要件及び化学物質安全性評価に関するガイダンス」の
「パート B.ハザード評価」の「Chapter R.8 – Characterisation of dose [ concentration] –
response for human health」の付録。2019 年 8 月に Version1 を公表。

（イ） 欧州連合理事会
①

持続可能な EU 化学物質政策戦略の政治的ガイダンス

2019 年 6 月 26 日、欧州連合（EU）理事会は、「持続可能な EU 化学物質政策戦略の開発に関する
政治的ガイダンスを提供」することを意図した化学物質に関する結論を採択した、と発表した。2019 年 6
月 26 日のプレスリリースは、結論では、REACH 規則、内分泌かく乱物質、ナノ材料、医薬品のトピックに
特に取り組む、ことを言及している。プレスリリースによると、理事会は、それらの「年間トン数が 1 トン/年
のしきい値を下回っているので REACH の下でこれまで登録されなかった」ナノ形態の物質の特徴づけ
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（キャラクタリゼーション）、有害性（ハザード）、暴露の可能性に関する利用可能な研究データを収集し、
作成する欧州化学品庁（ECHA）の任務を拡張するように、欧州委員会（EC）に要求する。また、理事会
は、EU は「2017 年に発足したナノ材料に関する EU-Observatory（EUON）のパフォーマンスと影響を
評価することを ECHA に定期的に求める」べきである、と述べている。
以下に「結論」の詳細を紹介する。
欧州理事会は 2019 年 6 月 26 日、持続可能な EU 化学物質政策戦略の策定に関する政治的ガイダ
ンスを提供する化学物質に関する結論を採択した。結論は特に REACH、内分泌かく乱化学物質、ナノ
材料および医薬品のトピックを取り上げている。
この結論の中で、欧州理事会は、人の健康と環境を、化学物質の健全な管理を通じて保護する必要
性を強調している。また、EU の化学物質関連法の一貫性と有効性を高めるために、EU の法律全体にわ
たって化学物質リスク評価と化学物質管理を改善し主流化する必要性を強調している。
また、子供や妊娠中や授乳中の女性などの脆弱なグループの保護を調整するための適切なメカニズ
ムを開発する必要性を強調している。これには、神経毒性や内分泌かく乱化学物質を含む懸念物質に関
する EU 関連法規への一貫したリスク管理要件の導入が含まれるべきである。
理事会を構成する各国の閣僚は、グリーンで持続可能な化学物質及び化学物質でない代替物の促
進、並びにこれに関する研究及びサービスに基づくビジネスモデルを求めている。
欧州理事会は、懸念物質を置き換えるために中小企業を支援する必要性を強調し、消費者が情報に
基づいた選択を行えるようにするための情報に対する権利を強調している。
理事会はまた、人の健康と環境を保護するために適切な行動をとることを可能にする、新たに出現す
る化学物質のリスクを特定するための EU レベルでの早期警告システムの開発と実施を支持する。
理事会は、無毒性環境のための EU 戦略をさらに遅滞なく開発することを委員会に要請し、包括的な
長期的に持続可能な EU 化学物質政策のための明確な目的を提案する。それは、欧州委員会に対し、
無毒性環境のための EU 戦略に対するフォローアップ措置を実施し、化学物質に関連した将来の課題に
取組むように、第 8 次環境行動計画のコミットメントの提案に含めるよう求める。理事会はまた、持続可能
な資金調達と ECHA の資金調達の必要性を強調し、他の立法分野への関与を呼びかける。
結論では、以下のトピックも取り上げられている。


医薬品：欧州理事会は、医薬品およびその残留物から環境へのリスクを低減するための具体的
かつ野心的な行動を加速することの重要性を強調している。



REACH：欧州理事会は、委員会と ECHA に対し、2019 年 12 月までに REACH の一式文書遵
守に関する行動計画を策定するよう要請する。理事会はまた、REACH の承認および制限手続を
改善することの重要性を強調している。



ナノ材料：


ナノ材料についての使用と暴露に関する情報を収集し、この点に関してリスク評価と検証済
み試験方法を更新および改善する必要性を強調する。



委員会に対し、ナノ材料の定義に関する勧告の見直しを終え、必要に応じてそれを改訂し、
法的拘束力のある定義によってすべての法律においてナノ材料が一貫して識別され対処さ
れることを確実にするよう要請する。
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2017 年に ECHA がナノ材料に関する EUON を 2020 年までの使命で立ち上げたことに留
意する。



年間のトン数が 1 トン/年のしきい値を下回っているためにこれまで登録されていなかった物
質の特徴づけ（キャラクタリゼーション）、有害性（ハザード）および潜在的暴露に関する研究
データを収集して利用可能にするために ECHA の任務を拡大し、ECHA に、EUON のパフ
ォーマンスと影響を評価するよう定期的に依頼するように委員会に要請する。



内分泌かく乱物質：理事会は、内分泌かく乱物質への暴露を最小限に抑え、技術的にも実用的
に可能な限りより安全な化学物質による代替を促進することにより、人の健康と環境を高レベルで
保護し、明確かつ具体的な措置を講じた行動計画とそれを実施するための野心的なスケジュー
ルを遅滞なく提供するよう委員会に要請する。

（ウ） 欧州委員会
（i）

MSC

①

自動車ブレーキパッド中のナノ材料の試験

ECHA の加盟国委員会（Member State Committee；MSC）は、加盟国がコミュニティ・ローリング ア
クション・プラン（CoRAP）の下での物質評価中に暴露情報を要求できることを決めた。しかし、REACH
の登録および承認は使用と暴露データを含むため、物質評価プロセスが暴露データを要求する「最も効
率的または効果的な」方法であるかどうかに関して疑問が残る、と MSC 議長 Watze de Wolf は述べてい
る。
2019 年 5 月 14-16 日の会合で、MSC は酸化亜鉛とチタン酸カリウムに関する物質評価例を討論し
た。評価加盟国として、ドイツはナノ酸化亜鉛の使用に関する特定の情報を要求しており、MSC も長期環
境毒性試験に合意した。「試験は亜鉛イオンが毒性の原因であるかどうか、またはナノ形態（nanoform）
自体が、毒性を強めることができるのかを決定するために十分である」と de Wolf 博士は述べた。一方、フ
ランスは、自動車用品、自動車ブレーキパッドで使用されているチタン酸カリウムを評価している。その物
質は、生体内持続性の世界保健機関（WHO）基準を満たす繊維を含むことがある。そのような繊維は、5
μm よりも長く、3μm 以下の直径と 3:1 を超える長さ-直径比を有する。「WHO 繊維は発がん性の可能
性がある、そして問題はそれらが登録された物質の使用から、または、それらが使用されるアプリケーショ
ンから形成されるかどうか、または登録されている物質が WHO 繊維の或る量を既に含んでいるかどうか
である」と de Wolf 博士は述べた。フランスは、ブレーキパッドの使用をシミュレートし、繊維を探す新しい
試験を要求している。MSC は、ブレーキパッドが川下使用者によって製造されるだけかもしれないことを
考えて、登録者が情報を提供すべきかどうかについて議論した。登録者は、「これが彼らの管理の範囲を
超えない場合、シミュレーションテストを実行する必要がある」と de Wolf 博士は述べた。その他の場合は、
「WHO 繊維が生成されないことを確認することは川下ユーザー次第である」と付け加えた。
試験がこれらが生成されるまたは製品中に 0.1% を超えるレベルであることを示す場合、90 日間慢
性吸入毒性試験も必要とされるであろう。
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（ii）
①

ECHA
REACH ナノ材料コンプライアンスチェック

ECHA は、以前に懸念が特定された物質に優先順位を付けることにより、2020 年にナノ形態を対象と
する REACH 登録関係書類のコンプライアンスチェックを開始する、と発表した。
企業は、2020 年 1 月 1 日までに、EU 市場のナノ形態（nanoform）に関する REACH 関係書類に詳
細な情報を提供するよう求められている。これは、Cefic が「極めて厳しい」と述べてきた締切りである。物
質のナノ形態は、EU のナノ材料の定義を満たす形態である。単一の登録書類には、粒子サイズ、結晶
相、表面処理などの物理化学的特性の点で異なる複数のナノ形態が含まれる場合がある。REACH 附属
書は 2018 年、登録者が人健康と環境のためのナノ形態の安全な使用を実証するのに十分な情報を提
供することを確実にするために改訂された。この改正は、ナノ形態を対象とするすべての新規および既存
の登録に適用される。コンプライアンスチェック用のナノ形態の識別と優先順位付けについては、「他の物
質と同じ原則が適用される」と ECHA は説明するとともに、「これは、彼らの選択が懸念に基づいているこ
とを意味し」、この作業は、コミュニティローリングアクションプラン（CoRAP）にリストされているナノ形態物
質と「慎重に整合される」であろうと、付け加えた。これらのナノ形態で得られた経験に基づいて、2020 年
末に向けて、他のナノ形態のコンプライアンスチェックがさらに増えるであろうと ECHA は説明している。
なお、Cefic は、1 月の提出期限を尊重することの実現可能性に疑問を呈している。
化学物質管理専門誌 Chemical Watch へのコメントで、ECHA は、「準備する時間が短い」ことと「複雑
さはまだ残っている」ことを認め、数年続くと予想される既存の OECD 試験方法の改訂作業を引用した。
しかし、「法的期限は設定されており、尊重される必要がある」と付け加えた。企業が試験提案を必要とす
るさらなる試験を実施する必要がある場合、同機関は「これは、登録書類に明確に示されるべきである」と
付け加えた。Cefic は、「ナノ材料の登録を可能にするソリューションを見つけるための最近の ECHA の努
力を高く評価する」。そして、業界は登録に対応するために「最善を尽くす」と付け加えた。また、実際的な
課題は残っており、これらは徐々に対処する必要があると付け加えた。
ECHA は、2019 年 11 月 6〜7 日に REACH および CLP の所管官庁の会議（Caracal）に先立って
配布された文書で、新しい要件の実行に関する活動を概説した。これは、物質評価と企業から提出され
た試験提案に関する情報に基づいて、将来のコンプライアンスチェックを準備すると述べている。また、登
録書類に、ナノ形態の固有の特性を特徴付ける「関連性と信頼性のある」情報がどのように含まれている
かを監視するであろう。ナノ材料専門家グループ（NMEG）は、書類の品質のレビューに貢献するだろうと
文書は述べている。また、2020 年後半に向けて、NMEG の使命は、ケース固有のアドバイスを提供する
作業を調整するためにさらに修正される予定である。2019 年末までに、ECHA は、企業が附属書 VI デ
ータ要件の変更に準拠するのに役立つ新しいナノ固有のガイダンスをリリースすることを計画しており、ナ
ノ形態またはナノ形態のセット間のリードアクロスに関するガイダンスを更新する。2020 年の第 1 四半期に、
人健康に関連する情報要件に関するガイダンスの改訂版の利害関係者とのコンサルテーションを開始し、
その後、同四半期に開始される環境情報要件の改訂を開始する。
②

ナノ材料のための REACH 附属書の改訂に関するウェビナーからの Q&A を公開

2020 年 1 月 1 日時点で企業は、REACH 規則の更新された附属書の下で、欧州連合(EU)市場にあ
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るナノ材料に関してより多くの情報を提供しなければならない。 ECHA は、2019 年 11 月 12 日に改訂さ
れた附属書と企業が新しい要件を満たす準備をする方法についてウェビナーを組織した。ECHA は、ウ
ェビナーの第 1 部がナノフォーム（ナノ形態）とは何か、そして類似したナノフォーム（ナノ形態）のセットを
構築する方法を説明したと述べている。また、それは、ナノフォーム（ナノ形態）の特性評価に関するデー
タ要件を満たす方法を説明した。第 2 部は、ナノフォーム（ナノ形態）の特性評価パラメータを報告するた
めの新しい国際統一化学情報データベース(IUCLID)フィールドを導入し、異なるフィールドの使用方法
に関するいくつかの実用的な例を紹介した。ウェビナーの間、参加者は ECHA の専門家から質問をする
機会を持てた。2019 年 12 月、ECHA は、ウェビナー中に受け取った Q&A をまとめ、グループ化し
た質疑応答 (Q&A) ドキュメントを公開した。 文書で、ECHA はさらに応答について詳しく説明し、登録
者をサポートすることを目的とした追加のアドバイスでそれらを補完した。 Q&A ドキュメントで取り上げら
れているトピックは次のとおりである：


サポート文書



登録義務



ナノフォーム（ナノ形態）の定義



類似したナノフォーム（ナノ形態）のセット



粒度分布



アスペクト比と集合構造を含む形状



表面官能基化（機能化）処理



比表面積(SSA)



報告と提出



共同提出



附属書 VII-XI 情報要件



化学物質安全性評価とサプライチェーンコミュニケーション



問い合わせ



課題

③

REACH の下でナノフォーム（ナノ形態）を登録することに関するウェビナーの開催

2020 年 2 月 24 日、ECHA は「ナノフォーム（ナノ形態）の登録：実際的なアドバイス」に関するウェビ
ナーを開催した。2020 年 1 月 1 日現在、企業は、REACH 規則の更新された附属書の下で、欧州連合
(EU)市場にあるナノ材料に関する情報を提供しなければならない。この日以降、企業は REACH の範囲
に該当する物質のナノフォーム（ナノ形態）を製造または輸入するためには、これらの要件に準拠した登
録をしなければならない。 ECHA は、これまでに受け取った登録、学んだ重要な教訓、ベストプラクティス
について聞くために、関係者をウェビナーに招待する。 参加者は、ナノフォーム（ナノ形態）のための登
録ドシエを準備する方法について質問し、登録を首尾よく提出するための ECHA の専門家からの実際的
なアドバイスを得る機会を持つ。
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④

ナノ形態に関するより多くのデータを提供するように企業に要請

ECHA は 2020 年 2 月 24 日にプレスリリースを発表し、受け取ったナノ材料の登録ドシエの数が少な
いと述べた。ECHA は、更新された化学物質の登録、評価、認可、制限(REACH)規則要件に従って、36
の物質に対してナノ形態（Nanoforms）をカバーする 95 の独自の（unique）提出物のみを受け取ったと述
べている。ECHA は、ベルギーとフランスの国家インベントリと化粧品に使用されるナノ材料の欧州委員会
(EC)カタログのデータに基づいて、約 300 物質の更新登録を受け取ることを期待していた。提出率が非
常に低く、提出されたドシエの半分が技術的完全性チェックに失敗しているので、ECHA は、ナノ形態の
登録ドシエを準備する方法について企業に実用的なアドバイスを提供するウェビナーが利用可能である
ことを指摘している。プレスリリースによると、ECHA は、法的義務に対する意識を高めるために必要とされ
る追加の行動をよりよく理解するために、主要な業界団体や加盟国と緊密に協力している。ECHA は、ま
た、例えば、意思決定と、人健康と環境のエンドポイントのためのマニュアル、指示、およびガイダンスを
更新するためのより多くのサポートを可能にするナノ材料ズエキスパートグループの命令書を改訂するこ
とによって、コンプライアンスを改善するためにいくつかの短期的な行動に従事していると述べている。
REACH 附属書 VII および VIII 情報要件を満たすための検証済みのテスト方法がまだ利用できない場
合、ECHA は、実用的な制約を文書化する際に登録者をサポートし、彼らが情報要件を満たすための全
ての可能な努力を行ったことを彼らが示すことを確実にすることを助けるためのテンプレートを公開した。
ECHA は、有効な登録がなければ、REACH の範囲内にあるナノ材料が現在市場に出回っているが違法
であることを企業に思い出させる。
（b）

EUON

a） EUON 検索ツール
EUON は、2019 年 7 月 3 日、そのウェブサイトにナノ材料のための新しい検索ツールを追加した
ことを発表した。EUON によると、それは、規制当局には、利用可能なデータのより良い概観（View）を形
成することができるように、消費者には、化学物質安全情報へのアクセスを与えることができるようにする。
検索ツールは、REACH 規則の下でそれらの登録書類中の企業によって提出されたデータ、化粧品規則
の下で化粧品製品中の原料として使用されるナノ材料に関して収集されたデータ、ベルギーとフランスの
公共国家ナノ材料インベントリのデータを複合している。
EUON によると、検索ツールは、使用者が現在 EU 市場にあるナノ材料を簡単に検索できるように
する。検索結果は ECHA の EU に登録された化学物質のデータベースにリンクされており、EUON は「最
初に、詳細な安全性とキャラクタリゼーションデータだけでなく、それらの特性、物質に関する要約された
情報、が簡単に見付けられる」。EUON は、ナノ材料の定義とトン数報告しきい値における違いのため、
任意の単一のデータソース中のナノ材料の存在は、それらの全てのデータソース中に存在することを意
味しないことを注記する。データソースは報告ルールとスコープの違いを有し、データソースのいずれか
の中で報告された材料を ECHA のデータベース中の物質と常に一致させることは不可能である。EUON
は、一致が不可能な場合、オリジナルのデータソース中の材料は報告されていない、としている。
EUON によると、EU 市場に 300 以上のナノ材料がある一方、現在、37 だけが既存の REACH 登
録によってカバーされている。EC は、 EU で製造、又は、輸入されるナノ材料に対する明示的な義務を
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含めるために、REACH 情報要件を改正した。新しい要件は、2020 年 1 月に発効し、より公然と入手可
能な情報となるであろう。
b） 化学物質データベースの更新
欧州化学物質庁（ECHA）は、2019 年 7 月 3 日、いくつかの新機能と改善が、物質 Infocard 中の新
しい情報を含む、その化学物質データベース中で今、公に利用可能である、と発表した。
ECHA は、物質がナノ形態（nanoform）で欧州経済領域（EEA）市場に配置されているか、そしてナ
ノ材料のための EUON へのリンクを提供しているかどうかを示す、新しいナノ材料形態セクションを持つ
物質 Infocard を更新してきた。EUON のナノ材料のための検索ツールを使って、EU 市場にある 300
以上のナノ材料に関する情報を見出し、ハザードデータにリンクすることができる。検索は、化学品の登
録、評価、承認および制限 （REACH）規則登録、化粧品原料届出ポータルとフランスおよびベルギーの
国家インベントリのデータを使用する。
c）

EUON Nanopinion

EUON は、「Nanopinion」セクションを創設した。「Nanopinion」は、EU 市場にあるナノ材料に関して、
政策立案者や当局から業界や市民社会に至るまでのさまざまな貢献者からの彼らの仕事や優先事項に
関する意見を募っている。
①

EUON:過去、現在、未来

2019 年 9 月 16 日に掲載された最初のアイテムは、ECHA のエグゼクティブ・ディレクターBjorn
Hansen によって書かれた「EUON:過去、現在、未来」である。
ECHA は、2019 年 7 月に、EUON がどんな点で成功したのか、またどんな点で EUON を主催し維持
する義務の残りの年数で改善できるかを評価するために、中間レビューを終了した。Hansen は、レビュ
ーは、次の必要性を含め、EUON が改善できる分野を強調した、と記している。


コミュニケーションを強化する



専門家のためのナノ材料に関するより詳細な情報を提供する



ナノ材料に関するより簡素化された情報を一般に提供する

EUON に 2 つのデータベース、NanoData（ナノテクノロジー知識ベース）と eNanoMapper（ナノ材料
のリスク評価のためのデータとツールを持つ）を組み込むことに加え、EUON も、話題の問題に関する新
しいデータを生成し、既存の研究を補完することを目的として、さまざまな安全性に関する独立した研究
を作り出す。Hansen によると、EUON は次世代ナノ材料に関する研究を最終的に準備し、3 つの新しい
研究に取り組んでいる。


ナノ材料の経皮吸収を決定する要因と経皮吸収の評価のための利用可能なツールのクリティカ
ルレビュー



ナノ材料の生殖と発達毒性に関する研究のクリティカルレビュー



一般大衆の間でのナノ材料の理解
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Hansen は、ナノ材料に関する入手可能なデータは「REACH のための新しい情報要件が発効する
2020 年時点で指数関数的に増加し、EUON に様々な関係者のためのより多くのデータを提供する」と予
測している。業界は、REACH 登録書類の更新を通じて、この新しい情報を提出していく。EUON は、ステ
ークホルダーとパートナーに対し、「ナノ材料を用いて行うあらゆるもの、それらの安全性とそれらの利益
に関する彼らの意見を共有するために」Nanopinion を使うように奨める。Nanopinion ポストで貢献したい
ステークホルダーは、EUON に連絡する必要がある。
②

ナノテクノロジーとの社会的関与の強化

2019 年 10 月 7 日、EUON は「ナノテクノロジーとの社会的関与の強化」と題する GoNano
（Governing Nanotechnologies through Societal Engagement ）の Lise Bitsch による Nanopinion を
発表した。Bitsch 氏は、ナノテクノロジーやその他の重要な可能な技術の研究とイノベーション分野の担
い手が社会的関与に注意を払う必要がある理由について、いくつかの議論を提示する。Bitsch 氏は、
Horizon 2020 プロジェクト GoNano を例に挙げ、何が社会的な取り組みであるかを説明している。
③

欧州の職場におけるナノ材料:リスクは何かまたそれらはどのように管理され得るのか？

2019 年 11 月 12 日、EUON は「欧州の職場におけるナノ材料:リスクは何かまたそれらはどのように管
理され得るのか？」と題する、欧州労働安全衛生機関(EU-OSHA)の Elke Schneider によって書かれた
Nanopinion を発表した。Schneider は、EU レベルでは、ナノ材料とその潜在的なリスクを管理するため
の要件は、他の有害物質を管理するためのものと同じである、と述べている。EU の枠組み指令の下で、
雇用者は労働者の安全と健康に対するすべての潜在的なリスクを評価し、適切な予防措置が講じられる
ことを確実にする必要がある。
REACH および CLP の両方の規則は、製造業者と輸入業者が安全な使用を実証するためのデータ
をコンパイル（編集）し、必要に応じて生成することを要求している。Schneider は、職場における場合を
含めナノ材料を安全に使用するために、ナノ材料に関する十分な情報が生成されることを確実にするた
めに REACH が改正された、と指摘している。Schneider によると、EU の労働安全衛生法の重要な要素
は、雇用者が以下の STOP 原則に従って、職場のリスク評価を実施し、予防対策の階層にそった予防措
置を確立しなければならないということである。


危険物質の代替(または排除)(Substitution)；



技術的対策(Technical measure)；



組織的な措置(Organizational measure)、および



個人的な保護措置(Personal protection)

Schneider は、多くの EU 加盟国が「ナノ材料に関連するリスクを管理するための追加要件を含めてい
るかもしれない独自の国内法を持っている」と指摘している。Schneider の記事は、利用可能なツールと
ガイダンスのリストを含んでいる。
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④

イノベーター、規制当局、市民－透明で、権限を与えられ、安全なイノベーションを通じて公衆の
信頼を築く

2019 年 11 月 12 日、EUON は「イノベーター、規制当局、市民－透明で、権限を与えられ、安全なイ
ノベーションを通じて公衆の信頼を築く」と題する Nanopinion を発表した。EC の Carlos Eduardo Lima
da Cunha は、より安全な製品を市場に提供するために、ナノ材料のような新技術への設計による安全ア
プローチを EU がどのように支援しているかを説明する。Lima da Cunha は、EU が 15 年以上にわたりナ
ノ材料の開発を監視し、資金を提供してきたと指摘し、人の健康と環境に対するそれらの潜在的な害を理
解することに特に焦点を当てている。Lima da Cunha によると、安全で機能的な方法でナノ材料を使用し、
設計するためにその知識を適用する時期である。Lima da Cunha は、「経済、産業、社会がより緊密に統
合され、パーソナライズされた製品やサービスが増え続ける傾向にある社会では、ヨーロッパにおける新
しい高度な（ナノ） 材料の開発は、より速く、より安全な製品を欧州の人に提供するために設計による安
全アプローチを使用して、イノベーション試験設備（テストベッド）で行われる作業に大きく依存してくる。」
と述べる。
d） 次世代ナノ材料に対応できる EU 規制の枠組み
2019 年 9 月 19 日、EUON は、「次世代」ナノ材料を調査し、ナノ材料を識別するための現在の法的
要件の実施だけでなく、EU の化学物質規制において、現在使用されている用語が技術的な課題を提起
する可能性があるかどうかを判断することを委託研究した結果を発表した。本研究の目的は以下のとおり
である。


ナノ材料の世代毎の既存の定義を収集すること



異なるナノ材料を異なる世代に明確に並べ替えできるように、これらの定義を改良すること



上市または上市に近い第二またはより高い世代のナノ材料のインベントリを確立すること



見つかった次世代ナノ材料を記述するために、REACH 規則の改訂された附属書 VI に含まれる
識別および特徴付けパラメータの用語である「物質」、「混合物」、「成形品」の適合性を評価する
こと

EUON によると、調査結果は、REACH の下で「規制枠組みが、近い将来、これらの材料を取り扱うた
めに完備されているが、さらなるガイダンスは、ナノ材料を登録する企業に利益をもたらすだろうことを示し
ている」。本研究は、ナノ材料とその用途の両方を特徴付けるいくつかのパラメータのさらなる明確化、お
よびオブジェクトが REACH の下の物品であるかどうかを判断する方法に関するガイドラインが、単純なナ
ノ粒子からより複雑な組立構造までの異なるナノ材料の特定の例によって補完されることができることを推
奨する。また、EUON は、ECHA が REACH 附属書の改正に続いてナノ材料の識別に関するガイダンス
を更新している、と述べている。
なお、本研究における次世代ナノ材料とは、Roco（2018）による次世代ナノ材料を指す。


G1;受動的ナノ構造（～2000－2005）



G2;能動的ナノ構造（～2005－2010）



G3;ナノシステムのシステム（～2010－2015）
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G4;分子的ナノシステム（～2015－2020）



G5;NBIC((nano-bioinfo-cogno)統合技術プラットフォーム（～2020－2025）



G6;ナノシステム収束ネットワーク（～2025－2030）

e）

今後の研究で取り組むためのトピック

EUON は、2019 年 10 月 15 日、今後の研究で取り組むことができるトピックを求める、と発表した。
EUON は、一般大衆や研究コミュニティが関心を持つナノ材料に関する知識ギャップに対処することを意
図して、毎年最大 3 つの研究を行っている。
EUON は、以下について対処する研究を探している。


ナノ材料のハザードおよびリスク評価、ナノ材料への暴露、又は労働者の安全と保護を含む、ナ
ノ材料の健康と安全性に関する質問



ナノ材料の使用を取り巻く特定の問題、または



EU 市場を中心としたナノ材料市場に関する情報

EUON によれば、研究の範囲は、ナノ材料一般、特定のナノ材料、またはナノ材料の定義されたグル
ープに関してである。研究は 3~9 ヶ月以内に実行できるはずである。EUON は、この場合、研究は「机上
の研究と調査に基づくもので、実験室の研究を必要とするものではない」と指摘している。提案期限は
2020 年 1 月 15 日である。EUON 事務局は、すべての提案を評価するであろう。選択された提案は、
EUON の既存の調達チャネルを通じて行われる。EUON は、その結果（アウトカム）と研究報告書をウェブ
サイト上で公開される。
f）

REACH 附属書改訂に係る関連する ECHA ガイダンスの開発状況と試験方法等の対応

EUON は、ECHA における REACH 規則及び CLP 規則に基づくナノ材料の活動の中で、「REACH
の情報要件と利用可能な方法の概要」について情報提供を行っている。最新のものは、2019 年 10 月 8
日更新の以下のとおりである。
表 １-3 EUON による REACH 付属改訂に対応した各種 ECHA ガイダンス及び試験法の対応一覧
エンドポイント

REACH
附属書

サイ ズ 範囲 1-100
nm の構成粒子の
数の割合を示す数
ベー スの粒 子サイ
ズ分布
IUPAC 名と CAS ま
たは EC 番号を含
む、表面の機能化
または処理の説明
と各物質の識別

VI

ナノ材料に関する
ECHA
変更の説明
ガイダンス
物理－化学的特性
ナ ノ 形 態 及 び ナ ノ ナノ形態／ナノ
形 態 の セ ッ ト に 関 形態のセットの
する特性評価パラ 登録に関するガ
メータ
イダンスによりカ
バーされる

方法／標準／プロトコルの概要

新 規 TG に つ い て は 、 現 在 、
OECD WNT プロジェクト 1.4 の
中で開発中

ナノ形態とナノ形態のセットに関
するガイダンスに助言がある。
当分の間、研究プロジェクト及び
／また現在の ECAH ガイダンス
で考慮されている一般的な技術
のプロトコルを使用することが可
能である。

VI
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エンドポイント

REACH
附属書

ナノ材料に関する
変更の説明

ECHA
ガイダンス

形状、アスペクト
比、 そ の 他の 形態
的特徴：結晶化度、
アセンブリ構造に
関する情報

VI

比表面積（体積ま
たは質量）

VI

7.7 溶解度

VII

溶解速度も決定さ
れる。
交絡 効果 とし て 分
散の評価。

たとえば、 金属
に関する既存の
ガイドラインの
使用で考慮され
るべき重要なフ
ァクターとして言
及されている
2017 年にリリー
スされたガイダ
ンスで部分的に
既にカバーされ
ている。

7.8 オクタノール/
水分配係数

VII

Kow が適用されな
い場合に考慮され
る分散安定性

推奨されている
2017 年にリリー
スされたガイダ
ンスですでに部
分的にカバーさ
れている。
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方法／標準／プロトコルの概要
OECD WNT プロジェクト 1.6 で
2019 年から GD（マルタイニシア
チブ）開発中
繊維（長尺粒子）の長さとアスペ
クト比の決定に関する粒子サイズ
についての新規 TG が現在、
OECD WNT プロジェクト 1.4（マ
ルタイニシアチブがサポート）で
開発中であり、助言を提供する。
2D ナノ材料は、この TG の対象
外である。
現在、結晶化度/集合構造の決
定に利用可能な研究プロジェクト
および/または標準方法および/ま
たは科学文献からのプロトコルが
ある。
ISO / TR 14187 は、表面分析ツ
ールを使用してナノ構造材料に
ついて取得できる情報の種類
（およびそのいくつかの例）を紹
介している。同様に重要なことと
して、ナノ構造材料の特性評価
に関連する一般的な問題または
課題と、個々の方法に関連する
特定の機会または課題の両方が
特定されている。
ただし、ISO 規格と同じ技術に基
づいた新規 TG（マルタイニシア
チブ）の完成が、WNT プロジェク
ト 1.3 により 2021 年までに期待さ
れている。
新規 GD／TG に関する WNT プ
ロジェクト 1.5（マルタイニシアチ
ブ）
水生媒体中の金属ナノ材料の溶
解に関する新規 TG に関する
WNT プロジェクト 3.10
おそらく 2020 年には利用可能に
なると期待される、水生媒体中で
の凝集と溶解挙動に関する
OECD GD の開発（WNT プロジ
ェクト 3.9）
PC、人毒性、環境毒性、環境輸
送での溶解／溶解性と、特定の
TG での対処方法で考慮すべき
横断的な問題である。
OECD TG 318 は、分散安定
性に利用できるが、溶解と分散の
区別に関するアドバイスは提供し
ていない。
さらに、溶解速度と分散安定性に
関するガイダンスがおそらく 2020
年には開発されることが期待され
ている（WNT プロジェクト 3.9）。

エンドポイント

REACH
附属書
VII

ナノ材料に関する
変更の説明
ナノ形態に関する
新たな情報要件

ECHA
ガイダンス
－

7.19 物理化 学的
特性に関する更な
る情報

IX

ナノ形態に関する
ハザードまたは暴
露に影響を与える
情報

同じ物質のナノ
形態に関するリ
ードアクロスガイ
ダンスで部分的
にカバーされて
いる。

8.4.1in vitro バクテ
リ ア遺伝 子突 然変
異試験

VII

8.5.1 急 性 毒 性
（経口）

VII

8.5 急性毒性

VIII

8.6.1 短期反復毒
性
8.6.2 亜慢性

VIII

8.6.3

X

7.14bis ダスティネ
ス

IX

人健康
代わりに哺乳類細 ほ と ん ど は 、
胞 試 験 を 検 討（ 該 2017 年のガイ
当しない場合）
ダンス更新でカ
バーされる。
暴露の最も適切な 追加ガイダンス
経路を使用（例え の 必 要 性 を 最
ば 、 8.5.1 ま た は 小限に抑える法
8.5.3）
律テキ ストの明
第 2 経路（最適なも 確な記述
のを選択）
肺クリアランスを含 部 分 的 に は 、
む毒物動態（トキシ 2017 年のガイ
コキネティクス）。
ダンスで既にカ
さらなる研究が必 バ ー さ れ て い
要である可能性が る。
ある（間接的な遺
伝毒性）。
（12 か月を超える －
長期間反復毒性試
験提案）
ナノ形態の場合：
長期試験の必要性
を評価する際に考
慮すべき物理化学
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方法／標準／プロトコルの概要
CEN 規格が 2018 年秋時点で利
用可能である。
WNT プロジェクト 1.8 によりダス
ティネスに関する新規 GD／TG
の開発を進めている（マルタイニ
シアチブ）。
OECD の物理化学的特性評価
に関するディジョンツリーが利用
可能である。
OECD の物理化学的特性評価
に関する枠組みが 2019 年 5 月
にリリースされ、既存の方法／規
格の関連性及び適用性を評価
するための指標として使用でき
る。
さらに、WNT プロジェクト 1.7 によ
り、物理化学的特性に関するさら
なる情報提供のために使用でき
る、疎水性に関する OECDTG
（マルタイニシアチブ）が開発中
である。
ISO / TR 11360：2010 では、「ナ
ノツリー」と呼ばれる分類システム
について説明している。このシス
テムでは、物理的、化学的、磁気
的、生物学的特性のさまざまな
次元のナノオブジェクト、ナノ構
造、ナノコンポジットなど、幅広い
ナノ材料を分類できる。
関連する OECDTG がレビューさ
れる（マルタイニシアチブ）。利用
可能な代替法には、哺乳類細胞
株を使用したものなどがある。
該当なし

現在、既存の方法の仕様に関す
る特定の懸念はない。サンプル
準備ガイダンスはサポートを提供
する。
さらなる研究は、特定の研究が規
定されないために困難な場合が
ある。
試験実施に際してナノ形態の物
理化学的特性を考慮する必要性
がすべての附属書で認められて
いる。

エンドポイント

REACH
附属書

8.8 毒物動態（トキ
シコキネティクス）
8.8.1 関連する利
用可能な情報から
派生する可能性の
ある範囲での物質
の毒物学的挙動の
評価

VIII

9.1.1 無脊椎動物
の短期毒性

VII

9.1.2 水生植物の
成長阻害試験

VII

9.1.4 活性汚泥呼
吸阻害試験

VIII

9.2 分解

VIII

ナノ材料に関する
変更の説明
的特性。
8.8.1 が利用可能
でない場合に実施

ECHA
ガイダンス

方法／標準／プロトコルの概要

ナノ形態に対す
る毒物動態の
側面に関して限
定的な助言が、
2017 年のガイ
ダンス更新版に
提供されてい
る。

SO / TR 22019：2019 ナノテクノ
ロジー—ナノ材料を用いた毒物動
態研究の実施に関する考慮事
項。この文書では、ナノ材料に関
連する動物動態研究の背景と原
理を説明している。付録 A は、
OECD TG 417:2010 で使用され
ている毒物動態に関する用語の
定義を示している。この作業は、
既存の OECD TG 417 の作業
にも反映される。ドラフトは、2023
年までに準備できるとは予測され
ていない。
オランダでは、（ナノ）粒子の試験
に対応する毒物動態に関する新
規 TG の開発が開始された。オラ
ンダのイニシアチブはマルタイニ
シアチブの一部であり、現在
WPMN レベルでのプロジェクト提
案されている。

環境
ナノ材料に関して 部 分 的 に 、
（のみ）許容されな 2017 年にリリー
い溶解度に基づく ス さ れ た ガ イ ダ
ンスで既にカバ
権利の放棄。
ナノ材料の分散安 ーされている。
定性も考慮する。
高い溶解速度また
は低分散安定性
は、短期試験が十
分であることを正当
化するのに使用で
きる。
ナノ材料に関して
（のみ）許容されな
い溶解度に基づく
権利の放棄。
ナノ材料の分散安
定性も考慮する。
ナノ材料に関して
（のみ）許容されな
い溶解度に基づく
権利の放棄。
ナノ材料の分散安
定性も考慮する。

ナノについては、
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溶解度に関する OECD TG、溶
解速度及び分散安定性に関する
GD が、ほとんどの場合に必要と
される可能性が最も高い。
WNT プロジェクト 2.51 は、水生
及び堆積物の毒性試験に関する
OECD GD で、2019 年か 2020
年の終わりに採用される。
ISO / TS 20787 ： 2017 は 、
MNMs が水生生物、特にアルテ
ミア sp.ノープリウスに毒性がある
かどうかを決定するために、試験
の再現性と信頼性を最大化する
ことを目的とした試験法を特定す
る。
ISO / TS 20787：2017 は、アル
テミア sp.の孵化と培養、及びア
ルテミア sp.ノープリウスを使った
ナノ材料の毒性評価が可能な生
態毒性試験機関で使用されるこ
とを意図している。
この方法は、模擬環境である人
工海水中で、ナノ材料の効果を
評価するためにアルテミア sp.ノ
ープリウスを使用する。
ISO / TS 20787：2017 は、ナノ
粒子、ナノパウダー、ナノファイバ
ー、ナノチューブ、ナノワイヤなど
のナノオブジェクト、およびそのよ
うな MNM の凝結体と凝集体で構
成される MNM に適用できる。
輸送（transformation）に関する

エンドポイント

REACH
附属書

ナノ材料に関する
変更の説明
形態学的、化学的
その他、形状サイ
ズの変化などを考
慮する。

ECHA
ガイダンス

ナノ材料に関して
（のみ）許容されな
い溶解度に基づく
権利の放棄。
ナノ材料の分散安
定性も考慮する。
試験を放棄するた
め に 、 Kow 、 溶 解
速度または分散安
定性を使用するた
めに必要な正当化
ナノ材料に関して
（のみ）許容されな
い溶解度に基づく
権利の放棄。
ナノ材料の分散安
定性も考慮する。
Kow、溶解速度等
を使用するために
必要な正当化

－

9.2.2.1 pH の関数
としての加水分解

VIII

9.3.1 吸着脱着ス
クリーニング

VIII

9.2.1.2 地 表 水 で
の最終的な分解に
関するシミュレーシ
ョン試験

IX

9.3.2 水 生 生 物
種、好ましくは魚類
での生物蓄積性

IX

9.3.3 附属書 VIII
で 要 求さ れ る 試験
結果に応じた吸着
脱着に関するさらな
る情報

IX

試験放棄のため
に 、 Kow 、 溶 解 速
度または分散安定
性を使用するため
に必要な正当化

9.4 陸生生物での
影響

IX

ナノ材料が持続的
でなく、土壌への
吸収の可能性が低
い場合、短期で十
分である。

方法／標準／プロトコルの概要
GD/TG の WNT3.16 プロジェクト
で は 、 NMs の 輸 送 に 関 す る
OECD GD を開発中である。この
GD は、非生物的なコアの輸送と
コーティング分解をカバーするこ
とを目的としている（マルタイニシ
アチブ）。どちらの文書も、
2023/2024 年ごろに利用可能に
なる可能性がある。その間は定
性評価を行うことが可能かもしれ
ない。
－

部 分 的 に 、
2017 年にリリー
スされたガイダ
ンスで既にカバ
ーされている。
－

OECD TG 312 を使用した土壌
中のナノ材料の挙動を試験する
OECD GD ドラフトが 2020/2021
年に開発が予定されている。

部 分 的 に 、
2017 年にリリー
スされたガイダ
ンスで既にカバ
ーされている。

OECD 305（食事暴露）に関する
GD が、WNT プロジェクト 3.12 に
より 2021/2022 年に完成すうｒこ
とが期待されている（リード国：ス
ペイン）。
生物蓄積性の段階的試験のため
の デ ィ シ ジ ョ ン ツ リ ー （ OECD
GD）が開発中である（リード国：
英国）
TG 312 を用いた土壌中でのナノ
材料の挙動の試験に関する
OECD GD ドラフト版が、おそらく
2020/2021 年に採用される予定
である。
廃水処理施設での製造されたナ
ノ物質除去に関する OECD TG
ドラフト版：活性汚泥収着等温線
は、廃水汚泥の収着に関する補
足情報として使用できる。
土壌に対する水生および底質試
験に関する OECD GD の開発
または拡大の可能性。議論の余
地はあるが、最終的には別の GD
で対処される可能性がある。
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－

（iii） JRC
①

ナノバイオテクノロジー研究所の利用の呼び掛け

欧州委員会（EC）の共同研究センター（Joint Research Center、JRC）は、ナノバイオテクノロジー研
究室を含む科学実験室、施設を、学術・研究機関、産業、および中小規模企業（SM）で働く人々に開放
している。JRC は、次の優先課題についてナノバイオテクノロジー研究所の利用の呼び掛けを 2019 年 2
月 1 日に開始した。


生物学的系（培地、蛋白質）との相互作用を含む、ナノ材料の特徴付け（キャラクタリゼーション）



複雑なマトリックス中のナノ材料とマイクロプラスチックの検出



マクロとナノ材料の表面化学分析



表面改質とナノ加工、バイオ センサー プラットフォームの特徴付け



付着性細胞の細胞培養、材料の生体適合性の研究、ナノ材料の遺伝毒性、細胞毒性、および
取込みの研究を評価するための in vitro 試験、トランスクリプトミクス、そして



非-生物学的応用（エネルギー、輸送）のための先進材料の特徴付け

この呼びかけは、2019 年 5 月 3 日に終了した。
さらに JRC は、ナノバイオテクノロジー研究所のための次のトレーニングと能力構築トピックのために
2019 年 3 月 4 日に呼び掛けを開始した。


動的光散乱法、ディスク遠心沈降、異なる検出器を用いた非対称・沈降フィールドフロー分画、
分析用超遠心分離機など最新の機器を使用する、ナノ材料寸法測定に関する実地トレーニング



ナノ材料－細胞間相互作用を研究するための、及び（in vitro 用量評価、ナノ材料と細胞試薬と
の相互作用のような）ナノ材料特有の性質のためにアッセイ開発中に発生する落とし穴を強調す
るための、よく使用される in vitro アッセイの紹介



表面プラズモン共鳴および水晶振動子微量天秤テクニックを用いる生体分子の相互作用研究に
関する実地トレーニング



ラマン分光法、エリプソメトリー、電子顕微鏡に関する実地トレーニング、及び TOF-SIMS、および
/または XPS を用いる表面化学解析の紹介、そして



単一粒子検出を含む、ICP-MS に関する実地トレーニング

上記呼びかけに対する申請は、2019 年 6 月 3 日に終了した。
②

ナノ材料分類スキーム

JRC の科学者は、粒子サイズ測定技術の能力に関連したナノ材料の分類スキームを作るため産業界
及び学界と作業してきた。市販製品でのナノ材料の存在の増加は、それらの規制の必要性を引き起こし
た。EU で、医療機器、殺生物剤、新規食品および化粧品に関する規制は明確にナノ材料に取り組んで
おり、REACH 改正附属書が採択されれば、同じことが REACH 下でも予想される。この分野での法の範
囲及び実行の違いがあるが、用語「ナノ材料」のすべての定義は 1 つの共通の特徴である、粒子サイズ
を共有している。十数個のサイズ測定方法が材料測定に利用できる。科学者たちは、材料の種類、化学
組成、次元、サイズおよび多くのその他のカテゴリを含むマトリックスを開発した。これらは、さまざまな種
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類の顕微鏡、分光分析法、その他の技術と組み合わせられる。
JRC の科学者は「どの技術がどの材料とどの用途に使えるかに関して合意することが必要である」と
感じていた。各粒子サイズ計測技術は適用範囲があり、すべての材料に適している技術はない、と研究
者は述べている。研究者によると、新しいスキームは、ナノ材料の適切な識別を可能にし、規制当局、業
界、消費者によって同様に受け入れられる可能性を秘めている。「このようなスキームを構築することは、
ナノ材料の規制、評価を容易にし、ナノ材料の安全な貿易を促進する」と彼らは述べている。
なお、スキームは、雑誌 Nanoscale Advances に論文として、公表されている。
③

白書「ナノテクノロジーを利用した健康製品に対する規制ニーズの期待」

JRC は、「ナノテクノロジーを利用した健康製品に対する規制ニーズの期待」と題する白書を発表した。
白書は、現時点では「ナノテクノロジーを利用した健康製品に対する特定の規制枠組みは存在しないが、
現在の規制慣行は、そのような製品の特異性を十分にカバーするために追加のガイダンスを要求する」と
指摘している。この白書は、ナノテクノロジーを利用した健康製品の規制に関連する以下の主な課題を特
定する。


ナノテクノロジーを利用した健康製品は、それらの作用機序に応じて、医薬品または医療機器と
して規制されている。このような製品の複雑さの増加とサイズに関連する特性により、主要な作用
機序を決定するのが困難な場合があるため、規制の道筋の選択は困難かもしれない。



現場での急速な進歩と堅牢なデータセットの欠如により、規制情報ニーズに関する限られたガイ
ダンスのみが現在利用可能であり、この最初のガイダンスにおいて特定された要件がすべてのナ
ノテクノロジーを利用した健康製品の信頼性の高い特徴付けと評価に対して十分であるかどうか
という疑問が残っている。製品の品質、安全性、有効性に関する必要な情報を生成するには、標
準化された試験方法が利用可能である必要がある。



特定のナノ医薬品の特許が期限切れになると、イノベーター製品のジェネリック版が、市場への
アクセスを要求してくる。物理化学的特性は、ナノテクノロジー利用製品にとって非常に複雑であ
り、高度な製造プロセスを通じて達成される可能性があるため、製品の等価性を評価する現在の
規制慣行では不十分かもしれない。後続する製品の類似性が実証されることができる方法に関
するより多くのガイダンスが必要であり、このような製品の（バイオ）等価性を評価する適切な標準
化された方法が開発される必要がある。



ナノ材料の EU の定義は、ナノテクノロジーを利用した医療機器に適用され、それらの分類と規制
要件の概要を示すであろう。しかし、定義と分類規則の履行は、ナノ材料への内部暴露を定義す
る必要性をもたらし、追加の課題をもたらす。

白書は、それが強調する規制上の課題が「ナノテクノロジーを利用した健康製品の分野で規制科学を
進めるための研究プロジェクトと関係するコミュニティの意志をガイドするべきである」と記している。
④

測定によるナノ材料の識別に関する報告書

JRC は、ナノ材料の定義に関する EC 勧告（2011/696/EU）の実施を支援することを目的とした「測定
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を通じてのナノ材料の識別」と題する政策報告書を発表した。これは、以前の定義の中で使用される概念
と用語に関する政策報告書のための JRC 科学のフォローアップである。
本報告書は、ナノ材料の定義に従って、測定によるナノ材料の識別に取り組み、粒子状物質がナノ材
料であるかどうかを評価する際に考慮すべき選択肢と論点について議論する。JRC によると、粒子材料を
評価すべき主な基準は、粒子の外形寸法の数ベースの分布の中央値である。測定される粒子は、これら
の粒子が互いに別々に見えるか、凝結体または凝集体の一部であるかに関係なく、材料の構成粒子で
ある。JRC は、測定によってナノ材料を識別する主なステップは、材料に関する情報を収集すること、測
定方法の知識を得ること、方法と材料のマッチング、サンプル調製、測定/分析、決定（ナノ材料/非ナノ材
料）である、と述べている。
JRC は、粒度測定を評価するには、測定の仕様、測定技術の物理的原理、適用されたサンプル調製
プロトコル、カバーされたサイズ範囲、および EC ナノ材料定義に従った材料の信頼できる分類を行うため
のデータ分析手順が必要である、と指摘する。JRC は、ナノ材料の識別に関する妥当な技術的知識を用
いてユーザーを支援することができるフローチャートを含め、検討すべき例と実用的な選択肢を提供して
いる。
⑤

ナノ材料のための OECD テストガイドラインへの貢献

JRC は、2019 年 6 月 6 日、経済協力開発機構（OECD）のナノ材料の安全性評価のテストガイドライ
ンの開発への貢献に関するプレスリリースを発行した。
プレスリリースによると、JRC からの科学者は、早くから OECD の製造ナノ材料に関する作業部会
（WPMN） の議論に積極的に参加してきている。プレスリリースは、テストガイドラインプログラムの国家コ
ーディネーターの OECD 作業部会（WNT）は、テストガイドラインの最終的な開発、討論、および採択を
担当し、JRC は「WPMN とこのグループ間のリンクとして重要な役割を果たす」と記している。
JRC は、テストガイドラインに関する WPMN の作業は、以下を含む、と指摘している。


ナノ材料のキャラクタリゼーション、環境中でのそれらの運命、および可能な遺伝毒性影響に対
処する、現在開発が進められている 4 つの新しいテストガイドラインと 5 つのガイダンス文書



2019 年 4 月に開発が承認された環境運命または可能な感作影響に対処する、6 つより多くの
新しい提案



人健康と環境に及ぼす可能な影響に対処するテストガイドラインやガイダンス文書のための 8 つ
の追加提案の議論と準備

詳細は、Regulatory Toxicology and Pharmacology の 2019 年 6 月号中の論文、「ナノ材料試験デ
ータの相互受け入れを確保するための規制試験のために OECD テストガイドラインを開発する」の中で
入 手 可 能 で あ る 。 (K.Rasmussen, P.Kearns, M.González et al.; Regulatory Toxicology and
Pharmacology; Volume 104, June 2019, Pages 74-83)
⑥

ナノテクノロジーとナノプラスチックに関する規制科学に関する 2019 年世界サミット

2019 年 9 月 24 日~26 日、JRC はナノテクノロジーとナノプラスチックに焦点を当てた 2019 年世界規
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制科学サミット（GSRS19）を開催した。GSRS19 は、規制科学研究のためのグローバル連合と共催し、
ナノテクノロジー研究と、方法、標準、アプリケーションを含む規制上の意思決定を強化する役割を取り上
げた。さらに、GSRS19 は、ナノプラスチックをよりよく理解するための方法とアプローチも導入した。
GSRS19 は、本会議および並行セッションで次のトピックに取り組んだ。


ナノテクノロジーとナノプラスチックに関する世界的な規制科学の展望



新しい、フォローオン（追加）のナノ医薬品のための規制研究ニーズ



ナノ材料の安全性評価



農業/食品/飼料分野におけるナノテクノロジー



ドキュメンタリー基準および参照材料、および



ナノプラスチックに関する課題

JRC によると、議論では以下の事項に焦点を当てて行われた。


これらの分野で何を達成する必要があるか



規制科学における研究のギャップや優先順位、およびこれらにどのように対処できるか



国際的なパートナー間の効果的なコラボレーションを促進するために、どのようなプラットフォーム、
メカニズム、実践のコミュニティ、およびネットワークが存在するか（または開発する必要があるか）

JRC は GSRS2019 のアジェンダと要旨を公表している。
⑦

ナノ定義（NanoDefine）方法マニュアルの発表

2020 年 1 月 28 日、欧州連合(EU)は、NanoDefine プロジェクト「ナノ材料の定義に関する EC 勧告
の実施を支援するための検証され、標準化された方法に基づく統合されたアプローチの開発」内で開発
された 3 つの共同研究センター(JRC)報告書を集めたものである「ナノ定義方法マニュアル（NanoDefine
Methods Manual）」を発表した。マニュアルによると、NanoDefine プロジェクトの全体的な目標は、ナノ
材料の定義に関する欧州委員会(EC)勧告(2011/696/EU)の実施を支援することであった。マニュアルは、
プロジェクトが EC 勧告に従って材料をナノ材料として識別することを可能にする統合された経験的アプロ
ーチを開発したと述べている。 マニュアルは、次の 3 つのパートから構成されている：


パート 1: NanoDefine プロジェクトのフレームワークおよびツール、それは NanoDefine フレーム
ワーク、測定方法と性能基準に関する一般的な情報、および材料分類システム、意思決定支援
フロースキームおよび電子ツールのような NanoDefine によって開発されたツールをカバーする；



パート 2: 方法の評価、それはサイズを測定するためのナノ材料キャラクタリゼーション方法の評
価の結果を議論する；そして



パート 3: 標準操作手順(SOP)、それは NanoDefine プロジェクト内で開発された 23 の SOP を
提示する。

この結合されたドキュメントでは、3 つのパートがスタンドアロンレポートとして含まれ、それぞれに独自
の概要；目次；ページ；表；および図の番号付け；および参照文献がある。
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（エ） ナノ材料を使用した製品の規制
化粧品

（i）
①

合成非晶質シリカの溶解度

2019 年 3 月 15 日、欧州委員会（EC）の消費者安全に関する科学委員会 （Scientific Committee on
Consumer Safety；SCCS） は、合成非晶質シリカ（Synthetic Amorphous Silica；SAS）の溶解度に関
するその予備的見解を公表した。EC は、SCCS が、SAS は化粧品規制のナノ材料の定義に照らして生
物学的系中で可溶性（100 ミリグラム/リットル (mg/L) 以上）または分解性／非持続性であると考えている
かどうかを諮問した。この文書で提供されるデータと発表されている文献で利用可能なデータを検討した
結果、SCCS は、以下の結論を下した。


親水性の SAS 材料の溶解度の値は、水性媒体中で行われる溶解度試験、または強化された
経済協力開発機構（OECD）試験ガイドライン（TG）105 （0.5% エタノール中）に従って、22
mg/L から 225 mg/L の範囲であると報告されている。後者のプロトコルは、いくつかの親水性の
SAS 材料について、溶解度を 10 倍増加させることが指摘されている。



疎水性表面処理された SAS 材料の溶解度値は、水性媒体中で行われる溶解度試験、または
改良され強化された OECD TG 105 プロトコル（すなわち、10% エタノールを使用して）に従っ
て、0.4 から 180 mg/L の範囲であると報告されている。後者のプロトコルは、いくつか疎水性
SAS 材料の溶解度を強く増加させることが指摘されている（173 倍まで）。

予備的見解は、それゆえ、親水性および疎水性 SAS 材料は、USP 38 (米国薬局方) と USP 38
NF33 で使用される用語に基づき、「不溶性」 （すなわち、以下 100 mg/L）から「非常に難溶性」（すな
わち、100 mg/L から 1,000 mg/L）とみなされることができる、と述べている。予備的見解によると、化粧品
規則におけるナノ材料の定義に関して、ドシエに含まれている（親水性または疎水性）SAS 材料はどれ
も可溶性とみなすことはできない。SAS 材料を生物学的系で分解性／非持続性とみなすができるかどう
かを立証するのに役立つデータは提供されていない。
EC は、SCCS が SAS の溶解度をどの種類のシリカに適用されるかを示すことができるかを尋ねた。
予備的見解は、SAS 材料が以下の条件に従う場合、ドシエで報告されている溶解度の値が適用可能で
ある、と説明している。


親水性 SAS: 最大 0.5%のエタノールを含む水性媒体に溶解した場合のシリカと水和シリカ



疎水性表面処理 SAS: 最大 10%の エタノールを含む水性媒体に溶解した場合



19.5～20.5℃の間の温度で



3 日間（親水性 SAS）から 49 日間まで（疎水性 SAS）の期間

EC は、SCCS が SAS の溶解度についてさらに科学的な懸念があるかどうかを尋ねた。SCCS は、
その見解で考慮されている溶解度値が、SAS 材料が溶解度試験で使用されるものとは異なる条件下で
配合／使用されている状況－例えば、より少ない／非水性の配合物に、または異なる温度で使用される
場合、で有効ではない、と述べている。SCCS によると、他のサイズ/粒子関連パラメータと関連した不溶
性材料に関する、化粧品規則の下でのナノ材料の定義の文脈で、ナノ構造材料の溶解度の問題は、化
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粧品での使用のための視点で見られることが必要である。完全に可溶性の材料を除いて、ナノ構造材料
について、SCCS は、「化粧品配合物中の所与の使用レベルで、これらの材料の一部がナノ粒子を含む
未溶解形態でまだ存在するかどうかを確立することが重要である。」と述べている。 SCCS は、溶解度試
験に使用されるプロトコルは SAS 材料の溶解度に強い影響を与える、と指摘した。
この予備的見解に関するコメントは、2019 年 5 月 17 日に締め切られた。
その後、2019 年 7 月 3 日、SCCS は合成非晶質シリカ(SAS)の溶解度に関する最終的な意見（オピ
ニオン）を公開した。SCCS は上記予備的見解で出したものと同じ結論を下した。
最終的な意見によると、化粧品規則中のナノ材料の定義について、書類に含まれている (親水性また
は疎水性) SAS 材料のどれも水溶性とみなされることができない。SAS 材料が生物学的系中で分解性/
非持続性とみなすことができるかどうかを確立することを助けるために提供されたデータはない。
EC は、SCCS がこの溶解性がシリカのどの種類に適用されるかを示すことが出来るかどうかを質問し
た。最終意見は、SAS 材料が以下の条件に従う場合、書類中で報告される溶解度の値が適用される、と
回答している。


親水性 SAS: 0.5% エタノールを含む水溶液中に溶解された場合シリカとシリカ水和物



疎水性表面処理 SAS: 10% エタノールまでを含む水溶液中に溶解された場合



19.5 から 20.5 ℃の間の温度で



3 から 8 の間の pH レベルで（最終意見で新たに追加）



3 日間 (親水性 SAS) から、49 日(疎水性 SAS)までの期間で

②

化粧品中のナノ成分に関するデータ

EC は、2019 年 6 月 11 日に化粧品規制の枠組みの下で、ナノ形態のいくつかの成分に関するデー
タの募集を発表した。
EU の執行部は、利害関係者に以下の材料について、データ要件に従って、安全性に関する科学的
情報を求めている。


金（ナノ）



金コロイド（ナノ）



白金（ナノ）



白金コロイド（ナノ）



銅（ナノ）



銅コロイド（ナノ）

EC は、上記のナノ粒子が皮膚吸収を通してまたは粘膜を通過して細胞に入る可能性について懸念
がある、と述べている。EC は消費者安全に関する科学委員会（SCCS）に完全なリスク評価を実行するよ
うに命じた。コンサルテーションは、2019 年 6 月 11 日から 11 月 10 日まで行われた。
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③

ハイドロキシアパタイト（ナノ）とナノ銅とコロイダル銅に関する科学的意見

2019 年 6 月 25 日、EC の SCCS は、2 つの科学的意見（オピニオン）の要求：ハイドロキシアパタイ
ト (ナノ) と銅 (ナノ) と銅コロイド(ナノ)を告示した。ハイドロキシアパタイト(ナノ)の要求書によると、EC
はナノ形態でハイドロキシアパタイトを含有する化粧品についての 17 の届出を受け取った。EC は、届出
によると、この成分は異なる濃度と仕様の、皮膚 (スキンケア)と口腔衛生(歯磨き粉、口内洗浄剤)製品を
含む、リーブオン（塗布のまま）とリンスオフ（洗い流し）の皮膚および口腔化粧品、両方で使用されている、
と述べている。EC は、ナノ粒子が「経皮的に及び粘膜を通過して吸収され、細胞に入る可能性があるた
め」、ナノ形態でのハイドロキシアパタイトの使用について懸念している。EC は、届出で報告されたハイド
ロキシアパタイトのナノ形態の安全性評価を実施することを SCCS に要求する。
また、銅 (ナノ) と銅コロイド(ナノ) の要求書によると、EC はナノ形態で銅 (31 届出) 及びコロイダル
銅 (5 届出) を含有する化粧品についての 36 の届出を受け取った。提出された届出によると、両方の成
分は、濃度と仕様が異なる、肌、爪、キューティクル、髪、頭皮を含むリーブオン及びリンスオフの化粧品、
および口腔衛生製品中にナノ形態で使用される。 EC は、ナノ粒子が「経皮的に及び粘膜を通過して吸
収され、細胞に入る可能性があるため」、ナノ 形態での銅と銅コロイドの使用について懸念している。EC
は、届出で報告された銅と銅コロイドのナノ形態の安全性評価を実施することを SCCS に要求する。
④

皮膚適用化粧品中の UV フィルターとしての酸化亜鉛ナノ形態のコーティング

2019 年 8 月 19 日、SCCS は皮膚適用化粧品中の紫外線(UV)フィルターとしての酸化ナノ亜鉛のた
めの 3 つのコーティング－メチコン、シリカ、イソステアリン酸に関する科学的意見を求める EC からの要請
を公表した。SCCS は、以前に、ナノ酸化亜鉛およびコーティング、トリエトキシカプリリルシラン、ジメチコ
ン、ジメトキシジフェニルシラントリエトキシカプリリルシランクロスポリマー、およびオクチルトリエトキシシラ
ンをレビューした。SCCS は、日焼け止め中の UV フィルターとして、その意見の中で提示される特徴を有
して、25%までの濃度でのナノ酸化亜鉛の使用は、「日焼け止め製剤中の UV フィルターとしての皮膚上
での使用のリスクは全く無いか、または限られている」と考えられる、と結論付けた。
意見でカバーされていない他のコーティングの使用に関して、SCCS は、「他の化粧品成分は、現在
の意見でカバーされているナノ材料と比較して、それらが SCCS に対し、安全であることが実証され、挙
動および/または効果に関連する粒子特性に影響を与えない限り、コーティングとして使用されることがで
きる」と結論付けた。
その要請で、EC は、以下について尋ねている。


SCCS は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとして使用するナノ酸化亜鉛のコーティングとして、
最大濃度 3%のメチコンの使用を安全と考えているかどうか



SCCS は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとして使用するナノ酸化亜鉛のコーティングとして、
8%シリカと組み合わせて適用された場合、最大濃度 3%のメチコンの使用を安全と考えているか
どうか



SCCS は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとして使用するナノ酸化亜鉛のコーティングとして、
2.0%トリエトキシカプリリルシランと組み合わせて適用された場合、最大濃度 4%のイソステアリン
酸の使用を安全と考えているかどうか
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SCCS は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとして使用される場合、上記の材料でコーティン
グされたナノ酸化亜鉛の使用に関するさらなる科学的懸念を有しているかどうか

SCCS への意見の締め切りは、2020 年 3 月である。
⑤

化粧品中のナノ材料の安全性評価に関するガイダンス

2019 年 11 月 4 日、SCCS は、化粧品中のナノ材料の安全性評価に関する最新のガイダンスを公表
し た 。 ガ イ ダ ン ス は 、 化 粧 品 中 の ナ ノ 材 料 の 安 全 性 評 価 に 関 す る SCCS の 2012 ガ イ ダ ン ス
(SCCS/1484/12)を更新したものである。同ガイダンスは、安全性評価の主な要素、一般的な考慮事項
(セクション 2)、材料特性評価(セクション 3)、暴露評価(セクション 4)、ハザード識別と用量応答特性評価
(セクション 5)、およびリスク評価 (セクション 6)をカバーする。ガイダンスは、以下のトピックに関する、化
粧品に使用することを目的としたナノ材料の安全性評価のための主な推奨事項を含んでいる。


定義：ナノ材料の規制上の定義は、化粧品規則(EC)第 1223/2009 中、第 2 条(1)(k)に記載され
ている。SCCS は、小さな粒子からなる材料の安全性を評価する際に、申請者も EC の勧告
(2011/696/EU)を考慮に入れるべきであることを提案している。SCCS は、「新しいまたは既に承
認された化粧品成分がナノ材料としてそれを定義するための基準を満たす場合、それはナノスケ
ールの特性に関連するデータに基づいて安全性評価の対象となる」と記している。



材料特性評価：少なくとも、申請者は、所与のナノ材料に関連するすべての指定されたパラメー
タに関する特性評価データを提供する必要がある。ガイダンスによると、ナノ材料特性評価は、毒
性評価のために、原料段階、化粧品製剤、および暴露中に行う必要がある。ガイダンスは、
SCCS が、製造プロセス、表面改質、および最終化粧品にナノ材料を統合するための準備ステッ
プの詳細な説明を安全評価プロセスへの入力として要求する可能性があることを記している。



暴露評価：ナノ材料の安全性評価は、非ナノスケール成分の場合と同じ手順に従うが、ナノスケ
ールの側面に関する特別な考慮事項を伴う。ガイダンスによれば、SCCS は、ナノ材料に対する
経皮および経口暴露の計算方法は、従来の化粧品成分への暴露の計算と実質的に異ならない
という見解である。ガイダンスは、ナノ材料を含むエアロゾルへの暴露の計算はより困難であるか
もしれないと記している。



ハザード識別／用量反応特性評価：SCCS は、局所的および全身吸収の場合には全身的な影
響に関する毒性学的研究からのデータを要求する。ガイダンスによると、ハザード識別/用量応答
特性評価のためのナノ材料の試験は、ナノ関連の側面を考慮して行われなければならない。



安全性評価：ガイダンスは、歴史的に、化粧品成分の安全性のマージンの計算は、全身暴露量
(SED)の観点からの内部暴露の推定値に加えて、測定された毒性学的出発点(POD)に基づい
ていることを指摘している。ガイダンスは、EU の化粧品成分および／または製品の動物実験に関
する禁止によって、新しい化粧品成分の全身的な悪影響に対する POD の導出が不可能である
か、例外的な場合にのみ可能である可能性があることを認める。ただし、他の非化粧品規則に準
拠するために取得されたデータは、利用可能な場合に使用し、提出される必要がある。その他の
場合、申請者は、異なる代替(非動物)方法から関連情報とデータを組み立て、化粧品成分の安
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全性をサポートする全体的な証拠の重みを構築するためにデータを統合する必要がある。
SCCS は、ナノ材料の安全性研究の発展する性質により、将来的に新しい科学的知識を考慮してガ
イダンスを改訂する可能性があると指摘している。
⑥

化粧品に使用されるナノ材料のカタログ

EC は 2019 年 11 月 15 日、EU 市場で化粧品に使用されるナノ材料の最新カタログを公表したと発
表した。EC は 2017 年 6 月に初めてカタログを公開した。カタログは、2018 年 12 月 31 日現在、化粧品
通知ポータル(CPNP)を通じて責任者（responsible persons; 市場に製品を出している自然人又は法人）
が EC と共有する情報をまとめている。カタログは、紫外線(UV)フィルター、着色料、防腐剤として使用さ
れる 27 のナノ材料をリストしている。EC によると、カタログはまた、化粧品のカテゴリおよび予測可能な暴
露条件を示す。
EC は「この最新のアップデートは、EU の化粧品に使用されるナノ材料の正確な概要を提供する」と説
明している。カタログは、「一部の通知された物質の状態に関して不確実性がある可能性がある」と記して
いる。EC は、一部の物質が複数の機能を持つことを指摘している。EC は「このカタログは情報提供のみ
を目的としており、特に認可されたナノ材料のリストではない」と述べている。プレスリリースによると、EC は
引き続き EU の国当局および業界関係者と協力して、責任者が提出したデータの質を向上させていく。
⑦

化粧品中のナノ材料の安全性に関する SCCS からの科学的助言

消費者安全科学委員会(SCCS)は、2020 年 2 月 6 日に、欧州委員会(EC)が化粧品中のナノ材料の
安全性に関する科学的助言を要請したと発表した。EC は、2 つの質問に関するアドバイスを求めている：


EC は、SCCS が、2019 年のナノ材料の最近のカタログに掲載されているように、リスク評価のた
めのナノ材料の優先リストを確立するために特定の懸念事項が同定および正当化されることがで
きるナノ材料を決定することを要求する(第 16 条(4)Reg.1223/2009)。EC は、SCCS が同定され
た特定の懸念事項の説明を提供することを求める。 要求によると、このプロセスは、現在利用可
能な科学文献と SCCS の専門家の判断に基づくべきである。



SCCS の意見が結論に達していないナノ材料については、EC は、SCCS が第 16 条(6)
Reg.1223 /2009 に従って潜在的なリスクが同定されることができるかどうかを評価することを要求
する。

このような評価は、各申請者によって以前に提出されたデータに関係なく、利用可能な科学文献およ
び SCCS の専門家の判断に基づくべきである(すなわち、全身または局所での可用性;特にナノフォーム
（ナノ形態）に関連する有害影響; ナノフォーム（ナノ形態）での表面触媒反応、真皮および吸入経路から
の吸収(または潜在的吸収)、またはイオン形態を発生させるナノフォーム（ナノ形態）の潜在能力)。要請
で指定された結論に達していない SCCS の意見は、コロイド状銀(ナノ)(SCCS/1596/18)、スチレン/アクリ
ル酸コポリマー(ナノ)+スチレンナトリウム/アクリル酸コポリマー(ナノ)(SCCS/1595/18)、シリカ、 水和シリ
カ、およびアルキルシリル基で表面修飾されたシリカ(ナノフォーム（ナノ形態）) (SCCS/1545/15)を含ん
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でいる。
他の機関との意見の矛盾を避けるために、EC は SCCS に健康、環境および新たなリスクに関する科
学委員会(SCHEER)に相談するよう勧めている。
（ii）
①

食品添加物
二酸化チタン(E 171)のための EU 仕様の改正案に関する科学的意見

2019 年 7 月 12 日、欧州食品安全機関 (European Food Safety Authority；EFSA)は、その「粒度分
布に関連する追加パラメータを含めることに関する二酸化チタン(E 171)のための EU 仕様の改正案に
関する科学的意見」を EFSA Journal で公開した。「意見（オピニオン）」は、二酸化チタン (E 171)の、
粒度分布に関連する追加パラメータの包含に関する欧州連合 (EU) の仕様の改正を支持する関係する
事業者によって提供されたデータの評価に対処する。「意見」によると、食品中で食品添加物として使わ
れている二酸化チタン (E 171)は表面処理されず、コーティングされていない。
「意見」は、関係する事業者が、「中央最小フェレー（Feret）径が 100 nm 以上と 100 nm 以下の構成
粒子数が 50% 未満、の仕様；両ケース共に電子顕微鏡（EM）によって測定される。」を含めるために、E
171 の EU 仕様を修正することを提案している、と記している。
食品添加物及び香料に関する EFSA パネルは、データを確認した後、「100 nm 以下の中央最小フェ
レー径の粒子が構成粒子数の 50%未満と同等の、中央最小フェレー径が 100 nm 以上、という仕様は、
現在の EU 仕様中に挿入されるべきであると結論付けた。」
「意見」によると、パネルは E 171 の以前の EFSA の評価中でなされた結論と識別された不確実性
は有効なままである、と決定した。パネルは、不確実性のレベルを減少させるため以前の「意見」の中で
推奨されているようなさらなる研究の必要性を改めて表明し、関係する事業者がキャラクタライズされた E
171 を用いた追加の研究を遂行していることを認める。
（iii） 医療機器
現在適用されている医療機器に関する理事会指令は、2020 年 5 月 25 日までの適用であり、2020 年
5 月 26 日より新たに「医療機器に関する規則」が施行される。
同規則では、その前文に記載されているように、ナノ材料も本規則の対象として盛り込まれており、機
器の設計と製造において、製造者は、内部暴露の可能性が高いまたは中程度のナノ粒子を使用する場
合に、最も厳しい適合性評価手順の対象となる。
（iv） 動物用医薬品
現行の獣医薬品に関する指令 2001/82/EC は、2022 年 1 月 28 日より獣医用医薬品に関する規則
（規則(EU)2019/6）として新たに施行される。同規則は、獣医用の医薬品の上市、製造、輸入、輸出、供
給、流通、ファーマコンビランス、管理、及び使用に関する規定を定めている。
改訂規則では、ナノテクノロジーを使用した動物用医薬品は、新規治療用動物用医薬品（novel
therapy veterinary medicinal product）と定義されている。
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（オ） マイクロプラスチック関係
①

食品中のマイクロプラスチックとナノプラスチック

欧州食品安全機関(EFSA)は、2020 年 6 月 8 日～9 日にリスボンで開催される「食品中のマイクロプ
ラスチックおよびナノプラスチックの人の健康リスクを評価するための協調的アプローチ」に関するコロキウ
ムでの口頭発表、ポスター、ポスターピッチの要旨を募集することを発表した。EFSA は、「マイクロプラス
チックは、サイズが 5mm 未満のプラスチックの小さな粒子であり、ナノプラスチックはさらに小さく、1～
100nm(1nm は 1mm の 100 万分の 1 に相当することに注意) である」と述べている。
2016 年に EFSA は、食品中でのそれらの発生レベルと、暴露後の人の健康に及ぼす潜在的な影響
に関するより多くのデータを生成する必要性を特定した。EFSA によると、マイクロプラスチックやナノプラ
スチックに関する国際的な報告書が最近発表されているが、食品の安全性に関する側面の多くは未解決
のままである。
EFSA の目的は以下のとおりである。


利害関係者を結び付けること



このトピックに関する活動の現状と継続的な研究を理解すること



可能なシナジーを構築すること

プログラムには、食品と飼料中のマイクロプラスチックとナノプラスチックに関する以下の質問を探求す
るプレゼンテーションとディスカッショングループが含まれる。


リスク評価: 健康に対するリスク評価を可能にするために必要なデータギャップは何か？



社会:国民の懸念を引き起こしているものは何か、そして何が EFSA が人々のリスク認識を理解す
るのを助けることができるか？

提出期限は、2020 年 1 月 31 日であった。
②

REACH 規則におけるマイクロプラスチック制限物質案

REACH 規則では、あらゆる種類の消費者製品または業務用製品で意図的に添加されたマイクロプラ
スチック粒子の使用を制限する改正規則案を ECHA が 2019 年 1 月に提案し、そのパブリックコメントを
2019 年 9 月に終了し、現在、改正案の検討段階にある。
改正提案では、あらゆる種類の消費製品または業務用製品に意図的に添加されたマイクロプラスチッ
ク粒子の使用に関する附属書 XV 制限書類の作成を要請している 。提案内容は、マイクロプラスチックを
0.01 重量%以上意図的に添加された消費者用あるいは専門家が使用する製品の上市を禁止するもので
ある。なお、禁止対象以外のマイクロプラスチック製造、輸入、使用事業者にも一定の取るべき行動等の
規定が盛り込まれている。
マイクロプラスチックの意図的使用に関する制限案の概要を以下に示す。


物質そのもの、またはマイクロプラスチックを 0.01 重量%以上含む混合物を上市しないものとす
る



この制限の目的で使用されるマイクロプラスチックは、固体のポリマー含有粒子からなる材料を意
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味し、添加剤または他の物質が添加されている可能性のあるもので、粒子の 1 重量%以上が、以
下のいずれかであるもの


全ての次元が、1nm≦x≦5mm、または



繊維の場合には、長さが 3nm≦ｘ≦15mm で、長さ対直径の比が>3 である

なお、上記のマイクロプラスチックの定義は、以下の場合には適用されない；


自然に発生するポリマーで、加水分解以外の化学的処理をされていないもの



附属書 X の（暫定）基準に示される生分解性ポリマー



工業用地で使用されるもの、人または動物用医薬品、肥料製品等には適用されない



以下には適用されない；


含有されるマイクロプラスチックが、環境放出を防ぐための技術的な手段により封じ込められ、
そのライフサイクルの終わりに有害廃棄物として焼却または処分される物質または混合物



物質や混合物が使用される場合に、マイクロプラスチックの物理的性質が恒久的に変更さ
れ上記定義のマイクロプラスチックの意味を満たさない物質または混合物



使用される時点で、マイクロプラスチックが固体マトリックスに恒久的に組みこまされる物質ま
たは混合物

（カ） EU の各種プロジェクト
①

新しいナノ安全性プロジェクト

EU は、「設計による安全(Safe byDesign )」概念の適用によるナノ材料の安全性に関する 5 つの新
プロジェクトに資金を提供するために 3,000 万ユーロ以上を提供している。
設計による安全原則の下、設計者は開発プロセスの早い段階でハザード識別とリスク評価を統合する
ことを目指している。
2 つのプロジェクトは、計算手法によるアプローチに焦点を当てている。NanoInformaTIX は、世界中
からの 36 パートナーを有し、工業ナノ材料のリスク評価のための持続可能な情報科学フレームワークを
開発している。「ツールは、研究からもたらされる新しいデータだけでなく、最近十年に生成された工業ナ
ノ材料の特性に関するかなりの量のデータを基にするであろう」とそのウェブサイトは説明している。
NanoSolveIT は、ナノ材料のための試験と評価に関する統合的アプローチ(Iata)を開発することによ
って「最先端をはるかに超えるナノ情報科学を進歩させる」ことを目指している。これは、スタンドアローン
のオープンソフトウェアとクラウドベースのプラットフォームを通じて実現されていく。両方のプロジェクトは、
2023 年 2 月まで資金提供される。
2 つの他のプロジェクト、NANORIGO と RiskGONE は、ナノテクノロジーリスクガバナンスフレームワ
ークに焦点を当てる。これらもまた、2023 年 2 月まで資金提供される。
Gov4Nano は、2022 年 12 月までに持続可能な Nano Risk Governance Council を設計・確立して
いく。
これらのプロジェクトは全て、ナノ固有の規制問題に対応するためのテストガイドラインとガイダンス文
書を開発し、改正することを目指す、マルタイニシアチブを直接支援する。また、多くの今後の EU 研究
資金募集は、マルタイニシアチブを支援する。これらの募集は、材料設計に一層焦点を当てる予定であ
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る Horizon Europe への移行に橋を架けていくことが期待される。
EU は現在、提出の第 2 段階にあり、設計メトリ クスによる安全に焦点を当てる、研究提案、
NMBP-15-2019、のための募集に対して 12 の提案を受け取った。公募は、文書基準に取り組む
NMBP-34-2019 と多成分ナノ材料の設計による安全に取り組む NMBP-16-2020 を含む。前者は、9 月
の期限付きの一段階募集である。後者は多段階募集でその一次締め切りは 12 月である。さらに、EUON
は、来年にいくつかの nanosafety プロジェクトを完了させることを期待している。これらには以下が含まれ
る。


次世代ナノ材料のための市場の取引状態に関する研究



生殖・発生毒性に関する研究の批評的レビュー



経皮吸収を決定する要因とそれらの評価ツールの批評的レビュー

また、2019 年 6 月に、ECHA、欧州環境機関 (EEA) 、技術プラットフォーム SusChem を含む、オ
ランダ政府、学界、業界からの専門家の「非公式作業グループ」は、「材料と化学品のための設計による
安全：欧州 Horizon における革新プログラムにむけて」と題した報告書を公開した。
（キ） 欧州各国
フランス

（i）
①

二酸化チタン食品添加物

2019 年 4 月 17 日、生態学的遷移と連帯省（Ministry of Transition Ecology and Solidarity）は、フラ
ンスが食品添加物 E171 (二酸化チタン;主としてナノ粒子の形態)を含む食品が上市されることを 2020 年
1 月 1 日から禁止することを発表するプレスリリースを行った。プレスリリースは、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(ANSES)からの 2019 年 4 月 15 日意見（オピニオン）を挙げている。ANSES によって確立された
専門家のグループは、E171 の経口投与毒性試験に関する文献レビューを実施し、2017 年以来発表さ
れた 25 の研究を特定した。ANSES は、E171 添加剤の安全性に関する不確実性を排除するには新
しい情報がない、と結論付けた。E171 の毒性に関するよりよいキャラクタリゼーションと欧州レベルで現
在進められている研究を待つ間、ANSES は、ナノ材料なしで、機能と効率の面で安全で同等である製品
を奨励することによって労働者、消費者、および環境の暴露を制限することを目的としたナノ材料に関す
る以前の一般的な勧告を繰り返す。省のプレスリリースによると、禁止に関する命令は署名されているし、
できるだけ早く公表される。E171 は欧州連合 (EU) レベルで認定されているため、フランスは、欧州委
員会と他の EU 加盟国に命令を通知し、10 日間以内に会合を開くことになる。
（ii）
①

ドイツ
ドイツ化学工業協会による、ナノ材料を含む廃棄物の安全な回収と処分に関するガイダンス

2019 年 8 月 1 日、ドイツ化学工業協会 (VCI) は、ナノ材料を含む廃棄物の安全な回収と処分に関
するガイダンス文書が利用できることを発表した。VCI によると、ナノ材料を含む廃棄物はナノ材料の生
産や使用中に生成されることがある。このような廃棄物は、物質、混合物、または製品の生産で；製品の
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加工と修理で；またはそれらのライフサイクルの終わりでの製品の処分で；発生する可能性がある。ガイダ
ンス文書は、次のトピックに取り組んでいる。


法的枠組み



規制要件からの結論



ナノ材料を含む廃棄物の安全な回収または処分

②



廃棄物の回収又は処分



廃棄物状態にある物質の危険特性についての情報を収集すること



サプライチェーンに沿ってのコミュニケーション、そして



廃棄物の危険度の決定

先端材料（アドバンストマテリアル）会議

ドイツ環境庁(UBA)は、2019 年 12 月 5～6 日に「先端材料－第 1 回テーマ会議」を開催した。UBA
は、「意図された応用のために特性が向上した、不均一な新規または改良材料のグループ」という定義で、
「先端材料（アドバンストマテリアル）」という用語を使用する。UBA によると、これらの新しい材料の一定の
数のために、潜在的なリスクはその化学的同一性によって導出されないかもしれないが、また、その物理
的および形態学的特性によって決定されるかもしれない。したがって、UBA は、現在の化学物質安全性
評価のために確立された規定および手段が依然としてこれらの材料の適切なリスク評価を可能にするか、
または適応の必要性があるかどうかを検証する必要がある、と述べる。さらに、これらの材料が他の関連
する環境分野内で課題を備えているかどうかを確認する必要がある (例えば、廃棄の問題を引き起こす
可能性がある、またはリサイクル能力を制限する可能性がある)。UBA は、規制当局、科学、産業、非政府
組織の代表者を含む利害関係者を一連のテーマ会議に招待している。第 1 回テーマ別会議の目的は、
多数の先端材料（アドバンストマテリアル）とその潜在的応用に関する概要を発表することである。さらに、
これらの材料の関連性とそれらを分類または定義する可能性について議論する。追加の会議は、2020
年 6 月と 2021 年 5 月に開催予定である。
③

「TRGS 527：ナノ材料に関する活動」の英語翻訳を発行

連邦労働安全衛生研究所(BAuA)は、技術、労働安全衛生、労働衛生の状態、ならびに分類及び表
示を含む有害物質に関する活動に関するその他の検証済みの科学的知識を反映した有害物質技術規
則(TRGS)を発行している。
BAuA は TRGS 527：「ナノ材料に関する活動」の英語翻訳を発表した。TRGS 527 は、ナノ材料から
なる、またはナノ材料を含む物質、混合物、製品を使用した活動を実施している職場における従業員の
保護に関する規則を含んでいる。 これには、以下に関する規定が含まれる：


適用の範囲



用語の定義



リスクの識別



リスク評価



保護措置
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有効性テスト；そして



従業員への作業指示と情報の提供、文書化

TRGS 527 は、(EU) 2018/1881 によって修正された規則(EC)1907/2006 の附属書 VI に従った未登
録ナノ形態（フォーム）だけでなく、欧州連合(EU)の REACH 規則の下で登録されたナノ形態の物質を含
めるためナノ材料を定義している。TRGS 527 は、欧州委員会(EC)が確立された材料と新しい材料間を
区別しないことを指摘している。 それは以下の場合に適用しない：
1．活動がそれらに関して行われなければ、天然ナノ材料
2．それらが製品として扱われなければ、作業プロセス(例えば、溶接フューム、ディーゼル粒子)の結
果として作成されたナノ材料。溶接、切断、金属材料に関する同様の手順のような活動に対して、
TRGS 528：「溶接作業」が適用される。 ディーゼル排ガスが発生する可能性のある作業領域での
活動に対して、TRGS 554：「ディーゼルエンジンの排気」が適用される、そして
3．TRGS 527 は、ナノ材料によって引き起こされるリスクに関する有害物質に関する規則、特に
TRGS 400：「有害物質に関する活動に対するリスク評価」を改正する。
TRGS は、その適用範囲内で、ドイツ有害物質条例の要件を指定する。雇用主が TRGS に準拠して
いる場合、その雇用主は、条例の関連する要件が満たされていると仮定することができる。雇用主が別の
ソリューションを選択した場合、そのソリューションは少なくとも従業員の同じレベルの安全と健康保護を達
成する必要がある。BAuA は、英語の翻訳は非公式のバージョンであることを指摘している。元のドイツ語
のテキストのみが法的効力を持つ。
（iii） デンマーク
①

ナノ材料リスク評価に関するポータル

ナノリスクガバナンスポータルは、技術的なナノ材料とナノ含有製品のリスク管理のための新しいポー
タルで、EU の資金により資金提供された caLIBRAte 研究プロジェクトを通じて開発され 2019 年 10 月
10 日にオープンした。
ナノリスクガバナンスポータルの登録ユーザーは、ポータルを使用してデータを見つけ、実績のあるツ
ールを使用して、環境、作業環境、および消費者に対する特定のナノ材料またはナノ含有製品のリスクを
評価および監視することができるようになる。可能な限り、すべてのポータルツールは、テストおよび測定
結果に対するパフォーマンステストについて徹底的にテストされている。ユーザーは、たとえば、開発プロ
ジェクトの内部および外部のドキュメントやリスク管理のために、ポータルで全体的なリスク評価に関するレ
ポートを作成することもできる。このポータルは、以下のツールを使用している。


ナノテクノロジーにおける潜在的な新たなリスクや動向のスクリーニング



ナノ材料とデータシート構造の識別



質的および量的なリスク評価と管理



リスクの監視、管理、および誘導

ポータルでは以下を提供している。
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ナノ材料およびナノ対応製品、それらの安全性、および異なるステークホルダーのリスク認識に
関する適格で信頼できる情報



水平スキャニング、ナノ材料の識別、リスク評価、リスク管理、意思決定支援、および可能な限りパ
フォーマンステストによって徹底的にテストおよび検証された職場モニタリングのためのツール



直接アクセス情報のための、特にナノリスクガバナンスツールをサポートするためのケーススタデ
ィおよび適格な材料、ハザード、暴露測定データへのアクセス



ナノ材料及びそれを含む製品の工業生産の確立だけでなく、研究開発に関するガイダンスやグ
ッドプラクティス情報

また、本ポータルは、プロセスをサポートするアドバイザーだけでなく、技術的ナノ材料を開発、生産ま
たは使用する企業や機関の保健及び安全性の組織をターゲットとしている。
（iv） オーストリア
①

安全設計（Safe-by-Design）概念の NanoTrust 文書

オーストリア科学アカデミーのテクノロジーアセスメント研究所は、「安全設計(Safe-by-design)―イノ
ベーション・プロセスにおける安全面の早期統合」と題する NanoTrust 文書を公開している。文書は、ナ
ノ固有の安全設計 (SbD) 概念に焦点を当て、材料、製品、またはプロセスの設計における健康や環境
安全配慮を統合するアイデアの背後にある概念の概要を示している。SbD は、全体の製品開発プロセス
の早い段階で及び、全体の製品開発プロセスを通じて、安全性の問題を考慮することを目指している。
文書によると、SbD のナノ固有の概念は、新しいナノ材料や製品の開発における初期段階で環境と
人の健康への潜在的リスクについて現状の不確実性に対処することが意図されている。SbD 概念の基
本的な前提は、リスクは、材料、製品、ツール、およびテクノロジーの選択を通じて、それらを可能な限り
安全にすることにより、減らすことができるということである、と文書は述べている。これらの要因の選択を
制御するために介入することが未だ可能な場合、製品開発段階に、特に注意が払われる。予防原則に沿
えば、イノベーション・プロセスにおける安全性の早期統合が一般に望ましいと考えられる。文書によると、
近年、多くのプロジェクトは SbD の概念と産業界でのその実用的な遂行に専ら供されている。安全性に
関連する問題に対して早期に焦点を当てるなどの、その概念の強みと並んで、実用性に関する多くの課
題が特定されている。文書は、SbD の使用の自発的な性質が、事業に何らかの目に見える追加の利点
がなくても、ユーザーの費用と時間の支出を増加する、ことを注記する。現在、したがって、「イノベーショ
ン・プロセスにできるだけ早く安全性を含めようとする努力は一般的に非常に積極的に受け止められるが、
ナノ固有の SbD 概念は、実行することが困難と考えられねばならない。」文書は、ナノの文脈の中で
SbD に取組んだ、または取組んでいる欧州連合 (EU) と国家レベルでのプロジェクトの概要を含んでい
る。
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（２） その他の国の規制動向
１） メキシコ
①

Nanosafety に関するメキシコ－EU ワークショップ

2019 年 1 月 22-24 日、Nanosafety に関するメキシコ-欧州連合 (EU)ワークショップが開催された。
ワークショップの目的は、リスク評価、リスク管理、および政策レベルに科学的な情報を取り込むという観
点から、メキシコとヨーロッパの研究コミュニティ間のより強いつながりを確立することであった。ワークショッ
プ報告書によると、メキシコは EU の Horizon 2020 と 第 9 次 EU 枠組み計画に参加する資格があり、
2019 年 1 月のワークショップは、何が既に達成されたか、およびどこでそれぞれの知識とインフラストラク
チャから恩恵を受けることが出来るかを、メキシコと EU に知らせる意図であった。ワークショップ報告書は、
以下の重要なコラボレーションが確認されたことを記している。


International Advising Committee of the Sistema Nacional para la Evaluación Toxicológica
de Nanomateriales (SINANOTOX)のメンバーに、EU Nanosafety Cluster (NSC)の幾人かの
メンバーを招待すること



養成学校、ワークショップ、年次科学的な会議のような NSC 活動に SINANOTOX を従事させる
こと



SINANOTOX メンバーにとって、ワーキンググループおよびタスクフォースのメンバーになること



メキシコは EU からの資金を取得する資格があるので、例えば EU のプロジェクト提案にメキシコ
のパートナーを参加させることで、SINANOTOX 研究グループと彼らの欧州カウンターパートと
の間の直接的な接触を促進すること



二国間 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)資金を使って学生と教員同
士の交流を促進すること



Nanosafety に関する特別な呼びかけの開始を CONACyT において促進すること



SINANOTOX のメンバーによって提案された毒性試験をレビューし強化するために NSC からの
特定のグループを招待すること



SINANOTOX と Malta Initiative を結びつけること



プロトコルと標準操作手順を共有すること



データ処理と分析に関する小規模ワークショップまたは講座を組織すること



2020 年 1-2 月の NSC‐SINANOTOX の共同活動の 1 年間活動と結果を評価するための会議
を開催すること

２） スウェーデン
①

REACH の下でナノ材料の登録を助けるための無料 Web ツール

2019 年 5 月 16 日 、 Nanosafety の た め の ス ウ ェ ー デ ン の ナ シ ョ ナ ル ・ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
(SweNanoSafe)は、eREACHNano「ナノ材料カバーする規制に関する十分な社内の専門知識が不足
しているかもしれない中小企業を助けることに焦点を当てた新しいウェブツール」の利用が可能になること
を発表した。
このウェブツールは、以下を含む REACH 規則のガイドライン文書に従って ナノ形態（nanoforms）
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に対するデータ要件を説明する。


ナノ材料の定義



ナノ材料のタイプ



既存の REACH ガイダンスのナノ材料固有の付属書の概説



ナノ材料の物理化学的キャラクタリゼーション



ナノ材料の試験



ナノ材料の暴露とリスク評価

SweNanoSafe は、ナノ材料に対する情報要件を明らかにした 2018 年 12 月の改正にはまだ含まれ
ていないことに言及している。情報要件は、2020 年 1 月 1 日から適用され、情報要件は、2019 年後半に
開始される web ツールの後続バージョンに含まれる。
同様の発表は、デンマーク EPA も行っており、プレスリリースで、デンマーク EPA は、北欧閣僚評議会
の化学、環境、健康に関する作業部会と、国際的なソフトウェア開発およびエンジニアリングコンサルタン
ト会社の DHI が、当ウェブツールに資金提供していると述べた。
②

ナノ安全性研究プログラム

ナノ材料に関連するリスクを評価するためのスウェーデンの主要な研究プログラムは、その物質が環
境中でどのように変化するか、およびそれに対応する影響に焦点を当てる第 2 段階に入った。スウェーデ
ンの戦略的環境研究財団（Mistra）の環境ナノ安全プログラムは、フェーズ 1 では、製品から意図せずに
発生するナノ粒子ではなく、「工業的に製造された」ナノ粒子を対象としていた。
ス ウ ェ ー デ ン の 国 家 ナ ノ 安 全 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム SweNanoSafe に 関 す る 発 表 に よ る と 、 変 換
(transformation)に関する作業に加えて、リスク評価に関する勧告と助言が準備される予定である。研究
者らは、ナノ材料からの保護を確実にしながら、イノベーションをいかに維持することができるかという疑問
に答えることを目指す。
Mistra は、2014 年から 2018 年にかけてのフェーズ 1 に 40 百万スウェーデンクローナ（3.76 百万ユ
ーロ）を提供した。そして、フェーズ 2 に 50 百万スウェーデンクローナ（4.7 百万ユーロ）を提供する。この
プログラムは、ルンド大学の生化学および構造生物学の上級講師であるプログラムディレクターの
Tommy Cedervall 氏の管理のもと、Chalmers 工科大学から Lund 大学へとその基盤を移しつつある。
３） 北欧閣僚評議会
①

ナノ材料への GHS 分類基準の適用性に関する報告書

2019 年 5 月、北欧閣僚評議会は「ナノ材料への GHS 分類基準の適用性」と題するワーキングペー
パーを発表した。プロジェクトの目標は、国際的な科学研究の進行状況を考慮して、工業ナノ材料への
化学品の分類とラベリングの世界調和システム (GHS) の適用性をレビューすることだった。
報告書は、工業ナノ材料に関する経済協力開発機構 (OECD)作業部会 (WPMN)が工業ナノ材料
のテストプログラムの下でのナノ材料に関する多くのデータを生成し、蓄積してきたことを指摘する。これら
のデータは、さらにいくつかの事前選択されたナノ材料: 単層カーボンナノチューブ (SWCNT)、ナノ二
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酸化ケイ素、ナノ銀、ナノ酸化亜鉛のために評価された。さらに、生成されたデータに対する GHS 分類
基準の妥当性は、最初のスクリーニングが分類の必要性を示す 5 つの健康ハザードクラスのために評価
された。
最後に、該当する場合は、ナノ材料の妥当な分類が評価された。妥当な有害性クラスごとに、ナノ材
料の利用可能な試験データが要約され、以下に関して評価された。


試験方法の適用性



GHS 基準の適用性と提案された分類



識別されたデータギャップや不確実性



GHS 基準の改正またはさらなるガイダンスの必要性

また、報告書は、以下の全体的な観察と意見を提示している。


一般に、5 つの評価された有害性クラスのための現在の GHS 分類基準は、SWCNT、ナノ二酸
化ケイ素、ナノ銀、ナノ酸化亜鉛に関する生成されたデータに適用できることが分かった。



毒性の違いは、さまざまな種類/特性の異なる分類に結果としてつながる、同じナノ材料のさまざ
まな種類/特性 (例えば、生産方法 (例えば、二酸化ケイ素) または不純物プロファイル (例えば、
SWCNT) に関連して)の間に存在する。



特定標的臓器毒性―反復暴露 (STOT RE) は、標的臓器として特に肺を考慮した、すべての
ナノ材料を検討するべき、高い関連性のある有害性クラスと見なされる。



膨大なナノ材料 (例えば、比較的高い比表面積と低密度を有するナノ材料)に対して、高用量レ
ベルでのテストは技術的に実現できないかもしれない。したがって、急性毒性分類と GHS 基準
値に従って STOT RE 分類のためのすべての関連する用量レベルをカバーする OECD テストガ
イドライン (TG) 方法に一致させてテストすることは可能でないかもしれない。これは、特に、吸
入経路を介するテストに関連している。



急性毒性と STOT RE に対して、質量ベースの用量メトリックに基づく GHS 基準は嵩高いナノ材
料に適用されることができるが、しかし、症状がより軽い有害性カテゴリに対応する用量レベルは
技術的に達成されることはできない。別の用量メトリック (例えば、比表面積または粒子数濃度)
は毒性の差異化とナノ材料の分類を可能にするためのより良いメトリックになるかどうか調べるの
が良いであろう。



反復吸入暴露に関するほとんどの試験が STOT RE 分類のデータを確立することよりむしろ最大
無毒性量(NOAEC) ／最小毒性量(LOAEC) レベルの識別と毒性 (例えば、様々な炎症性マ
ーカー)の初期兆候の検討に焦点を当ててきたことが指摘される。そのため、STOT RE 基準と比
較して大抵非常に低い暴露レベルが使用されてきた。したがって、ナノ材料の適切な STOT RE
分類を評価するにはデータギャップがある。



STOT RE 分類を支援するものとして、分類の目的のための非常に低い暴露レベルでの標的臓
器における、炎症兆候／マーカーまたは軽度／中等度の病理組織学的影響を使用する有害転
帰経路 (AOP)又は作用機序 (MOA) アプローチを使用する方法が考慮されるべきである。



また、吸入テストからのデータが限られているか又は分類のための妥当な用量範囲をカバーして
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いない場合、どのようにまたどの状況下で、気管内投与又は咽頭吸引からのデータが STOT RE
分類の支援のために使えるかもしれないか調べられても良い。
４） インド
①

論文「ナノテクの規制の見通し、課題および必要性、インドへの特別な言及とともに」

Mansi Mishra, Ramineni Harsha Nag （ イ ン ド 工 科 大 学 ） ら に よ る

Ecotoxicology and

Environmental Safety 171 (2019) 677–682 に掲載された「ナノテクの規制の見通し、課題および必要
性、インドへの特別な言及とともに」のレビュー論文は、ナノテクノロジー一般だけでなく、農業における応
用にも触れ、一般的にナノテク規制を論じる中でインドにおける規制の現状にも、言及している。
以下にその概要を紹介する。
ナノテクノロジーは、食品包装、畜産業、環境および産業への応用のさまざまな分野で新しい展望を
開き、現代の最も興味深い産業現象の 1 つとなっている。ナノテクノロジーは、技術をより持続可能で環
境にやさしく、そして正確に応用するという課題に取り組むための選択の技術として浮上している。他の分
野ではナノテクノロジーの研究と応用は着実に勢いを増しているが、農業や道具加工においては同じこと
が主流の研究には未だ入っていない。ナノテクノロジーの環境にやさしい特性に目を向けると、有害生物
を防除、無力化、または殺すのに使用される従来の農薬の代わりとして、より安全な農薬製剤の開発のた
めに、その役割が急速にステップアップしている。より安全な害虫管理の選択肢と見なされているが、それ
でも、それらが、食物連鎖の一部であり、動物と人の双方にとって有害であり、全体的に食料安全保障に
とって有害であるという懸念を示す十分な研究証拠がある。
公共の安全性の観点から、農業におけるナノ粒子（NP）の保護されていない突然の拡大適用は、作
物の生産および貯蔵におけるそれらの使用が有益であることを考えると、食物、水質、農場労働者および
非標的有益生物に関してナノ農薬に対する懸念を提起する。歴史的に、農業は非常に少ない化学物質
で、そしてもっと多くの天然資源で行われた。大規模な洪水や干ばつのために 1940 年代になると、迅速
な植物保護のための代替案が探索され、グリーン革命のアイデアが世界の多くの地域で歩み始めた。グ
リーン革命の間、作物の保護と生産のために化学物質が多用された。環境と人々への悪影響を認識して、
科学者と農民は持続可能な農業のために環境にやさしい代替技術に取り組み始めた。害虫管理のため
の生物学的防除の使用は、主流の農業においてその方法を見出した。現在では、その正確さと持続可
能性のために、徐々にマクロテクノロジーからナノテクノロジーに移行している。
バイオテクノロジーと連携したナノテクノロジーの発展は、様々な分野におけるナノ材料の分野を著し
く拡大した。ナノテクノロジーは、植物が栄養分を吸収する能力を高めるための新しいツールで農業に革
命を起こす可能性がある。NP は生細胞内で分子レベルの相互作用を持ち、農業におけるナノテクノロジ
ーは NP を含むため、これらの粒子は作物にいくつかの有益な効果を与える。植物の成長における／お
よび植物病害の抑制のための NP の使用は、脂質、ポリマーおよびエマルジョンのような固体および非固
体形態で添加剤（例えば銀 NP）および活性成分（例えば TiO2）として NP が使用される最近の通例であ
る。
農業において将来の技術に使用される可能性のあるナノ材料の巨大な開発の可能性が未だ存在し
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ており、それらはまだ探求されていない。潜在的な利点を提供することに加えて、NP に関連する潜在的
な課題についての大きな懸念がある。NP に関する安全上の懸念に対処するために、強力な規制システ
ムを開発する必要がある。現在、ナノ規制を維持することをテーマとして焦点を当て始めた国はほとんど
ない。インドのような農業や生物多様性の国にとって、ナノ規制の規範を確立し、ナノテクノロジーに安全
な技術網をもたらすことは、非常に重要である。
植物保護のための NP を開発するための新しくより安全な手段を探求するために、生物学的合成は、
真菌、ウイルス、酵母、細菌、放線菌および植物を用いることによって、伝統的な方法に対する魅力的な
代替法として浮上している。
微生物中で起こる NP 合成メカニズムが完全には理解されていないことから、各種類の微生物が、特
定のサイズと形態を持つ NP の形成を最終的に決定づける、pH および温度などの環境要因の強い影響
を有する特定の金属イオンで異なる挙動を示し、相互作用する傾向があるため、深刻な懸念をもたらした。
植物細胞における NP の生体内変化、経路および蓄積の影響、NP の遺伝伝達、短期および長期の標的
および非標的生物に対する影響、蓄積した NP の栄養レベルの影響などに焦点を当てた研究は非常に
限られている。 NP とその応用に関連する深刻な知識のギャップがあるため、環境、農業と食物連鎖にお
ける NP の保護されていない合成と応用を防ぐために、規制処置がよく定義されることは非常に重要であ
る。
外部環境と人の健康は本質的に関連している。 持続性および非持続性の有毒物質は、短期および
長期の生活に影響を与える。ほとんどの研究は、植物種レベルでの短期間の高用量暴露に焦点を当て
ている。多くの製造されたナノ材料の環境に対するリスクと利点について広範な議論と進行中の研究が行
われてきた。NP の殺菌特性はそれを環境に優しい技術の最前線に置いた。現在、NP は抗菌性および
抗真菌性の農薬として将来的に潜在的な範囲を見いだしている。それらの全身的作用様式に注目すると、
それらが有糸分裂細胞分裂、種子発芽および植物における実生成長のような細胞の正常な機能と相互
作用すること等についての懸念がある。世界中の認証および毒性試験機関のほとんどが毒性について活
性成分を試験しているが、市販のカプセル封入製品は試験していない。 このため、ナノ農薬の環境影響
の予測が過小評価される。
人の健康に対するナノ材料の適用の潜在的なリスクに関する 2 つの重要な考慮事項は、環境と労働
者の安全性、そして次にナノテクノロジーの倫理的、法的、そして社会的影響に関する懸念である。いく
つかの認識が世界的に生み出されており、いくつかの国が NP の製造もしくは適用またはその両方を部
分的に規制することを試みている。
インドは、ナノテクノロジーの研究と出版で、中国とアメリカに次ぐ 3 番目にある。科学技術省を通じて
ナノミッションに 100 億ルピーを投資するという政府のビジョンは、分野を超えた優先技術として浮上して
いるナノテクノロジーの良いサインである。インドは生物多様性の国であるので、それは環境中の NP の保
護されていない放出が起こることによる潜在的な危険性を持っているかもしれない。インドは人工 NP の安
全な職業暴露限度に関する規制を発令すべきであり、インドは隣接国と国境を接しているので、NP およ
びその応用に関する独立した規制方針を立案し、実施することは非常に重要である。ごく最近、科学技
術省は、研究、実験室および産業における NP の安全な取り扱いのためのガイドラインとベストプラクティ
スを発表した。これは確かに、より組織化され、ナノ適用とナノテクノロジーに備えるための歓迎すべきステ
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ップである。
ナノテクノロジーは革命的な科学であり、エレクトロニクス、エネルギー、医学、ライフサイエンスの分野
で多くの新しいアプリケーションを導入している。しかし、その独特の性質のために、植物に対する NP の
毒物学的効果について多くの研究が行われてきたが、それでも植物に対する NP の有益な効果の実現
に焦点を当てた研究は不完全なままである。人の健康に影響を与える産業、環境、農業のあらゆる面で
ナノテクノロジーが最先端の技術として登場する前に、産業、貿易、およびアプリケーションの規制基準の
策定に十分な注意を払うことが不可欠である。多くの国が規範の開発に取り組み始めてきているが、南ア
ジアの亜大陸ではインドが主導権を握り、独立したナノテクノロジー政策を策定するべきである。このレビ
ューを通して、著者らは、特に植物からの NP に関する研究の重要性、および NP との関係で植物の生理
学的、生化学的、および分子的メカニズムを理解するために必要なより厳密な研究を強調することを目指
している。
科学技術省の DST（科学技術局）によって発行されたガイドラインは確かにこの方向への第一歩であ
るが、カバーされるべき長い道のりがある。FSSAI（インド食品安全基準局（Food Safety and Standard
Authority of India））のような規制機関も、食物連鎖における NP の開発と応用の明確な規範を築くため
に前進するべきである。持続性および非持続性の有毒物質は、短期および長期で生命に影響を与える。
ほとんどの研究は、植物種レベルでの短期間の高用量暴露に焦点を当てている。今、研究は異なる条件
下で長期的に NP の全身的影響に焦点を当てる必要がある。 外部環境と人の健康は本質的に関連して
いる。
５） オーストラリア
①

工業化学品規則 2019 の施行

オーストラリアでは、それまで適用されていた化学物質管理に係る規制である「工業化学品（届出・評
価）法 1989」及び「工業化学品（届出・評価）規則 1990」が改正され、2019 年 11 月より新たに「工業化学
品法 2019」及び「工業化学品規則 2019」が施行された。
「工業化学品規則 2019」は、「工業化学品法 2019」の下位法であり、工業化学品法 2019 による詳細
について規定した規則である。工業化学品法 2019 では、オーストラリア国内で製造または輸入を「導入」
と呼び、その導入の仕方により、以下のように各種届出等について規定している。


リストされた導入：インベントリにリストされている工業化学物質は既存物質とみなされ、新規化学
物質としての各種届出の対象外である。



免除された導入：人健康及び環境に対するリスクが非常に低い工業化学物質は、導入のための
各種届出が免除される。



報告された導入：人健康または環境に対するリスクが低い工業化学物質は、導入前報告が工業
化学品法 2019 に従って提出され、導入前報告の条件に従っている場合に、報告された導入と
みなされる。



評価された導入：工業化学物質に関する評価証明書を保有しているか、評価証明書の対象であ
り、その条件に従っている場合は、評価された導入許可の対象とみなされる。評価された導入は、
一般に、人健康または環境に対して中程度から高いリスクをもたらす工業化学物質が対象である。
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免除された導入、報告された導入の定義に該当せず、インベントリにもリストされていない場合は、
通常はこの評価された導入の対象である。


商業評価導入：工業化学物質の商業評価許可の保有者であり、かつ商業評価許可の条件に従
っている場合は、商業評価導入の許可の対象である。



例外的状況の導入

上記のうち、免除された導入と報告された導入には、ナノスケール材料に関する規定が含まれる。
免除された導入は、以下の場合が対象であり、ナノスケール材料も研究開発専用である場合には、届
出等の免除対象となる。


工業化学物質が輸出対象である



研究開発専用である。なお、登録年に導入した総量は、ナノスケール材料を含む場合は 10kg、
その他の場合は 250kg を超えてはならない。（ナノスケール材料の詳細については、後述）



リストされたポリマーに匹敵する工業化学物質



リストされた工業化学物質に匹敵する工業化学物質



低懸念ポリマー



低懸念生体ポリマー



リストされている工業化学物質の非機能化表面処理に起因する工業化学物質。ただし、これが対
象とする工業化学物質にはナノスケール物質は含まれない。

研究開発用である工業化学物質については、登録年の総量が規定されており、その中で、工業化学
物質が固体であるか分散している工業化学物質であり、非結合状態の粒子または凝結体または凝集体と
して、少なくとも 1 つの外寸がナノスケールで少なくとも 50%（数サイズ分布で）で構成されている場合に
は、総量は 10kg を超えないことが規定されている。
報告された導入に該当する条件は、以下のとおりである。


研究開発専用のナノスケールの工業化学物質



研究開発専用の工業用化学物質（ナノスケール以外）



低リスクのフレーバーまたはフレグランスブレンド

上記の「研究開発専用のナノスケールの工業化学物質」については、以下の条件を満たす場合に報
告導入の対象である。


工業化学物質の導入は以下のいずれかである：①個人による研究開発で使用される工業化学
物質としてのみの導入である、または②工業化学物質を他の人が研究開発でのみ使用できるよう
にするためだけに導入する



工業化学物質は、固体または分散液で、非結合状態の粒子または凝結体または凝集体として、
少なくとも 1 つの外寸がナノスケールで少なくとも 50%（数サイズ分布で）で構成されている
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工業用化学物質は一般公衆に利用可能ではない：①単独で、または②1 つ以上の他の工業用
化学物質と組み合わせて、または③工業化学物質が物理的または化学的変化を受けて成形品
を生産する場合を含む、成形品の一部として



管理手段を使用して、工業用化学物質が導入される研究開発に関与する人と環境に対する産
業化学物質の導入と使用からのリスクを排除または最小化する



登録年に人が導入した工業化学物質の総量が 10 kg を超え、100 kg 以下である

また、同規則では、工業化学物質がどの導入に該当するかを判断する手順をステップ１～６のフロー
形式で示している。この示された手順に従って、ナノ材料が、リストされた導入にも、免除された導入にも、
あるいは報告された導入のいずれにも該当しないと判断された場合には、ステップ 4～6 に従って、人健
康リスクと環境リスクの指標から、示唆的リスクを決定し、それらを用いて再度、対象物質が免除された導
入あるいは報告された導入に該当するか否かを検討する。なお、示唆的リスクが中から高程度のリスクに
該当すると判断された場合には、免除された導入にも報告された導入にも該当せず、評価された導入の
対象となると判断される。
示唆的リスクを決定する際の人健康リスクの指標のうち、ナノ材料に係る指標は以下のとおりである。


中～高リスク


固体または分散液で、少なくとも 1 つの外寸がナノスケールで、その少なくとも 50%（数サイ
ズ分布）がナノスケールの、非結合状態の粒子または凝結体あるいは凝集体から構成される
工業化学物質である



工業化学物質は可溶性ではない



工業化学物質のナノスケール部分の導入は、工業化学物質の非ナノスケール部分の導入
に付随するものではない



低リスク


固体または分散液で、少なくとも 1 つの外寸がナノスケールで、その少なくとも 50%（数サイ
ズ分布）がナノスケールの、非結合状態の粒子または凝結体るいは凝集体から構成される
工業化学物質である



工業用化学物質は可溶性ではない



中～高リスクの指標に該当しない（表の項目 1 から 5 のいずれも導入に適用されない）

（３） 我が国の規制動向
１） 環境省による取組み
①

「セルロースナノファイバー」から自動車を製造

2019 年の 10 月 24 日～11 月 4 日まで東京ビッグサイトで開催されていた「東京モーターショー」にお
いて、自動車メーカーなどが車の可能性を感じさせる近未来的な数々のコンセプトカーを出展する中、ひ
と際異彩を放ち大勢の来場者の目を引いていたのは、環境省のブースにあった「セルロースナノファイバ
ー」を用いて製造されたスーパーカーであった。
スーパーカーの内装には一部木材が使われているが、それだけではなく、「このスーパーカーは木か
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ら造った車なんですね。より正確に言うと木材の半分を占める『セルロースナノファイバー』という材料を使
って“硬い軽い材料”を作る。これでボンネットだとかバックウィンドウといったところも、全部、植物由来の
セルロースナノファイバーという材料で作っている」（製造に携わった京都大学 矢野浩之教授）。「セルロ
ースナノファイバー」とは、樹木などの植物に含まれる非常に細い繊維のことで、その単位は数 10nm（ナ
ノメートル）、髪の毛の数万分の 1 という細さである。
セルロースナノファイバー材料の作成工程は、木材のチップを加工し、紙の原料となるパルプを作成、
このままだと、強度はほとんどない。このパルプをさらに特殊な薬品でほぐし、セルロースナノファイバーの
密度を上げることで、鉄の 5 倍の強度を持ちながら、5 分の 1 の軽さの材料となる。課題は製造コストだっ
たが、矢野教授ら京都大学と京都市産業技術研究所などの共同研究で発見されたのが、「京都プロセス」
と呼ばれる加工方法である。セルロースナノファイバーをプラスチックに混ぜて強化するには、紙の原料
にもなるパルプを一度ほぐしてセルロースナノファイバーにしたあと、プラスチックに混ざるように加工する
必要がある。そこで、矢野教授らはパルプ自体を加工し、プラスチックに混ぜたときにパルプがほぐれて
均等に混ざるように改良した。工程を 2 つ減らして製造コストを 10 分の 1 までカットした。「コストを大きく
下げられるとわかったので、自動車関連の会社が興味を持ってくれて、実際にそれで車が造れるのかや
ってみよう、ということになった。セルロースナノファイバーを使った材料を使うことで、この車にして 2 割くら
い軽量化ができている。それで燃費が 1 割くらい向上する。その分 CO2 の排出が減る。だから“環境省の
造る”スーパーカーなんです。」（京都大学 矢野浩之教授）
強度が変わらず、したがって安全性も保たれ、軽量で環境に優しい材料に期待がもたれる。
２） OECD での活動
経済協力開発機構 (OECD)が、製造ナノ材料の安全性に関するシリーズの「製造ナノ材料の安全性
に関する代表団の進展－Tour de Table」レポートを掲載した中に、日本の活動状況が以下のように報告
されている。
1.10 日本
1.10.1. 人の健康と環境の安全に関する国内の動向
経済産業省は、2010 年に経済産業省のウェブサイトで安全性試験データおよび製造されたナノ材料の
管理方法に関する情報を公表した (日本語のみ）。そのような情報は製造業者によって自発的に提供さ
れ、毎年更新された。 経済産業省は、2018 年に最新情報を公表した。
1.10.2. グッドプラクティス文書に関する開発
ISO / TC 229（Nanotechnologies）の P メンバーとして参加する国内メンバー団体である日本工業規格
委員会（JISC）は、TC 229 / JWG 2（測定および特性評価）の主催者(Convenor)と書記(Secretary を指
名した。TC229 / JWG2 では、JISC は（ANSI、米国規格協会と）共同で、プロジェクトグループ 22「粒子
径と ENV / JM / MONO（2019）11│39 区分外 透過型電子顕微鏡を用いた形状分布測定」（IS
21363）を主導している。 そして今、DIS 投票も承認された。
JISC が「非対称流と遠心力場流動分別を用いたナノ物体の分析」を主導し、今、これが出版された。
JISC はプロジェクトグループ 25「個別化セルロースナノフィブリルサンプルのキャラクタリゼーション」（TS
21346）を主導している。
TC229 / WG3（ナノテクノロジーの健康、安全、および環境の側面）では、JISC が新しい作業項目提案
「光吸収測定を用いたカーボンナノ材料の細胞取り込みの定量化方法」（TS 23034）を主導している。
産業技術総合研究所（AIST、産総研）は、単層カーボンナノチューブ技術研究協会（TASC）のメンバー
として、「カーボンナノ材料（カーボンナノチューブおよびグラフェン）の放出および暴露を評価するための
ガ イ ド ） 」 の 英 語 版 を 発 表 し た 。 ） "2018 年 4 月 に ウ ェ ブ サ イ ト 上 で 利 用 可 能 に な っ た ：
https://en.aistriss.jp/assessment/6315/。
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1.10.3. ナノ材料の人の健康および/または環境安全面に対処するように設計された研究プログラムまた
は戦略
 ナノ材料のライフサイクル側面に関する研究または戦略についての情報、ならびにナノが可能にしたアプ
リケーションの環境および健康へのプラスおよびマイナスの影響。
OECD 以外の国々を含む、多国間ベースでのナノテクノロジーに関する現在または将来の活動。



経済産業省は、産総研と 5 つの研究室が参加した気管内注入の手順に関する国内の研究室間比較研
究を完了した。肺葉への点滴注入ナノ材料の分布の再現性および短期間の炎症応答が調べられた。
製造されたナノ材料の吸入毒性試験のための in vivo での短期暴露方法に関する以前に提案された実
現可能性研究(feasibility study)に関して、プロジェクトの範囲(scope)で再検討中である。
経済産業省は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託を受け、産総研と 4 つの CNF 製造会社が
実施する 3 年間のプロジェクト「セルロースナノファイバーの安全性評価方法の開発」（JFY 2017-2019）
を主導している。このプロジェクトでは、CNF の分析、ハザード評価、および排出/暴露評価のための方法
が開発されている。 得られた結果に基づいて、CNF 関連企業における自主的な安全性評価を支援する
ためのガイダンス文書が発行されるであろう。
厚生労働省は、2003 年以来、健康および労働科学研究助成金を通じて、いくつかのナノ材料の人の健
康面に関する研究を推進してきた。 2018 年度には、人の健康に関するナノ材料のハザードの評価と処
分の方法を開発する基礎研究を含む、4 つの研究プロジェクトが進行中である。
2011 年度から、環境省（MOE）は、環境運命と生態毒性の理解を通して、製造されたナノ材料の環境リ
スクに彼らの努力を集中してきた。2018 年度、MOE は、TiO2、銀、CNT などの製造されたナノ材料の生
態毒性に関する既存の文献の収集とレビューを続け、それらの粒子サイズに起因する有害な影響を特定
した。（ 40│ENV / JM / MONO（2019）11 区分外）
環境（すなわち、大気および地表水）中の製造されたナノ材料を測定するための方法論を開発する目的
で、 2017-18 年度で、カーボンアナライザー、ラマン分光法、および SEM からの情報を統合することに
よって、CNT を大気中のバックグラウンド炭素と区別するための下限を決定する、実験の試みがなされて
きた。

（４） 国際機関の動向
１） OECD の活動
①

化学物質安全と生体安全（バイオセーフティー；Biosafety）の進行状況報告書

経済協力開発機構(OECD) の化学物質安全と生体安全（バイオセーフティー；Biosafety）の進行状
況報告書の 2019 年 4 月号には、工業ナノ材料の安全性を判断するための OECD の作業の更新が含
まれている。同報告書は、ナノ材料に対する OECD テストガイドラインの適用可能性が工業ナノ材料に関
する作業部会(WPMN)の作業の主要な関心事であり続ける、と指摘する。
WPMN は、工業ナノ材料をテストするのに関連する 3 つの新プロジェクトに関して作業することに合
意し、（以下に）取り組むこととした。


(生態) 毒性研究ための生物学的試料中のナノ粒子の濃度測定



環境媒体中のナノ材料の溶解速度の測定(動的方法)



工業ナノ材料の生態毒性の測定のためのテストガイドライン 201、202、203 の使用のための補
足ガイダンス

作業は、ナノ材料のトキシコキネティクスに取り組むためのプロジェクト提案の開発だけでなく、生物持
続性／生物耐久性の工業ナノ材料に関する情報の集積（コンパイル）を完成させることを続けていく。さら
に、WPMN は、ナノ材料に対するすべてのテストガイドラインの開発のために関連する多くの問題 (すな
わち、試料調製及び用量測定に関するガイダンスを更新することおよびグルーピングに関するガイダンス
におけるナノ材料の区分)を識別した。
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報告書は、暴露測定と暴露軽減に関する WPMN の作業の目的は、暴露測定と軽減のためのガイダ
ンスについての情報交換 (または開発)をすることである、と述べている。
また、WPMN は、3 つの相補的なプロジェクトに取り組んでいる。


工業ナノ材料への職業暴露を評価するための規制および非規制モデルのグローバル対応能力
を評価すること



ナノ材料への消費者暴露を評価するために使用される利用可能なツールとモデルの集大成



工業ナノ材料への環境暴露を評価するために使用される利用可能なツールとモデルの集大成

これらのプロジェクトは、3 つの対象集団－労働者、消費者、そして環境－に対するナノ材料暴露を
推定するために使用可能な暴露モデルの性能を評価することを目的とする。モデルの評価を行うために、
WPMN は「構造化された形式で暴露データを収集/生成している」。
WPMN の 2019 年 2 月会合で、暴露評価に関する作業部会とのコラボレーションで考慮されることに
なる作業の潜在的な分野だけでなく、それらが化学物質試験概要を報告するための既存 OECD 調和
テンプレート(OHT)によって収集されることができるように暴露データを構造化する方法を議論した。報告
書によると、WPMN は、フランス、オランダおよび Business at OECD (BIAC) が率いるプロジェクト「より
持続可能な NMs とナノ応用製品のための「より安全な技術革新アプローチ」への移行に向けて： 既存
のリスク評価ツールとフレームワークの概要、および工業環境でのそれらの適用性」を実行し続けていく。
報告書は、WPMN は、このプロジェクトの成果が、この場合ナノ材料とナノ応用製品からもたらされる革
新によって課される規制上の課題を予測する知識を促進できると期待している、と述べている。
②

Tour de Table を含む製造ナノ材料の安全性に関するシリーズの新しいレポート

OECD は、製造ナノ材料の安全性に関するシリーズの以下のレポートを掲載した。


製造ナノ材料の安全性に関する代表団の進展－Tour de Table：
Tour de Table は、 2019 年 2 月の OECD の WPMN 第 19 回会議の機会に代表団によって提
供された情報を編集している。それは製造ナノ材料に関連する活動だけでなく、国際レベルでの
ナノテクノロジーに関する他の活動についての関連情報を要約することを目指している。Tour de
Table は代表団によって報告された法規制の動向に関して以下に詳細を提供する。


製造ナノ材料のリスク評価の決定を通知するための物理化学的決定フレームワーク：この文
書は、所与の種類のナノ材料のキャラクタリゼーションと同定のために重要と考えられる所与
の物理化学的パラメータを測定するのにどの試験方法が適切かに関するガイダンスを提供
する



ナノ材料の測定とレポート作成のための指針：物理化学パラメータ：OECD は、これに、デ
ータの有用性と比較可能性を最大化するために、一貫性のあるデータ報告 (サンプル調製
及び測定プロトコルに関する詳細を報告することを含む)の促進に加えて、研究の実施を改
善するのを支援することを意図しており、以下の 4 つの透明なアプローチを提供する： (1)デ
ータ生成のための重要な目的のコミュニケーションを支援する；(2) 適切な方法の識別を容
易にする；(3)方法の限界を正確に指摘する；そして(4)ナノ材料の評価に関連する目的に対
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処する良いレポート作成実践を強調する。
Tour de Table からのハイライトは以下のとおりである。


カナダ：カナダは、商取引におけるナノ材料の環境と人の健康リスク評価をガイドするために使用
されるリスク評価の枠組みを現在開発中である。 カナダは、2019 年春までに一般化されたリスク
評価枠組み案を完了する予定だった。さらに、カナダは、後日、ハイレベルな枠組みに関する専
門家協議を計画している。



欧州連合(EU)：ナノ材料の定義に関する勧告(2011/696/EU)の欧州委員会 (EC)見直しに続い
て、EC は勧告の「若干の修正」を予測した。 EC は、考慮された変更についての公開協議を計
画した「が、着手が延期されている」。公開協議は 2019 年後半に行われる可能性があり、その時
点でより多くの情報も利用可能になるだろう。何らかの変更があるまでは、既存の勧告を使用する
べきである。



フランス：フランス労働災害防止のための国立研究安全研究所(INRS)は「製造ナノ材料に関連
する職業上のリスクの防止に専念する」以下の研究を継続している。


5 つの毒性研究 (主に動物の吸入による実施)



職業上の暴露のキャラクタリゼーションに関する 5 つの研究



集合的防護装置 (ろ過) に関する研究

2019 年に、INRS は非晶質ナノ構造シリカへの職業暴露に関連する早期影響のバイオマーカ
ーの主要な疫学的研究を開始する予定である。


ドイツ：2019 年に、連邦環境庁(UBA)は、欧州市場にある先端材料（アドバンストマテリアル）と
化学物質安全性規制の文脈におけるリスク評価との関連性、に関する知識を促進することを目指
した新しい研究プロジェクトを開始しようとしている。トピック会議は、2019 年秋/冬、2020 年夏と
2021 年春に予定されている。また、UBA は、環境媒体中でのナノ材料の溶解度と溶解速度を測
定する静的及び動的な標準的な方法の開発に焦点を当てる研究プロジェクトを開始する予定で
ある。両方の方法は、OECD テストガイドラインに含められることが意図されている。プロジェクトは
約 3 年の期間で 2019 年 10 月に開始する予定である。



韓国： 2019 年 1 月の消費者向け化学製品および殺生物剤安全法 (K-BPR) の施行に伴って、
環境省 (MOE)は、人、動物、環境に及ぼす殺生物製品に含まれるナノ材料の影響に関する評
価報告書を提出することを法令で定めている。ナノ材料を含む殺生物製品の場合、物質の名前
は、物質名の前に括弧で「ナノ」という単語を表示する必要がある。



タイ： タイ食品医薬品局 (タイ FDA)」は、「ナノ粒子を含む製品認証を真剣に検討し始めている」。
そ れ は 、ナ ノ 粒 子 と ラベ ルに 関 し て そ の ス タ ッ フの 意 識 ト レ ー ニ ン グ を実 行 す る た め に 、
NANOTEC の支援を求めている。タイ FDA は、安全意識を高めるための NANOTEC との共同
作業契約を開始したいと述べた。



米国: 米国環境保護庁 (EPA) は、5 つの量子ドットと金属酸化物の少量免除のレビューを完
了した。 EPA は、「不合理なリスクを防ぐために人と環境の暴露を限定した条件の下での免除を
許可した」。
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③

ナノ材料の溶解速度と分散安定性に関する OECD のガイダンス文書ドラフト

「影響と暴露評価のためのナノ材料の溶解速度と分散安定性に関するデータの試験と解釈のための
ガイダンス文書」の WNT(Meeting of the National Co-ordinators of the Test Guidelines Programme)
コメントのための一次ドラフトが公開された。これは、WNT コメントのために配布される最初のドラフトであ
る。これには、既に行われた専門家のコメントラウンド（2019 年 4 月から 5 月）で提供されたコメントが含ま
れる。修正されたドラフト、クリーンで追跡された変更バージョン、および受信したコメントへの回答が制限
付きサイトで利用可能になった。WNT は 2019 年 9 月 19 日までにこのドラフトをレビューし、コメントを提
供するよう請われている。
2013 年にベルリンで開催された OECD 専門家会議（OECD 2014a）では、環境における溶解速度と
分散安定性はナノ材料の重要なパラメータであり、テストガイドライン（TG）はこれらのパラメータ用に開発
されるべきであるとされた。これらのパラメータはしばしば相互にリンクされているため、包括的なガイダン
ス文書（GD）も有益であることが認められた。
TG 318（OECD 2017）で、製造されたナノ材料のシミュレートされた環境媒体中での分散安定性は
2017 年に公開された。
環境媒体への溶解速度に関する TG の開発は、OECD WNT プロジェクト 3.10 として 2014 年のテス
トガイドラインプログラムの作業計画に含まれる（最新バージョン OECD 2018）が、これまでに終了できな
かった。一方で、水および生体液での溶解速度試験に関連する他の方法および環境中の変換（WNT プ
ロジェクト 1.5 および WNT プロジェクト 3.16）は、WNT 作業計画に含まれていた。したがって、進歩を図
るために、WNT プロジェクト 3.10 の現在のドラフト文書、科学文献、および GD 29（OECD 2001）を含む、
入手可能な情報に基づく包括的な GD の溶解関連コンテンツを構築することが結論付けられた。
短期的には、バッチおよび動的フロースルー法の実験ステップと手順に関するガイダンスと、それらを
ナノ材料に使用する場合の意思決定支援を提供する（第 2 章）。
上記の WNT プロセスが完了し、TG が利用可能になった後、この GD の更新が必要になる場合があ
るかもしれない。この GD は、特にこれらの方法のパフォーマンスと結果に対するさまざまな実験条件の影
響に関して、上記のエンドポイントに対処する方法のガイダンスを提供する。 さらに、この GD は結果の
解釈をサポートすることを目的としている。
第 2 章では、バッチ試験とフロースルー法に基づいた溶解度と溶解速度の決定、及び得られた試験
結果の評価と報告の方法に関するガイダンスを提供する。
TG 318 の特定のガイダンスは、その TG で説明されているよりもさらなる実験条件、ヘテロ凝集を説明
するガイダンス（セクション 3.3）、及び付着係数の導出（セクション 3.4）を含む第 3 章に記載されている。
後者の問題に対処するために、利用可能な科学文献から知識の現状がとりこまれた。さらに、エンドポ
イントに対応するデータの解釈と表示に関するガイダンスが提供されている。
更なるナノ特有の運命および効果試験および評価戦略のための TG 318 を使用した、溶出試験およ
び分散安定性の試験によって生成されたデータの使用については、第 4 章で説明される。試験戦略はセ
クション 4.2 で説明される。さらに、その 2 つのエンドポイントの相互の影響について議論される。つまり、
分散安定性は溶解速度に影響し、逆もまた同様である。
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第 5 章では、この GD は、溶解モデルの出力データを使用して、暴露モデルの入力パラメータを導出
するための分散安定性テストに関する推奨事項を提供する。
第 6 章では、他の OECD TG および GD に関連するこの GD の使用に関する情報を提供する。これ
には、水生生物および底質の毒性試験で予想される GD（セクション 1 を参照）および魚のナノ材料の見
かけの蓄積可能性で予想される GD（セクション 6.3 参照）が含まれる。
土壌および堆積物中のナノ材料の運命の推定は実施が難しいため、GD は土壌および堆積物中のナ
ノ材料を模倣するために環境条件を変化させることにより、分散安定性および溶解速度のスクリーニング
の可能性に関するアドバイスも提供する（セクション 6.2 を参照）。そして OECD TG 312 のための予想さ
れるナノ固有 GD にリンクする。
２） ISO の活動
（ア） 標準（技術報告書）
①

環境マトリックス中のナノオブジェクトとそれらのアグリゲートとアグロメレート（NOAA）の測定のため
の考慮事項に関する標準

この標準「Nanotechnologies -- Considerations for the measurement of nano-objects and their
aggregates and agglomerates (NOAA) in environmental matrices」（技術報告書；Technical Report
（TR））は、製造された NOAA を分析するための環境サンプルを採取する際のいくつかの考慮事項、製
造された NOAA を天然由来の同じ組成のナノスケール粒子のバックグラウンドレベルと区別するための
考慮事項、および環境マトリックス中の製造されたナノ材料の定量化を支援するための調製手順を提供
する。
環境マトリックス中のナノ物体およびそれらの凝集体および凝結体（NOAA）の濃度を決定することは
関心をもたれている。製造されたナノ材料（NM）は、製造工程からの放出およびその廃棄物の流れ、なら
びに市販品の使用およびそれらのリサイクルおよび廃棄のフローを介して環境に入る。そのような測定作
業には、分析を妨害したり結果を歪めたりする可能性がある天然物質の存在を理解すること、環境が NM
とどのような相互作用をするかに関する知識、および粒子の組成に固有の独自の採集および分析技術に
関する洞察が必要である。
本文書は、環境中の NOAA レベル、ならびに採集およびサンプル調製の方法を報告する公表された
研究のレビューを提供する。また、空気、水、および堆積物のサンプリングに関する ISO ガイダンス、なら
びに、測定技術のマトリックスに関する情報については、この文書の「参考資料」のセクションを参照する
必要がある。
製造された NM のすべてがここで説明されているわけではない。環境でそれらを調べた研究がまだ発
表されていない可能性があるためである。一方、採集方法と分析前調製手順は、特定の環境マトリックス
内の一部またはすべての NOAA で類似している可能性がある。さらに、環境から単離された NOAA は、
純粋な NOAA に使用されたのと同じ機器および分析技術を使用して特徴付け（キャラクタライズ）すること
ができる。したがって、公表された研究の欠如は、いかなる環境マトリックスからも特定の NM を採集し、存
在する NOAA を測定する能力を排除するものではない。
生物相（biota;すなわち生物）も NM を隔離および／または変換することによって NM と相互作用し得
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ることが認識されているが、この文書の範囲が広すぎないように生物相の分析は意図的に排除される。
しかし、生物相の影響を見逃すべきではない。 そのような考慮は、この後の技術報告書の一部となる可
能性がある。
②

グラフェンおよび関連する 2 次元材料の特性マトリックスおよび測定技術に関する標準

2019 年 3 月、ISO は標準 ISO/TR 19733:2019「ナノテクノロジー－グラフェンおよび関連二次元
(2D) 材 料 の 特 性 と 測 定 手 法 の マ ト リ ッ ク ス 」 （ Nanotechnologies -- Matrix of properties and
measurement techniques for graphene and related two-dimensional (2D) materials）を出版した。グ
ラフェンが 2004 年に発見されて以来、それは機械的強度、剛性、弾性、電気と熱の高伝導性と光透過
性など、その最高レベルの材料特性によるアプリケーション研究とデバイス業界で最も魅力的な材料の一
つになっている、と ISO は説明している。ISO によると、グラフェンの応用はフレキシブルタッチパネル、
有機発光ダイオード (OLED)、太陽電池、スーパーキャパシタ、電磁シールドで現在のデバイス開発技
術の多くを置き換えることができるだろう、と期待される。材料特性のより深い理解を得る、および高品質
で大量生産する方法を見つけるために、大学、研究機関、研究所はグラフェンと同様に関連する 2D 素
材を研究している。しかし、これらの革新的な材料を完全な実用化につなげるために、重要な材料特性の
特徴付け（キャラクタリゼーション）と測定技術が標準化され、グローバルに認識される必要があることが本
質的に要求される。
標準では、標準化される必要があるグラフェンと関連する 2D 材料特定の特性の特徴付け（キャラクタリ
ゼーション）と商業的に入手可能な機器による測定技術がマトリックスの形で編成されている。ISO は、マ
トリックスがグラフェンと関連する 2D 材料の特徴付け（キャラクタリゼーション）と測定において必要な国際
規格を開発する初期ガイドとして役立つことができるだろうと示唆する。
③

製造環境の混合ダスト中のナノ粒子サイズ範囲にある非晶質シリカとカーボンブラックの気中濃度
を定量化する方法

ISO は、標準 ISO/TS 21361:2019「ナノテクノロジー－製造環境の混合ダスト中のナノ粒子サイズ範
囲にある非晶質シリカとカーボンブラックの気中濃度を定量化する方法」を発行した。標準は、産業製造
環境の混合ダストとして収集した大気試料中のカーボンブラックおよび/または非晶質シリカの粒子を定量
化し、識別するためのガイドラインを提供する。ガイドラインは、大気試料の採取および粒径と元素組成の
両方で大気試料中の粒子のキャラクタリゼーションについて記述している。
ISO は、記述される技術がカーボンブラックと非晶質シリカに対するものであるにも関わらず、6 ナノメ
ートル (nm)から 2.5 マイクロメートル (μm)のサイズの範囲内にあり、透過電子顕微鏡（TEM）／走査型
電子顕微鏡（SEM）で観察でき、エネルギー分散分光法（EDS）によって化学的にキャラクタライズするこ
とができる場合、他の種類の粒子の測定に技術を適用できる、と指摘する。ISO は、この方法論は、この
程度の感度を持って、サイズによってナノ粒子への化学物質特有の暴露を定量化するために利用可能
な方法の 1 つを表している、と説明している。このサイズ範囲の化学物質の暴露を、化学種を明らかにし
定量化できる他の既存方法の多くは、質量ベースであり、従ってこのサイズ範囲の粒子の（少ない）質量
と比較したとき、質量ベースの検出限界が高いため、使用が制限される。さらに、ISO によれば、他のサン
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プリング方法は標準で記述されている技術に従っているかもしれないが、この目的のために評価されたり
検証されたりしていない。ISO は、この方法論は、ナノ材料に対する職業暴露評価サンプリング戦略、特
に暴露のためのホットスポットが他の方法を使用して特定され、そして、その暴露の性質の理解に関心が
ある事象で、より高い階層のステップとして実施されるだろう、と示唆している。分析の結果は、労働者の
潜在的な健康上のリスクを理解するため、使用可能になった、健康のベンチマークと比較するために使
用されることができる。さらに、それは、必要なとき、製造工程の非常に早い段階で適切な個人用保護具
(PPE)を選択する際に役に立つかもしれない。
④

ナノテクノロジー－抗菌銀ナノ粒子－特性の仕様及び測定方法

ISO は、標準 ISO/TS 20660:2019「ナノテクノロジー－抗菌銀ナノ粒子－特性の仕様及び測定方法」
を出版した。標準は、ナノテクノロジーにおける抗菌適用を意図される粉末やコロイド形状の銀ナノ粒子
のための特性の仕様と関連する測定方法のガイダンスを提供する。ISO は、標準は購買者に抗菌効果を
持つ銀ナノ粒子の物理化学的特性を提供することにおいて生産者を支援することが意図されている、と
述べている。ISO は、標準は製造または使用中に健康及び安全性問題に固有の考慮事項をカバーして
いないことを注記している。
⑤

ナノテクノロジーズ —粘土ナノ材料 —第 1 部:層状粘土ナノ材料の特性付けと測定方法の仕様

ISO は、標準 ISO/TS 21236-1:2019「ナノテクノロジーズ —粘土ナノ材料 —第 1 部:層状粘土ナノ材
料の特性付けと測定方法の仕様」を発表した。この標準は、層状粘土ナノ材料を粉末および化学的に変
性したもので測定する特性を特定し、関連する測定方法を記載している。標準の要約によると、層状粘土
ナノ材料のための多数の産業用途がある。粘土ナノ材料用途の広い範囲を考えると、様々な基本的な特
性が否定できない役割を果たす。要約によれば、これらの特性は、層状粘土ナノ材料の提供者によって
測定され、報告される。ISO は、これらの基本的かつ基礎的な特性の決定は、異なるアプリケーションの
ためのこれらのナノ材料の売り手と買い手の間のコミュニケーションを容易にする、と述べている。これらの
特性は、ナノコンポジット、紙、インク、精製、触媒のような、すべての工業用層状粘土ナノ材料用途のた
めに考慮されている。基本的な特性に加えて、層状粘土ナノ材料の他のいくつかの任意特性が測定され、
売り手と買い手の間の合意に従って報告される。ISO は、この標準が健康、安全、環境問題を扱わないこ
とを指摘している。
⑥

ナノテクノロジー －NADH 酸化のためのナノ粒子の光触媒活性試験

ISO は、標準 ISO 20814:2019「ナノテクノロジー －NADH 酸化のためのナノ粒子の光触媒活性試
験」を発表した。標準は、紫外線（UV）誘導ニコチンアデニンジヌクレオチド水和物（NADH）酸化を測定
することによって、生理的に妥当な条件下の水性環境中に懸濁されているナノ粒子(NP)の光触媒活性
（PCA）の測定方法を特定する。ISO によれば、測定はナノ材料の光毒性の可能性を評価するものである。
方法は、NP 凝結体および凝集体にも適用できる。ISO は、粒子および表面 PCA 測定のための既存の
標準試験方法（ISO 10676 および ISO 10678 を参照）は、有機染料を生体適合性のない指標として使
用しながら、大きな試験量および／または長い測定期間を必要とするため、光毒性につながるナノ材料
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PCA を測定するために直接適用可能ではない、と述べている。
３） その他の国際的活動
（ア） IARC
①

IARC モノグラフの優先順位に関する勧告

世界 18 カ国からの 29 人の科学者の諮問グループは、2020－2024 年の間の国際がん研究機関
(IARC) モノグラフプログラムの優先順位を勧告するために 2019 年 3 月 25-27 日に会合を開催した。
諮問グループは、公募の推薦の呼びかけに対する回答を評価し、2014 年に開催された同様の諮問
グループ会議からの残りの勧告優先順位を含む、170 以上の独自の候補作用物質を検討し、証拠の動
向と作用物質の類型の両方によって、優先度勧告の作成を通知するため、すべてのノミネートされた作
用物質を審議した。諮問グループは、広い範囲の作用物質を、評価のための高、中、または低優先度を
つけて勧告し、人への暴露の証拠と発がん性を評価するための入手可能な証拠の程度に基づいて優先
度を割り当てた。人への暴露の証拠または発がん性を評価するための証拠のない作用物質はさらなる検
討の勧告はされなかった。
識別された優先順位と関連している作用物質はまた評価に値するだろうと認識していたと、諮問グル
ープは指摘する。さらに、発がん性の危険性を示す新たな関連する証拠が今後 5 年間で利用可能にな
る場合、追加の作用物質は、考慮に値するかもしれない。IARC は、勧告は Lancet Oncology（ランセッ
ト・オンコロジー）誌「IARC モノグラフのための優先順位に関する諮問グループ勧告」中で公表された、と
2019 年 4 月 18 日に発表した。IARC モノグラフですでに評価され、高い優先度の評価が勧告されてい
る作用物質のリストは、多層カーボンナノチューブ(5 年間の後半以内の評価実施を助言)を含んでいる。
中位の優先順位の作用物質のリストには、ナノ材料、「例えば、二酸化チタンまたはナノシリカ」が含まれ
る。
（イ） その他
①

Nanosafety での EU－米国の優先順位に関するワークショップレポート

2019 年 3 月 5-6 日、「Nanosafety における EU‐米国協力の促進」に関するワークショップがハーバ
ード大学で開催された。ワークショップレポートによると、ワークショップは 2 つの主要な質問に答えること
を意図したものであった。


Nanosafety とその他の高度な材料における今後の研究の優先事項は何か、そして



Nanosafety における欧州連合 (EU)‐米国協力優先事項のための機会は何か

議論は 2013 年報告書、ヨーロッパ 2015‐2025 年における Nanosafety: Towards Safe and
Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations（安全で持続可能なナノ材料とナノテク
ノロジーの技術革新に向かって）、および米国国家ナノテクノロジーイニシアチブ (NNI)に参加している
米国連邦政府機関によってコーディネート（調整）された、現在の Nanosafety 活動の実施状況に基づい
ていた。学界、業界、および政界からの 30 人以上の参加者は、今後の Horizon Europe の観点から EC
と関連する米国資金調達機関両方に共有されることになる推奨事項を起案し、以下の 7 つの研究優先
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事項が識別された。


環境や人への危険（ハザード）



新たなナノ材料と潜在的なリスク



新たな材料のバランスの取れたリスク・ガバナンスをサポートする社会科学と自然科学研究



ナノ情報科学（Nanoinformatics）



環境と人集団レベル両方での暴露評価



標準的な方法論、参照材料、および調和、そして



ライフサイクル／変換／バリューチェーン／管理（stewardship）

また、議論の間、ワークショップ参加者は EU‐米国の連携を推進するために、以下の潜在的な手段
を強調した。


既存プロジェクトとの連携



若手科学者の交換や研究者の移動性



Horizon 2020 および将来の Horizon Europe への米国の参加



米国環境保護庁 (EPA)、国立環境衛生研究所 (NIEHS)、国立科学財団 (NSF) および他の
連邦機関は、EU 主導の Nanosafety プログラムへの米国の参加を資金援助してよい



共同 EU‐米国研究プログラムの確立



マルタイニシアチブの促進と米国への開放



将来の潜在的な European Cooperation in Science and Technology (COST)‐の様なプロジェ
クト



賞による刺激（Inducement prizes；例えば Horizon 2020 では、定められた課題に最も効率的に
応えた人に現金で賞（Inducement prizes と称する）が与えられる）

②

第 9 回ナノカンファレンス

持続可能なナノテクノロジー機構(SNO)とナノテクノロジー、産業及び環境保健(NanOEH)委員会は
2020 年 10 月 4 日～6 日に第 9 回ナノカンファレンスを開催する。会議では、以下をトピックとして取り上
げる予定としている。


グリーン/先進的な合成材料と製造



ナノ医療、ナノドラッグ、医薬品および医療用途



人に関連するナノ毒性学



生態毒性学



職業及び環境暴露評価



グローバルな課題



持続可能な水処理と修復



運命と輸送



持続可能な食料と農業



持続可能性とエネルギー
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デバイスとセンサー



疫学



教育パネル



規制と政策

会議はコロラド州デンバーで開催される。
③

NIA は「ナノプラスチック」の専門用語に関するポジションペーパーを発表

2020 年 2 月 13 日、ナノテクノロジー産業協会(NIA)は、「ナノプラスチック:廃棄物、プラスチックの劣
化、環境中での存在における表現のための適した用語の使用」と題するポジションペーパーを発表した。
ペーパーでは、NIA とそのメンバーは、プラスチックを小さな粒子または断片と呼ぶ際に注意と明確さを
促す。NIA は、「ナノプラスチック」は「非特定的であいまいな用語であり、すべての聴衆に正確なプレゼン
テーションを行うために修飾子が考慮される必要がある」と述べている。NIA は、偶発的な「ナノプラスチッ
ク」（incidental “nanoplastics,”）、またはより具体的には偶発的なプラスチックナノスケール材料は、プラ
スチックの劣化または摩耗によって形成されることができると指摘している。製造された「ナノプラスチック」
(manufactured “nanoplastics” すなわち、プラスチックナノ材料; plastic nanomaterials)は、「特定の
製品特性を可能にするために、意図的にナノスケールで製造される。環境内では、製造された「ナノプラ
スチック」の存在は、製品に組み込まれている(すなわちマトリックスに結合されている)ため、非常に低いと
予想される。ポジションペーパーによると、「NIA の現在の知識では、意図的に生産されたナノプラスチッ
クはほとんどなく、使用は主に実験室内の科学研究に限定されている」という。

（５） 海外における規制動向まとめ
海外における規制動向を図 １-1 にまとめて示す。
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米国

その他諸国

EU

TSCA ナノ報告制度「ナノ材料の定義」；

EC 勧告「ナノ定義」；一次元以上において

一次元以上においてナノスケール、

定義はＥＣ準拠が殆ど

ナノスケール、
100nm 以下が個数分布で 50%以上

（例；100nm 以下が重量で 1%以上）
及びナノスケール故の新現象・性質

ＴＳＣＡ
実

・新規ナノスケール物質

施

（ＣＮＴ、Ｃ60、その他）

中

に case by case で
SNUR 適用
・従来物質のナノスケー

SNUR 適用
1 回限り義務的
報告・記録保管
(2017 年 8 月～)

ＲＥＡＣＨ
・REACH 附属書にナノ
形態の定義と登録時に
必要な情報項目等を追
加（2020 年 1 月～）

製品規制（ナノ表示）

ナノ材料報告制度

・殺生物剤（2013 年 9 月～）

・フランス（2013 年 1 月～）

・化粧品(2013 年 7 月～)

・ノルウェー（2013 年 3 月～）

・食品(2014 年 12 月～)

・デンマーク（2015 年 8 月～）

・乳幼児食品（2016 年～）

・ベルギー（2015 年 1 月～）
・スウェーデン（2018 年 1 月～）

ル材料
検

RoHS 規制
ラベリング/使用制限物
質リストの見直し中
→ナノ物質が候補に

討
中

・イタリア、ドイツ、スイス
・カナダ（情報提供義務）

製品規制（その他）

TSCA 改正

・製品規制は FIFRA
によりナノ銀に適用
・FDA は食品、化粧品、医薬品
についてガイダンス発行

・医療機器（2020 年 5 月～）
→適合性評価対象

「フランク・ローテンベルク 21 世紀の化学物質安全性法」成立
（ナノに関する規定無し）
図 １-1 海外における規制動向のまとめ
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ニュージーランド
（化粧品表示、2016 年～）

１.２. 内分泌かく乱
（１） 米国
米国では EPA が 1999 年に設立した内分泌かく乱物質スクリーニングプログラム（EDSP）が実施され
ている。一方生殖毒性を挙げてビスフェノール A（BPA）を始めとする個別の内分泌かく乱物質に対する
規制に向けた取り組みも行われている。特に、2019 年は、米国を中心に PFAS に関する規制化の動きが
活発にみられ、こうした州の動きが連邦政府に、また米国全体での動きが欧州等の他国にも影響を与え
ている。
１） 化学物質全体を含めた EDC に関する動き
（ア） EPA
①

EDSP プログラム

2019 年 3 月 11 日、大統領府行政管理予算局（OMB）は 2020 会計年度（2019 年 10 月 1 日～2020
年 9 月 30 日）の予算教書（大統領案）を発表した。OMB は、予算教書発表のプレスリリースで、今回の予
算案策定における優先課題の一つに、「連邦政府による無駄な歳出の削減」を挙げている。
大統領予算教書に合わせて EPA が発表した補足資料によると、EPA のプログラムの内、化学品規制
に関わる「有害物質リスク評価・防止（Toxics Risk Review and Prevention）」分野については、中心的な
「化学品リスク評価・低減（Chemical Risk Review and Reduction：CRRR）」プログラムへの予算集約が
図られている。具体的には、CRRR は 531 万ドルの増額とする代わりに、「内分泌かく乱物質スクリーニン
グ（EDSP）」「汚染防止（Pollution Prevention：P2）」「鉛リスク低減（Lead Risk Reduction）」の 3 プログラ
ムについては予算廃止を提案している。有害物質規制法（TSCA）の 2016 年の改正に伴う移行作業を担
う CRRR に人的リソースを集めると同時に、予算廃止される各プログラムの必須業務（法定義務がある必
要最低限の業務など）は EPA の既存業務（EDSP では殺虫剤プログラム）の範囲内で継続すると説明し
ている。
EPA は、これらを実現するため、内分泌かく乱化学物質を含む多数の化学物質をより短時間で効率
的にスクリーニングするための革新的な計算およびハイスループット方法「CompTox」の開発におけるリ
ーダーであり続けるとしている。これらの方法はより安価で、脊椎動物を使用する必要性を減らし、そして
表される関連する生物学的エンドポイントの数を拡大する。そして 2020 年度には、CompTox の研究は、
多様な規制の枠組み（例：TSCA、FIFRA、FQPA、FFDCA、SDWA）および複数の EPA プログラムオフィ
スにまたがる政府機関の活動に不可欠な支援を提供する。新しい評価方法の開発と適用は、機関の業
務に著しい効率と有効性を追加し、効果的な決定と行動を支援するための情報を合衆国に提供するとい
う。
（イ） カリフォルニア州
①

清掃用品の材料表示義務に内分泌かく乱物質も対象

2017 年 10 月に成立したカリフォルニア州法「清掃用品知る権利法（Cleaning Product Right to
Know Act of 2017：SB 258）」の一部が、2020 年 1 月 1 日より施行された。カリフォルニア州内で販売さ
れる清掃用品（家庭や組織で清掃目的で使われる製品：洗剤の他、空気清浄用品、洗車用品、フローリ
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ング用品も含む ）の製造業者は、2020 年 1 月 1 日以降に製造される製品について、自社ウェブサイト
等を通してオンラインで以下の情報を指定されたフォーマットで公開する必要がある。


製品に「意図的に添加された物質（intentionally added ingredient）」の一覧



製品内に 0.01％以上の濃度で存在する「非機能成分（Nonfunctional constituent）」の一覧



製品内に 0.01％以上の濃度で存在するアレルギーを引き起こす芳香剤（EU 化粧品規則
〔1223/2009〕の付属書 III に掲載のものなど）



一覧に掲載されている全ての化学物質の CAS 番号



意図的に添加された各成分が果たす機能的な目的



各製品の安全データシート（SDS）へのハイパーリンク

なお、上記の「非機能成分」は同州法内で指定されているもののみを指す。また、「意図的に添加され
た 物 質 」 に つ い て は 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 法 プ ロ ポ ジ シ ョ ン 65 （ Safe Drinking Water and Toxic
Enforcement Act of 1986〔安全飲料水及び有害物質施行法〕）に掲載されている場合にはその旨を記
載することも義務付けられる（ただし、この義務は 2023 年 1 月 1 日より施行）。
さらに、翌 2021 年 1 月 1 日以降に製造される製品については、製品ラベルに以下の情報を表示する
必要がある（ただし、連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法〔FIFRA〕規制下にある製品は対象外）。


製品に「意図的に添加された」物質の内、同州法で指定された化学品リスト（指定リスト）に掲載さ
れているものの一覧



EU 化粧品規則（1223/2009）の付属書 III に掲載されている、アレルギーを引き起こす芳香剤の
一覧



製造業者のフリーダイヤル番号とウェブサイトのアドレス（上記のオンラインでの材料物質公開ペ
ージに容易に繋がるもの）

製品ラベルで公開すべき物質の定義に使われている指定リストは、同州法内の 108952 条(g)項に 20
件以上が指定されており、カリフォルニア州政府、米国の他州や連邦政府、または国際機関が発表して
いる、毒性物質、発がん性物質、高懸念物質（substance of very high concern：SVHC）等のリストを指
す。この中には、内分泌かく乱作用に基づく以下のリストも掲載されている。


欧州連合（EU）の SVHC 候補リスト掲載物質の内、内分泌かく乱作用を掲載理由とするもの

なお、2021 年施行のラベル表示義務については、指定リスト掲載の物質のみ表示する選択肢の他、
オンライン公開と同様に全ての物質を表示する選択肢も用意されている。この場合、着色料と芳香剤に
ついては物質名でなく「colorants」や「fragrances」と表記するだけで良い。ただし、こうした芳香剤が EU
化粧品規則（1223/2009）の付属書 III に掲載されている場合には、「アレルギーを引き起こす芳香剤を含
む」とラベルに表記する必要がある。
カリフォルニア州で清掃用品を販売する製造業者がとるべき対応としては、同州法を改めて詳細に分
析し、2020 年初めまでに疑問点を解決しておくことを勧める、とワシントン DC の法律事務所 Bergeson &
Campbell は警告している。同州法の内容は比較的明快であるが、対象製品であるか否かや、ラベル表
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示が義務付けられた物質を含むか否かの判断は様々な解釈ができるためと、同事務所は説明した。
２） 個別の内分泌かく乱物質に対する取り組み
（ア） パー及びポリフルオロアルキル物質（PFASs）
（i）

EPA

①

機関間審査のための PFAS 規制提案

米国 EPA は、機関間審査のため管理予算局にパー及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）に対処
する 2 つの規制案を提出した。1 つ目は、特定の長鎖 PFAS（LCPFAS）が機関の審査なしに輸入できな
い こと を確 実に す る こと を目 的 と してお り、2 つ 目は有 毒 物 質 放出 イン ベ ント リ （ Toxics Release
Inventory ;TRI）の有毒化学物質リストにこれらの化学物質を追加するものである。どちらのアクションも、
2019 年初めに同機関の PFAS 行動計画の下でなされたコミットメントと一致している。


提案①

EPA 提案の最初は、長鎖パーフルオロアルキルカルボキシレート（LCPFAC）物質およびパーフルオ
ロオクタン酸（PFOA）またはその塩のための重要新規使用規則（SNURs）を改正することに目を向ける。
もともと 2015 年に提案され、規則は、もはや行われていない LCPFAC 化学物質の中の一群の製造ま
たは加工を「重要新規使用」として指定することを目的としている。これは、PFOA の自発的なフェーズア
ウトを補完するように設計された。しかし、EPA は、補足的な提案が成形品中で使用される LCPFAC に対
して適用できない特定の免除を行うために必要であると判断した。これは、「EPA が暴露の合理的な可能
性があるという規則中で肯定的な調査結果を出す限り、成形品は重要新規使用として通知要件の対象と
なる可能性があると述べる」TSCA の 2016 年改正中の条項に従っている。
第 2 のルールメイキング案（notice of proposed rulemaking ;NPRM）の通知は、2019 年 9 月 25 日
に OMB で受け取られ、提案を公表するための必要な手続きである機関間審査を開始した。


提案②

一方、EPA は、TRI 有毒化学物質リストに特定の PFAS を追加することに関するパブリックフィードバッ
ク を 求 め る た め に 、 ル ー ル メ イ キ ン グ 案 の 事 前 通 知 （ advanced notice of proposed
rulemaking ;ANPRM）を提出した。
TRI は、産業施設および連邦施設が報告する化学物質放出および汚染防止活動の公共資源である。
PFAS は、このスキームの下で報告することが要求される化学物質のリストには現在含まれていない。行
動計画がインベントリを対象としてきた長鎖 PFAS を追加するために、EPA は、結果のデータが利害関係
者に有用であると考えられるかどうかだけでなく、十分なデータが法定リスト要件を満たすために存在する
かどうかを判断する必要がある。そして、ANPRM の要約は、「TRI が利害関係者に有益な情報を提供す
るかどうかを検討する上で、EPA もそれらの PFAS が商業で活発であるかどうかを検討していく」と付け加
えた。
どちらの法案も作成元の委員会室から進んでいないが、下院と上院の両方で TRI インベントリに特定
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の PFAS を追加する法律を検討している。
2 つの提案は、2019 年 2 月に開始して以来、行動計画に関して EPA が行った最初の進展の一部を
示している。
EPA の管理者 Andrew Wheeler は、「環境中の PFAS に関するより多くの情報を国民に提供し、EPA
が特定の持続的な長鎖 PFAS を国に輸入する計画の通知を受け取ることを確実にすることを意図してい
る」と述べた。しかし、この計画は、論争を巻き起こしている同化学物質のクラス（class;同類物質全体）より
むしろ、長鎖物質に焦点を当てていると批判されている。これらが環境中で広く存在しているという報告が
ある中で、それらはより高い精査の対象となってきている。
②

PFAS アクションプラン

EPA の PFAS アクションプランに基づいて、コミュニティがパーおよびポリフルオロアルキル物質
（PFAS）に対処するのを支援する広範な取り組みの一環として、同庁は、一般向けに 5 つの PFAS 毒性
評価のための体系的レビュープロトコルを、45 日のコメント期間で、リリースしている。評価は統合リスク情
報システム（IRIS）プログラムの下で開発されている。この評価に加えて、EPA は 2019 年 9 月に省庁間レ
ビューのための PFAS に関する 2 つの規制提案（上記①）を送信することにより重要な一歩を踏み出した。
年末までに、EPA は PFOA（パーフルオロオクタン酸）および PFAS の規制決定案を発行する。これは、
安全な飲料水法（SDWA）で概説されている飲料水基準設定プロセスの次のステップである。
「EPA は、PFAS アクションプランの下でそのコミットメントに基づいて、PFAS の新しいセットに関連す
る公衆衛生上のリスクを特定する IRIS プロセスを開始する」と、EPA 管理者の Andrew Wheeler 氏は述
べている。「今日の行動は、5 つの個々の PFAS に対処するためのアプローチに関する一般の意見を求
めている。これは、PFAS に積極的かつ協調的に取り組み、PFAS をより適切に監視、検出、対処するた
めに必要なツールと情報を、コミュニティを支援するために提供するという EPA のコミットメントのもう 1 つの
ステップである。EPA が今日発行しているシステマティックレビュープロトコルは、毒性評価そのものでは
なく、特定の手順やアプローチを含め、5 つの IRIS 評価がどのように行われるかを説明している。このプ
ロトコルで EPA が注目している 5 つの PFAS は、パーフルオロデカン酸（PFDA）、パーフルオロノナン酸
（PFNA）、パーフルオロヘキサン酸（PFHxA）、パーフルオロヘキサンスルホネート（PFHxS）、およびパ
ーフルオロブタン酸（PFBA）である。 システマティックレビュープロトコルはメソッドを 1 つのドキュメントに
まとめているが、5 つの個別の IRIS 評価がある。
IRIS 評価では、評価された各 PFAS への暴露による潜在的なヒトの健康への影響を特定し、利用可
能な証拠に裏付けられた毒性値を開発するであろう。データの入手可能性に応じて、内分泌、肝臓、尿、
免疫、発達、および生殖系への潜在的な影響を含む、がんとがん以外の影響の両方を評価する。体系的
なレビュープロトコルは、透明性を高め、一般の人々や利害関係者が評価の実施方法を理解できるように
する追加の取り組みとして、IRIS 評価開発プロセスの初期にリリースされる。これには、どんな手順を使用
するかを定義し、毒性評価で対処することが重要であると予想される科学的な複雑さの領域を記述するこ
とが含まれる。このシステマティックレビュープロトコルは、45 日間のパブリックコメント期間に利用可能に
なる。プロトコルで受け取った公開情報は、評価草案の準備中に考慮され、プロトコルに加えられた調整
は、評価草案の公開リリースとともにリリースされる更新バージョンに反映される。
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③

PFOS、PFOA の飲料水中での規制を提案

EPA は、飲料水中のパーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）およびパーフルオロオクタン酸（PFOA）
の規制決定案を発表し、2 つの化学物質の強制制限の設定に近づいた。これらの物質は、EPA の 4 番目
の「汚染物質候補リスト」の下で規制対象となる 8 つの物質のうちの 2 つである。CCL としても知られてい
るこのリストには、公共用水システムで発生することが知られている、または予想される物質が含まれてお
り、現在飲料水規制の対象ではない。CCL が最終的に承認されると、EPA は各物質に対して規制が適
切であるかどうかを決定する。4 番目の CCL から、EPA は PFOS および PFOS に規制が必要であること
を決定することを提案した。 ただし、他の 6 つの化学物質については、当局は規制を課さないことを提案
している。それらは、


1,1-ジクロロエタン。



アセトクロル。



臭化メチル。



メトラクロル。



ニトロベンゼン。 そして



RDX(Royal Demolition Explosive：トリメチレントリニトラミン)

EPA は、他の PFAS に関する情報とデータも求めていると述べており、PFAS の物質全体（クラス）に
対する潜在的な監視要件と規制アプローチに関するコメントに関心を持っている。この措置は、パー及び
ポリフルオロアルキル物質（PFAS）とその環境汚染への対処を改善することを目的に、2019 年に開始さ
れた EPA の PFAS 活動計画に基づいている。EPA は、その最新の取り組みを PFAS 計画の「重要なマ
イルストーン」と述べ、PFAS に「積極的に対処する」ことが政府機関にとって最優先事項であると主張した。
ただし、一部の民主党議員は、先月の計画の実施が遅すぎると批判した。EPA は、連邦官報で正式に公
表されてから 60 日間、予備決定に関するコメントを受け付けている。
EPA はこの措置についてプレスリリースを行い詳細に説明している。以下に採録する。
2020 年 2 月 20 日、EPA は飲料水中のパーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）およびパーフルオ
ロオクタン酸（PFOA）の規制決定を提案することにより、庁の PFAS アクションプランを実施する上で別の
重要な一歩を踏み出した。この予備決定は、PFAS 活動計画に基づく EPA の広範な取り組みにおいて、
コミュニティが全国のパー及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）に対処するための重要なマイルストー
ンとなる。「米国は、EPA が飲料水安全法を実施したこともあって、市民に安全な飲料水へのアクセスを提
供することで世界をリードしている」と、EPA 管理者の Andrew Wheeler 氏は述べている。「トランプ大統
領のリーダーシップの下、EPA は、この法の下で PFOA と PFOS を評価するという活動計画へのコミット
メントを順守している。」パー及びポリアルキル物質（PFAS）に積極的に取り組むことは、EPA にとって継
続的かつ優先度の高い取り組みである。EPA の PFAS 活動計画は、庁が PFAS を調査、監視、検出、お
よび対処する方法を強化する重要な手順を講じることを確約している。過去 1 年にわたり、EPA は、州お
よび地域コミュニティが PFAS に対処するのを支援するために、活動計画の下で大きな進歩を遂げた。今
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回の活動を通じて、EPA は第 4 汚染候補リストに記載されている 8 種類の汚染物質に対して提案された
規制上の決定についてパブリックコメントを求めている。庁は、PFOS と PFOA の 2 つの汚染物質を規制
することを提案している。 また、ほか、潜在的なモニタリング要件と EPA が PFAS 化学物質について検討
している規制アプローチに関するコメントを求めているのみならず、他の PFAS 物質に関する情報とデー
タを求めている。EPA は、通知が連邦官報で公表されてから 60 日間、これらの予備決定についてコメント
を 求 め る で あ ろ う 。 PFAS に 対 処 す る EPA の 取 り 組 み に 関 す る 追 加 情 報 に つ い て は 、 https ：
//www.epa.gov/newsreleases/aggressively-addressing-pfas-epa を、この活動の詳細については、
www.epa.gov / safewater 参照。
背景；飲料水安全法は、公衆衛生へのリスクをもたらす可能性のある規制されていない汚染物質に対
する EPA の規制の策定を導く、強力な科学的および公衆参加プロセスを確立している。EPA は、5 年ごと
に、汚染水候補リストすなわち CCL として知られる、公共水道システムで発生することが分かっている、ま
たは予測される汚染物質のリストを公開する必要がある。EPA は、パブリックコメントのために CCL ドラフト
を公開し、最終リストを発行する前にそれらのコメントを考慮する。最終 CCL の発行後、EPA は、規制決
定と呼ばれるプロセスを通じて、CCL 上の 5 つ以上の汚染物質を規制するかどうかを決定する。EPA は、
パブリックコメントのために暫定的な規制決定を公開し、最終的な規制決定を行う前にそれらのコメントを
考慮する。EPA が汚染物質について規制上の積極的な決定を下した場合、EPA は、その汚染物質に対
する全国の一次飲料水規制を確立するプロセスを開始する。
PFAS 活動計画の背景；PFAS は、消費者製品や工業プロセスで使用される人工化学物質の大きな
グループである。 1940 年代から使用されている PFAS は、熱、油、汚れ、グリース、および水に耐性があ
り、これらは、環境での持続性に寄与する特性がある。庁の PFAS 活動計画は、PFAS のような課題に対
処するための、最初のマルチメディア、マルチプログラム、国の調査、管理、およびリスクコミュニケーショ
ン計画である。この計画は、PFAS 国家リーダーシップサミット、複数のコミュニティ参加、および公共ドケ
ットを通じて庁が受け取った広範なパブリックインプットに応えるものである。PFAS 活動計画は、EPA が
州、部族、およびコミュニティが PFAS に対処するのを支援するために開発しているツールの概要を示し
ている。
以下は、EPA が実行している活動から強調している点を挙げている。


強調された活動：飲料水

EPA は、飲料水安全法（SDWA）によって確立された国内の一次飲料水規制のルール作成プロセス
に従うことにコミットする。
2020 年 2 月 20 日、EPA は PFOA および PFOS を規制するための予備決定を発行した。
EPA はまた、規制が PFAS ファミリーの他の化学物質に適切かどうかを判断するための情報を収集お
よび評価している。


強調された活動：浄化

2019 年 12 月 19 日に、EPA は PFOA および PFOS で汚染された地下水に対処するための暫定勧
77

告を発行した。これは、州および部族に役立つ連邦浄化プログラムの浄化ガイダンスを提供する。
EPA は、包括的環境対応、補償および責任法（CERCLA）の下で、パーフルオロオクタン酸（PFOA）
およびパーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）を有害物質としてリストするための規制開発プロセスを開
始した。


強調された活動：監視

監視サイクルで PFAS の全国の飲料水監視を提案する。


強調された活動：有害化学物質

2019 年 9 月 25 日、EPA は、一般の人々が PFAS を Toxics Release Inventory 有害化学物質リスト
に追加することについての意見を提供できるようにする規則案の事前通知を発行した。
2020 年 2 月 20 日に、EPA は、TSCA に基づく通知とレビューなしに、表面コーティングにおける特定
の持続性長鎖 PFAS 化学物質の新しい使用を製造または米国に輸入できないことを保証する補足提案
を発行した。
2020 年 2 月 20 日、EPA は、2020 年度の国防認可法で要求されている毒物放出インベントリ報告の
対象となる 172 PFAS 化学物質の最新リストをリリースした。


強調された活動：表面水保護

EPA は、データが許す限り、特定の PFAS の、水質浄化法の人の健康および水生生物基準の開発を
サポートするために、データの入手可能性と研究を探索している。
EPA は、潜在的な規制のために追加の調査が必要かどうかを判断するべく、産業源から地表水に放
出された PFAS に関する入手可能な情報を調査している。


強調された活動：バイオ固形物（下水汚泥処理有機物）

EPA は、潜在的な健康影響を理解するために、バイオソリッド中の PFOA および PFOS のリスク評価
の初期見通し段階にある。


強調された活動：研究

2019 年 11 月 22 日に、EPA は農業における PFAS の管理に関する新しい研究のための資金として
480 万ドルの利用可能性を発表した。
EPA は、リスク管理の決定を支援するために、PFAS の人体および生態毒性情報を蓄積し評価するこ
とを継続する。
EPA は、飲料水中の追加の PFAS を試験するための新しい方法の開発を続けている。
EPA は、地表水、地下水、廃水、土壌、堆積物、バイオソリッドの分析方法も検証している； 大気中お
よび排気中の PFAS を試験するための新しい方法の開発。 未知の PFAS を発見するための実験方法の
改善。
EPA は、PFAS が環境をどのように移動して人々と生態系に影響を与えるかを理解するための暴露モ
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デルを開発している。
EPA は、飲料水中の PFAS を除去するための処理方法の評価とレビューを続けている。
EPA は、汚染されたサイトの浄化を担当者（公務員）に支援するツールの開発に取り組んでいる。


強調された活動：強制執行

EPA は、適切な場合、環境内の PFAS 暴露に対処するために強制執行ツールを使用し、州の強制執
行活動を支援する。
EPA は、飲料水安全法の命令の発行や州への支援の提供など、PFAS に対処するための行動をす
でに取っている。PFAS アクションプランの例を参照せよ。


強調された活動：リスクコミュニケーション

EPA は、連邦、州、部族、および地元のパートナーが一般の人達と使用するマルチメディア資料とメッ
セージングを含むリスクコミュニケーションツールボックスの開発に協力して取り組んでいる。
（ii）

議会

（a）

PFAS 行動案

①

PFASs が「有害化学物質」に指定される理由に関する公聴会

パー-及びポリフルオロアルキル物質（PFASs）汚染によって影響を受ける個人が、業界が浄化費用に
責任を持つ「危険物」として、これらの物質を指定することを米国議会に要求してきた。監視委員会の環
境小委員会によって開催された 2019 年 7 月 24 日下院公聴会で、「彼らが知っていた悪魔―PFAS 汚
染と企業の説明責任の必要性」と題した要求が下院監視委員会 環境小委員会に出された。
包括的な緊急対応・補償・責任法（Cercla）―スーパーファンド プログラムとしても知られている―の
下での「危険物」指定は、連邦政府よりもむしろ、汚染除去を実行するか、費用を支払うことを PFAS 汚染
に責任を有する者に要求するだろう。
「私は、私の税金がそれを浄化するために使われないよう責任を持つことを、汚染者に求める」と、代
議員 Debbie Dingell（ミシガン州選出－民主党）からの質問への回答で、活動家で損害を受けたミシガン
州居住者 Sandy Wynn-Stelt は言った。
また、NGO Clean Cape Fear の共同創設者 Emily Donovan は、分類（クラス）ベースのアプローチが
好ましい:「我々が有害物に PFAS―クラスとしてそれらのすべて―を指定しない場合、あなたは私が浄化
のために払わなければならないことを保証している」と委員会に述べた。
Ms Dingell は、法案（HR 535）はまだ投票されていないにもかかわらず、「危険物」としてクラスに指定
する立法を紹介した。上院議員 Tom Carper (D–Delaware)によって出された上院の同等立法（S 638）
は、環境・公共事業委員会に参照されてきた。
議会の夏季休業はまもなく開始され、下院が 2019 年 7 月 26 日に始まり、上院が 8 月 2 日に続く。
両院は、9 月 9 日に法律の検討を再開する。
また 7 月 24 日の公聴会で、小委員会委員長 Harley Rouda (カリフォルニア州選出－民主党)は、化
学品大手 3 M が 9 月 10 日の監督委員会の前に証言することに同意したことを示した。「我々は、彼らの
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出席を楽しみにしている、そして我々は DuPont が後に続き、証言することを促す」と彼は言った。Rouda
氏は、DuPont は 7 月 24 日の公聴会で証言することを要請されたが、辞退した、と述べた。
②

PFAS 法案パッケージ下院へ

パー及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）およびその他の化学物質に対処する 15 法案のパッケー
ジは、下院委員会に進み、検討を進める。2019 年 9 月 26 日、エネルギー・商業委員会の環境・気候変
動小委員会は、法案を承認する前に検討するために会合を持った。パッケージは親委員会に転送され、
投票のために下院に向かう前に修正の対象となる。
法案のパッケージは、以下のような PFAS を規制する法律を含む。


新規の PFAS からコミュニティを保護する法（HR 2596）：提出される製造前通知（PMN）に対する
応答として、EPA に新規の PFAS を「健康または環境への傷害の不当なリスク」をもたらすとみな
すことを要求するために TSCA のセクション 5 を改正する



有毒 PFAS 制御法（HR 2600）：新規の PFAS の製造を禁止し、重要新規使用としていかなる
PFAS の製造又は加工を禁止する



2019 年の PFAS 試験法（HR 2608）：TSCA の下で、すべてのメーカーと加工業者に、すべての
PFAS の包括的な健康試験および健康、安全、環境への影響に関する報告を要求する



2019 年の PFAS 処置法（HR 535）：EPA が 1980 年の包括的な環境対応、補償および責任法
（Cercla）またはスーパーファンドの下で有害物質としてすべての PFAS を指定することを要求す
る



2019 年の PFAS から飲料水を保護する法（HR 2377）：飲料水中の特定の化学物質の最大汚染
物質レベルを設定することを EPA に要求する



2019 年の PFAS ユーザー料金法（HR 2570）：PFAS 汚染に関連する継続的な水処理費用を支
払うことを汚染者に要求する



HR 2638：PFAS 含有消火泡薬剤の使用を最小限に抑えるためのガイダンスを発行することを
EPA に指示する



HR 2566：PFAS を含まないポット、フライパン、調理器具のためのより安全な選択肢ラベルを提
供するために、より安全な選択基準を改訂することを EPA に要求する

また、いくつかはホワイトハウスから懐疑的な意見をもって迎えられているが、これらの条項のいくつか
は、国防承認法（NDAA）の改正としても含まれている。そして、また、上院はいくつかの個々の PFAS 法
案を検討中である。上記で法案名に触れられていないパッケージに含まれている法案を以下に挙げる。


H.R. 2533、「安全な飲料水法に対する財政支援の提供法」



H.R. 2577、「PFAS を知る権利法」



H.R. 2591、「2019 年の PFAS 廃棄物焼却禁止法」



H.R. 2605、「2019 年の有害物質の放出、汚染、および移動の防止法」または「2019 年の保護
法」



H.R. 2626、「2019 年の PFAS 説明責任法」
80


③

H.R. 2699、「2019 年の核廃棄物政策修正法」
PFAS 行動案の下院通過と上院での検討

米国下院は、新しいパー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)の市場投入に関する 5 年間のモラトリ
アムを含む、新規および既存の PFAS に制限を課すことを目的とした包括的な法律を可決した。
PFAS 行動法（HR 535）は、1 年前に提出され、これらの一群の物質（PFASs）に対する懸念が高まる
中で時間をかけて下院を通過し、2020 年 1 月 10 日に 247-159 の単純過半数で可決された。
HR 535 は、論争の的となっている PFASs に対処する 11 の他の法案からのテキストを組み込んでい
る。その多数の条項には、EPA が以下を実施する要求が含まれる。


PFAS の新しい化学物質の通知に対応して 5 年間、「不合理なリスク呈示」の発見と使用禁止を
要求するために、TSCA のセクション 5 を改正する



TSCA のセクション 8 の下に、製造業者に関連データの提出を要求するルールを作成する



PFAS 含有消火泡の使用を最小限に抑えるためガイダンスを発行する



ポット、鍋や調理器具にプログラムのシールで PFAS を含まないことを示すラベルを付けることを
要求するために、その安全な選択基準を改訂する



そして、下院は、以下を含む、法案の多くの改正を承認するために投票した


PFAS が含有していないことを示す任意ラベルの対象製品のリストに連邦食品医薬品化粧
品法セクション 409 の下で要件の対象とならない汚れ/水/グリース耐性コーティングを追加す
ること



EPA に対し、それらの危険性を国民に知らせる国家リスク・コミュニケーション戦略の策定を
要求すること



それらの物質を含まないカーペット、敷物、衣類や装飾家具まで含めた安全な選択を拡大
すること



EPA が PFAS アクションプランが完了したことを証明するまで、措置の条項の履行を中止
すること

改正案では、また、包括的、環境対応、補償及び責任法（Cercla、またはスーパーファンド法）に基づ
いて PFAS を有害物質として指定するように EPA に指示した、法案の中で最も論争の多かった条項の 1
つを削除した。
いずれにせよ、法案を支持する議員は、米国における広範な PFAS 汚染の観点から、その重要性を
強調してきている。例えば、下院エネルギー・商業委員長 Frank Pallone (民主党-ニュージャージー州)
は、フロアでの発言で「今こそ議会が行動を起こして、我々の環境と身体への PFAS 汚染の流れを止める
ために利用可能なすべてのツールを使用する時である」と述べた。そして、彼に下院議員 Paul Tonko
(民主党-ニューヨーク州) が加わり、議員が全国で PFAS 汚染のトリミングに関する解決策を提供できるよ
うに、上院に「この法律を緊急かつ慎重に検討する」よう激励した。ジャーナリストとの 1 月 9 日の電話で、
Dan Kildee (民主党-ミシガン州) は、法案の支持者は「上院がテーブルにもたらすかもしれない利益に
開かれている」と付け加えた。
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採決に先立ち、ホワイトハウスは、政権が法案に「強く反対する」との声明を発表した。法律が大統領
に提示された場合、2020 年 1 月 7 日の行政政策声明が述べているように、大統領の上級アドバイザーは
大統領にそれを拒否するように勧めるだろう。
政策声明によると、法律は、利用可能な情報の重みを使用して環境内の化学物質を規制する EPA の
既存の要件に取って代わるだろう。このプロセスを回避することは、「相当な訴訟リスクを生み出し、問題
のある不合理なルール作成のタイムラインと判例を設定し、連邦、州、地方自治体、公共部門と民間部門
の両方でのその他の主要な利害関係者に対して、実質的で不当なコストを課すだろう」と、記している。
「規制プロセスは、EPA やその他の機関が、最良の利用可能な科学とすべての関連事実を慎重に検討し
た上で、自由に規制を考案する場合、最良である。ルール作りのプロセスを切り捨てることによって、この
法律は EPA の決定に対する国民の信頼を損なうリスクがある」と付け加えた。
政策文書は、PFAS に関する国民の懸念と、この問題に対応する政権のコミットメントを強調している。
それは、また、EPA が PFAS の行動計画を通じて「米国民の健康を守るために必要な適切な行動を評価
し決定するために、法令に義務付けられた規制プロセスに従う」ために取り組んでいる努力も指摘してい
る。
政権の拒否権の脅威は、PFASs が行政府によって問題として提起された初めてのものではない。
2018 年 7 月、トランプ大統領は同様の政策声明の中で国防費法案の中の PFAS 条項に対する懸念を
強調した。それらの中で、軍事消火活動でフッ素化泡を段階的に廃止するための NDAA が提案したタイ
ムラインが短すぎたことが挙げられていた。その法案は 2019 年 12 月に法律になったが、PFAS に関する
条項のいくつかは最終投票の前に取り除かれた。PFAS 行動法には、防衛法案から削除された多くの条
項が含まれている。
法律は、共和党が支配する上院とトランプ大統領の最近の拒否権の約束を踏まえると、成立に向けて
は苦しい戦いに直面している。具体的には、法案が米国上院で失速し、停滞した上、原案通りにはならな
い可能性が非常に高いため、投票することさえできないかもしれない。上院で承認された場合でも、ドナ
ルドトランプ大統領は法律を拒否することを誓約しているのである。
法案の通過は、利害関係者からの相反する反応に直面している。
一方で、環境保護の支持者は、次に何が起こるかに関係なく、法律の最初の通過を歴史的であるとし
て、規制当局に明確なメッセージを送るものとして歓迎した。「EPA がその仕事をしないなら、その仕事を
するのは議会次第だ」と the Environmental Working Group は声明の中で述べた。そして、Toxic-Free
Future の Laurie Valeriano は、「PFAS 危機に対処するための行動は、政府のあらゆるレベルで起こる必
要がある」として、進展に「喜んでいる」と語った。
しかし、米国化学工業協会（ACC）は、法律は「多種多様な PFAS 化学物質を規制するために画一的
なアプローチ、「科学的に正確でも適切でもない」とそれが主張するアプローチ、を適用している」ため、
法律に反対すると述べている。ACC はまた、法案が交渉中に国防法案から削減された多数の条項をリサ
イクルしようとしていることが重要だと考えていた:「HR 535 は、超党派の NDAA プロセス中に否決された
条項を再パッケージ化しようとしているもので、上院と大統領が法律として制定するつもりはないものであ
る」。ACC は、全米商工会議所らとともに、2020 年 1 月 8 日、下院議員に、Coalition Letter on H.R. 535,
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the "PFAS Action Act"を送付し、本法案に反対する立場を明確にしつつ、立法過程に協力していくとし
ている。
（b）
①

防衛法案
防衛法案での PFAS 対処のための支持

議会の支持は、現在両議院の議員によって交渉されている主要な防衛法案の下で、パー及びポリフ
ッ化物質（PFAS）に対処するために強さを維持している。
米国国防権限法（NDAA）の主な焦点は防衛支出である一方、軍の消火泡薬剤やその他のアプリケ
ーションでの物質の使用の問題は、それらが引き起こす潜在的な健康上のリスクに対する懸念のために
ますます注目を集めてきている。2019 年初めに下院と上院で可決された NDAA のバージョンは、それぞ
れ PFAS を対象とした条項を含む。そして、会議委員会は現在、2 つの措置の違いを解決している。しか
し、このプロセスが続く中でも、最終的な法案が論争の的となっている物質のクラスに対処することを確実
にするための支持の高まりがあった。上院は全会一致で決議を可決し、国防総省（DOD）に 2023 年末ま
でにフッ素化消火泡薬剤の使用を中止するよう求める決議を採択した。Gary Peters 上院議員（D-ミシガ
ン州）によって提唱され、それは NDAA のバージョンに含まれていた条項のための議会の支持を再確認
する。
「我々は我々の軍隊、消防士、地域社会、そして水を守らなければならない」と Gary Peters 上院議員
は述べた。また、「これらの化学物質は広く商業的に使用されており、DOD によって使用される消火泡薬
剤中にも集中している。」と、Peters 氏は議院のフロアで述べた。
一方、162 人の下院議員の超党派グループは、書簡に署名し、法案の下院バージョンに含まれてい
た PFAS 条項のより広い範囲を保持するために、議会を説得した。
会議議長の Adam Smith 下院議員 (民主-ワシントン州)と James Inhofe 上院議員(共和-オクラホマ
州)に宛てた 9 月の書簡は、PFAS 汚染と暴露によってもたらされる米軍への脅威を概説している。
「[2020]NDAA は、軍人と周辺地域が有害な PFAS(s)にさらに暴露されることから防ぐ新しい進路を示
すのに役立つことができる」と、下院議員は述べた。
そして、2019 年 9 月 24 日の記者会見で、書簡の共同署名者の一人、Debbie Dingell 下院議員（民
主-ミシガン州）は、以下に役立つであろう、下院の条項をそれが含まない場合、同法案の調停版に投票
しない、と述べた。


消防泡薬剤での PFAS の軍使用を段階的に廃止する



軍用食品包装での使用を終了する



「スーパーファンド法」としても知られている、包括的環境対応・賠償責任法（Cercla）の下で
PFAS を「有害物質」として指定する



政府監査院（GAO）に対し、DOD の清掃活動を調べるよう要求する



農業目的で使用される PFAS 汚染水を処理し、きれいにするように DOD に要求する

会議委員会が法案の最終版に合意すれば、両議院に戻って投票を行う。可決すれば、それはドナル
ドトランプ大統領の机に向かう。しかし大統領は法案に拒否権を持つと脅し、軍の消火活動でフッ素化泡
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薬剤を段階的に廃止するための提案されたタイムラインに関する懸念を強調している。
キャピトル（州議会議事堂）ヒルを超えて、多くの組織や州当局は、PFAS に関する議会の行動に対す
る支持を表明している。2019 年 9 月、州知事のグループは、この条項に対する支持を表明するために会
議委員会に書簡を送った。そして、業界団体の連合は、2019 年 8 月に、NDAA に環境中の PFAS に対
処し、汚染されたサイトのクリーンアップを優先するよう求める書簡を書いた。
一方、Environmental Working Group (EWG)、National Resources Defense Council （NRDC）、
Union of Concerned Scientists、Environment America and Safer Chemicals, Healthy Families
（SCHF）を含む、多くの NGO は、これらの努力の声の支持者のままであることを維持している。SCHF の
Liz Hitchcock は、彼女が PFAS に対して行動を起こすよう会議委員会に促していること、また「これらの
「永遠の＊」化学物質によってもたらされる深刻な公衆衛生上の脅威を認識している 162 人の議員を称
賛すること、また、全国の PFAS 汚染のクリーンアップを開始する必要性」を、化学物質管理専門誌
Chemical Watch に語った。（＊注；「環境中で分解しない」の意）
②

防衛法案での強力な PFAS 条項の追求

議会の 69 人のメンバーから成る超党派のグループは、最終国防承認法（NDAA）に含まれるパーフル
オロアルキル物質（PFAS）の強力な浄化規定を要求している。議会 PFAS タスクフォースの共同議長でも
あるダン・キルディー下院議員は、現在主要な防衛法案を交渉している会議委員会のメンバーに宛てた
2019 年 10 月 22 日の書簡に記載された行動要請を主導した。その中で、議員達は、最終法案で進行中
および過去の PFAS 汚染の両方への「意味のある」対処を求めている。
NDAA は主に防衛費に焦点を当てているが、多くの議員がこの物質の使用と環境への影響を制限す
るためにより多くのことを行うよう主張しているため、軍事消防用泡やその他の製品での PFAS の使用は
交渉の際に固執される点になっている。「私たちは誠実な交渉と共通の基盤を見つけることに対してオー
プンであるが、これは真剣に受け止められなければならない。現在および将来の世代に対して、すべての
アメリカ人、私たちの軍人および環境の健康が危機に瀕している。」と手紙に書かれている。
2019 年下院と上院で可決された両法案には、PFAS に対処する規定が含まれているが、最終法案は
まだ公表されていない。特定の争点の 1 つは、スーパーファンドとしても知られる包括的環境対応、補償
および責任法（Cercla）の下で、特定の PFAS を「有害物質」として指定する下院法案の提案である。しか
し、議員達は、議会が化学物質を過去に有害物質として指定しており、「産業界の一部が主張するかもし
れないにもかかわらず、そのような指定はこれらの物質の商業的使用を禁止しない」と書いている。
③

防衛法案の最終決定

米国の議員らは、消防用フォームや食品包装など、パー及びポリフルオロアルキル物質（PFASs）の
軍隊による使用を制限するように見える防衛支出法案を最終決定した。しかし、一部の議員と環境団体
は、法案が PFAS 汚染に対してより積極的な措置を講じなかったことに失望した。国防権限法（NDAA）–
2019 年 12 月 2 週目に下院と上院の交渉者によって最終バージョンが合意された–は主に防衛支出に焦
点を当てている。しかし、PFAS が広範囲に及ぶ汚染への懸念のためにますます注目を集めているため、
その一群の物質に対応する多くの規定が含まれている。これらの中には、消火用泡での PFAS の使用に
84

焦点を合わせたものがいくつかある。これらには、フッ素を含まない代替品を許可する更新された軍事仕
様の義務と、国防総省（DOD）が今後 4 年間で PFAS を含まない泡に移行する要件が含まれている。今
年いくつかの米国の州で可決された措置と同様に、この法案は、緊急の場合を除き、水性フィルム形成
泡（AFFF）の制御されない放出を目的とし、訓練演習へのフッ素を含む泡の使用を禁止している。
NDAA は以下も規定している。


2021 年 10 月 1 日から、調理済みの料理を集めて包装するために使用される材料に PFAS を使
用することを禁止する



DOD に、焼却による PFAS の廃棄および PFAS 含有材料の保管に関するガイダンスを提供する



PFAS 汚染の疑いがある場合に国（州）と協力するよう DOD を奨励する



DOD が PFAS 暴露、テスト、浄化、および処理に関する情報を提供する Web サイトを維持するこ
とを要求する

最終法案は、上院多数派のミッチ・マッコネル上院議員（共和-ケンタッキー州）が新しい年の前に優先
させると言った投票のために、両院に戻ってくる。通過すると、ドナルドトランプ大統領のデスクに向かう。
しかし、大統領は立法を拒否すると脅し、中でも、軍の消火活動でフッ素化泡を段階的に廃止するための
提案されたスケジュールが短すぎる懸念を強調した。
最終法案は軍による PFAS の使用に関する大きな変更を表しているが、一部の議員や支持者は、そ
れでは十分ではないと述べている。超党派の会議委員会は、下院と上院バージョンの NDAA の違いを解
決するために 2019 年の秋に、議会のメンバーと州知事と共に、PFAS 汚染と積極的に闘う機会をとるよう
公に催促した。しかし、包括的環境対応、補償、責任法（Cercla）の下で一群の PFAS のすべての物質を
「有害」と指定した、1 つの注目度の高い下院の条項は最終的に法案の最終案から削除された。
そして、トム・カーパー上院議員（D-デラウェア）は、この成行きに失望した多くの議員の一人であった。
「これらの重要な規定をフィニッシュラインを越えて獲得する明確な機会をつかむ代わりに、議会は勝利
のあごから敗北をつかむことになった」とカーパー氏は言った。最終版では、「両院の法案よりも保護力の
低い PFAS 対策」が生まれた、と彼は付け加えた。一方、環境作業部会は、法案が必要な進展に「はるか
に及ばない」と述べた NGO の合唱に加わった。「国防総省が最終的に消火用泡と食品包装の PFAS を
段階的に廃止するのは朗報であるが、コミュニティは、連邦議会が産業用 PFAS の大気と水への放出問
題に取り組み、DOD に PFAS 汚染遺産の浄化を要求することを絶望的なまでに要求している」と NGO の
シニア 政府問題担当副代表、スコット・フェイバーは述べている。
（iii） 有毒物質および疾病登録局（ATSDR）
①

PFAS の特定の健康影響を要約した 2 つのハザード記述をそのサイトから削除し、公衆衛生の支
持者からの反発を招いた－以下は EWG から ATSDR ディレクターへの手紙である。

「PFAS Web サイトからの省略について」
環境ワーキンググループ（EWG)は、PFAS 汚染から公衆衛生を守るための最前線にある機関である
有毒物質および疾病登録局（Agency for Toxic Substances and Disease Registry ：ATSDR）に対し、
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そのウェブサイトで最も堅牢で簡単にアクセスできる情報を、公衆、医療専門家、および政策立案者に提
供するよう要請する手紙を書いている。EWG は、乳児、子供、女性が有毒なフッ素化化学物質、すなわ
ち PFAS への暴露によって直面する可能性のある深刻なリスクを特定する 2 つの重大な健康影響に関す
る情報が、ATSDR Web サイトの目立つセクションから削除されたことを懸念している。
2019 年、ATSDR サイトの「健康への影響は？」 以下の「Per-and Polyfluororoalkyl Substances
（PFAS）とあなたの健康」というタイトルのセクションは、以下を含む 6 つの悪影響をリストした。


幼児や年長児の成長、学習、行動に影響を与える。



女性が妊娠する可能性を下げる。

サイトの現在のセクションには、乳児、子供、および女性の PFAS 暴露によるこれら 2 つの潜在的な健
康影響は含まれていない。2020 年 1 月 27 日の週の初めに、EWG は ATSDR メディアオフィスに電話を
かけ、機関のウェブサイトからのこれらの省略について問い合わせた。そのウェブサイトは、緊急救援隊員、
医療専門家、学者、一般の人々にとって重要なリソースとして機能している。
EWG は、削除は「最新の科学文献を反映する」ウェブサイトの定期的な更新の結果であり、問題のセ
クションは包括的なものではなく、PFAS とその人の健康への影響に関する利用可能な科学研究の高レ
ベルの要約であるという回答を受け取った。こうした 2 つの重大な健康影響を政府機関のウェブサイトのこ
のような目立つセクションから削除する決定に敬意をもって不同意を表明する。私たちは、あなたと
ATSDR がこれら 2 つの健康への影響を機関のウェブサイトのそのセクションに追加すること、そして新た
な科学研究が現在 PFAS 化合物への暴露と関連付けている、人の健康への追加の潜在的な害を含める
ことを検討することを強く推奨する。機関はまた、パーフルオロアルキルの毒性プロファイルや ATSDR
PFAS 臨床ガイダンスなど、潜在的な人の健康への影響のより詳細なレビューを見つけることができる場
所へのリンクを提供するべきである。一般の人々には、より少なくではなく、もっと多くの情報を提供するべ
きである。
現在記載されている健康への影響に加えて、同機関の独自の毒物学的プロファイルは、PFAS 暴露と
生殖能力の低下、喘息のリスクの増加、妊娠高血圧および/または子癇前症、出生時体重と肝臓障害の
減少との関連性を示唆している。最近の研究はまた、PFAS 暴露の増加が流産率の増加と母乳育児期間
の短縮に関連していることを示している。機関はまた、PFAS 暴露がリスクを高める癌の種類を指定するべ
きである。
EWG は 20 年以上にわたり、飲料水、食品、消費者製品、および人における PFAS 汚染の影響を調
査してきた。私たちの研究には、新生児の臍帯血中に遍在する化学物質を発見した初期の身体負荷研
究のいくつかが含まれている。
国の飲料水供給の多くを含む環境内の PFAS の汚染の既知の範囲が増え続けているため、州および
連邦レベルの公的および選出されたリーダーは、さらなる暴露からコミュニティを保護する行動を起こすた
めに必要な知識を確認および拡大するために取り組んでいる。
PFAS およびその他の多くの汚染物質のリスクについての認識を高めるために、ATSDR とその専門の
専門スタッフが毎日行っているすべての作業に感謝している。そして PFAS の健康への悪影響に関する
包括的な情報と、機関がその Web サイトで提供する貴重なリソースと情報を含めるという我々の要請を検
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討することを希望する。
（iv） 州
（a）
①

州全体
PFAS 泡消火薬剤法に関する EPA を上回る規制実施に関する専門家意見

Barnes & Thornburg LLP の環境および有害物質不法行為訴訟パートナーCharlie Denton は、パー
トナーTammy Helminski と Jeff Longsworth と共に、EPA が連邦政府の官僚主義を通して混乱させる一
方、どのようにジョージア州、ミシガン州およびミネソタ州を含む各州が立法を押し進めているかを調べて
いる。その中で、米国の各州における PFAS 泡消火薬剤の規制の概要を整理するとともに、各州の規制
に対する専門家としての彼らの見解を以下のようにまとめているので、紹介する。
ペルオロアルキル及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）を含む泡消火薬剤が可燃性液体火災の消
火に非常に効果的であることに関しては議論の余地がない。この火災抑制剤材料は水性膜形成泡
（AFFF）としても知られている。ジェット燃料のような可燃性液体の火災と戦うために非常に効果的だが、
環境、健康、及び安全性への懸念は、連邦と州の機関および議会に PFAS 含む泡消火薬剤の規制を
検討することを求めている。PFAS 化学物質を含むこれらの泡消火薬剤を規制するかどうか、またどのよう
に規制するか、は熱く討論されているトピックである。
連邦レベルでは、EPA は、様々な連邦環境プログラム（TSCA、包括的環境対処補償責任法
（CERCLA） 、水質浄化法 [CWA]を含む）の下で PFAS 化合物を規制するかどうか、またどのように規制
するかを評価するため 2019 年 2 月 14 日に PFAS アクション計画を発表したが、EPA の主な焦点は、
PFAS が 環境に放出された場合の環境および公衆衛生の懸念 （例えば、PFAS 化合物に対する安全
な飲料水限度、土壌・地下水の修復基準、等）にある。
「EPA の計画は、PFAS に関する規制全体の一部を埋めるために役立つかもしれないが、一方で
EPA は、州と規制される当事者を、PFAS 汚染に対処する当面の規制ツールに関して、見当がつかない
ままにしている。」
したがって、これらの PFAS 基準とクリーンアップの問題はサイトごと、州ごとに引き続き対処される。
EPA の官僚的な課題が PFAS の懸念に包括的に対処するのを遅らせることを恐れて、州は消火での
継続的な PFAS 使用を含む、規制に踏み込んでいる。
予想されるように、これらの州の立法アプローチは、どのような活動や材料を彼らが禁止または規制す
るのか、それがどのようにまたどんな時間枠にわたって実行されるのか、および他の潜在的に重要な方法
で実行されるのか、に関して多様である。ここでは代表的な州の立法制定を要約する。


ジョージア州

2019 年ジョージア州立法会議の最後の時間に、ジョージア州消防法の改正によって消火用泡を規
制するために、下院法案 458 は 159 対 1 の 圧倒的な差で可決された。
2020 年 1 月 1 日以降、PFAS 化学物質を含む泡消火薬剤の放出またはその他の使用が禁止された。
「PFAS 化学物質」は、少なくとも 1 つの完全フッ素化炭素原子を含むフッ素系有機化学物質を含むと
定義されている。これは、規制される PFAS 化合物の非常に広範かつ包括的な定義である。
87

また、ジョージア州の法律は、空港、軍事基地、鉄道輸送、製油所および他の産業施設で発生する可
能性がある、燃焼性、可燃性液体燃料火災を消火するために使用される泡消火薬剤クラス B にも焦点を
当てている。改正されたように、ジョージア州消防法は、以下の 2 つの例外を除いて、任意の消防署、他
の州の、または地方自治体が PFAS 化学薬品を含む泡消火薬剤クラス B を放出又は使用することを禁
止する。


緊急火災発生に対応したこのような泡消火薬剤の使用；または



化学物質の放出と環境への影響を含むように設計された工学的施設での訓練または試験目的
のため。



バージニア州

バージニア州は、ジョージア州の法律と同じような法律、「責任のある泡消火薬剤管理法」を可決した。
それは訓練および試験のための PFAS 泡消火薬剤の使用を制限するが、実際の消防緊急事態における
それらの継続的な販売と使用を許可する。


アリゾナ州

可能な連邦法による占有および FAA （連邦航空局）規制上の考慮事項を認識し、PFAS 含有クラス
B 泡消火薬剤の排出または他の試験又は訓練での使用を禁止するアリゾナ州の同様の法律は、「法律ま
たは連邦規則によって要求される」使用を切り分ける。


コロラド州

コロラド州議会は、ジョージア州とバージニア州にやや似ているが、また一見複雑な法律を 2019 年 5
月 15 日に可決した。コロラド州泡消火薬剤管理法は、訓練目的で PFAS を含む泡消火薬剤クラス B
の使用を禁止し、違反するとは民事罰が科せられるかもしれない。また、法律は、PFAS 泡消火薬剤の
販売を制限し、製造業者がこの法律を彼らの顧客に通知するように要求している。
また、コロラド州のアプローチは、個人保護用具（PPE）製造業者に彼らの製品が PFAS 化合物を含ん
でいるかどうかを開示するよう要求することによって、おそらく消防士用の PFAS 化合物を含む可能性の
ある PPE に対処する。また、コロラド州公衆衛生環境部は、PFAS 泡消火薬剤の在庫と使用および処分
に関する情報を決定するために消防部門を調査しなければならない。


ミネソタ州

ミネソタ州には、化学品の製造と空港での活動から生じた著しい PFAS 汚染サイトがあり、2019 年 5
月 22 日に多面的な法律を制定した。他の州と同様に、法律は連邦法で要求されない限り、試験や訓練
用に PFAS 化学物質を含むクラス B 泡消火薬剤を禁止するが、この禁止から緊急消火と火災予防活動で
の AFFF の使用を除外している。
また、ミネソタ州法は、PFAS 化学物質を含むクラス B 泡消火薬剤のすべての放出が 24 時間以内に
州火災報告システムに報告されなければならないことを要求する。
『ミネソタ州は、泡消火薬剤主題の先をいき、住宅製品中の PFAS 含有難燃剤を禁止した』
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ミネソタ州議会は、泡消火薬剤主題の問題を超えて、家具、マットレス、織物、窓覆いのような住宅製
品中の PFAS 含有難燃剤を禁止した。
また、それは、規制を回避するために変更または修正される可能性がある特定の化学製剤ではなく、
グループとしての有機ハロゲン難燃性化合物を含む製品にも対処する。表明された懸念の一つは、火災
時にそれらの難燃性製品が PFAS 化合物を放出し、消防士と住民に暴露するかもしれないことである。


ミシガン州

ミシガン州議会は、PFAS 化学物質を含むクラス B 泡消火薬剤の規制のための 3 つの関連する提案
を検討している。ミシガン州の法律は、訓練および試験に対する AFFF の制限に関して、ジョージア州と
他の州と同様のアプローチを含んでいる。しかし、ミシガン州の法律は、消防士の健康・安全及び残され
た AFFF の処分に対処するため、他の州の先を行くだろう。
ミシガン州労働安全衛生局（MIOSHA）は、消防士の用具の除染とその他の健康のベストプラクティス
だけでなく、AFFF の保管、取扱い、使用のためのベストプラクティスに関する規則を発布することが要求
されるだろう。この MIOSHA の行政規則制定の権限の限定的でない側面について懸念が表明されてい
る。
ミシガン州の立法案は、また、ミシガン州環境、五大湖及びエネルギー部（EGLE）は適切なクリーンア
ップを確実にすることができるよう、AFFF の使用状況の報告を要求している。ミシガン州法のもう一つの
ユニークな側面として、適切な管理と処分のための残された AFFF 製品の回収のための州プログラムを認
可するだろう。


ウィスコンシン州

ウィスコンシン州の共和党議員は、2 つの例外：緊急の場合または適切な封じ込め・処理・処分対策
を伴う試験、がある、可燃性液体の火災に使用されるクラス B 泡を禁止する法案を提案した。ウィスコンシ
ン州天然資源部（WDNR）は、これらの対策を作成する任務が与えられるだろう。法律が通過し、署名さ
れた場合、制限はその通過後 7 か月目の最初の日に有効となる。
民主党の側から、ウィスコンシン LRB-2297/2 が、PFAS 化合物 （PFHxS、PFNA、PFBS、PFHpA
だけでなく PFOA、PFOS、に必ずしも限定されない、を含む）の環境、健康および安全性の側面を包括
的に規制するために、2019 年 5 月 24 日に導入された。資金は、PFAS 化合物を含む泡消火薬剤の
使用についての地方および州の緊急時対応者の調査を実施することに、とりわけ、使用されるだろう。ま
た、WDNR は PFAS 汚染によって引き起こされる潜在的な修復に対処するために修復と長期的ケアに対
する財政責任の証拠を提供することを、PFAS を所有するまたは管理する者に要求できるだろう。


ケンタッキー州

ケンタッキー州知事 Matt Bevin は、2020 年 7 月 15 日から一部の例外を伴って、訓練または試験目
的で使用される製品中に意図的に添加された PFAS を含む泡消火薬剤を禁止する 3 月 22 日付け法案
SB 104 を承認した。緊急事態でのそれらの継続的な使用に影響を及ばさない。
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連邦のアクション、未回答の質問
EPA の PFAS アクションプランは、EPA がさまざまな規制のエンドポイントを取っている手順を概説し、
EPA の懸念と課題を要約しているが、それは、即時的な規制上の回答或いは最終的な EPA 規制措置の
期限を示すものではない。
「EPA が最終的に行動するとき、以前に制定された州法に対する影響は何であるか？」
様々な州での様々な PFAS 基準による、不確かな規制環境は続くだろう。EPA が最終的に行動する
とき、既に制定されている州法に対してどのような影響があるだろうか？仮に、州が連邦要件よりも「厳し
い」要件の制定を禁止する法律を持っているとしたらどうなるか？
規制当局、規制社会、議員、おそらく裁判官が今後取り組み、解決していくことが必要な多くの問題が
ある。おそらく、議会は州法を先取りする方へ動いていく；少なくとも 30 法案は、米国上院と下院で紹介
され、多くは超党派の支持を受けている。
PFAS 含有泡消火薬剤は PFAS 規制議論のひとつの側面である一方、これは公衆衛生・安全及び
環境の保護のため多くの現実世界への影響がある主題である。上でまとめられたこれらの様々な州法が
示すように、許容できない暴露による労働者の保護と公衆衛生リスクを認めながら、火災緊急事態への効
果的な対応の明確な必要性の間でバランスをとることは、挑戦で有り得る。
これは、PFAS リスクについての毒性科学が進化し続け、残念ながら、様々な PFAS 化学物質を検出
する我々の能力だけではなく、これらの様々な取組みによって、何を我々が測定し規制しているかを理解
する我々の能力が遅れを取っているためである。
PFAS とは何か。
PFAS は、ニュースになる頻度が増加している人工の新興汚染物質である。PFAS 化合物は半世紀
以上にわたって製造されている一方、いくつかの化合物が様々な健康上の懸念に関連していることは、
過去 15-20 年の間に限られている。
PFAS はポリ塩化ビフェニル（PCBs）と似た、化学物質のファミリーを指す。何千のこれらの化合物が
あるが、特に 2 つの PFAS 化合物、PFOS と PFOA は、最も規制の議論の対象となるものである。ま
た、PFBS や、GenX と呼ばれるもののような最近の製剤もまた、環境と人の健康への懸念を生じると提起
されている。
連邦航空局（FAA）は、米国の商業空港が特に PFAS を含む国防総省軍事仕様（MilSpec）を満たす
泡消火薬剤を使用する―及び使って訓練する－ことを要求する。
米国軍によって使用される AFFF は、軍事仕様 MIL-F-24385F に記載されている要件を満たさなけれ
ばならず、それは海軍海上システム司令部 Code 05P9 の制御下にある。海軍研究所は、国防省 （DoD）
AFFF 認定品目リスト（QPL）の認定評価の指定機関である。
②

北東部州による PFAS 政策提言

7 つの北東部の州の連合は、彼らがパー及びポリフルオロアルキル物質（PFASs）の汚染と戦うため
連邦としてアクションをとることを勧める手紙を議会の何人かのメンバーに送った。
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彼らは、上院環境・公共事業委員会の議長およびランキングメンバーである、上院議員 John Barrass
（R-ワイオミング州）と Tom Carper（D- デラウェア州）、それぞれに、手紙を送った。（14 人の上院議員に
も送付（CC）している。）
州―彼らの環境部門のリーダーによって代表される―は、「即時連邦アクション」のための 5 つの提
言を強調表示する。これらは以下を含む。


個別にではなく、グループとして PFASs を規制すること



飲料水以外の状態のための PFAS 分析手法や処理技術の開発を迅速化すること



新たな汚染物質に取り組む方向で、「積極的且つ責任ある」連邦規制措置を取ること



PFASs に対する最大汚染物レベル（MCL）を設定すること



PFAS クリーンアップのための連邦政府資金へのアクセスを増やすこと

NGO Safer States の Gretchen Salter によると、米国の州は、クラスによって化学物質を規制する傾
向を示してきている。
そして、特に、PFASs は州レベルの規制当局にとって主要な関心の話題であり、2018 年 11 月の中間
選挙でキャンペーン問題であることを証明している。
③

22 の州検事総長による PFAS 法案可決要求

22（※）の米国州検事総長は米国議会指導者に手紙を書き、パー及びポリフルオロアルキル物質
(PFASs)によってもたらされる問題に取り組む「必要な最初のステップ」を取るように促した。
ステップ―米国上院と下院両方の多数党と少数党指導者への 7 月 30 日の手紙で記載されているよう
に－は、1 つまたは両方の議院で現在検討中の立法に反映する。
また、PFAS 汚染は州議会にとって特に関心の話題となってきている。これらの物質―界面活性剤及
び難燃性を有する―の現在および過去の使用は、米国で環境汚染につながっているし、特定の PFASs
は、健康への懸念にリンクされてきている。
彼らの手紙で、上院議員 Mitch McConnell (ケンタッキー州－共和党) と Chuck Schumer (ニューヨ
ーク州－民主党)、下院議員 Nancy Pelosi (カリフォルニア州－民主党) と Kevin McCarthy (カリフォル
ニア州－共和党)、検事総長(注；代表する州参照)は、６つの「即時の立法ニーズ」を指摘する。


米軍基地と他の中央政府施設での PFAS を含む消火発泡剤の使用と貯蔵の禁止



スーパーファンド プログラムとしても知られている、包括的環境対処補償責任法(Cercla)の下で
「有害物質」として特定の PFASs (PFOA、PFOS、GenX を含むが限定しない) の指定



EPA の有毒排出インベントリ(TRI)中に物質の全体のクラスを含めること



米国地質調査所 (USGS)を介した PFAS 汚染のサンプリングおよび調査のための要件



PFASs で汚染された公共－及び潜在的な私用－水システムの共同修復のための資金の提供



担当者 (消防士を含む) および公衆のメンバーに対する PFAS 暴露の医療検診の提供

「この急成長している脅威に対応している州やコミュニティを支援する中央政府立法措置なしでは、公
衆は、その飲料水源の安全性、消費者製品、PFAS の危険レベルへの暴露の他のルートへの信頼を失う
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かもしれない」とグループは書く。
検事総長が示す優先順位のいくつかは、主要防衛支出パッケージの上院又は下院バージョン中で対
処され、承認のためのトランプ大統領の机に向かう前に互いに調整する必要がある。しかし、大統領は、
とりわけ 2 つの PFAS(Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) 及び Perfluorooctanoic Acid (PFOA))の立
法に関する懸念を引用して、既にこれらの法案に署名しないと脅かしている。
※22 の州：California Connecticut Delaware District of Columbia Guam Hawaii Illinois Iowa
Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi New Jersey New Mexico New
York Oregon Rhode Island Virginia Washington Wisconsin
④

15 州知事による防衛法案下での PFAS に関する行動への圧力

米国 15 州の知事は、最終的な防衛支出法案中にパーおよびポリフルオロアルキル(PFAS)物質に対
処する条項を含めるよう議会メンバーに要請している。この要請は、2020 会計年度の国防承認法
(NDAA)に関して、上院および下院軍事委員会の指導者に宛てた 2019 年 9 月 18 日の書簡で出された。
各院で既に可決された措置のバージョンは、環境中の PFAS 汚染に対処することを目的とした条項を
含む。そして、彼らの手紙の中で、州知事達は、最終的な法律がこれらの「最強」の条項を保持することを
要求しており、以下を含んでいる。


「できるだけ早い」水性フィルム形成泡薬剤(AFFF)中の PFAS のフェーズアウト



EPA がスーパーファンドプログラムの下で有害として物質をリストするようにする要求



EPA が長鎖 PFAS、PFOA および PFOS に対する執行可能な飲料水基準を設定すようにする命
令

「2020 年度 NDAA は、我々の州に損害を与えている PFAS 汚染に対処するための歴史的ステップを
取る機会を提示し、我々は最終的な法案中に最強の PFAS 関連の条項を含めることを求める」と彼らは
書いている。
この書簡は、デラウェア州、マサチューセッツ州、ミシガン州、ミネソタ州、ニューハンプシャー州、ニュ
ージャージー州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、オハイオ州、ペンシルバニア州、
バーモント州、バージニア州、ワシントン州、ウィスコンシン州の知事によって共同署名された。
（b）
①

メイン州
食品包装中の PFASs、フタル酸エステル類に関する法律

メイン州議会は、食品包装中でのフタル酸エステル類と PFASs の使用を排除し、それらの材料中の
他の懸念物質を評価するためのシステムを整備する法案を承認した。法案(LD 1433)は、2019 年 6 月 3
日の週の早々に、州議会の両院によって承認され、その後、知事 Janet Mills の検討に進む。
知事に署名されて法律になった場合、法案は、フタル酸エステルが「偶発的に存在するよりも多く意図
的に導入」されている、インク、染料、顔料、接着剤、安定剤、コーティング、可塑剤、またはその他の添加
物を含む食品包装の販売を 2020 年から禁止する。
対象となる材料には、プラスチック使い捨てフードサービス用手袋、食品および飲料用パッケージおよ
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びそれらのコーティング、クロージャ（栓）、インキやラベルのような構成品が含まれる。
また、法案は、より安全な代替が特定されている場合、州の環境保護局がパーフルオロアルキル及び
ポリフルオロアルキル物質 (PFASs) が意図的に添加されている包装の販売を禁止するルールを制定
することを承認する。
二つの物質の禁止は、代替物質が、排除されるものと同等またはそれ以上の危険性を示さないという
要件を伴うだろう。


優先化学物質

これらの 2 つのクラスの物質に対する措置を超えて、法案は、懸念物質と要件の開示を日常的に決
定し、それらの可能な制限を検討するためのスキームを整備することを求める。
すなわち、法律は、担当部門に、特定のハザードと暴露の規準を考慮して、10 の「高懸念食品接触化
学物質」のリストを作成し定期的に更新することを課すだろう。
このリストから、州は「優先食品接触化学物質」を決定することができる。このような物質を含む製品を
最低限のレベルを超えて製造または流通する企業は、販売された単位数、使用された優先化学物質の
量と包装におけるその意図された目的に関する詳細を含む、使用状況に関して報告することを要求され
るだろう。
また、法律は、製品の流通が懸念物質へ「直接的または間接的に消費者を暴露する」証拠があり、同
等のコストでより安全な代替品が入手可能である場合、州に優先化学物質を含む食品包装を禁止する規
制を課す権限を認めるだろう。
この措置は、食品接触材料中の PFASs を禁止するための法律をワシントン州が 2018 年に採択した
ことに続くものである。メイン州でのように、ワシントン州の禁止は、特定する州の生態学部門がより安全な
代替品を特定することを条件として、2022 年 1 月 1 日に施行されるだろう。また、カリフォルニア州サンフ
ランシスコは、PFASs を含む使い捨ての食品用サービスウェア(servicewear) の販売の禁止を都市全
体に広げることを採用した。これは 2020 年に施行される。
一方、小売業者は、食品包装中の懸念物質の精査の増大に直面している。2018 年、食料品チェーン
Whole Foods と Trader Joe’s は、NGO レポートに続いて特定の PFAS 含有製品を段階的に廃止す
る手順を発表した。
その後、メイン州知事 Janet Mills は食品包装材料中のフタル酸エステル類と PFASs の使用を禁止す
る法案に署名して立法化した。措置 (LD 1433)は、2019 年 6 月早々州議会によって承認され、使い捨
てプラスチックフードサービス手袋だけでなく、食品と飲料用包装とそれらのコンポーネントも対象とする。
フタル酸エステルが微量以上意図的に添加されている当該製品の販売は 2020 年から禁止される。パー及びポリフルオロアルキル物質 (PFASs)に関しては、それは、より安全な代替が識別される場合、それら
を含む包装の販売を禁止するための規則を作成するように州に指示する。
また、措置は、開示要求または制限が適用できる、懸念化学物質と優先化学物質を指定するための
スキームを設置する権限をメイン州環境部に認可する。
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法の成立は、そのためにロビー活動をしていた多くの消費者および環境の擁護団体によって歓迎さ
れた。「もう一度、メイン州は公衆衛生のための国民のリーダーであることができる。壊れた連邦化学物質
安全性システムのため、州は、癌、不妊、脳の発達への害にリンクされている有毒食品包装化学物質から
子供や家族の健康を保護するためにステップアップでき、する必要がある。」と、州に拠点を置く NGO、
環境保健戦略センター(EHSC)のエグゼクティブディレクターMike Belliveau は言った。
しかし、いくつかの州レベルおよび国の業界団体は、アクションが必要であることについて論争してき
ている。「LD 1433 の成立は、食品包装はすでに厳密に連邦レベルで規制されているので、メイン州の
住民に追加の公共の健康上の利点を提供することにはほとんど何も寄与しない」と、フードサービス包装
技術協会の会長 Lynn Dyer は化学物質管理専門誌 Chemical Watch に語った。措置は、「州の食品包
装サプライヤーと購入者に対して不要な負担を負わせるだろう」と彼女は言った。「全体で、この新法は誰
も利さない。」
アメリカ化学会も、この法律は、個々の化学物質の特性に関係なく、物質の全クラスを禁止する、また
は禁止するように求めている、と抗議した。「いくつかの一般的な名前を共有するすべて化学物質を広範
なブラシで塗ることは、消費者が必要な重要な安全かつ有益な製品へアクセスすることを妨げることを可
能にする悪い政策を作る」と、化学会は言った。
米国化学工業協会（ACC）は、「彼らが、これが有権者にとって否定的影響をもつことを見る時」、それ
が知事と立法がこの法律を再検討することを希望する、と言った。
食品接触アプリケーションで使用のための 30 のオルソ-フタル酸エステル類の継続的な承認を許すべ
きかどうかに関する、2 つの嘆願書―1 つは産業によって、別のは NGOs のグループによって提出され
た―を米国食品医薬品局（FDA）が考慮し続けるので、アクションは起こっている。
メーカーは現在使用されているので安全であるとその 4 物質 (DINP、DIDP、DEHP、DCHP)を擁護
し、一方 NGOs は、それらは有害ではないとする合理的な確実性はもはやないと主張している。
最近、メーカーのグループは、業界はそれらの安全性「十分な自信」を持つという理由で、米国 EPA
が TSCA の下で DINP、DIDP の安全性を評価することを要求した。しかし、今後の評価が食品接触アプ
リケーションでのそれらの使用を許可していくだろうかは、不明である。一方、食品中の PFASs に対する
消費者の注意は、食品中のそれらの存在の FDA の調査からの最初の発見の広範なメディアの報道後、
高いままである。ただし、FDA の代理長官は、FDA は実験した食品の大半で物質が検出しなかったと言
う声明を出した。それは「これらの物質が人の健康の懸念であるという兆候を持たない」ためである。
②

メイン州 PFAS タスクフォース発行レポート及びメイン州議会は、州のスーパーファンド法の改正を
検討

メイン州では、パー及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）に対処するためのいくつかの主要なステッ
プを取っている。メイン州 PFAS タスクフォースは、最終報告書を発行した。これには、追加の規制、調査、
およびクリーンアップにつながる可能性が高いかなりの数の推奨事項が含まれている。関連事項として、
メイン州議会は現在 L.D.1923 を検討している。それには、メイン州の規制されていない有害物質サイト法
に PFAS と潜在的に無制限の数の物質が追加されるであろう。
94

2019 年 3 月 6 日の行政命令によりジャネットミルズ知事によって設立されたタスクフォースは、メイン州
環境保護局（DEP）の長官、主要な州機関からのその他の規制当局、公衆衛生擁護者、 そして、限られ
た数の規制対象エンティティを含む 11 人のメンバーからなる。タスクフォースの最終報告である「メイン州
における PFAS の管理」には、次のような多くの推奨事項が含まれている。


議会は、私有財産に対する PFAS 汚染の発見から 6 年以内は、私的請求を制限する法の改正を
検討する必要がある。



DEP は、メイン州の規制されていない有害物質サイト法を改正して、州当局に PFAS の除去と処
理を要求することができる汚染物質または汚染物質を含める法律を導入する必要がある。



PFAS について、600 以上の公共用水システムをテストする必要がある。



州は、製造業者に対し、消費者製品における懸念のある PFAS の意図的な使用を報告するよう
要求し、入手可能な場合はより安全な代替物の使用を要求するべきである。州はまた、メイン州
での PFAS の非本質的な使用を、それらの使用を段階的に廃止することを要求することにより阻
止する必要がある。 権限がまだ存在しない場合、これを要求する法律を導入する必要がある。



メイン州は、優先順位の高い場所で PFAS をサンプリングし、サンプリング結果のパターンを分析
し、PFAS の運命と輸送のモデルを改良する継続的な取り組みを加速する必要がある。最優先事
項は、飲料水に関する健康ベースのガイドラインおよび食品のスクリーニングレベルを超える可
能性がある現在の人の暴露を特定し、排除することである。サンプリングの最優先の場所には、ク
ラス B AFFF が排出された場所、漏水防止処理をしていない埋め立て地の近く、および人の消費
または飼料用の作物を生産する畑で廃水廃棄物が利用された場所を含める必要がある。



法律では、消防組織にクラス B AFFF の環境への排出を報告し、AFFF または他の PFAS 含有
材料を使用した既知のすべての過去の火災訓練活動の場所を報告するよう要求する必要があ
る。



DEP は、飲料水の供給と自然環境を保護するために、一連の PFAS 化学物質の大気からの沈
着物サンプリングプログラムの確立を検討する必要がある。



メイン州疾病管理予防センターは、飲料水で検出された少なくとも PFHxS、PFNA、PFHpA、
PFOA、PFOS の合計に EPA 健康勧告レベルを適用することを検討する必要がある。



連邦政府は、PFAS 発生源の削減、飲料水中の PFAS に対する MCL の採用、FDA 規制の拡大、
追加の検査方法の認証、州への財政的支援の増加など、多数の措置を講じる必要がある。州は、
資金調達を増やし、PFAS コストの債務保証イニシアチブを導入し、健康と環境に有害な製品を
供給した当事者からコストを回収する法的措置を検討する必要がある。

タスクフォース報告書は、2020 年 2 月 6 日にメイン州議会の環境および天然資源委員会の前に公開
ヒアリングの対象となる。関連して、DEP は最近、 メイン州の規制されていない有害物質サイト法（メイン
州の「スーパーファンド」）に基づいて PFAS に対処する L.D.1923 を導入した。ただし、提案された法律は、
PFAS の一部またはすべてを有害物質として追加するのではなく、サイトを指定し、クリーンアップを要求
し、すべての「汚染物質」および「汚染物質」のコスト回収を求める権限を DEP に与えている。これにより、
法令によって、事実上無制限の数と種類の物質が捕捉される。この法案は、さらなる検討のために「作業
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セッション」と呼ばれている。
（c）
①

ニューメキシコ州
米空軍に対する PFAS 汚染対処に関する暫定的命令の請求

ニューメキシコ州は、米国空軍に対して 2 つの軍事基地の近くのパー及びポリフルオロアルキル物質
（PFAS）汚染に対処することを強制する暫定的命令を請求した。米国国防総省―軍の 3 つの主要な部
門を占める―は、PFAS を含む消防発泡剤の軍の使用が全国の汚染問題を引き起こしたことを認めてき
ている。
国防総省は、米軍基地上及び近くの汚染に対処するためのタスクフォースを発表した。しかし、ニュー
メキシコ州の場合、より速い救済を要求している。
強制命令―ニューメキシコ州環境部（NMED）と検事総長 Hector Balderas によって請求された―は、
連邦裁判所が空軍に（以下をすることを）命令することを要求している。


PFAS 消火泡使用によって引き起こされた「地下水プルーム」を線引きするため、すぐに Cannon
and Holloman 基地で正規の水サンプリングを実施することを開始する



影響を受けた居住者のために代替水源と水処理の選択肢を提供する



PFAS に暴露されてきたかもしれないニューメキシコ人に対し自主的な血液検査を提供する



基地周辺の PFAS 汚染の範囲の追加的証拠書類を提供する

「空軍側の責任あるタイムリーなアクションがない場合は、州はクリーンアップを強制する利用可能など
んな法的手段をも求め続けていく」と NMED 長官 James Kenney は言った。
NMED と州検事総長は、州の有害廃棄物法違反のため 4 月に空軍を最初に訴えた一方、強制命令
は、また、連邦資源保全再生法の違反を含んでいる。州は、命令が、「訴訟が進むにつれて、ニューメキ
シコ人の健康と環境の保護を確保するようになるであろう」と言う。
この訴訟は、全国に亘る PFAS 含有消防発泡剤の汚染への懸念が高まりにより始まる。いくつかの州
は、同様に非軍事文脈で消防適用での物質の使用に対処するため今年法律を承認してきた。
（d）
①

コネチカット州
PFAS タスクフォースによる開示と EPR 要件の提案

コネチカット州のタスクフォースは、パー及びポリフッ素化アルキル物質によって引き起こされる「有害
影響」に対処するための勧告の中で、PFAS を含む製品に対する強制的な開示要件または拡張生産者
責任（EPR）プログラムを課すことを提案している。
その方向は、広く公表されたコネチカット空港での PFAS を含む消火泡薬剤の漏れがあった後、2019
年 7 月に結成されたグループによって策定された行動計画の草案に組み込まれた。ネッド・ラモント知事
は、2019 年 10 月 1 日までに戦略草案を公表するようタスクフォースに指示し、PFAS の将来の放出を最
小限に抑える方法と、歴史的汚染を特定して評価する方法を提示した。結果として得られる行動計画は、
モニタリングと修復を目的としたいくつかの政策提言を含むが、製品中の物質の使用に関連するものも含
んでいる。これらは以下を含む。
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食品包装、焦げ付かない調理器具、クリーナー、ワックス、コーティングされた生地および紙のよう
なそれらを含む可能性のある消費者製品を特定することによって潜在的な PFAS 源を決定するこ
と



水性フィルム形成泡（AFFFs）の放出を最小限に抑えるためのイニシアチブを支援すること



洗浄製品や食品包装を含む、州機関による PFAS フリー消費者製品の調達を奨励すること

そして、これらの目標を支持するために、タスクフォースは、多くの「潜在的な立法上の機会」を特定す
る。これらの中には以下が含まれる。


州が安全性データシート（SDS）中または製品ラベル上での PFAS を含む製品の開示を要求でき
るかどうかを評価すること



特定の PFAS 含有消費者製品に対する EPR プログラムの立ち上げを検討すること



水性フィルム形成泡薬剤（AFFFs）を用いた消防訓練を禁止し、AFFF テイクバックプログラムと物
質の将来の放出を減らすためのその他の可能な措置を立ち上げること



PFAS をテストするために州で販売する飲料水ボトルを要求すること

タスクフォースは、PFAS 含有食品包装および消費者製品に関して行われた現在の研究と行動を見
直し、具体的な勧告を出すために、臨時グループを招集する即時のステップを提案している。その計画
に関するコメントは 2019 年 10 月 15 日までであった。最終計画は 11 月 1 日までに知事に提出される予
定である。
②

PFAS タスクフォースからの最終行動計画

ネッド・ラモント州知事は 2019 年 11 月 4 日、コネチカット州庁間 PFAS タスクフォース、この夏に結成
し、PFAS として知られている化学物質の広く使用されている一群の潜在的な有害な影響に対処すること
を検討するよう彼に勧告するタスクフォースが、最終的な行動計画を策定し、それを渡されたことを発表し
た。計画では、州全体で給水を試験し、環境内の PFAS の発生源を減らし、この一群の新たな汚染物質
による既知の汚染を浄化することを推奨している。「このタスクフォースの仕事を称賛する。これは、公的、
私的、非営利の利害関係者が協力して、世界、全国、そしてここコネチカットで実際に影響を及ぼしてい
る新たな汚染物質に対処した結果である。」とネッド・ラモント州知事は述べている。「利害関係者と協力し
て、消費者製品や工業プロセスに広く行き渡っているこれらの化学物質から市民の健康と環境をさらに保
護するために必要な措置を講じることを楽しみにしている。」
主な推奨事項は次のとおりである。


PFAS 汚染に最も脆弱な飲料水源を優先するか、脆弱な人々にサービスを提供する段階的アプ
ローチを通じて公共飲料水を試験し、公共水システムの顧客と利害関係者に伝達し、教育する。



PFAS の最大汚染レベルを潜在的に設定する可能性について公衆衛生局の長官に助言するた
めに、安全な飲料水諮問委員会の設置に取り組む。



魚、甲殻類、農産物を含む、PFAS への人の暴露のその他の源の特定と評価。



これらの化学物質が使用または製造される可能性のある職場を特定し、雇用主が暴露を制御す
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る戦略を実施するのを支援することにより、PFAS への職業暴露を最小限に抑える。


PFAS 汚染の原因となる可能性のある操作、プロセス、および消費者製品を特定し、空気および
水中の PFAS の基準と排出制限を確立する。



土壌、地下水、地表水および水生生物に対する PFAS 浄化基準を確立し、PFAS の放出を調査
および浄化するために既存の法的権限を引き続き使用する。



PFAS 汚染の潜在的な発生源の宇宙と、暴露に対して最も脆弱な可能性のある集団を特定する
省庁間地理情報システム（GIS）データベースを開発する。



影響を受けるコミュニティや他の利害関係者とのコミュニケーションを強化するために、パブリック
アウトリーチチームを設立する

また、推奨事項には、以下の多くのアクションをサポートすることにより、PFAS 含有消火泡の環境への
将来の放出を削減または防止することが含まれる。


水性皮膜形成泡（AFFF）の取り扱いに関するベストプラクティスの開発と実装



AFFF の使用を制限する法律



州機関および市消防局向けの AFFF 回収プログラム



消火泡の PFAS フリー代替品の評価、選択、調達

タスクフォースは、エネルギー環境保護局長の Katie S. Dykes と公衆衛生局長の RenéeD.
Coleman-Mitchell が共同議長を務め、いくつかの州の機関や団体の代表者が含まれている。グループ
は 2019 年 10 月 1 日にアクションプランの草案をリリースし、10 月 15 日までパブリックコメントを募集した。
400 を超えるコメントを受け取り、最終的な一連の推奨事項を作成した。
「この行動計画は、ラモント州知事がこの新たな汚染物質のグループとこれらの化学物質が人々と環
境に与えるリスクに対処するために行ったコミットメントの重要なマイルストーンを表している」とダイクス局
長は述べた。「このタスクフォースが、現在および将来、住民と環境を保護できる行動を実行するための戦
略的アプローチをまとめるために、利害関係者および関係者と協力して、コミュニティを代表して行った仕
事を誇りに思っている。」「PFAS 化学物質は新たな汚染物質であり、科学研究の増加により、一部の
PFAS 化合物は人に有害である可能性が示唆されている」とコールマンミッチェル局長は述べた。「これま
でに研究された化合物の多くは、非常に低いレベルで毒性があることがわかっており、長期間にわたって
体内に蓄積する。PFAS によってもたらされるリスクを完全に確認し、人に有害ではない代替物を開発す
るには、さらなる研究が必要である。この行動計画に含まれる政策提言は、PFAS への環境暴露によって
生じる健康リスクを軽減する長年の取り組みのほんの始まりに過ぎない。このタスクフォースを引っ張り、コ
ネチカット州にこの問題を真っ向から取り組むことで、ラモント州知事のリーダーシップを称賛する。」

（e）
①

ワシントン州
PFAS 代替品評価

ワシントン州は、食品包装に使用されるパー及びポリフルオロアルキル物質に代わる代替品の評価に
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おいて、紙のラップとライナーに焦点を当てる計画を発表した。州生態省（ECY）も、2019 年 10 月中旬ま
でに代替品候補を確定することを目標に、この範囲にバッグとスリーブを追加することを検討している。
代替品評価は、ECY がより安全なオプション（化学品と非化学品両方）を特定することを条件として、
2022 年 1 月 1 日までに植物繊維ベースの食品包装においてすべての PFAS を禁止する 2018 年州法
から発生した。ECY は 2019 年末までにプロセスを完了するつもりだったが、予定より遅れている。
2019 年 9 月 24 日の更新でステークホルダーに発表された同機関の製品範囲調査は、「暫定的」戦
略を通知した。これは、代替品評価は、その最初の段階で紙のラップとライナーを見直していくことを示し
た。また、「容器、サービス用品、ペットフードバッグなどのようなその他の用途を更なる検討において優先
していく」。ECY は 2019 年 10 月 11 日までにこの戦略に関するコメントを求めている。
一方、2019 年 10 月 8 日の更新で、ECY は代替品評価のためのハザード評価の方法論案を発表し
た。州間化学品クリアリングハウス（IC2）代替品評価ガイドで概説された 4 つのモジュールを使用していく。
これらは次のとおりである。


ハザード



暴露



パフォーマンス



コストと可用性

そして、ECY は、現在の PFAS ケミカルアクションプラン（CAP）サイトとは別に、食品包装代替品評価
において PFAS 専用の新しいウェブサイトを開発している。両方のプロジェクトは一緒に完了する予定だ
ったが、代替品評価の遅延により、それらは現在別々のトラック上を走っている。
同機関の現在のウェブサイトは、最終的な代替品評価報告書に対して 2020 年秋の発表日を予定し
ている。
②

州議会による有毒 PFAS に対する更なる行動提案

2020 年 2 月 15 日、ワシントン州下院は、消防用泡中の有毒 PFAS についてより多くの行動を取るた
めに環境エネルギー委員会で法案を聞くことにより、2020 年の立法会議を開始した。
2018 年、ワシントン州は、食品包装、消火泡、その他の製品での PFAS の使用を段階的に廃止する
法律を可決することにより、PFAS 汚染危機への取り組みで国を先導した。コロラド州、ニューハンプシャ
ー州、ニューヨーク州も同様で、2019 年同様の法律を制定し、消火用泡の PFAS を段階的に廃止した。
ワシントン州の法律は、多くの用途で PFAS を含む消火用泡の販売を禁止していたが、PFAS 泡の主要
ユーザー（空港、化学プラント、石油施設）を免除していた。
HB 2265 は、ベス・ドッグリオ（Doglio）議員（民主-オリンピア）が後援し、化学プラント、精製所、石油
施設、空港の免除を廃止する。15 日の聴聞会で、ドッグリオ議員は、「この法案はすべてのユーザーを
PFAS 泡の段階的廃止のタイムライン上に置くだけであり、公衆衛生、消防士の健康、飲料水供給、およ
びピュージェットサウンドを含むその他の水域を保護するために重要である..この PFAS 汚染の危機を解
決するためには、PFAS のすべてのユーザーが段階的廃止の非常に明確なスケジュールに合わせる必
要がある。」
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この法案は公衆衛生と資源を保護するために必要であり、PFAS のすべての使用を段階的に廃止す
るという世界的な傾向に沿っており、ユーザーをより安全で、世界中ですでに利用されている PFAS フリ
ーの消火泡に移行させる。
これらの化学物質への暴露からの水の汚染や消防士の健康への影響に関する全国の抗議を受けて、
製品と消火泡で PFAS を禁止しようとしており、過去 2 年間に議会は PFAS の軍の段階的に使用する法
律を可決して 2024 年まで消火泡を使用し、2021 年までに空港で PFAS を使用しな消火泡の使用を許
可するよう連邦航空局に指示する。
PFAS 泡の公衆衛生への影響はよく知られている。公聴会で HB 2265 を支持して講演した Toxic
Free Future の科学ディレクター、エリカシュレッダーは次のように述べている。PFAS 含有泡の残りの使
用が緊急のスケジュールで段階的に廃止されるようにすることで、リーダーであり続けることができる。」
消火用泡やその他の製品で広く使用されている PFAS 化学物質は、全国およびワシントン州の何百
万人ものアメリカ人の飲料水源を汚染している。これらの非常に持続的な化学物質は、癌、ホルモン破壊、
および免疫系への害に関連している。
ワシントン州消防士評議会（WSCFF）とワシントン消防署長は、PFAS への消防士の暴露を減らす法
案を支持している。
WSCFF の立法連携担当 A.J.ジョンソンは、次のように証言している。癌につながる可能性のある化学
物質への不必要な暴露を避けることは、重要な予防戦略である。」
消防士の健康リスクに加えて、PFAS 含有泡の使用により、大幅な清掃費用が発生した。ワシントン州
では、イサクア、エアウェイハイツ、フォートルイス、およびクーペビルの PFAS 汚染により、浄化と安全な
飲料水に数百万ドルがかかっている。PFAS の監視と規制が強化されるにつれて、州全体でコストが増加
し続ける。これらを段階的に廃止し、汚染を防ぐことは最も理にかなっている。
消火用泡における PFAS の禁止と危険性への注意が、より安全な PFAS フリーの消火泡を開発する
ための市場の革新につながった。PFAS を含まない発泡体は現在、広く利用されており、石油精製所から
化学プラントや空港まで、世界中の多くの施設で使用されている。
Clean Production Action のピーレ（Cheri Peele）氏は次のように説明した。「PFAS に関する懸念に
より、PFAS を使用しない消火用泡に対する需要が世界中で高まっている。PFAS を含まない泡に対する
需要の高まりに応えるため、PFAS を含む泡の主要メーカーはすべて PFAS を含まない泡も製造しており、
PFAS を含まない新しい製品の開発を続けている。」
HB 2265 は 2 年前に開始された作業を完了し、PFAS 泡を段階的に廃止するためのスケジュールに
すべての施設を配置する。これにより、飲料水、他の水域、消防士の健康が保護される。
ヒアリングでサポートに署名している他の組織には、ワシントン消防署長、ワシントン州消防協会、シア
トル港、イサクア市、タコマ公益事業、ワシントン郡郡協会、ワシントン州地方公衆衛生当局者が含まれ
る。
その後、ワシントン州では、下院は、ほとんどの用途で PFAS 含有消火泡を禁止する既存の法律の下
で免除を排除するための法案を 2020 年 2 月 16 日に 92-4 の票差で下院で可決した。現在、州上院で
検討中のこの措置（HB 2265）は、免除が発行されない限り、化学プラント、石油精製所、石油ターミナル
で使用するための発泡体の製造、販売、流通に対する既存の許容を削除する。また、連邦政府の命令で
100

これが不要になった場合、連邦航空局（FAA）によって規制されている空港での使用を段階的に廃止す
るメカニズムも導入する。
（f）

ミシガン州

①

下院で消火泡の PFASs に関する法案通過

ミシガン州下院は 3 つの法案を可決した。法律に採択された場合、パーフルオロアルキル物質（PFAS）
を含む消火泡の使用をより適切に追跡および制限する。州の全消防署は、従来、可燃性液体火災を消
火するために、PFAS を含む消火泡－水性皮膜形成泡（AFFF）とも呼ばれる－を使用してきた。しかし、
これらの物質は、健康への懸念と環境中の持続性との関連について全国的に精査されている。ミシガン
州の HB 4390 は、2023 年 12 月 31 日から消防訓練中の PFAS 含有泡の使用を禁止する。その日まで、
消防士は、泡の封じ込め及び適切な処分のみならず、泡の適切な使用、取り扱い及び保管、について指
導を受ける必要がある。一方、HB 4391 では、消防士の身体と機器の除染を含む、泡の使用、取り扱い、
保管に関する「ベストヘルスプラクティス」の概要を示している。
最後に、HB 4389 では、AFFF を使用してから 48 時間以内に、消防署が州の環境、五大湖、エネル
ギー省に、なぜ、どこで、どの位泡を使用したかを、他の詳細とともに、書面による報告書を提出すること
を要求する。また、適切な廃棄を確実にするために、未使用の PFAS 発泡体の無料回収プログラムを作
成することを消防署に課するであろう。
HB 4389 を後援した州の代表者である Sue Allor は、37,000 ガロンの PFAS 泡が州全体のさまざま
な消防署で発見されたと述べた。彼女は、ミシガン州は PFAS 研究とリスク軽減の最前線にいるべきだと
主張した。「やらなければならない多くのテストがある」と、Allor 氏は 2019 年 7 月に述べた。「最初の結果
は異なる量の PFAS を示しており、我々は、他の州からのテスト結果が来るのを待つのではなく、[プロセ
ス]を促進するためにテストを続けなければならないことを知っている。」
米国の他の地域と比較して、ミシガン州は環境中の特に高レベルの PFAS 汚染を検出しており、連邦
議会の代表者に連邦行動を促進するよう促している。しかし、PFAS 含有泡に関する州の規制は、これま
でのところ国家レベルの行動を上回っている。HB 4390 は、今年ジョージア州、ケンタッキー州、バージニ
ア州で可決された同様の法案のすぐ後に登場している。それらは全て訓練目的に焦点を合わせている。
他の州では、訓練と試験の両方の目的で PFAS 含有泡の使用を禁止している。ただし、ワシントン州の
2018 年の法律は最も厳格なアプローチを採用しており、空港を含め、連邦政府が義務付けている使用
以外は全面的に禁止している。
②

水環境中の「永久」化学物質について DuPont、3M を提訴

ミシガン州は 2020 年 1 月 15 日に、3M、DuPont、および他の企業を、州全体の飲料水中に出現する
潜在的に有害な「永久」化学物質に起因する汚染による金銭的損害で訴えた。州裁判所で提起された訴
訟は、17 人の被告が、集合的に PFAS として知られている一群の物質の危険性を意図的に隠蔽したと主
張している。州司法長官ダナ・ネッセルとグレテン・ホイットマー知事によって発表されたこの申請は、元知
事のリック・スナイダーがミネソタに拠点を置く 3M および他の不特定の当事者を訴えるミシガン州の意図
を最初に述べた 1 年半後に出された。
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ミシガン州は、74 のサイトで確認されている PFAS 汚染に関する複数の製造業者に対する広範な訴
訟を提起する 3 番目の州であると考えられており、近年、試験および調査のために少なくとも年間 2500
万ドルの費用がかかっている、とネッセルは言った。1940 年代から生産されているこれらの化合物は、分
解に数千年かかり、一部は人体に蓄積するため、「永久化学物質」と呼ばれている。
「広範囲にわたる調査、サンプリング、州土と水路の修復、影響を受けた天然資源の復元、非常に高
価なろ過装置の設置、およびこれらの化学物質が住民や環境に悪影響を与えるのを防ぐために必要な
その他の予防措置および是正措置なしでは、 州の天然資源および財産に含まれる PFAS の存在と移動
は未確認のまま無期限に継続し、天然資源を脅かし、財産を脅かし、州民の生活を脅かす」とネッセル氏
は述べた。デラウェア州に本拠を置く DuPont の広報担当者は、「メリットがないと我々が信じるこの行動
が取られたことに非常に失望している」と述べた。「修復責任を果たすことは DuPont の優先事項であり続
けるが、当社は、従業員、お客様、および当社が事業を展開するコミュニティの幸福のために最高水準を
維持することを約束し、これまでも常に取り組んでいる。安全、健康、環境への責任に関する当社の記録
を積極的に擁護する。」とダンターナーは述べた。
コメントを求めるメッセージが 3M に残された。この訴訟は、ミシガン州を拠点とするダウ・ケミカルとの
2017 年の合併の前後に DuPont からスピンオフされた企業も含めて、他の企業の名前を挙げている。
2018 年、3M はミネソタ州に 8 億 5,000 万ドルを支払い、製造業者が数十年にわたってこの化学物質を
処分することで、天然資源を損傷し、地下水を汚染したと主張する訴訟を解決することに同意した。
研究では、特定の PFAS 化学物質が、がんや、肝臓や甲状腺などの臓器の損傷のリスクの増加に関
連付けられている。この訴訟は、被告がそれらの化学物質が環境に残留し、分解しないこと、人や動物に
不可避的に蓄積して発達すること、それが発がんの可能性があるかまたは確証があることを知っていたか、
知るべきだったと主張している。
「これらの汚染物質の原因となる企業は、説明責任を負う必要がある」とホイットマーは言った。「汚染
者は支払う必要がある。」パーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質は、消火用泡、焦げ付
き防止の鍋やフライパン、撥水服、その他多くの家庭用品や個人用品に含まれている。業界は、PFAS の
最もよく研究されている 2 つのバージョンを段階的に廃止している。製造業者は、新しい型の方が安全で
あり、古い型のように長く人体に残らないと言う。一部の研究者は、それらについてそれを確認するには知
識が少なすぎると述べている。
（g）
①

カリフォルニア州
PFAS 含有繊維処理の優先製品リストの提案

カリフォルニア州有害物質管理局（DTSC）は、より安全な消費者製品（SCP）規制の優先製品として、
カーペット、室内装飾品、衣類、靴などの加工された繊維または革に使用するパーまたはポリフルオロア
ルキル物質を含む処理をリストすることを提案している。PFAS は、非常に安定した炭素-フッ素結合を特
徴とする一群の化学物質であり、多くのアプリケーションで使用されている。DTSC は、特に製品の使用
中の吸入を介した、人および生態系の PFAS 暴露の重要な原因として、加工された織物または革の処理
を特定している。加工処理された繊維または皮革は、家庭やいくつかの職業で頻繁に使用されている。
それらは、食品包装、化粧品、防水衣類などの他の消費者製品がそうであるように、遍在する環境汚染と
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暴露に寄与する。
PFAS への暴露は、人の健康に有害な結果をもたらす可能性があるという証拠がある。人が食事、飲
料水、または吸入によって PFAS にさらされると、これらの化学物質は長時間体内に残る。人々が PFAS
にさらされ続けると、体内のレベルは健康への悪影響に苦しむレベルまで増加する可能性がある。研究
では、いくつかの PFAS が、生殖および発生への、肝臓および腎臓、免疫への影響、ならびに実験動物
の腫瘍を引き起こす可能性があることが示されている。
ヒト疫学研究で最も一貫性のある所見は、暴露した集団での血清コレステロール値のわずかな増加で
あり、幼児の出生時体重、免疫系への影響、癌、および甲状腺ホルモン破壊に関連する所見はより限ら
れている。一部の PFAS は、植物毒性、水生毒性、および陸生生態毒性とも関連している。
より安全な消費者製品規制の基準に基づいて、DTSC は、加工された繊維または革に使用する
PFAS を含むトリートメントが、胎児、幼児、児童、妊婦を含む敏感な亜集団に、カーペットおよび室内装
飾の清掃人、室内装飾用家具、家具、衣類、靴、カーペット店の労働者、自動車ディーラー労働者、およ
び自動車の細部装飾技術者、環境に敏感な生息地、そして 絶滅の危機にある種に、重大かつ広範囲
の悪影響を引き起こす可能性があると判断した。既知のハザード特性を考えると、加工された繊維または
革の処理で現在使用されている PFAS を他の群の PFAS に置き換えることは、残念な代替となる可能性
がある。したがって、この提案は、加工された繊維または皮革での使用を目的とした PFAS の群の中の化
合物を含む処理を対象としている。SCP プログラムは、2016 年にこのトピックの調査を開始した。バックグ
ラウンドドキュメントについてパブリックコメントを求め、2017 年 1 月 31 日にワークショップでトピックをさら
に調査した。そのワークショップの資料は、ワークショップおよびイベント Web ページで入手できる。
パブリックコメント期間にコメントを送信し、この提案に関する関連資料を表示するには、CalSAFER サ
イトにアクセスする。コメント期間は 2019 年 12 月 31 日午後 11 時 59 分に終了する。ワークショップおよ
びパブリックコメント期間からの入力は、DSTC がルール作成の準備として製品化学プロファイルを最終
決定する際に考慮される。
また、EPA はパブリックミーティングを開催して、パブリックインプットを受け取る。
②

PFAS 優先製品提案による不一致を ACC が指摘

米国の繊維およびアパレル業界および環境保護団体は、カリフォルニアのより安全な消費者製品
（SCP）プログラムの下で、パーフルオロまたはポリフルオロアルキル物質（PFAS）を含む繊維または皮革
処理を優先製品とするカリフォルニアの提案に頭を突き合わせている。この場合、カリフォルニア有害物
質統制局（California Department of Toxic Substances Control：DTSC）は、PFAS に対してそれらの化
学物質一群全体をまとめて扱うアプローチを取ることを推奨した。これは、一群の中のいかなる化学物質
でもそれを含む関連する処理が優先製品としてリストされることを意味する。同部門は、3,000 を超える個
別の化学物質を対象とするだろうと、2019 年 11 月の提案とともにリリースされた製品化学プロファイルで
述べた。「カリフォルニア環境汚染物質バイオモニタリングプログラムは、カリフォルニア州の血液または尿
を測定するための優先化学物質として一群の化学物質全体をリストしているため、すべての PFAS は候
補化学物質である」とプロファイルは説明している。
しかし、American Chemistry Council（ACC）は、提出したコメントで、そのアプローチに問題意識を
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持ち、化学プロファイルに「重大な欠陥」があり、「誤った表明および支持されていない過剰一般化」を含
むと声を上げた。DTSC は、繊維処理製品で実際に使用されている特定の種類の PFAS 物質に焦点を
当てるべきであると同業界グループは述べた。ACC は、2006 年以降、米国での流通は合計 600 の
PFAS しかなかったと報告する EPA のデータを引用した。また、繊維処理製品に使用されているのは「ご
く一部」であると付け加えた。「したがって、DTSC が、「数千」あるとされる PFAS 物質の存在に基づいて
規制に「一群の物質全体（クラス：class）アプローチ」を使用することを正当化することは不適切である」と
ACC は言った。また、ACC の下部組織である FluoroCouncil は、PFAS は危険性と毒性の点で大きく異
なるというコメントを追加した。「たとえば、特に環境に通常存在する濃度では、すべての PFAS および関
連製品が持続性、生物蓄積性、および/または毒性（PBT）であるわけではない」と FluoroCouncil は述べ
た。これらのバリエーションのため、「公共政策の問題としてそれらをすべて同じように扱うための科学的に
正当な根拠は存在しない」と FluoroCouncil は付け加えた。
ただし、Natural Resources Defense Council（NRDC）、Clean Water Action、Environmental
Working Group （ EWG ） 、 Breast Cancer Prevention Partners （ BCPP ） 、 California Product
Stewardship Council を含む非営利団体および環境擁護団体のグループが、潜在的な 優先商品リスト
を支持した。彼らのコメントは、PFAS の潜在的な健康への悪影響、特に子供や妊婦のような脆弱な集団、
および広範囲にわたる公衆への暴露に焦点を当てていた。「私たちは、当該部門の、加工された繊維と
皮革の PFAS を含む十分に実証されたプロファイルを賞賛し、PFAS 処理を優先製品としてリストするため
の迅速かつ決定的な行動を促す。」と彼らは書いた。
DTSC の提案に対するコメント期間は 2020 年 1 月 14 日に終了した。受け取ったコメントと入力は、
優先的な製品定義を改善するのに役立つ、と当該部門は述べた。
③

PFAS を使用したカーペットに「優先製品」の指定を提案

カリフォルニア州有害物質管理局（Department of Toxic Substances Control ：DTSC）は、PFAS の
ハザード特性と、環境、人、およびその他の生物において広範に存在していることを懸念している。PFAS
で汚れや土壌に対する耐性を持たせたカーペットや敷物は、この一群の化学物質への広範な人体およ
び生態系への暴露の潜在的な長期的な原因である。2018 年 2 月、DTSC は PFAS 付きカーペットと敷
物の製品-化学プロファイルをリリースし、この製品と化学物質の組み合わせをより安全な消費者製品規
制の下で優先製品としてリストすることを提案する科学的根拠を概説した。
パブリックコメント期間；規制提案：カーペットおよび敷物の PFAS の 45 日間のコメント期間が、
CalSAFER についてコメントするために公開されている。 コメント期間は 2020 年 2 月 28 日から 2020
年 4 月 13 日までである。優先製品としてカーペットおよび敷物に含まれるパーフルオロアルキルおよびポ
リフルオロアルキル物質（PFAS）をリストする提案について、CalSAFER 経由でオンラインで受け取ったコ
メントは以下に掲載されている。
https://calsafer.dtsc.ca.gov/cms/commentpackage/?rid=12738&from=search
公開ワークショップ；DTSC は、カリフォルニア州サクラメントの 1001「I」ストリートにある CalEPA ビルで、
2018 年 3 月 20 日に公聴会を開催した。DTSC スタッフは提案の概要を説明し、パブリックコメントを受け
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つけた。
（h）
①

ウィスコンシン州
PFAS 規制が議会と天然資源局で進む

PFAS 化学物質の規制は、ウィスコンシン州議会および州の機関で発展し続けている。2020 年 1 月
20 日の州に、議会は PFAS 含有消火泡を規制する法案を可決した。一方、天然資源局（DNR）が提案し
たルール作成は、DNR 理事会によって承認された。PFAS（パーおよびポリフルオロアルキル物質）は、
焦げ付き防止の鍋、クリーニング製品、塗料、消火泡など、多くの日常製品に含まれる人工化学物質であ
る。最も広範囲に研究されている PFAS 化合物は PFOA と PFOS であり、過去 10 年間に国内製造から
段階的に廃止された。競合する研究では、これらの化学物質が健康に悪影響を与えるかどうか、もしそう
ならどの程度有害かについて議論している。
上院と議会の両方が最近、AB 323 / SB 310 を通過するために超党派ベースで投票した。これは、試
験施設に適切な封じ込めおよび処理手段がない限り、トレーニングで意図的に追加された PFAS を含む
消火用泡の使用を禁止するものである。法案は署名のために知事のデスクに送られている。
法案の支持者には、米国化学評議会、米国石油協会、ウィスコンシン州製造業者と商業、ウィスコンシ
ン州紙評議会、およびウィスコンシン地方水協会が含まれる。消防泡法案に加えて、SB 302 / AB 321 は
「クリア法」としても知られており、「移動」（movement）が可能である。それは現在のルール作成プロセス
を回避し、DNR に PFAS 化学物質を規制する広範な前例のない権限を与える。
2019 年 8 月にトニー・エバーズ知事が発行した行政命令 40 に従い、ウィスコンシン州当局はウィスコ
ンシン PFAS アクション評議会（WisPAC）を招集した。行政命令は、行動計画の策定、公教育のプロトコ
ルの開発、汚染源の特定、処理プロトコルの開発、研究に関する学術機関との協力、資金調達の手段の
探求を評議会に指示している。行動計画は、2020 年 7 月 1 日までに知事と議会に委ねられる。
WisPAC は、2020 年 1 月初めに 2 回目の会議を開催した。会議の大部分は、評議会の組織構造を
決定することに専念された。コネチカット州の同様の評議会をモデルにした WisPAC は、提案されている
4 つの重点分野の下で勧告を行う。
1.

将来の放出および暴露を防止する

2.

現在の PFAS 暴露のインベントリと最小化

3.

歴史的または過去の PFAS 放出および暴露の特定と対処

4.

PFAS に関連するリスクについての教育とコミュニケーション

プロセス全体を通して、WisPAC は 2 つのサブアドバイザリーグループも招集する。1 つは地方自治体
に関するもので、もう 1 つは産業および利害関係者グループを含む市民グループである。諮問グループ
は、2 月、3 月、4 月に開催される。WisPAC は、PFAS についてのフィードバックを求めるために、一般大
衆にもアンケート調査を送信する。DNR は、WisPAC の各メンバーに個別の調査を送信して、アクション
プランでの検討のための推奨事項を求めることも計画している。評議会がロジスティクスについて議論し
た後、保健局は PFAS 暴露による潜在的な人の健康への影響についてプレゼンテーションを行った。次
に、科学者が環境沈着物中の PFAS について技術的なプレゼンテーションを行った。最後に、DNR は、
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2020 年 1 月に消防署に送る予定の PFAS 含有消火泡に関する調査について評議会に報告した。議会
は、延期前にパブリックコメントを取った。次回の WisPAC 会議は 2020 年 2 月 20 日に予定されている。
（i）

ニューヨーク州

①

PFAS 措置を前進させる既存の消火泡法を改正する法案

ニューヨーク州では、議会は 2020 年 1 月、訓練目的での PFAS を含むクラス B 消火泡の使用を禁止
し、その製造と販売を 2 年の時間で禁止するために、2019 年末に採択された法律の特定の技術的修正
を行う措置（S 7167）を承認した。ニューヨーク州上院によると、以前に採択された法律に関する懸念の 1
つは、少なくとも実行可能な代替案が存在するまで、可燃性および発火性の液体火災に対して、消防署
が PFAS 含有泡を「限られた状況で」引き続き使用できるようにすることを保証する必要性であった。した
がって、この法案は、発泡体（AFFF とも呼ばれる）を使用できる場合の免除を拡大し、可燃性の液体だけ
でなく、発火性の液体を含む火災を含めることを目指している。また、この措置では、州の消防局が 2 年
ごとに、非 PFAS 泡が利用可能か、またこれらの場合に効果的な代替品として機能するかどうかを判断す
ることを要求される。また、禁止されている泡の定義を技術的に修正する。この措置は、アンドリュー・クオ
モ知事による検討を待っている。
（v）
①

その他
NGOs による食品包装中 PFASs の承認取消の要請

2 つの NGO は米国食品医薬品局（FDA）に食品接触用途での使用のためのすべてのパー及びポリ
フルオロアルキル物質（PFASs）の承認を取り消すように要求してきた。
この要求－Environmental Defense Fund と Environmental Working Group からの別々のブログ
記事で表明された－は、食品中のそれら物質の存在に関する広く公表された「FDA 調査は食品中の
PFASs を見付ける」以下を参照）、および堆肥化可能製品中の PFASs についての最近のニュースレポ
ートに続くものである。
米国 EPA は、PFASs を、－発達および免疫に問題を生じさせるような－一定の健康影響がある物質
群と結び付けてきたが、データはより新しい短鎖のバージョンに限られている。2019 年 6 月に、FDA は
「食品接触用途での PFAS の限定承認された使用をレビューする」を含む食品中でのそれら物質の存在
を評価するための手順をとることになると示すため、そのウェブサイトを更新した。
しかし、2019 年 8 月 5 日のブログ記事で、EDF の Tom Neltner は、そのプロセスについて問題を提
起した。暫定的に、彼は 62 の PFAS 食品接触通知（FCNs）すべては、もはや有効でない」ことを FDA が
決定したことをメーカーに通知することを勧めた。この影響は「使用が安全であると証拠を挙げて主張する」
ことをメーカーに強制することになるだろう。それ以外の場合、決定は最終的にされるだろうし、承認が取
り消されるだろう。
この勧告を支持して、Neltner 氏は、「最も保護的な」参照用量レベル－安全であると決定される最低
の暴露－が 62 物質すべてに対して使用される必要がある、と言った。具体的には、彼は長鎖物質パーフ
ルオロオクタンスルホン酸（PFOS）の安全性レビューでの疾病管理・予防センター（CDC）によって提案さ
れた最小リスクレベル（MRL）の適用を要求した。
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EDF の調査によると、この MRL を使用する 2017 情報公開法（FOIA）要求を通じてそれが受け取った
31 FCNs を再評価することは、それらのどれもが食品接触物質として承認されない結果につながるだろう。
EDF 研究者は、残りの FCNs に対して「別の結果を予想していない」。
ブログ記事は、どのように機関が食品接触通知（FCN）プロセスを作り直す必要があるかに関して以下
のような、いくつか他の勧告を強調した。


企業が法律によって要求されるすべての関連データを提供することを確保する



「食物中の化学的、薬理学的に関連する物質の累積的な影響を考慮する法定義務」毎に、
PFASs の混合物に対して食物をテストする



それらの製品の環境放出の包括的な見積もりを提供することを会社に要求する



食品接触材料（FCMs）を製造する会社が各 FCN に対して製品サンプルを提供することを要求
する

EWG は、食品包装からすべての PFASs を「禁止」することを FDA に要求した、ブログ記事中でこの
EDF 研究を指摘した。それは、PFASs が堆肥の鉢中にも存在するニュースは「我々の食生活の締めくく
りからこれらの化学物質を禁止するための FDA にとっての十分な理由に違いない」と付け加えた。しかし、
FluoroCouncil は、EDF 記事は不正確な誤解 を招く発言 を含んでいる」と化学物質管理専 門誌
Chemical Watch に語った。エグゼクティブディレクターJessica Bowman は、CDC の参照用量は
PFAS クラス全体に適用されるべきであるということは、「全く真実でない」と言った。
「我々は、当社の製品がその意図した用途に対して安全であることを保証し続けるために、我々の
FCNs に係る最新のデータの FDA のレビューを支持する」と Bowman 女史は言った。「FDA が、追加の
データが必要であると結論を下せば、機関は産業に追加のテストを実施することを要求できる。」
FDA は、PFAS に関してその web ページに言及することを超えて EDF の勧告に関するコメントを提
供しなかった。「FDA の食品中の PFAS 濃度の研究と解析」をリードするために、2019 年に FDA は内部
の作業グループを結成し、このプロセスで消費者、業界、と他の連邦、州、および地方政府パートナーと
連携することを約束する」と web ページにある。
「FDA 調査は食品中の PFASs を見つける」
FDA は、食品包装と他のソース両方から、食品中の他の PFASs の存在を調査し続けている。ヨーロッ
パでの先の 5 月下旬の環境毒物化学学会会議で、FDA は食料品店で販売される特定の肉類、魚介類、
チョコレートケーキ中の物質の存在につながる 3 つの研究の結果を発表した。
調査は、PFAS 生産設備、PFAS 含有消防発泡体からの環境へのインプットのため、「汚染された水を
使用して生産された食料品の汚染可能性の懸念」と結論した。
それは、8 つの州からサンプリングされた食品中の 16 の長および短鎖 PFASs（PFHxA を含む）の存
在をテストした。注目すべき結果は、以下の発見を含んでいた。


テストされた肉や魚介類の製品の約半分中での使用されなくなった化学品パーフルオロクタンス
ルホン酸（PFOS）



チョコレートケーキ中のパーフルオロ n-ペンタン酸（PFPeA）
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砂糖衣付きチョコレートケーキ中の非常に高いレベルでの PFPeA



パイナップル中のパーフルオロブチレート（PFBA）；そして



サツマイモ中のパーフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）

結果はまだ公表されていないが、プレゼンテーションからの写真は EDF を含む NGOs によって広く
流布されてきた。調査の概要は、暴露のための潜在的な経路として FCMs を議論しなかったし、ほとんど
の場合、高濃度の PFAS は「消費による人の健康上の懸念の可能性は無かった」と結論した。
②

化学企業 Chemours による食品接触承認取り下げ要求

化学企業 Chemours は、米国食品医薬品局(FDA)に、その 2 つのパー-及びポリフルオロアルキル
物質（PFASs）の食品包装承認を撤回するように求めている。
Chemours は、「それらに関連付けられている製品」の製造を停止しているため、その食品接触物質
通知（FCNs）を取り下げる要求を FDA に通知した。
対 象 物 質 は ： 2-propenoic

acid,

2-methyl-2-propenoate,

2-propenoic

2-methyl-2-propenoate,

acetate

及

2-methyl-,

acid
び

と

polymer

with

2-(diethylamino)ethyl

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl

hexane,

1,6-diisocyanato-,

homopolymer,

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol-blocked であり、後者 2 つが PFASs である。これら 3
つの物質の承認された使用目的は、紙及び板紙用のオイルとグリース耐性処理をカバーする。
Chemours は、Chemical Watch に、2015 年に創業以来、食品包装は「Chemours にとって焦点で
は決してなかった」と語った。「我々はいくらかの時間これらの FCNs を撤退させることに関して作業してき
ているし、我々は食品包装に使用されることになる PFAS 製品の任意の新しい FCNs を追求するという意
図を持っていない」と、言った。
同企業は、自動車、消費者エレクトロニクス、エネルギー貯蔵のような他の末端市場、すなわち「私た
ちの現代生活様式に不可欠な」市場でのアプリケーションを開発することに焦点を当てている。
Chemours は、FCNs の撤回は食品包装市場に対して何の影響もない、と言い、「我々は、いくらか
の時間、この市場で意味があるほどに参加してきていない」と付け加える。
懸念は、当初長鎖 PFASs―6 個以上の炭素原子を持つもの、に焦点を当てた。2011 年に、FDA
は、FCNs の下で認可された特定の長鎖 PFASs の製造業者と、食品接触用途からそれらを削除する自
主的合意を得た。また、2015、2016 年に、同庁は、食品包装での長鎖 PFASs の残りの使用を認可した
規則を廃止した。しかし、その後、化学品グループ全体に懸念が高まっており、いくつかの研究では、業
界によって長鎖よりも安全な代替として支持されている短鎖 PFASs が同様の有害特性を持っていること
が示唆されている。
③

フルオロテロマーのデータギャップによる新たな PFAS 規制課題

科学者はスポットライトが当てられた数千種類のパー及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）のリスク
に取り組んでいる一方、米国の規制当局者は不完全な情報でルール作成プロセスを進めなければなら
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なかった。そして今、フルオロテロマー－少なくとも 1 つの炭素水素結合を含む PFAS のカテゴリ－は、研
究が限られているときに起こりうる論争の典型的な例を証明している。これまで PFAS 関連の主な懸念事
項はそれらの環境持続性であったが、食品包装材料（FCM）でのそれらの使用は、人の健康への影響に
ついても検討を促してきている。
これらのデータギャップは、フルオロテロマーの「前駆体」特性、または、どのように明らかに良性のフ
ルオロテロマーが分解して、特定のケースでは、米国食品医薬品局（FDA）にデータの欠如がある他の
PFAS になるか、という形で出現してきている。それらの当初の承認は、それらが体内から素早く出て、暴
露を制限しているという仮定を前提としていたため、食品包装材料（FCM）で引き続き使用されているにも
関わらず、FDA は、フルオロテロマーを「より多くの研究が必要」と指定している。
これらの結果として生じる物質が最初に示されたよりもより長く体内にとどまることができるという新しい
証拠の後、一部の科学者は、この前提に疑問を投げかけてきた。支持者はすべての PFAS をクラスとして
規制することを推し進めているので、FDA がいかにこれらの分解生成物を規制するかの選択をすることは、
フルオロテロマー以外にも影響を与える可能性がある。


フルオロテロマーとは

フルオロテロマーは、耐油脂食品包装のような、水や油をはじく目的で使用されるフッ素炭素ベースの
物質である。それらは PFAS 傘下の物質に当てはまる一方、それらは「パーフッ素化」されておらず、物質
の水素のすべてがフッ素に置き換えられているわけではないことを意味する。
フルオロテロマーは、長鎖または短鎖のいずれかでありうる；水素と結合した炭素に加えて 8 個以上の
全てがフッ素化した炭素(または特定の場合は 7 個)を持つそれらは長鎖であり、より少ない炭素をもつも
のは短鎖である。これはすべての PFAS に当てはまる。例えば、主に段階的に廃止された長鎖パーフ
ルオロオクタン酸(PFOA)は 8 つの炭素を持ち、一方短鎖 GenX－EPA の科学者には不明なままである
毒性機構を持つ－は、6 つの炭素を有する。


前駆体問題

フルオロテロマーは、食品包装から移行し、後に体内または環境内で他の物質に分解し得るため、
「前駆体」と見なされる。
すべての化学物質が、別の化学物質の前駆体となる可能性を持っているが、フルオロテロマーの問
題は分解時間である。特定の PFAS の持続性のレベルが高いと、フルオロテロマーのリスクを評価する際
に特に関連する分解産物を説明する方法に疑問が残る。
例えば、長鎖フルオロテロマーアルコール 8:2 FTOH は、毒性および非常に持続性の高い PFOA に
代謝することが示されている。したがって、その物質は FCM での使用に対して広く段階的に廃止されて
いる。FDA は、食品包装での使用に対して長鎖 PFAS を承認しておらず、メーカーはそれらを短鎖相当
物に置き換えてきた。
ただし、これらの代替品も前駆体である。広く使用されている代替品の 1 つは、6:2 フルオロテロマーア
ルコール（または 6:2 FTOH）として知られている 6 炭素 PFAS であり、パーフルオロヘキサノール酸
（PFHxA）およびいくつかの他の代謝産物に分解される。
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FDA によって使用が承認され、ほとんどの研究は、それが低い生体内持続性を持つことを示している
にも関わらず、PFHxA の毒性に関する研究は進行中である。世界有数のフルオロテクノロジー企業を代
表するグローバル組織、FluoroCouncil の Jessica Bowman によると、人に対する全体的なリスクは「無
視できる」である。

「PFHxA は発癌性ではなく、選択的生殖または発達毒性ではなく、ホルモン(内分泌)活性をかく乱し
ない」
「PFHxA が生体蓄積ではないことを示す、いくつかの公開された、査読された研究がある」と、
Bowman 女史は言った。「さらに、堅牢なデータ群は、PFHxA は発癌性ではなく、選択的生殖または発
達毒性ではなく、ホルモン(内分泌)活性をかく乱しない、ことを示している。」
いずれにせよ、ドイツの環境庁は、今年、PFHxA とそれに関連する炭素 6 個の物質が「高懸念物質」
(SVHC)に分類されることを提案した。米国の産業界が資金を提供した研究は、その化学物質への子供
の暴露のさらなる研究だけでなく、PFHxA の環境モニタリングを推奨した。


バイオマーカーの選択

問題は、どの 6:2 FTOH 分解産物がフルオロテロマーへの人暴露を測定し、したがって、安全な量の
限度を設定するためのバイオマーカーとして使用されるべきか、である。バイオマーカーは、暴露を測定
するために使用され、EPA によると、理想的には特異的で、生物学的に妥当で、持続的である。
1 つの FDA チームは、食品接触通知（FCN）プロセスを通じて承認された 6:2 FTOH の分解産物に
特に焦点を当てている。6:2 FTOH がどのように吸収され、代謝され、身体で排泄されるのかはまだ正確
には分かっていない。FDA チームによると、哺乳類組織中に残留する可能性を十分に評価した人はいな
い。
1 つの代謝産物－5:3 フルオロテロマーカルボキシル酸 (5:3 A) －は、すべての種にわたって最も高
い内部暴露と最も遅いクリアランスを有している。さらに、6:2 FTOH への暴露が増加すると、身体による
除去が遅くなった。
その結果、FDA は、他のすべての代謝産物が 5:3 A より前に体内から排出されるように見えるので、化
学物質が 6:2 FTOH への長期暴露を評価するための適切なバイオマーカーになる可能性があることを示
唆した。
しかし、業界団体 FluoroCouncil によって資金提供された 2019 年 4 月の研究は、一つ目には、その
物質に対するデータが多いことと、確認された毒性値のために、FDA が 6:2 FTOH の安全性を測定する
ためのバイオマーカーとして PFHxA を使用することを提案した。二つ目には、Janet Anderson、
Anthony Luz らによる研究―Regulatory Toxicology and Pharmacology で発表された－は、PFHxA は
発癌性、遺伝毒性、選択的生殖または発達毒性または内分泌かく乱物質ではないことを見出した。
これらの知見に基づいて、研究者は、1 日当たり体重 1kg 当たり(mg/kg bw/日)0.25mg の慢性参照用
量を推奨し、この参照用量は、そのフルオロテロマー前駆体だけでなく、特に PFHxA に基づく公衆衛生
上の決定に役立つ、と述べた。
この研究に対して、独立系コンサルタント Maricel Maffini と、NGO Environmental Defence Fund
(EDF)の化学政策ディレクター、Tom Neltner は、そのジャーナルに書簡を提出した。彼らは、研究の結
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論を「過剰な一般化」と記述し、5:3 A がより適切なバイオマーカーであるかもしれないという FDA の以前
の結論に注目した。
「提示された推論に続いて...フルオロテロマーベースの製品で使用される短鎖 PFAS は、6:2 FTOH
を含む PFHxA と同じくらい安全であると推定されるだろう」と、Maffini 博士と Neltner 氏は書いた。「しか
し、著者らは、彼らの結論と 6:2 FTOH 代謝産物 5:3 A が 6:2 フルオロテロマールコールの潜在的な生体
持続性のための重要なバイオマーカーであるという FDA の科学者の所見との間の不一致を議論しようと
しなかった。」
その後の著者の回答で、Anderson 博士と Luz 博士は彼らの所見の側に立って、5:3 A に関する毒性
データが不足していることを指摘し、データが前者に関して収集されている一方、PFHxA はより適切なバ
イオマーカーであると論じた。
「短鎖フルオロテロマーの分解と代謝率はさらに調査される必要がある」と彼らは書いた。「フルオロテ
ロマーの分解物と中間体の我々の集団的理解が改善するにつれて、5:3A を含む他の化合物も、フルオ
ロテロマー置換化学の暴露と安全性に適したバイオマーカーになる可能性がある。」


FDA での規制的ハードル

しかし、科学者や他の利害関係者がフルオロテロマーに関する情報を収集する一方で、物質は規制
される必要がある。FDA は、5:3 A および他のフルオロテロマー代謝物のデータギャップが暴露方程式を
疑問視する場合、どのようにそれを行うかという問題に直面している。

「機関は「どれくらい安全ですか」と尋ねている。しかし、ある段階で、どれだけ安全かが分からなけれ
ば、それらのレベルを下げるために我々は何をするか?」
Neltner 氏にとって、フルオロテロマーが体内に残っているかどうかの不確実性は懸念の原因である:
「機関は「どれくらい安全ですか」と尋ねている。しかし、ある段階で、どれだけ安全かが分からなければ、
それらのレベルを下げるために我々は何をするか?」
FDA の FCM 規制プロセスは、食品包装に意図的に添加された潜在的な食品添加物としてそれらを
扱う。FDA は、多くのフルオロテロマーを含め、FCN（Food Contact Notification;食品接触物質届出制
度）プロセスを通した使用のため多くの短鎖 PFAS を承認してきた。
使用する物質をクリアすることは、メーカーに「害のない合理的な確実性」の安全性閾値をクリアさせる
必要があり、それはリスクの全体的な計算にその物質の暴露を計算に組み込む。この安全性の閾値をクリ
アするために、FDA は、体内と食事における「化学的および薬理学的に関連する物質」の累積的な影響
を考慮する必要がある。
すべての PFAS は化学的に関連しているので、5:3 A および他の分解産物の安全性を評価する際に、
FDA は、すべての PFAS への人の暴露を考慮する必要がある。Neltner 氏は、もしある物質が以前に想
定されていた以上の生物蓄積を示した場合、これはリスクの計算を変えるべきだ、と主張する。
「(FDA の)計算に組み込まれているのは、化学物質が体内に入り、すぐに放出されるという仮定である」
と、彼は言った。「だから、化学物質が体内に付着して蓄積する時、それはそれを評価する別の方法を使
う必要があることを意味する。すべてを変えるのは生物蓄積である。」
2011 年、FDA は、残りの長鎖 PFAS を食品包装に使用することを認めた食品添加物規制を取り消し
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た。それは市場からそれらを排除する同庁の方法だった。FDA は、Chemical Watch に、利用可能なデ
ータに基づいて、それが「食品接触物質の使用がもはや安全でなくなったと判断した場合、FCN はもは
や有効でなくなったと理論的に判断できる」と述べた。しかし、その規制的手段を使用したことは全くなか
った。
FDA は、フルオロテロマーの分解に起因する可能性のある特定の短鎖 PFAS の人の健康への影響を
研究するために、国家毒物学プログラム（NTP）と協力している、と述べた。
「これは、米国有害物質・疾病登録局（ATSDR）、環境保護庁（EPA）、および疾病管理予防センター
（CDC）からの新たな情報と共に、我々が食品包装における PFAS の使用のための適切な次のステップを
決定するために使用する情報の一部となっていく。」と、FDA は言った。
2019 年 6 月、FDA は PFAS の機関の計画に関するウェブページを更新した。機関がこれまでに収集
したデータに関する付随声明の中で、Ned Sharpless 長官は以下のように述べている：「FDA は、これら
の物質が人の健康にとって懸念であるという兆候を持っていない...この限られたサンプリングで見つかっ
たレベルで。」
しかし、増加したレベルでは、PFAS はより多くの脅威をもたらす可能性があると Neltner 氏は言った：
「PFAS の潜在的な健康影響を取り巻く科学が発達している一方、現在の証拠は、特定の PFAS の生体
蓄積が深刻な健康状態を引き起こす可能性があることを示唆する。」
Neltner 氏は、同機関の以前の調査を考えると、現在のレベルは問題を引き起こさないという FDA の
声明に「驚かされた」と語った。EDF は、業界の抗議にもかかわらず、物質に関するより多くの研究を収集
する一方、すべての PFAS（フルオロテロマーを含む）のための FCN の認可を取消すように FDA に圧力
をかけてきている。
FDA は、EDF の推奨に留意するつもりかどうかについてコメントを控えた。
④

ホームセンター小売業者 Home Depot による PFAS 含有カーペットや敷物の販売停止

米国のホームセンター小売業者 Home Depot は、パーおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含
むカーペットや敷物の販売を停止することを約束した。2019 年 9 月 17 日発表された段階的廃止は、米
国およびカナダで販売される製品に適用され、2019 年 12 月 31 日から施行される。
コミットメントは、会社が販売するカーペットから除外される物質のリストを拡大する。既にカバーされて
いる物質は、トリクロサン、オルソフタル酸エステル、ホルムアルデヒドおよびノニルフェノールエトキシレー
ト（NPO）を含む。また、リストは、長鎖 PFAS（PFOA および PFOS）も含む。しかし、コミットメントは、そ
れらの物質の完全なクラス（同類の化学物質群）をカバーするために、これを展開していく。
小売大手の動きは、2017 年に最初に企業化学品戦略を発表して以来、化学品に関するいくつかの
他のコミットメントに続く。販売する塗料、床材、断熱材で懸念のある化学物質に関する規定を定めている
ことに加え、戦略は、屋内空気の質に対して最も大きな影響を持つ製品カテゴリで使用される物質を改良
するためのサプライヤーと協力してのより広範な誓約を含む。
それ以来、塩化メチレンまたは N-メチルピロリドン（NMP）を含む塗料除去製品の販売を中止すると約
束し、2022 年末までに家庭用洗浄製品から 9 物質を除外するようサプライヤーに要請している。
Home Depot の環境イノベーション担当副社長 Ron Jarvis は、カーペット中の PFAS を除外すること
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は「お客様と地球のためにより良い未来を築くという我々の共通のコミットメントのもう一つの例」である、と
述べている。
Home Depot の発表は、米国の水源と人の血液の両方で PFAS の広範な存在に関する証拠が増え、
それらの物質のクラスに関する懸念の急激な上昇の中で起きたものである。そして、全国的な注目の多く
が PFAS を含む消火泡薬剤からの汚染に焦点を当ててきている一方、ここ数ヶ月は、他の潜在的な暴露
経路に対する懸念に集まっている。
例えば、カリフォルニア州は、2018 年、PFAS を含むカーペットを、より安全な消費者製品（SCP）プロ
グラムの下で優先製品にすることを提案したが、研究機関や NGO のグループはカーペットメーカーに
PFAS やその他の懸念物質を使用しないよう自発的な行動を取るように要請した。
Safer Chemicals Healthy Families(SCHF)’ Mind the Store Campaign のディレクターMike
Schade は声明の中で、「この動きは、全国の人々の家庭やコミュニティを汚染している非粘着性の悪夢
を終わらせるのに役立っていく」と述べた。
そして、NGO Natural Resources Defense Council （NRDC）の健康キャンペーンディレクター、
Sujatha Bergen は、その行動で、Home Depot は「家庭用品業界とカーペットメーカー全体にメッセージ
を送っており、この化学物質がアメリカの家庭で場所を持たないことを明らかにしている」と付け加えた。
「これらのカーペットの販売を停止することで、小売業者は PFAS に暴露される主要な経路とそれに伴うす
べての関連する健康上の脅威を遮断することができる。」
NRDC と SCHF は、州および連邦政府に対し、クラスとしての PFAS に対して行動を起こすよう要請し
た。「政策立案者は Home Depot のリードに従い、すべてのアメリカ人がすべての製品でこのクラスの化
学物質から保護されることを確実にすべきである―小売業者と消費者は同様にそれらを拒絶している」と
Bergen 女史は言った。
Schade 氏は、州議会と議会は「我々の家、飲料水、コミュニティを汚染するこれらの化学物質を製品
中で禁止するために迅速に行動すべきである」と付け加えた。
連邦議員は、現在、環境中の PFAS に対処することを目的とした 12 以上の個々の法律を検討してい
る。また、主要な防衛支出法案の一部として考えられている PFAS に関する多くの規定がある。
⑤

大手小売業者 Ahold Delhaize による化学品政策

米国の食料品大手 Ahold Delhaize は、約 2,000 店舗で販売される製品や包装品から懸念される特
定の化学物質をその下で制限する「持続可能な化学」コミットメントを発表した。この政策は、プライベート
ブランド製品を開発するサービス会社 Retail Business Services だけでなく、同社のブランドの各々－
Food Lion、Giant Food、GIANT/Martin’s、Hannaford、Peapod and Stop & Shop－に拡張した。これ
らのブランドを合わせると、全国で 4 番目に大きい食料品小売業者を代表していることになる。
発表されたコミットメントは、3 つの主要な優先事項を概説する。これらは次のとおりである。


ベビーフード、乳児用製剤、および処方されたパーソナルケア、家庭用品、ベビー用品を含む、
特定のプライベートブランド製品や食品包装から懸念される化学物質－パーおよびポリフルオロ
アルキル物質（PFAS）、ビスフェノール A（BPA）およびフタル酸エステルのような－の意図的な使
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用を制限する


「優先製品が懸念される潜在的な化学物質に対する、米国の法律で要求されているものを超える、
同社の高い基準を満たしていることを確認する」ため、サプライヤーのテスト要件を拡大する；そし
て



製品中の汚染物質に関する発生を最小限に抑え、「よりグリーンな」化学オプションを推進するた
めに、サプライヤーと協力して研究と作業を行う。これは、顧客が利用できる成分情報の拡大に
焦点を当てることを含む

「消費者は、彼らが良いと感じることができる食材で作られた、家族のためにより透明な製品を望んで
いる、ことを示している」と、Ahold Delhaize の持続可能な小売業と健康的な生活担当副社長、Brittni
Furrow は言った。「不要な食材を含まない、より持続可能な選択肢を近隣の食料品店にもたらす、この新
しいコミットメントを開始できることを我々は嬉しく思う。」
同社は、規制物質リスト(RSL)が定期的に更新されることが確保されるために、新しい研究を監視して
いく、と述べる。来年から、Chemical Footprint Project にも参加し、その下でその進捗状況に関して毎年
報告していく。しかし、現時点では完全な RSL を公表しないことを決定し、または、それらの物質のフェー
ズアウトのためのタイムラインを公表していない。
NGO Safer Chemicals Healthy Families (SCHF)の Mike Schade は、同社のコミットメントを称賛し、
「競合他社に対して同じことを行う圧力を高める一方で、それはより持続可能で健康的な選択肢の創出を
推進していく」と述べた。
しかし、彼は、同社に、「制限物質リストを完全に開示し、プライベートラベルとブランド名の両方の製
品でこれらの化学物質やその他の有毒化学物質を削減し、排除するための明確な公開タイムラインを設
定することによって、次のステップを取る」ことを強く求めた。
2018 年、Ahold Delhaize は、SCHF の Mind the Store「レポートカード」で、F のグレードを与えられ、
40 の小売業者のうち 25 にランク付けられた。2018 年の報告書は、同社が自社製品中での化学物質の
安全な使用に対処する最小限の一般向けコミットメントを行った、と指摘した。
Schade 氏は今年初めに、小売業者 Whole Foods Market と Trader Joe’s も、食品接触材料中の物
質に依存する食料品チェーンに対して物質が提示する課題に照らして、いくつかの食品包装から PFAS
を排除することを約束してきた、と述べている。
一方、ワシントン州とメイン州の両方は、より安全な代替手段が特定されることができれば、食品包装
中の PFAS を禁止するように動いてきた。
「Ahold Delhaize のような企業が、近い将来にある州の規制の前に出る（規制から免れようとする）の
は理にかなっている」と、同社の発表に応じて、NGO Toxic-Free Future のエグゼクティブ・ディレクター
Laurie Valeriano は述べた。「彼らが危険な化学物質を棚からスクリーニングするためにシステムを既に
整えるその先は、消費者の健康を守れるだけでなく、お金を節約できるだろう。」
⑥

米国大統領候補 Warren による PFAS の積極的な規制の約束

民主党大統領候補 Elizabeth Warren は、彼女の政権は有害物質として、パーおよびポリフルオロア
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ルキル物質（PFAS）を指定するだろう、と述べてきた。そして、このマサチューセッツ州選出の上院議員は、
「我々の水供給中に入るそれら化学物質を積極的に規制する」だろう、と付け加えた。
また、2019 年 10 月 9 日に発表された Warren 氏の環境正義計画は、Trump 大統領が「化学物質へ
の暴露を制限する規則と規制及び施設の安全検査に関する要件」を撤回することを非難している。これ
は労働者や地域社会を危険にさらしている、と彼女は言った。
PFAS 問題は、環境汚染に対処する方法や、PFAS 物質全体（クラス）として物質を規制するかどうか
を含み、連邦および州レベルの議員の注目をますます引き付けている。そして、2020 年の大統領選挙が
具体化するにつれて、それらの物質を規制する方法とするかどうかは、同様にキャンペーンの問題になる
可能性がある。
長鎖「遺産（レガシー）」PFAS は、環境中で非常に持続的であり、癌を含む幅広い健康上の問題を引
き起こすことが示されてきている。また、短鎖 PFAS は水と油脂をはじく目的で生産され続けている一方、
Warren 氏はクラス全体が危険であると主張する多くの議員の一人である。
この指定は、スーパーファンド法としても知られている、包括的環境対応、補償、責任法（Cercla）の下
で、納税者よりもむしろ製造業者に対してあらゆる排出に対する責任を負わせ、浄化費の支払いを義務
付けるだろう。
⑦

大統領候補サンダースによる、有毒な「永久化学物質」を一掃する法案の導入

バーニー・サンダース（無所属→民主党―バーモント州）上院議員が率いる上院議員の 3 人は、水に
浸出した癌関連化学物質の拡散を食い止めるように設計された法案を 2020 年 1 月 29 日に導入した。
アメリカの未来の病気を予防する（PFAS）法律、頭字語 PFAS として知られる、いわゆる「永久物質」と呼
ばれる一群の化学物質を飲料水から一掃する（cleanup）ことを要求する法律を提出した。
化学物質の拡散を追跡する環境ワーキンググループ（EWG）は、ハワイを除くすべての州の少なくとも
1,400 か所で、地下水または飲料水の汚染を発見した。
この法律は、PFAS 化学物質を有害物質として指定し、PFAS 製造業者に浄化努力の請求書を提出
するように強制する道を開く。
また、環境保護庁（EPA）は、飲料水から PFAS 物質を除去することを検討している団体に浄化助成金
を提供することができる。
「全国の何百ものコミュニティが、飲料水中の有毒な PFAS 汚染に対処している。サンダースは声明の
中で、DuPont のような巨大企業が、人の健康を犠牲にして利益を上げ続けるために、これらの化合物が
どれほど危険であるかという証拠を何十年も隠していることに気付いていなかった。「議会は、企業の妨害
や犯罪行為に終止符を打ち、この公衆衛生危機に取り組むために、この法律を可決しなければない。世
界で最も裕福な国の人々が蛇口をオンにしたとき、彼らが飲む水には有毒な化学物質が含まれていない
ことを要求することは急進的な考えではない」と彼は付け加えた。
下院はすでに広範な PFAS 法案を可決したが、EPA が PFAS 物質に必須の飲料水基準を設定する
ことを要求する措置を含む上院での厳しい戦いに直面することが予想される。
サンダースの法案は、物議を醸す領域を覆い、PFAS 物質を管理するための他の手段にその努力の
多くを集中している。
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この法案は、大気汚染につながる可能性のある物質の焼却と同様に、食品包装における PFAS 化学
物質の使用を禁止している。
（イ） BPA
（i）

イリノイ州

①


領収書中の BPA と化粧品動物試験法案
領収書中の BPA

イリノイ州議会は、ビスフェノール A (BPA) を含む領収書と、動物を使って試験された化粧品の販売
を禁止する法案を通過させた。法案(HB 2076 と SB 241)は、Consideration(署名、認可または拒否権行
使)のため知事 JB Pritzker に届けられている。
当初、代表 Karina Villa (民主)によって提出された、HB 2076 は、コーティング中に BPA が含まれて
いる紙の製造を禁止し、領収書や他のビジネスや銀行の記録を作るためのそのような感熱紙の流通また
は使用を禁止するために、州の環境保護法の改正を求めている。
法案は当初 2019 年 4 月 11 日に、下院で 76－37 で通過したが、上院に到達したときに大幅修正さ
れた。新しいバージョンは、2019 年 5 月 21 日に上院で、2019 年 5 月 30 日に下院で全会一致の承認
を受けた。
法律として採択された場合、禁止は 2020 年 1 月 1 日から施行される。その日付前に製造された感熱
紙は、免除されるだろう。
知事は、60 日以内に法案に署名するか又は反対するかのどちらかを選択するか、あるいは、その後
は彼の署名なしで法律になる。
コネチカット州は、2011 年に BPA 感熱紙領収書を禁止した最初の米国の州になった。ニューヨークと
マサチューセッツ州は、それぞれ法案 S 1096 と S 1247 のどちらも委員会から進んでいないが、各州
独自の禁止を制定するために今年、法律を導入している。一方、カリフォルニア州議会は、一つには BPA
暴露が小売店の従業員に与えるリスクもあるために、要求されない限り、企業が紙の領収書を提供するこ
とを阻止する法律を検討している。イリノイ州の 2019 年立法会議でも同様の「スリップ（伝票）をスキップ」
(Skip the slip)する法案 (HB 3486) の導入を検討したが、それは委員会で停滞している。


化粧品動物試験

別の行動として、イリノイ州議会は、製造業者が動物で試験した化粧品を輸入または販売することを阻
止する法案（SB 241）に合意した。
2018 年カリフォルニア州で法律になった法案と同様に、この法案には他の管轄からの要件を満たす
ように試験されている製品に対する特定の免除が含まれている。法律が施行される前に試験された製品
や原料には適用されない。署名され法律になった場合、禁止は 2020 年 1 月 1 日から施行され、既存の
在庫の 180 日間の販売期間がある。
その後、イリノイ州知事 JB Pritzker は、ビスフェノール A (BPA) を含む領収書の使用を禁止する措
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置に関する法に署名し本法が成立した。
2019 年早々Karina Villa (D)下院議員によって最初に導入された法案 (HB 2076；上記参照) は、コ
ーティングの中に BPA を含む感熱紙の製造を禁止し、領収書とその他の事業と銀行の記録を作るための
ペーパーの配布又は使用を防ぐために、環境保護法を修正された。これは、領収書、クレジット、払戻、
預金、又はクレジットまたはデビットカードの取扱いの記録を含む。
禁止は、2020 年 1 月 1 日から有効になる。しかし、その日より前に製造された感熱紙は、引き続き配
布される可能性がある。また、禁止は、リサイクル材料を含んでいる紙には拡張されない。
同様の禁止はコネチカット州で既に有効である。一方、カリフォルニア州は BPA またはビスフェノール
S (BPS) を含む紙の購入証明書を顧客に提供する事の禁止を検討している。措置は州の上院歳出委
員会で保留中である。
2019 年の立法会期中に成立し、イリノイ州で署名されて法律になる他の法案には以下が含まれる。


化粧品のための動物実験の禁止(SB(Senate Bill) 241)



エチレンオキサイド酸化滅菌操作からの排出に取り組む措置(SB 1852 と SB 1854)



鉛(酸)蓄電池の処分に関する既存の要件の変更(HB(House Bill) 2296)

（ii）
①

カナダ
NGO による感熱紙への BPA 及び BPS の使用停止要求

カナダの大手小売業者は、店舗での領収書と他の紙製品用のビスフェノール類を含む感熱紙の使用
を停止することを強く要求されている。13 の主要なショッピングチェーンへ 2019 年の 7 月 4 日の手紙の
中で、4 つの NGOs は、ビスフェノール A (BPA)、ビスフェノール S (BPS) 及び他のビスフェノール類を
含む領収書の紙が、「不当な健康上リスクを呈する…領収書と毎日反復的な接触があるだろう小売店の
従業員に」、と言う。そして、彼らは、2019 年 12 月 31 日までに感熱紙中でのそれら物質の使用を止める
ことを約束するよう小売業者に促す。
BPA ―プラスチック、食品、感熱紙の領収書で広く用いられる物質―は、それが 2010 年に国の有
毒物質のスケジュール 1 リストに追加された後、すでにカナダの多くで自主的な段階的廃止の対象とさ
れてきている。ただし、多くの場合、小売店は領収書における BPA を BPS で置き換えてきており、それは
広く使用されているが、物議を醸している。ベルギーは、現在、疑われる内分泌かく乱作用と他の健康影
響に関して BPS を評価している。
彼 ら の 手 紙 で 、 United Food and Commercial Workers Canada (UFCW) 、 Environmental
Defence Canada (EDC)、Breast Cancer Action Quebec and Safer Chemicals Healthy Families
(SCHF)は、小売店が有害化学物質への人々の暴露を減らすことで強いリーダーシップを示してきている、
と言う。しかし、彼らは、「警告すべきレベルの BPA と BPS に毎日暴露されている可能性が高い」レジ係
と他の労働者を保護するために業界の行動を求めた。
そして、彼らは、「世界中の機関が… BPA と BPS に関連付けられている健康上のリスクを評価し続け
ているので、」化学物質の使用を継続することは、小売業者に規制のリスクを未解決のままにしておく、と
警告する。
共同署名者は、2019 年 8 月 6 日までに手紙への応答を要求している。彼らはまだ小売業者のいずれ
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かからも返答されていない。

NGOs Breast Cancer Action Quebec, Environmental Defence, Safer Chemicals Healthy
Families’ Mind the Store campaign 及び United Food and Commercial Workers Canada (UFCW)
によって組織されたキャンペーンは、Costco Canada, Loblaws, Metro, Sobeys 及び Walmart
Canada を対象としている。
カナダは、2010 年に哺乳瓶中の BPA を禁止した。しかし、キャンペーンは、政府はこの「有害物質
またはその潜在的な代替品」の労働者への暴露を無視することを選んだ、と述べている。
2019 年早々、Environmental Defence によって出版された研究は、レジ係が「正規の勤務シフト中に
潜在的に危険なレベル」で BPA または BPS に暴露されている、と報告した。
Environmental Defence の毒物プログラムマネージャー、Muhannad Malas は、「歴代の連邦政府は
有害化学物質からカナダ人を守るという点で失敗してきたので、カナダの有数の食料品店は労働者と消
費者を保護するため今たるみをとらなければならない」と述べた。
また、国家大統領の UFCW 特別補佐官、Derek Johnstone は、労働者は「この問題について、カナ
ダの最大の食品小売業者からのリーダーシップ」を必要とする、と付け加えた。
「数千人のレジ係および他の小売店の従業員の安全と健康を守るのに、政府の行動を待つことはでき
ない」と彼は言った。
「カナダの最大の食品小売企業は、今これらの危険から労働者および消費者を保護する能力を持っ
ているし、特に彼らが社会的に責任ある企業の担い手であることを主張している場合、健康と安全性を最
優先に配慮する義務がある。」
上記のような動きをうけて、Costoco Canada は、2019 年末までに BPA と BPS でコーティングされた
レシートペーパーを段階的に廃止することを約束した。ただし、Costoco Canada は、コーティングされた
紙を何と置き換えるか、または米国へ誓約を拡大するかどうか、については述べていない。
その他の小売店のうち、Loblaws は 2012 年に既に BPA を含む領収書の使用を停止し、既に代替紙
の試験を開始している。また、カナダの小売評議会は、多くの小売業者がもはやレジの領収書に BPA を
含む紙を使用していない、と Chemical Watch 誌に語っている。
業界団体によると、その他の小売店も領収書への BPA、BPS の使用を停止していくつもりであり、代
替紙の試験を開始しているし、小売業者はますます印刷用紙の必要性を取り除くために電子レシートを
使用するように移行している、と語った。
（ウ） クロロピリホス
①

農業利用に関する EPA 継続許可と、カリフォルニア州許可取消

主に農薬用殺虫剤として使われているクロルピリホス（Chlorpyrifos）は、内分泌かく乱性が疑われる物
質である。米国では連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（FIFRA）や連邦食品医薬品化粧品法（Federal Food,
Drug and Cosmetic Act：FFDCA）下で 1965 年から登録され、残留基準（tolerance）を設けたうえで、長
年その使用が許可されてきた。しかし、内分泌かく乱性の疑いに加え、発がん性や胎児の神経系の発達
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への影響などが疑われることから、その使用に反対する動きがある。
米国における最初の反対は、2007 年 9 月に環境団体の北米農薬行動ネットワーク（Pesticide Action
Network North America：PANNA）および天然資源防衛協議会（NRDC）が、クロルピリホスの登録・残留
基準を取り消して使用停止を促すよう求めて、EPA に提出した請願書 があげられる。請願書では、内分
泌かく乱性、発がん性、胎児への影響などの健康へのリスクに加え、製造業者が提出したデータへの過
度の依存など、10 の根拠を挙げている。この請願書は、2017 年 4 月 5 日付の連邦公報掲載の通知を通
して EPA が正式に却下したものの、この決定への反対が再度、環境団体や複数の州政府から提出され
ていた。2019 年 7 月 24 日付の連邦公報掲載の通知を通して、EPA は改めてこれらの反対意見を却下
し、引き続き現行の残留基準でクロルピリホスの使用を許可していく方針を示した。内分泌かく乱性につ
いては、2019 年と 2017 年の却下通知で同じ却下理由を記載し、2007 年の請願書が引用した過去の研
究では確かに内分泌かく乱性の疑いが認められるとしつつ、現行の残留基準が安全でないことを証明で
きない限りは、EPA は残留基準を取り消すことはできないと述べている。また、クロルピリホスに関する内
分泌かく乱物質スクリーニングプログラム（EDSP）を通した評価は 2015 年時点で完了しており、科学的
証拠の重み付け（weight-of-evidence）検討の結果、継続評価しない結論に至ったとしている。なお、
EPA は別途、FIFRA 下で義務付けられている登録物質のレビューを継続しており、クロルピリホスについ
ては関心が高いことから、2022 年 10 月 1 日の締め切りよりも前に完了することを目指している（中間結果
の 2020 年 10 月の発表を目標）。
上記の通り、連邦レベルではクロルピリホスの農薬利用は許可を継続することで一旦は決着したが、
州 レ ベ ル で は 反 発 す る 動 き も み られ る 。 最 も 顕 著 な の は カ リ フ ォ ル ニ ア州 で 、 同 州 農 薬 規 制 省
（Department of Pesticide Regulation：DPR）は、2018 年に発表した独自の評価結果 を基に、クロルピ
リホスを毒性大気汚染物質（toxic air contaminant：TAC）と認定した。これに基づき、2019 年 5 月には、
DPR および同州環境保護庁（California Environmental Protection Agency：CalEPA）が、同物質の許
可取り消し手続きを開始している。この手続きには、州内の地方自治体との連携を含め最長 2 年かかると
されており、移行期間中はクロルピリホスの利用に複数の制限がかけられる。また、2019 年 8 月 14 日に
は、DPR およびカリフォルニア州食品農務省（California Department of Food and Agriculture：CDFA）
が、クロルピリホスに代わる農薬の特定・開発を目指す専門家作業部会の設立を発表した。2020 年春ま
でに、より安全な害虫管理ソリューションへの移行のための短期計画と、より安全な害虫管理の手段・手
法・代替農薬の特定・開発のための 5 年計画を策定するという。
このように、クロルピリホスの農薬利用を巡る方針には、連邦政府と州政府の間で乖離がみられる。
2019 年 7 月に連邦政府が同物質の使用許可を継続する方針を示した後の 8 月 7 日と 8 日に、過去に
クロルピリホス許可停止を求めていた複数の団体と、今回の決定に反対する複数の州政府が、連邦 EPA
を相手取り訴訟を起こしている。今回の訴訟に加わった州政府の司法長官は無党派のハワイ州以外全て
民主党に所属しており、トランプ大統領率いる共和党連邦政府と、民主党が政権を握る一部の州政府と
の対立という大きな潮流の一部とみることもできる。特に、上記の通り独自にクロルピリホスの使用停止に
踏み切ったカリフォルニア州では、同州のザビエル・ベセラ司法長官（Xavier Becerra）が 2017 年の就任
後 2 年間で、トランプ政権を相手取った訴訟を 45 件（2018 年末現在）起こしたことで注目を集めている 。
ただし、米国最大の農業生産地でもあるカリフォルニア州 では、農業従事者への配慮から過度に連邦
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EPA に反発できない事情もある 。連邦 EPA の決定を巡る訴訟の行方と共に、カリフォルニア州政府によ
るクロルピリホスの代替技術の特定・開発の試みなど、農業従事者にどう配慮するかが注目される。
なお、同物質については、米国外では、欧州やオーストラリアで、国・地域レベルでの使用停止へ向
けた動きが出ている。欧州では 2019 年 8 月、欧州食品安全機関（EFSA）がクロルピリホスの使用許可審
査期限（2020 年 1 月末日）を前に、同物質には安全な暴露レベルを設定できないとの結論を発表し、10
月には欧州連合から WTO に、2020 年 2 月以降に同物質の使用を禁止する規制草案が提出されている。
また、オーストラリア農薬・動物医薬品局（APVMA）は、2019 年 9 月 24 日、クロルピリホスの家庭や公共
スペースでの利用を禁止することを発表した。農業利用は規制の下、許可を継続する。

（２） EU
EU では、2017 年 9 月に改正された殺生物製品規則が、2018 年 4 月には植物保護製品規則が、そ
れぞれ内分泌かく乱物質の同定に関する科学的基準に関して改正され、それに伴い、ガイドラインも整
備された。
１） 化学物質全体を含めた EDC に関する動き
（ア） 欧州議会
①

全分野に対して「同一の」EDC 管理の要求

2019 年 1 月に、欧州議会内委員会（Peti）による要請に対応する形で、内分泌かく乱の専門家により
「 内 分 泌 か く 乱 物 質 ： 化 学 的 証 拠 か ら 人 健 康 保 護 ま で 」 （ Endocrine Disruptors: from Scientific
Evidence to Human Health Protection－Petitions）と題する報告書が公表され、欧州議会が EDCs を
規制するためのより大きな EU の行動を求める決議案を採択する投票の前にその背景を提供した。
請願を所管する欧州議会内委員会(Peti)によって委託されたフランス科学報告書によると、現在の
EU の規制枠組みは、内分泌かく乱化学物質(EDCs)の影響から人健康と環境を保護していない。「第 7
回環境行動プログラム（EAP）によって約束されるように、すべての EDCs が 2020 年までに非常に高い
懸念のある物質として認識されるという目的が達成されることは殆どないだろう」とレポート作成者 Barbara
Demeneix と Rémy Slama は書いている。Demeneix 教授は、パリの国立自然史博物館の、国立セン
ター科学研究ユニットのチーム リーダーである。Slama 博士は、環境疫学者でフランス国立健康医学研
究所上級調査官である。
専門家は、「EDCs 使用が、集団的暴露を必然的に伴うであろう全分野、特に農薬、食品接触材料・
添加物、消費財、化粧品、医療機器および玩具、に亘る EDCs の同一管理」を要求する。任意の分野で
効率的に EDCs を特定するために、現在「不十分なデータ要求」しかない、と彼らは書いている。「すべて
の EDCs のモダリティとエンドポイントをカバーする EDCs テストの使用は、業界によって提出されるすべ
ての申請ドシエで強制されるべきである」と彼らは追加する。しかし、また、彼らは、特に甲状腺系と代謝ホ
ルモンに対して、試験法開発と検証を加速することが「急務である」ことを明らかにする。また、規制者は、
EDCs 特性を評価するとき、学術出版物の活用を行う必要がある、と彼らは追加する。
著者は、現在 OECD テストガイドラインの検証プロセスは 10 年もの長さがかかると指摘する。「主な問
題の 1 つは、試験法を提案している国は、現在の経済情勢で、困難であるかもしれない試験を実行する
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ために金融・インフラリソースを見つけなければならないことである」と彼らは述べている。フランスは、問題
を認識して、EDCs 戦略中の EDCs の試験とその検証のためのナショナルセンターを提案している、と彼
らは追加する。
専門家は、試験法開発以外に、優先すべき以下の 6 つの研究分野を提案している。


EDCs のエピジェネティック（DNA の配列変化によらない遺伝子発現を制御・伝達するシステム、
すなわち、細胞分裂を通して娘細胞に受け継がれるという遺伝的な特徴を持ちながらも、DNA 塩
基配列の変化(突然変異)とは独立した機構である。）な影響



世代を越えての影響



マイクロバイオーム（微生物叢）に及ぼす影響



グリーン・ケミストリー



新規の EDCs モダリティ



人への EDCs 影響のための用量反応関数をキャラクタライズすること

低用量影響
科学レポートは、EDCs が、より高い暴露よりもより低用量で、より強い悪影響を引き起こすことが観察
されてきている非単調影響をカバーしている。その結果、「用量反応関数をキャラクタライズし、少ない数
(いくつかの規制テストで通常 3 つ)の用量をテストすることで、安全なしきい値を識別しようとすることは、
EDCs にとって役に立たないことかもしれない」とそれらは示唆する。
彼らは、EDCs の特定の作用に関する科学的な知識を考慮すると、「安全なレベルを設定できるとは
考えにくい」と警告する。「結果として、物質が EDC であるならば、『'承認されたレベル』 (またはリスク評
価) のロジックは暴露なしロジックによって置き換えられる必要がある。」
研究者らは、彼らの推奨は「多数の不十分にしかキャラクタライズされていない物質の禁止につながら
ない」と確信している。推奨事項に従うことは、「有害影響の証拠がある物質の使用減少または禁止と一
般的な集団への暴露を必然的に伴う製品でのそれらの使用につながるだけだろう」、と彼らは結論を下
す。
以下に、同報告書のエグゼクティブサマリーに記載された主な結論を示す。
EDs に関する科学的知見
ホルモンはすべての臓器の調和のとれた発達と機能を調整し、微少濃度（1 兆分の 1 から 10 億分の 1
の範囲）で作用する。開発中の内分泌系の本質的な役割を考えると、脆弱な期間中の ED 暴露は短期的
および長期的に悪影響を伴う長期にわたる変化を引き起こす可能性がある；これらの影響のいくつかは
非常に低い用量で予想される。非単調用量反応が観察され得る。何百という人工の化学物質やいくつか
の天然の化学物質が内分泌系の機能をかく乱することがある。そのうちのいくつかは、このかく乱の結果
として悪影響を引き起こすことが実証されている。
多因子性ではあるが、多くの慢性的な健康障害は、細胞や動物に関する実験および ED に対する疫学
によって明らかに関連づけられてきた。これらの障害には、肥満および代謝障害、男性および女性の生
殖障害、生殖癌、甲状腺障害、神経発達疾患および IQ 喪失が含まれる。
ED は食品、食品接触材料、化粧品、消費財（家具、清掃用品を含む）、玩具、飲料水に含まれている。
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その結果、EU 人口は既知および疑わしい ED に広くさらされている。この事実は、妊婦や子供などの影
響を受けやすいサブグループを含むバイオモニタリング研究によって確認されている。ED の暴露に関連
する年間費用は、1,630 億ユーロ（95％の確率で 220 億ユーロ以上、25％の確率で 1,960 億ユーロ以
上）と推定された。
複数回の暴露は累積的な影響をもたらすが、これは化合物が同様の経路を介して作用する場合に予想
される状況であり、化合物が異なる経路を介して同様の健康転帰に作用する場合も同様である。相乗効
果もまた観察され得る。現在、EU の化学物質規制は一般的にこれらの累積的影響、特に ED の暴露に
ついては考慮していない。
以下に関する科学的合意が現在存在している；(1)内分泌かく乱化学物質の定義；（2）EU 内の環境およ
び人の中に、疑わしいまたは認識されている ED の存在；（3）現在および将来の世代の健康および環境
に対する深刻な懸念としての ED；（4）いわゆる安全閾値を特定するために使用されている現在の規制ア
プローチの限界；および（5）規制における複合暴露の累積的影響の考慮の欠如。
EU における EDs の規制
第 7 次環境行動計画および 2018 年の ED に関する EU の枠組みに示されているように、人および環境
の ED への全体的な暴露を最小限に抑えることは、EU にとって重要な目標である。
この目標を達成するためには、次のことが必要である；a）証拠のレベルに応じて 3 つのカテゴリを区別し
て、分野横断的（「水平」）な ED の定義； b）ED を特定するために試験結果と科学文献を使用して定義
を適用する方法を説明するガイダンス文書； c）すべての ED モダリティを網羅する試験； d）申請書類に
これらの試験を義務付けるための法的要件； e）管理ロジック。人の暴露の可能性が高い分野（ED は避
けなければならない）を、暴露がまれな分野と区別することができる。
現在、ED の法的定義は、EU で最も先進的な ED 規制を受けている分野である殺生物剤および植物保
護製品（農薬）に対してのみ存在する。殺生物剤および植物保護製品のガイダンス文書は徹底的であ
り、正しく使用されれば、ED の特定に役立つ可能性がある。しかし、農薬の場合でも、定義と管理ロジッ
クは存在するが（農薬中の ED へのゼロ暴露）、すべての ED エンドポイントを網羅する ED 試験が義務付
けられていないため、実際には ED の特定が非常に困難である。
食品添加物や食品接触材料（非プラスチック食品接触材料を含む）、化粧品、玩具、消費財、労働者の
保護など、人の ED 暴露もまた非常にありそうな他の分野では、ED の効率的な考慮の欠如がより顕著で
ある。
試験開発：特にステロイドホルモン以外のモダリティでは、試験開発と検証を加速することが急務であ
る。現在のところ、甲状腺軸、代謝ホルモン、および対応する評価項目については、適用範囲が不
十分である。規制当局は、ED の特性を評価する際に学術出版物にもっと頼るべきであり、より早い
試験検証を要求すべきである。
試験要件：承認のための申請書類の内容を規定した規制文書は、一般に、評価中の物質が ED であ
るかどうかを科学的に評価することを可能にする試験を必要としない。ED 使用の可能性があるすべ
ての分野で試験要件を設定する規制は、ドシエに評価された物質または製品が ED であるかどうか
を結論づけることを可能にする試験結果を含むことを保証する規定を含めるように修正されるべきで
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ある。
分野横断的な EDs の管理：EU 市民の間での ED の暴露を最小限に抑えるために、EU は、ED の使
用が集団暴露を伴う可能性が非常に高いすべての分野にわたって、特に農薬、食品接触材料およ
び添加物、消費財、化粧品、医療機器および玩具、について、ED の識別管理に進むべきである。
具体的には、広範な EU 集団が疑われる多くの ED にさらされていること、および類似または異なる経路
で作用する複数の ED への複合暴露が累積的な影響を与える可能性があることを考える。すでに農薬に
使用されている（人体暴露なし）ロジックは、人体暴露の可能性が高い分野で正当化されているようであ
る。
消費者製品、食品、化粧品、飲料水におけるエストロゲン、アンドロゲン、甲状腺、ステロイド、およびその
他の ED モダリティの負荷は、評価および監視されるべきであり、そのような媒体における限界値の実施
は考慮されるべきである。
調査の必要性
試験開発のほかに、6 つの研究分野が優先されるべきである：（i）ED のエピジェネティックな影響；（ii）世
代を超えた影響；（iii）ミクロバイオームに対する ED の影響；（iv）グリーン（安全）ケミカル； （v）新規の ED
モダリティ；および（vi）人における ED 効果についての用量反応関数の特徴付け。
表：内分泌かく乱化学物質の健康への影響からの保護に関する既存の EU の枠組みの概要
健康を保護するための規制段階
分野

EDs の定義

ガイダンス文書

試験

試験要件

リスク管理ロジック

植物保護製品

Y

Y

I

I

Y

殺生物剤

Y

Y

I

Y

REACH 化学物質

I

N

I

I

化粧品

N

N

N

N

食品添加物

N

N

N

N

食品接触材料

N

N

N

N

飲料水

N

N

N

N

玩具

N

N

N

N

作業者の規制

N

N

N

N

医療機器規則

Y

N

I

Y

I：不十分な／強化が必要、N：なし／非常に限定された、Y：はい、既存の規制を満たす。

②

EDCs への迅速な取組みの次期欧州委員会への要請

欧州議会議員（MEPs）は、内分泌かく乱物質、特に玩具、化粧品、食品接触材料に「迅速に」取り組
むことを次期の欧州委員会に圧力をかける決議を承認した。2019 年 4 月 18 日、欧州議会は、すべての
政治グループによって提出された決議を承認し、これら 3 つの分野における焦点をはっきりさせ、2020
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年 6 月以前に EDCs の各分野共通の定義を開発することを次期の EU 執行部に要求した。提議は、賛
成 447、反対 14、棄権 41 の圧倒的多数で通過した。（二つの修正を含む。）
決議は、法的拘束力がなく、何らの即時の実務上の影響はない。それはむしろ政策的立場を表して
おり、次期の委員会に対する現在の議会の最後の警告として見ることができる。MEPs は、委員会提案の
EDCs 戦略は健康と環境への EDCs 暴露によってもたらされる脅威に対処するには「適切でなく」、それ
は第 7 回 EAP で要求されているものに「応えていない」と語った。これまで、欧州委員会は、殺生物剤と
農薬に対してのみ EDCs を識別するための基準を設定している。
MEPs による批判
投票の前に、マルタ MEP の Miriam Dalli は、玩具と化粧品を除くほかに、戦略は消費者と生産者の
両方に影響を与える「国内法規の断片的なパッチワークにつながる」と述べた。
しかし、輸送担当欧州委員 Violeta Bulc は、「物質の取扱いが異なることは、それ自体が一貫性のな
い脅威を意味するのではない」と答えた。委員会は「一貫性があるべきであることに同意する」としても、法
律を修正する前に「変更が必要であるかどうか及びどのような変更が必要であるか」を理解する必要があ
る、と彼女は付け加えた。また、Ms Dalli は、委員会の継続的な遅れを批判した。「具体的な行動を延期
することは我々ができるだけの贅沢ではない」と彼女は言った。
英国の MEP Julie Girling は、EU 執行部の「データの調査と検証は迅速化される必要がある」と述べ
た。
現在の行動の不足は「絶対に信じられない」とフランスの MEP Michèle Rivasi は言った。EDCs は「世
界の脅威」であり、「数千」の科学的な出版物によって示されるように、それらの暴露が増加している、と彼
女は付け加えた。彼女は、議会が取り上げてきたことに基づいて、行動計画を提供することを次期の委員
会に求めた- EDCs は CMRs と同じように排除されるべきである。
これまでのところ 8 物質だけが EU データベース中で内分泌かく乱物質として特定されている、とベ
ルギーの MEP Frédérique Ries は述べ、「EDCs とは何か」の定義が存在しないと付け加えた。
Bulc 欧州委員は MEPs に、「既に各行動に関する作業を始めており、我々はステップアップし、
EDCSs に関連する既存政策を実行する」と語った。
プレスリリースで、NGO 内分泌学会は次のように述べた－「我々は、この決議が最新の科学に基づい
て強い政治的な信号を発信していることを称賛する。それは、公衆衛生に対する化学品混合物への我々
の日々の暴露の累積的な影響に対処するために EU が真剣に行動する時期である」
これは EDCs に関して行動するよう欧州委員会への現在の議会による最後の呼びかけである一方、こ
の圧力は新しいものではない。委員会は、過去数年間の間に数回、批判を浴びている。2019 年 1 月、
環境委員会からの MEPs は、EDCs に関する実際的な措置の欠如に対して委員会を非難した。そして、
2016 年 5 月に、議会は、EU 執行部は EDCs を定義するための科学的な基準を公表する法的義務を遵
守しなかったという問責決議を提案した。
③

近年の内分泌かく乱化学物質に関する EU の科学と規制の議論の重要な時機の概要に関する研
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究
欧州議会は、近年の内分泌かく乱化学物質に関する EU の科学と規制の議論の重要な時機の概要
に関する研究を公開している。
この欧州議会調査サービスによる研究は、内分泌かく乱作用の決定のための科学的な規準と内分泌
かく乱化学物質の枠組みを設定する 2018 年の欧州委員会規制を含む動向に焦点を当てている。
それは、EU の最新の規制や戦略的アプローチに影響を与えている EDCs 討論の 3 つの主な領域に
ついて概説している。


科学的なレベルでのギャップと相違



議論の的（重要な問題）になっている規制の問題



ステークホルダーの 2 つの主なカテゴリ間の「強く相反する」意見: NGOs と業界関係者

研究は、欧州委員会が物質に取り組むという長年の懸案だった戦略を概説した後、ほぼ 6 ヶ月で出
される。NGOs と MEPs を含むいくつかの関係者が EU 執行部の戦略方法を非難している。
④

EU 保健長官候補による EDC の優先分野としての指定

欧州保健委員に指名された、Stella Kyriakides は、内分泌かく乱物質への取り組みは、次の欧州委
員会の健康アジェンダの「非常に重要な部分」になるだろう、と語った。
欧州議会は、提案（指名）された将来の欧州委員会委員（コミッショナー）との一連の公聴会を実施し
ており、2019 年 10 月 23 日に投票によって彼らを選出するかどうかを決定する。新しい委員会は 11 月 1
日に引き継ぐ予定である。
Kyriakides 氏は、彼女が MEP からの質問を受ける、10 月 1 日の欧州議会環境(Envi)と農業(Agri)
委員会との合同公聴会で、彼女の優先委詫事項を発表した。
彼女は、現在、キプロスの国会議員を務めている。彼女は訓練を受けた臨床心理学者であり、国の立
法上の健康問題に取り組んできた。彼女は、EU は、「EDCs に関しては、それらが人の健康に与える影
響のために、より多くのことを行う必要がある」と MEP に語った。しかし、彼女は具体的な措置を提案せず、
代わりに、前進する方法を確認するために現在の EU 法に関する適合性チェックの結果を待っていく、と
言った。一方、彼女は「一部の加盟国はすでにこれに対して行動を起こしているので、我々は彼らを支持
する必要がある」と付け加えた。
2018 年 11 月、委員会は、EDC 戦略を立ち上げ、物質に取り組むために、適合性チェックを含む一連
の行動を特定した。EU 執行部は、この戦略は EDC 暴露に取り組むには不十分であり、適合性チェックの
結果を待つことは更なる行動を遅らせるかもしれない、と述べる議会や NGO からの批判に直面してきて
いる。特に、彼らは、玩具、化粧品、食品接触材料の EDC に取り組み、現在は農薬と殺生物剤のみに存
在する水平定義を開発するよう、委員会に要請した。
Kyriakides 氏は、EDC に対して「段階的に進めた水平基準を定義する」つもりだ、と述べた上で、内
分泌かく乱物質に関連するリスクから市民を守るために「カクテル（混合物）効果」に関する情報を収集す
るために「より多くの科学」の必要性を強調した。
彼女の立場は、新しい委員会委員長である Ursula von der Leyen が 9 月に彼女のアジェンダの中に
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EDC への暴露の削減を含めるために作ったコミットメントを反映している。
公聴会の間、Kyriakides 氏は、包装に含まれる化学物質が食品に浸出し、人の健康にリスクをもたら
すため、食品接触材料(FCM)へ取り組むことも「非常に重要である」と確認した。彼女は、プラスチック
FCM に関する加盟国の規則が異なり、「我々は多くの材料に関する情報を持っていない」ことを認めた。
Kyriakides 氏は、どの物質が「より多くの人に害を与える」かを特定し、優先順位を付ける科学的手段を
探求するつもりだと言う。そして、EDC の問題に沿って、カクテル効果に関するより多くの情報が必要であ
ると、彼女は付け加えた。2019 年 9 月、加盟国、産業界及び NGO は、FCM 中の有害化学物質に関す
る EU 全体の規制の完全な調和を求めた。
食品接触材料に関する EU 規則は 40 年以上評価されてきていない。委員会は今、現在の法律が目
的に適しているかどうかを評価している。評価報告書は 2020 年第 1 四半期に公表される予定である。
⑤

Envi による EU 飲料水指令の再作成の承認

欧州議会の環境委員会（Envi）は、化学物質に関するより厳しい規則を含め、水質を改善するための
議会と閣僚会議の間の暫定協定を 2020 年 2 月 18 日に承認した。
この指令は、EU の公式ジャーナルに掲載されてから 20 日後に発効する。それは、マイクロプラスチッ
ク、内分泌かく乱物質、パー及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）およびその他の新しいタイプの化学
物質などの新たな汚染物質に取り組むための新しいルールをもたらす。2019 年 12 月 18 日の 2 つの機
関間の暫定協定に続いて、ECHA は、飲料水と接触する材料で安全に使用できる化学物質の EU ポジテ
ィブリストの編集と管理を開始すると発表した。機関の最初のリストには約 1,500 の化学物質が含まれる可
能性が高く、2024 年までに欧州委員会で採用されるであろう。
（イ） 欧州委員会
①

EDC ロードマップに関するコンサルテーション

欧州委員会（EC）は、最近（2018 年 11 月 7 日）公開されたロードマップに関するコメントを求めており、
内分泌かく乱化学物質に関する EU 規則を見直していく予定である。2019 年 6 月 12 日に公開されたコ
ンサルテーションは、広範な適合性チェックプロセスの一部で、新たな法的枠組みが必要かどうかを決定
する前に、EDCs に対処する法律の矛盾を識別し、それらの影響を評価することを目的としている。
このプロセスは、EDCs に関する EU 執行部の待望の戦略の基礎で、2018 年 11 月に公表された。
それは、玩具、化粧品、食品接触材料などの特定の規定を欠いている分野に「特に注意」を払っていく、
と EC は述べた。
利害関係者は 2019 年 7 月 10 日までフィードバックの提供が求められた。
ロードマップは、委員会が適合性チェックのために必要なデータと情報を収集する活動を記述する。こ
れらには、第 4 四半期での 3 ヵ月公開コンサルテーションおよび機関や利害関係者のための的を絞った
コンサルテーションを含む。また、EC は、EDCs に関する第一回年次フォーラムを開催することを計画し
ていたが、2019 年 6 月早々化粧品ヨーロッパの年次会議で発言した、EC の DG Grow（域内市場・産
業・起業・中小企業総局）のユニット長、Salvatore D’Acunto によると、フォーラムは 2019 年 10 月に開
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催された。
コンサルやフォーラムとは別に、適合性チェックは、特に関連する最終決定された及び継続している
評価の文脈で、委員会がトピックに関して、すでに収集し、分析した科学的な証拠とデータの上に構築し
ていく。
適合性チェックの最終採択は、2020 年第 2 四半期の予定である。
上記の EDCs に関する EC の最近公開されたロードマップに関するコンサルテーションへの対応の中
で、業界団体は、特別なガイダンスを支持するが、それらの管理のための新しい水平規制に反対すると
発言している。
2019 年 6 月 12 日に公開されたロードマップは、新たな法的枠組みが必要かどうかを決定する前に、
EDCs に対処する現在の法律を評価することを目的とする、より広範な適合性チェックプロセスの一部で
ある。
業界団体 Cefic と PlasticsEurope は、REACH は EDCs の識別と規制管理のための「適切な」規制
の枠組みであり、新しい水平規制の必要性はない、と言った。しかし、EC には、既存の規制の枠組み内
での EDC 関連のリスクを評価する方法に関する特定のガイダンスを導入すべきである、と団体は彼らの
コンサルテーションコメントで言った。
また、Cefic は、EDCs に関する EC の適合性チェックと化学物質規制のより広範な適合性チェックの
間の一貫性を要求した。「これは、異なる EU の科学「委員会」によって伝達される評価と意見が一貫して
いることを保証するのに役立つはずである」と業界団体は述べた。
同時に、業界団体は、すべての規制と分野にまたがった、ED 特性を持つ物質の共通する法的定義を
要求した。
欧州製紙連合会（Cepi）によると、EDCs の識別は、それを適用する方法を説明するガイダンスを用い
て、「横断的・総合的な定義」に基づいて正しく作業していくだけである。
EDCs の法的定義は、2018 年からそれらを識別するための基準が適用されてきている、殺生物剤
（BPR）と植物保護製品（PPP）のための規則の下で既に存在する。
他の製品中の EDCs を規制することに関する何らかの提言を行う前に、EC は、これらの 2 つの法律の
下で基準がどのように実行されてきているか、それらがどのような影響を有したかを確認する必要がある、
と Cefic とフランスの国内業界団体 France Chimie は言った。
ドイツの業界団体 VCI は合意したが、基準の実行が有効な結果を提供するには、少なくとも 5 年の経
験を積まなければならないだろう、と付け加えた。
一方、欧州化粧品原料連合（EffCI）は、EDCs の将来規制戦略が化粧品規則に鋭く矛盾していくだろ
うという懸念を表明した。全身毒性試験のための検証済みの非動物方法の欠如のため、化粧品原料は
内分泌活性に対して評価されるために動物試験データを必要とするであろう。しかし、EU 化粧品規則は、
動物で試験されている成分を用いた製品の販売を禁止している。EFfCI は「動物試験要件の点で異なる
法律に合わせることを強く推奨する」。
化粧品用途の化学薬品を試験する消費者安全科学委員会は、EC のロードマップ中の EDC の定義
が動物試験の禁止と「鋭く矛盾している」ということに合意し、EC に「この行き詰まりの解決策を見つける」
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よう要求した。
他の業界団体と科学当局も、ED 特性の試験に関する未解決な科学的な問題にスポットライトを当て
る。
欧州内分泌学会は、意図しない混合物のいわゆる「カクテル」効果と化学物質のグループ化が適合性
チェックの一部であることを求めた。
米国内分泌学会は、将来の規制は複合影響、非単調用量応答および暴露のタイミングを考慮するこ
とが必要となるであろう、と述べた。
フランスの水とエネルギー会社 Veolia は、「物質の ED 特性を評価するための明確な資金の不足と方
法の不足」の警告をした。科学的な専門知識を、「さらに発展させる必要があり、必要なリソースを整備す
る必要がある。我々は、異なる作用機序をカバーする生物検定のパネルに関して欧州レベルで同意し、
そして人の健康や生態系に及ぼす早期の影響を予測するための in-vivo 試験の使用を奨励する必要が
ある」と語った。
その後、内分泌かく乱化学物質の立法管理に関する欧州委員会の適合性チェックの結果は、EDC の
識別をサポートするための REACH 附属書の更新前に考慮されるべきである、と Cefic（欧州化学工業連
盟）は主張した。
適合性チェックのコンサルは 2019 年 7 月に終了し、委員会は現在、対応を検討している。また、この
戦略は、内分泌かく乱物質の識別を改善するために、REACH を含むさまざまな立法枠組みにおけるデ
ータ要件を更新するアクションを含む。しかし、7 月の REACH と CLP の管轄当局の会議（Caracal）に続
くペーパーで、Cefic は、EDC に関する適合性チェックの結果を REACH データ要件の修正提案の中に
「統合することが重要である」と主張した。そして、REACH の更新提案に関する、計画された Caracal サ
ブグループのタイミングは、「決定が下される前に、適合性チェックの結果が正式に考慮されることを可能
にするべきである」と、Cefic は述べている。
Cefic は、「標準的な情報要件が内分泌かく乱物質の識別のために十分な情報を提供していないと述
べる前に、詳細な議論が必要である」と付け加えた。また、一般的なデータ要件の「体系的な拡張」が必
要である、と業界団体 Cefic は述べた。
データ要件は、OECD の概念フレームワークガイダンス文書 150 に沿って、「釣り合いを取り、動物実
験を最小限に抑え、階層型アプローチに従う必要性を考慮に入れる」必要がある。
「症例/化学/物質の多様性、データの利用可能性の違い、ED 評価の複雑さ」のために、Cefic は、
REACH 附属書の変更は「より詳細な評価と追加の研究が必要であるかもしれない時と場合に、推奨する
ための唯一のメカニズムと見なされるべきではない」と述べた。
その業界団体は、技術的なガイダンスが代替として考慮されることを提案した。
代わりに、一部の加盟国や NGOs は、委員会が遅滞なく REACH 附属書の更新を進めるべきだ、と
感じている。Caracal 文書の中で、ドイツは、進行中の適合性チェックはすべての法律に対処し、「おそら
く詳細には入らない」と指摘した。したがって、結果を待つ必要はない、と述べた。データ要件の更新は、
「さらなる規制措置を促進し、スピードアップし、登録ドシエおよび安全データシートの ED に関する情報
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の可用性と伝達を改善するために緊急に必要である」。適合性チェックは、REACH 附属書でのデータ要
件に関する委員会、ECHA および加盟国からの「具体的な提案から恩恵を受ける」可能性がある、と付け
加えた。データ要件の実装は「大規模な作業パッケージ」と考えられており、今年の終わりの納期は「野心
的」である、とドイツは述べた。
別の Caracal 文書中で、スウェーデンは、委員会提案で概説されているように、異なるステップは「アク
ション／ステップ／フェーズ、タイムラインと予想される結果の間に明らかな不一致があるので、修正され、
明確にされる必要がある」と述べた。
市民社会団体 CHEM Trust、ClientEarth 及び Health and Environment Alliance （HEAL）は、彼ら
の提示案で以下の点をおうむ返しに繰り返した。CHEM Trust は、どのように適合性チェックの結果が更
新プロセスに影響を与えることを予測されるかは明らかでない、と述べた。「REACH 附属書の更新をサポ
ートする妥当な結論は、もちろん更新作業に含まれるべきであるが、ED 適合性チェックの結果と完了時
間は、更新プロセスを延期する理由であってはならない」と述べた。また、ClientEarth は、委員会は「登録
物質の中で EDC の識別を可能にするために、REACH の下で EDCs に関する必須の情報と試験を可能
な限り迅速に明らかにする」義務があることは「疑いの余地がない」と述べた。
Caracal は 9 月 18 日と 11 月 19-20 日に再び会合を行った。
②

JRC による EDC 適合性チェックのための利害関係者からのエビデンスの要求

欧州委員会（EC）の共同研究センター（JRC）は、内分泌かく乱物質（EDC）に関連する EU 法の適合
性チェックのために、2019 年 12 月末に利害関係者調査を開始した。2018 年 11 月に発表された欧州委
員会の EDC 戦略の一環として、JRC は法律が目的に適合しているかどうか、および規制の効率を改善
できる可能性があるかどうかを評価する。これには、玩具、化粧品、食品接触材料など、EDCs の特定の
規定が含まれていない領域に特に注意を払って、どのように「一貫性のある」さまざまな規制が存在する
か、が含まれる。JRC は、公的機関、業界団体、労働組合、学者、消費者、労働者からの幅広い回答を
期待している。JRC の化学物質安全性および代替方法部門の責任者である Maurice Whelan 氏は、
2019 年 11 月 8 日にブリュッセルで開かれた委員会の第 1 回年次内分泌かく乱物質フォーラムで、「これ
らの意見が、化学物質評価に良く特定されるエビデンスに裏付けられるよう求めている。」と言った。この
夏、JRC は適合性チェックのロードマップについてコンサルティングを実施した。JRC のエリーゼ・グリニャ
ール科学官によると、66 件の回答により、EDCs を特定するための同一の基準が関連法に適用される必
要性に関する「完全なコンセンサス」が明らかになった。法的枠組みはハザードに基づくべきであると言う
回答者もいれば、リスクに基づくアプローチが良いとする回答者もいる。一方、一部の人々は、適合性チ
ェックは脆弱な集団グループと敏感な暴露領域に特に注意を払うべきだと示唆した。


対象

フィットネスチームのアントニオフランコによると、JRC は適合性チェックの対象として 30 以上の法律を
特定している。チームはそれぞれについて、EDC の特定、評価、管理に関連する「規定の抽出」を行って
いる、と彼はフォーラムで語った。また、EDCs に規制の側面が実際にどのように適用されているかを示す
ために、ケーススタディを構築している。これらは、EDCs としてすでに特定されているか、または人の健康
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および/または環境にたいする内分泌かく乱特性に関して評価されている化学物質を扱っている。科学者
たちは、決定の根拠を分析し、彼らが提供する保護のレベルを評価している。


REACH の妥当性

フォーラムで講演した Cefic の製品総合安全管理責任者である Sylvie Lemoine は、REACH が
EDCs に対処するための「適切なシステム」であることを示唆した。「REACH が機能していると信じている」
と彼女は言った。Cefic は適合性チェックもサポートしている。EDC の特定をサポートするために REACH
附属書の更新が行われる前に、その完全な結果を検討する必要があると述べている。「物質が特定の規
制の枠組みで EDC として特定または規制されている場合、それを REACH としようか、他の規制では雪
玉の結果が必要となる」と NGO ClientEarth の化学物質プロジェクトリーダーである Apolline Roger が示
唆した。「REACH で EDC として SVHC [非常に高い懸念のある物質]として特定された物質がある場合、
例えば食品接触材料、化粧品、玩具などで結果が必要となる」と彼女は付け加えた。「実際、ここには多く
の良いニュースがある。規制の枠組みをどのように適合させるかを知るのに十分な知識が今日ある。それ
をやってみよう。」しかし、Health and Environmental Alliance（HEAL）の上級政策オフィサーである
Natacha Cingotti は、現在の EDC の状況を「かなり厳しい」と評価した。NGO は、EDC の特定と規制の
間に「遅れがある」と考えている。EDC の疑いのあるリストを編集するために使用される科学的知識とエビ
デンスを見たい。このリストは、産業に役立つであろう、と彼女は付け加えた。
欧州委員会は、2018 年 11 月に「内分泌かく乱化学物質に関する包括的な EU フレームワークに向け
て」そのコミュニケーションを採択した。
（ウ） ECHA（欧州化学品庁）
①

REACH 候補リストへの 4 物質追加

2019 年 7 月 16 日、ECHA は、SVHCs の候補リストに 4 つの新しい物質を加えた。2 つの新しい物
質は環境に対する内分泌かく乱物質で、1 つは人の健康や環境におそらく深刻な影響を持っている懸
念物質と同等のレベルを示し、他の化学物質は生殖毒性がある。それらの追加は、ECHA の加盟国委員
会（MSC）または欧州委員会によってなされた決定に続き、リスト上の SVHCs の数は 201 になった。
候補リストは、人の健康や環境に深刻な影響があるかもしれない物質を含んでいる。特定の法律上の
義務は、このリストから生じ得る。また、それらは、高懸念物質として知られ、認可リストに最終的に包含さ
れるための候補物質である。それは、通常年 2 回更新される。1 月には 6 つの化学物質が追加された。
それらの新規化学物質とその特性は以下のとおりである。


4-ノニルフェノール、分岐および直鎖（4 NP）を 0.1 重量%以上含んだ、トリス (4-ノニルフェニル、
分岐および直鎖) 亜リン酸 （TNPP）：環境に対する内分泌かく乱物質



2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(へプタフルオロプロポキシ) プロピオン酸、その塩類、そのアシルハロ
ゲン化物 （個々の異性体のいずれか及びそれらの組み合わせを含む）：人の健康や環境におそ
らく深刻な影響を有する懸念のレベルと同等



4-ターシャル-ブチルフェノール（PTBT）：環境に対する内分泌かく乱物質



2-メトキシエチルアセテート：生殖毒性
130

4-ノニルフェノール、分岐および直鎖(4 NP)を 0.1 重量%以上を含むトリス (4-ノニルフェニル、分岐
および直鎖) 亜リン酸（TNPP）は、主に高分子を安定させるために酸化防止剤として使用される。フラン
スは候補リストへの包含を提案し、MSC は 6 月の会議で決定を採用した。
また、MSC は、2,3,3,3-テトラフルオロ - 2-(へプタフルオロプロポキシ) プロピオン酸、その塩類、そ
のアシルハロゲン化物 (個々の異性体のいずれかおよびそれらの組み合わせを含む) をリストに加える
ために選んだ。物質は、フッ素化ポリマーの生産において加工助剤として使用される。
4-ターシャル-ブチルフェノール（PTBP）は、コーティング製品、高分子、接着剤、シーリング材、その
他の物質の合成に用いられる。欧州委員会は 2019 年 2 月にその化学物質を追加する意向を通知し、7
月 5 日の実行決定で SVHC として物質を識別した。ドイツは、最初に、2016 年 3 月の候補者リスト
への包含を提案した。
また、2019 年早々、スウェーデンは、候補として 2-メトキシエチルアセテートを出した。その物質は
REACH の下で登録されていない、また用途は不明である。
2019 年初めに、ECHA は SVHCs の代替化を促進する取り組みを説明した。
（エ） EFSA（欧州食品安全機関）
①

EDCs のための TTC ガイダンス

欧州食品安全機関 (Efsa) は、毒性学的懸念の閾値(TTC；threshold of toxicological concern) ア
プローチを使用することに関するガイダンスにおいて、内分泌かく乱化学物質 (EDCs)に関連する変更
を行う要求を拒否している。
Efsa は、2018 年に食品安全性評価における TTC のアプローチの使用に関するガイダンスの草案を
発表した。2019 年 6 月に公開された公開協議の報告書は、EDCs に関連する変更の要求を含むいくつ
かのコメントを示す。ただし、ガイダンス文書の最終バージョンには、これらの変更は含まれていない。
ガイダンスによると、TTC アプローチは以下の場合にのみ使用されることができる。


物質の化学構造が知られている



限られているが化学物質特有の毒性データがある



暴露を推定することが可能である

ガイダンスは、高い効力の発がん性物質、ステロイド、およびポリハロゲン化ジベンゾダイオキシン、ジ
ベンゾフラン及びビフェニル類などの生物濃縮の可能性を有する物質のような「特別な特性」を有する物
質の評価を含む、TTC アプローチが決して適用可能でないケースをリストする。
スウェーデンのカロリンスカ研究所の環境医学研究所は、それらは非常に低用量で人の健康に「潜在
的に深刻なリスク」をもたらす可能性があるので、内分泌活性物質も自動的に TTC アプローチから除外す
るべきであることを、提案した。
一方、ドイツ連邦リスクアセスメント研究所 (BfR)は、EFSA が内分泌介在毒性を有する物質に対して
TTC アプローチを用いることに関する特定のガイダンスを含めるべきであることを提案した。
EFSA は、「物質が内分泌活性を持っていて、その作用機序が分かっていることが知られているとして
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も、そのようなデータは使われるべきであり、TTC アプローチは使われるべきでない」と回答し、ガイダンス
への変更は不要だった、と付け加えた。
EFSA は、科学委員会による 2012 TTC 意見へ回答者を示し、物質が内分泌活性を有するが、人へ
の関連性は不明であることをデータが示唆する場合、TTC アプローチを適用するかどうかの決定はケー
スバイケースで行われるべきであることを勧告した。「物質が内分泌を介した有害作用を有することを示す
データがある場合、そのときには…リスク評価はデータに基づくべきである。」と述べた。
一般に、2012 年科学委員会は、「ステロイド以外の試験されていない物質は、TTC アプローチを使用
して評価されることができる」と、勧告した。
ガイダンスの更新にあたり、EFSA は「遺伝毒性物質」を「DNA 反応性」に変更する欧州作物保護協会
(ECPA)からの提案に合意した。DNA 反応性物質は低レベルで存在すると、直接 DNA 損傷を引き起こす
可能性があるが、「DNA-非反応性」遺伝毒性物質はしきい値メカニズムを有する傾向があり、「通常低レ
ベルで人の発がんリスクを引き起こさない」、と ECPA はコメントした。
更新されたガイダンスは、生体蓄積性を予測し、複数のソースからの化学物質への統合暴露
(Aggregate Exposure)を評価する「改善された」ツールの必要性を強調する。
また、EFSA は、「国際協力の努力」を通じての既存のがんデータベースのレビューと非がんデータベ
ースの作成を勧める。

２） 個々の物質や製品に関する動き、スクリーニングなど
（ア） BPA
①

ECHA による BPA の SVHC 識別に関する裁判

EU 一般裁判所は、2019 年 7 月 11 日、ECHA が生殖毒性の分類に基づいてビスフェノール A （BPA）
を高懸念物質（SVHC）として識別することは正しい、と判決を下した。BPA は 2017 年 1 月に REACH の
SVHCs 候補リストに追加されたが、業界団体 PlasticsEurope は、その決定に対して Echa を裁判所に
訴えた。裁判所は、「全体として」措置を却下した。
中間体問題
BPA は、ポリカーボネート樹脂を作るための中間体として主に使用される。PlasticsEurope は、BPA
は中間体であるため、REACH の下で認可の対象外であり、SVHC リスティングは「不相応」である、と主
張している。
しかし、裁判所は、ECHA が中間体使用がある場合でも、物質を候補リストに含めることができることを
確認した。物質が中間体として使用されている事実は「関連性はない」とそれは述べた。識別して、候補リ
ストに物質を含めることは、用途ではなく、固有の特性の理由でのみ実施される、と裁判所は明らかにし
た。
さらに、裁判所は、BPA を候補リストに追加するときに中間体使用がカバーされなかったという事実へ
の明示的な言及を挿入することを ECHA に「何も義務付けなかった」と言った。
裁判所は、候補リストの 1 つの目的は、サプライ チェーンに沿って SVHCs に関する情報を消費者と
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共有することである、と指摘した。また、SVHC を識別することは、「発生するリスクと危険性に関して、公衆
や専門家のための情報を改善するのに役立つ」と付け加えた。
PlasticsEurope は、現在「オプションを評価している」と、声明で述べた。
「我々は既に、裁判所の結論は、REACH 規則の明示規定に明確な矛盾があることに留意している」と
いう。PlasticsEurope は、中間体の「概念」を裁判所は誤解していると考えている。裁判所は、「候補リスト
化（情報共有）自体は、認可に向けた最初のステップではなく、終わりであると誤って考えている」と追加し
ている。
「PlasticsEurope は、REACH 規則が、SVHCs としての附属書 XIV への最終的な包含のための候補
リストへの包含を含む、REACH の全体の認可タイトルから中間体を除外していると考え続けている」と、そ
れは付け加えた。
「いずれにせよ、一般裁判所の判決は、（中間体であろうが無かろうが）BPA がすべての関連する法律
に準拠して EU 市場に合法的かつ安全に存在できるという、現在の状況に影響しない」と、結論付けた。
ECHA は、裁判所の判決を歓迎した。「それは高懸念物質を識別することにおいて ECHA の実践を確
認している」と、声明で述べた。ECHA はフランスと NGO ClientEarth によって支持された。裁判所は、
PlasticsEurope は自身の費用を負担し、ECHA と ClientEarth によって発生した費用を支払うことを命令
されなければならない、と裁定した。
「我々は、裁判所が[PlasticsEurope] に、生産工程で使用され完全に消費されることになっている
BPA のような物質でも、情報が環境と健康の保護の前提条件であることを思い出させたことを喜んでいる」
と、ClientEarth の法的、政策アドバイザーApolline Roger は語っている。
2017 年 6 月、ECHA の加盟国委員会は、人の健康におそらく深刻な影響を引き起こすその内分泌か
く乱特性のため、SVHC として BPA を識別するためのフランスの提案を支持した。その後、2018 年 1 月、
BPA の候補リストエントリーは、ドイツによって提案された、環境に悪影響を及ぼす内分泌かく乱特性を反
映するために、更新された。
②

ECHA による REACH 認可リストに含める勧告

ECHA は、高懸念物質として同定された 17 の他の化学物質と一緒に、ビスフェノール A（BPA）を
REACH 認可リストに含ませることを勧告した。この提案は、昨年の附属書 XIV 物質のための勧告案に関
するパブリックコンサルテーションに続く。ECHA の加盟国委員会（MSC）は、受け取ったコメントを検討し、
2019 年 6 月にその意見を採択した。
BPA は、生殖毒性特性だけでなく、人および環境に対する内分泌かく乱特性に基づく SVHC である。
その識別は、業界団体 PlasticsEurope からの 3 つの別々の訴訟を引き起こし、そのうちの 2 つは ECHA
が勝ってきた。ECHA は、環境に影響を与える別の内分泌かく乱物質を推奨した。その物質は潤滑剤お
よびグリース中で使用される。


≥0.1%w/w 4-ヘプチルフェノール、ホルムアルデヒドおよび分岐および線状(4-Hbl)を持つ、
1,3,4-チアジアゾリジン-2,5-ジチオンと分岐および線状の、4-ヘプチルフェノール、との反応産物
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(RP-HP)
また、接着剤やポリマー中の難燃剤として使用される非常に持続的で非常に生物蓄積的（vPvB）化
学品デクロランプラスを附属 XIV に追加することを勧告した。
そして、印刷インキで使用され、発がん特性を有する、ミクラーのケトンまたはミクラーの塩基の≥0.1%
を持つ、4,4'-ビス(ジメチルアミノ)- 4''-(メチルアミノ)トリチルアルコールを含めることを勧告した。
両方エポキシ樹脂硬化剤で使用される 2 つの物質は、呼吸感作特性を有する。これらは以下の 2 物
質である。


シクロヘキサン-1,2-ジカルボキシリック無水物 [1]、シス-シクロヘキサン-1,2-ジカルボキシリック無
水物[2]、トランスシクロヘキサン-1,2-ジカルボキシリック無水物[3](HHPA)



ヘキサヒドロメチルフタリック無水物[1]、ヘキサヒドロ-4-メチルフタリック無水物[2]、ヘキサヒドロ-1メチルフタリック無水物[3]、ヘキサヒドロ-3-メチルフタリック無水物[4](MHHPA)

他の 12 物質は、異なる用途を有し、生殖毒性特性を有する。


2-エチルヘキシル 10-エチル-4-4-ジオクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテトラデ
カノエート(DOTE):ポリマー中の安定剤



2-エチルヘキシル 10-エチル-4-4-ジオクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテトラデ
カノエートおよび 2-エチルヘキシル 10-エチル-4-[[2-[2-エチルヘキシル)オキシ]-2-オキソエチル]
チオ]-4-オクチル-オキソ-8-オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテトラデカノエートの反応物(DOTE およ
び MOTE の反応物)：ポリマー中の安定化剤



ジオキソビス(ステアラート)三鉛：PVC の安定化剤



脂肪酸、C16-18、鉛塩：PVC 中の安定化剤



二塩基性リン酸鉛：PVC 中の安定化剤、ゴム生産、ミラーバッキング



硫酸、鉛塩、二塩基性：PVC 中の安定剤、ミラーバッキング



[フタレート(2-)]二塩基性三鉛：PVC 中の安定化剤



三鉛ビス(炭酸塩)ジヒドロキシド：芸術家の絵具



酸化鉛硫酸塩：ミラーバッキング



テトラエチル鉛：航空燃料中の添加剤



2-メトキシエタノール：溶媒



2-エトキシエタノール：溶媒

ECHA は、それが勧告している物質のいくつかは現在 EU で使用されていないが、それらの包含は、
すでに承認リストにある他の物質の残念な結果を生む代替を避けるためである、と述べた。
欧州委員会は、加盟国および欧州議会と協力して、それらの包含及びそれまでに企業が承認を申請
する必要がある日付に関する最終決定を行っていく。
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③

感熱紙中の BPA 制限の発効

感熱紙中でのビスフェノール A（BPA）の使用に対する EU 全体での禁止が発効した。2020 年 1 月 2
日現在、BPA は 0.02 重量%以上の濃度で感熱紙中で市場で合法的に使用することはできない。
2016 年 12 月、欧州委員会は、耐熱性によってレシートで使用される BPA を REACH 附属書 XVII（制
限物質リスト）に追加する規制を公表した。この物質は、その生殖毒性のために、2017 年に SVHCs の
REACH 候補リストに最初に追加され、後に人の健康と環境に対する内分泌かく乱作用が追加された。
2019 年 10 月、ECHA は、委員会が REACH 附属書 XIV （認可リスト）上に BPA を含めることを勧めた。
EU 域外では、2019 年 4 月、スイスが感熱紙での BPA とビスフェノール S（BPS）の両方を使用禁止し
た。BPS は、同様の特性を持っているという懸念にもかかわらず、BPA の代替としてヨーロッパ全土の製
紙メーカーによってますます使用されてきている。
（イ） 殺生物剤（BPR）
①

殺生物製品規則（BPR）の承認プロセス

殺生物剤関係者は、法律のコストと複雑さが欧州市場から殺生物製品を閉め出している懸念の中で、
殺生物製品規則 (BPR)の承認プロセスの再考を求めている。
殺生物剤製造業者、ECHA とコンサルタントからの代表は、ローマでの Chemical Watch 殺生物剤シ
ンポジウムで、BPR が発効して以来 5 年半を回顧した。
専門家は、法律が欧州の殺生物剤の規制に構造と調和を導入してきていることに合意した一方、
BPR の業界に及ぼす影響への懸念はその成果に影を落とした。
「業界と規制当局はこの規制の重さの下で苦闘している。コストが市場の大きさに対して高すぎ、 [物
質と製品]のレビューが長くかかりすぎる」と、Dupont Microbial Control の Ian Watt 氏は言った。さらに、
これは EU 市場にある殺生物剤の数と多様性に「サイレント効果」を及ぼす、とシンポジウムで発言した。
Reckitt Benckiser Inc.の規制関連業務マネージャー、Jon Taylor 氏によると、企業は、必要なコストと
リソースのために、BPR 承認を通して殺生物活性物質の支援から遠ざけられている。新しい活性物質を
市場にもたらすのに少なくとも 5 年を要する、と Taylor 氏は述べている。€750,000 の最小のコストと相ま
って、投資からの収益は、多くの企業にとって余りに遅く来る。Reckitt Benckiser はまさにこの理由で殺
虫剤(製品タイプ 16) で使用するためのカルベンダジム（注）の支持に反対を決めた、と彼は言った。こ
の物質－生殖毒性および変異原性として分類される－は、農業で殺菌剤として使用されている。しかし、
それはまたゴルフ場のグリーン、クリケット競技場および土壌の凹凸の影響を受けるその他のグランド上の
ミミズをコントロールするために使用されてきている。しかし、同社は年間￡250,000 未満と、この用途の
化学品の小売価格を推定した。「このような物質を支持することをどのようにして正当化するのか?」と
Taylor 氏は尋ねた。「それは利益ではない」。さらに、「これは、BPR の下で市場から消えたニッチな製品
の 1 つの例である。カルベンダジムがなければ、EU 市場に殺生物ミミズコントロール製品はもはやない。」
と Reckitt Benckiser 規制関連業務マネージャー、Jon Taylor 氏は述べた。
法律は企業による物質認可への投資を妨げているように見えるが、これまでのところプロセスを通過し
た殺生物活性物質の 95%が承認されている、と ECHA の殺生物製品委員会 (BPC)の議長、Erik van
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de Plassche 氏は述べた。
van de Plassche 氏は、これは物質評価がそれほど厳密ではない可能性があることを意味するかどう
か、を尋ねた。「複雑さを緩和しより簡単なよりバランスの取れた方法で物事を行うための可能性がなけれ
ばならない」と彼は代表団に語った。彼は、規制当局と業界が「規制の目標を実際に達成すること」に関し
て作業するためのリソースを解放するために殺生物剤レビュー プログラムを終えることに焦点を当てるべ
きである、と付け加えた。現在、利害関係者は、同時にすべての法律の承認プロセスに対処することを余
儀なくされている、と van de Plassche 氏は述べた。これは、国家と EU レベルでの殺生物製品の承認
だけでなく、殺生物剤レビュープログラム、活性物質更新を含む。
Watt 氏は、規制システムにバランスをもたらすための必要性に合意し、プロセスに関与するコストと時
間の背後にある元凶として過度に保守的なリスク評価を指摘した。
「あなたはケーキに銀をスプレーして食べることはできるが、T シャツに入れると安全ではない。我々は
塩にヨウ素を入れるが、内分泌かく乱物質を特定するための規準により制限されるかもしれないというリス
クがある」と彼は述べた。「適切な保護目標は重要である。[しかし] 我々は一歩退き、それが全て道理に
かなっているかどうかを尋ねることができるか?」
（ 注 ） カ ル ベ ン ダ ジ ム ； 化 学 式 C9H9N3O2 で 表 さ れ る 複 素 環 式 化 合 物 。

化学名

Methyl-2-benzimidazole carbamate の略称から、MBC または BCM とも呼ばれる。TBZ（チアベンダゾ
ール）と並ぶベンゾイミダゾール系化合物であり、主に農業用・工業用防カビ剤として用いられる。

（ウ） オクチル及びノニルフェノールエトキシレート
①

オクチル及びノニルフェノールエトキシレートの承認申請を大量に扱う作業部会

ECHA のリスクアセスメント委員会 (Rac) は、環境内分泌かく乱物質オクチル及びノニルフェノール
エトキシレート (OPnEO と NPnEO) に関する 50 以上の承認申請に対して当局自らで準備を進めて
いる。
ECHA は 2019 年 2 月に OPnEO と NPnEO に関する 8 つの承認申請を受け、5 月には 40 以上の
申請となると予想している。Rac は、初めて、承認申請を専門に取り扱う作業グループを立ち上げた。
OPnEO と NPnEO は両方とも SVHC（Substances of Very High Concern；高懸念物質：REACH 規
則第 57 条に認可登録すべき物質として指定）で、環境中での内分泌かく乱特性に基づいている。エトキ
シレートは、下水処理時と環境中で分解し、より毒性の強い SVHC であるノニルフェノール (NP) とオク
チルフェノール(OP) を形成する。
申請者を支援するための Q&A 資料で、Rac は、物質が複雑な環境分解挙動をする点を指摘した。最
悪の場合として、申請者は環境に放出されたすべての OPnEO または NPnEO が最終的に OP または
NP として存在すると仮定すべきである、と ECHA は示唆している。
Rac にとっての主な課題は、承認申請者の中には、閾値ベースのアプローチを選択するものがいる一
方で、他のものは、非閾値ルートに従う、ということである。10 年間、科学者と規制当局は、閾値に基づくリ
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スク評価を内分泌かく乱化学物質 (EDCs)に適用できるかどうかの問題を議論している。つい最近、Ulla
Hass と Sofie Christiansen が率いるデンマーク工科大学のチームは、リスク評価はそれらを評価する際
にデフォルトとして非閾値アプローチを使用することを推奨するレポートを公表した。
Rac は、2016 年に公開された欧州委員会の報告書に従っている。報告書は、承認申請者は内分
泌かく乱化学物質がそれ以下で有害影響が生じないと予想される閾値を有するかどうか証明する責任が
ある、と述べた。「Rac は、評価の妥当性を評価し、この閾値の存在の可能性または閾値がないことを最
終的に決定する義務がある」と、報告書は記している。
Rac は、「出願人は承認申請の目的のために OPnEO と NPnEO が非閾値物質であるとの仮定を選
択してもよい」と助言している。文書では、物質に閾値があったとしても規制目的のための十分な確実性
をもってそれを導き出すことは不可能かもしれない、と説明する。「このような状況で、物質は、申請者によ
って非閾値であると仮定されることができる」と、Rac は追加している。
委員会は、ほとんどの申請者が非閾値ルートを選ぶことを期待している。「それから、それは排出量が
本当に最小限に抑えられているかどうかを確認することが問題となる。だから実際には我々は、特に水と
土壌、堆積物への排出を防止／最小化するために実施されている対策をみている」と、Rac の議長 Tim
Bowmer は述べた。
重要なことは、「問題を解決するために可能な限り排出量を最小限に抑える」ことである、と彼は付け加
えた。「我々は、廃棄物の収集の有効性、その廃棄物の処理、そして申請者が最終的に廃水処理プラン
トに排出する可能性があるものに加えて、汚泥の運命、を見ている。」
また、Rac は、2019 年 3 月の会合で、以下の 3 つの新しい制限提案は類似性があることで合意し
た。


ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド放出剤;



シロキサン D4、D5、D6;



意図的に追加されたマイクロプラスチック

ホルムアルデヒドに対して、ECHA は試験室の空気中に 0.124 mg/m³以上の濃度でガスを放出する
すべての物品の上市または使用を制限することを提案している。
シロキサン D4、D5、D6 は、2018 年 6 月に、持続性、生体内蓄積性及び毒性(PBT) 特性に基づく
非常に高い懸念物質 SVHC の候補リストに追加された。洗い流し化粧品中の D4 と D5 の制限は、2018
年 1 月 30 日に発効され、2020 年 1 月から適用される。ただし、化粧品中の D4、D5、D6 の広い分散
的な使用は、ECHA の REACH 附属書 XV レポートによると、依然として放出の主要な排出源である。
制限提案に関するパブリックコンサルテーションは 9 月に終了した。
（エ） レゾルシノール
①

レゾルシノールの再評価

レゾルシノール・タスクフォースの Counsel acting（代理弁護士）は、物質が他の加盟国によって評価
されることを許可する決定に関して法的な明快さを求めて ECHA に手紙を書いた。
2017 年に、フィンランドは、コミュニティローリングアクションプラン (Corap)の下で評価を終了し、そ
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れが潜在的な内分泌かく乱化学物質である懸念があると調査した。その結論で、フィンランド安全化学物
質庁 (Tukes)は、レゾルシノールが甲状腺機能に影響を与える可能性があることを確認したが、それ以
上の試験データを求めないことを決定した。Tukes は、利用可能な試験方法では価値のある追加情報が
得られないだろうと、考えた。代わりに、Tukes は、レゾルシノールが同等の懸念のある物質とみなされ、
それにより REACH の下での制限が提案されることができるかどうかの決定を助けるために、リスク管理オ
プション分析(RMOA)を選択した。
しかし、2019 年 3 月、この物質の環境中での内分泌かく乱特性を再検討するフランスの提案が、更新
された Corap に追加された。3 月 21 日の声明で、レゾルシノール・タスクフォースは、「レゾルシノールを
再度組込む場合の法的根拠も法的メリットもさらに説明されてきていない」ことに失望した、と述べた。グル
ープのために行動する弁護士から ECHA への最近の手紙にもかかわらず、これはこのような明確化を求
めている、と付け加えた。
フランスによって公表された正当化文書は、2019 年 2 月の ECHA の加盟国委員会(MSC)会議で既
に提出された「議論に追加されるとは思えない」と声明では述べている。それは「このような例外的な動き
をサポートするために必要な証拠を提供するにははるかに及ばないままである」。
なぜ拡張された物質評価を監督するための責任がフィンランドに留まるのではなくフランスに切り替わ
るのか、それは不明である、とグループは付け加えた。「これは、既存の物質評価が再開されたか、または
新しい評価が開始されているかという質問を提起する。これらは、法的な観点から判断するための重要事
項である。」
タスクフォースは、如何なる識別されたデータギャップをも埋めるために作業を依頼する準備ができて
いる、と述べた。しかし、このようなコミットメントは信頼性の高い試験プロトコルに依存されなければならな
い、と付け加えた。「任意の結果の妥当性を損なうかもしれない現行 Lagda [両生類幼虫の成長と発育
試験] 研究プロトコルには、結果の妥当性をあやうくする可能性のある要素があり、これらは不必要な動
物試験を避けるために決定を下す前に考慮される必要があるだろう。」
レゾルシノールは染毛剤や化粧品に低レベルで使用されているが、その主な用途はタイヤや、難燃剤、
工業用染料などの化学品の物質の工業用中間体として、である。
それは EU で製造されておらず、10,000-20,000 トン/年の量で輸入されている。
これに対して、2019 年 2 月 6 日に採択された MSC の見解は、フランスは「正当化文書に記載されて
いる状況の変化」により、同じ内分泌かく乱の懸念から、その物質が Corap 再評価（再挿入）されるように
要求した、と述べた。委員会は、内分泌かく乱化学物質の評価と規制はフランス当局の優先事項である、
と指摘した。MSC は、「どんな措置もある加盟国による物質評価の下で取られる必要がないという結論は、
その物質の入手可能な情報が変更されていないとしても、その物質を Corap に再挿入（評価）するように
要求することを妨げるものではない。」と述べた。
フィンランドは決定草案を発表していないので、フランスは、「[物質評価] プロセスにおいてフィンラン
ドの評価に(改訂提案を使用して)正式に反応するための機会がなかった。」
ECHA は Chemical Watch 誌に、まだレゾルシノール・タスクフォースの手紙への返事はない、と言っ
た。
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（オ） フタル酸エステル類
①

リサイクル PVC 中の DEHP 認可に関する EU 判決

NGO ClientEarth は、リサイクル塩ビ中でのフタル酸エステル DEHP（フタル酸ビス(2-エチルヘキシ
ル)）の使用に対する欧州委員会（EC）の認可を支持する裁判所の決定―廃棄物を通じて禁止有害化学
物質への暴露を延長するリスクであると ClientEarth がいう－判決を控訴している。
欧州司法裁判所（CJEU）は、2019 年 4 月 4 日の判断で認可決定の取り消しを拒否することによって、
企業が新製品中に有毒廃棄物をリサイクルすることをより簡単にするであろう「抜け穴を開けている」、とこ
の環境法慈善団体は述べている。2019 年 6 月 14 日に提出された訴状で、2016 年認可に関する裁判
所の判断は、REACH の目的を「損ない」、リスクに関する必要な情報を提供する責任を業界に課すという
原則に「明らかに反して」いる、と ClientEarth は言う。REACH は、リサイクルの流れを汚染することによっ
て危険な化学物質への人々と環境の暴露を長引かせることを意図するものではない、と ClientEarth は主
張する。
PVC 部材を作るために使用されるプラスチック軟化化学物質 DEHP は、その生殖毒性と内分泌かく
乱特性のため、高懸念物質である。ClientEarth は、廃棄物リサイクル企業 VinyLoop Ferrera, Stena
Recycling と Plastic Planet に 2019 年までに与えられた認可を、ECHA の内部レビューのための要求
の拒絶に挑戦することによって間接的に、覆すことを求めていた。NGO として、それは EU 裁判所法廷
で直接、認可の決定に挑戦できなかったが、これが法的行動の論理的帰結であることを主張してきた。し
かし、裁判所は、ClientEarth の主張を根拠がないかあるいは認められないとして却下し、それは直接措
置の対象ではないという決定を破棄できないし、また認可を取り消すよう委員会に命令もできない、と言っ
た。
その判決に対する訴状で、ClientEarth は彼らが反対する委員会決定を覆そうとするため NGOs に
利用可能な法的ツールの欠如について不平を言う。EU 裁判所への接触（アクセス）は、「既に非常に限
られている」、そして DEHP 判断は最初の決定は「違法」だったという判決を取得するためには NGOs に
とって「さらに多くの障壁を発生させる。」と言う。「これは公正さへの効果的なアクセスではない」と、
ClientEarth 弁護士 Anne Friel は言った。「この判決は、非営利組織の EU 裁判所への直接アクセスの欠
如を補うためと考えられる、不服審査手続きが不十分であることを確認する。」
この画期的なケースは、一方で有害化学物質を段階的に廃止する REACH 目標と他方で循環経済を
作り出そうとする委員会の野心の間の対立を露わにした。また、廃棄物の流れ中に有毒化学物質を許す
決定は、将来的に非有毒な環境を構築する目的に反している。
Chemical Watch の最近の expert focus column で、法律事務所 Keller and Heckman のパートナ
ーMarcus Navin-Jones は、ClientEarth/DEHP の場合は、特にリサイクル廃棄物での「使用」の概念で
あるため、広範囲にわたる影響を持つ、と述べている。
ClientEarth は、軟化 PVC 製品の生産で加えられる可塑剤の量を減らすという、回収された材料中で
の DEHP の「機能」に基づいて承認を許可する委員会のロジックと論争してきた、一方 REACH は意図的
な使用に対して SVHC 承認を許すだけである。
しかし、物質が混合物中で機能を持っている SVHC の「使用」がまだあることを、裁判所は今本質的に
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は判断している、と Navin-Jones 氏は言う。これは、仮にあるとして、回収やリサイクル製品中の SVHC の
存在が、それはそれの中で機能を有するものとしてみなされることができないほど非常に低い場合の問題
点を示していると、彼は主張している。
②

内分泌かく乱フタル酸エステル類の認可リストの修正

EC は 4 つのフタル酸エステル類に対して内分泌かく乱特性を含めるために REACH 認可リストを修
正すべきである、と ECHA は勧告している。


ビス(2-エチルヘキシル) フタレート (DEHP)



ベンジルブチルフタレート (BBP)



ジブチルフタレート (DBP)



ジイソブチルフタレート (DIBP)

REACH の附属書 XIV 変更に伴い、いくつかの以前に免除された使用が、承認を必要とされる。
例えば、食品接触材料や医療機器での DEHP の使用は免除されなくなるであろう。また、ECHA は、
医薬品包装中の化学物質に対する免除を削除することを勧め、承認は重量濃度 0.1%以上で 4 つのフ
タル酸エステル類のいずれかを含有する混合物に必要とされるべきであると提案する。
また、ECHA は、EC が医薬品包装中での BBP と DBP の使用に対する既存免除を現在レビューする
ことを要求している。


高懸念物質

4 つの物質はもともと生殖毒性があるとして承認リストに追加された。DEHP がまた環境に及ぼす影響
に対して識別された一方、それらは、人の健康に及ぼす影響を持つ内分泌かく乱特性のため高懸念物
質（SVHCs）として識別された。
一方、米国では、4 つのフタル酸エステルすべては、TSCA の下でリスク評価の優先度が高いと指定さ
れる EPA の 20 候補の中から指名されている。最終決定されると、EPA は 2019 年 12 月にそれらの評価
を開始する。
業界は、4 低分子量フタル酸エステルの使用と決別し、代わりに高分子量の代替物を選ぶ、と主張し
ている。パブリックコンサルテーションの間に、産業団体 European Plasticisers は、認可リスト改正は「業
界に過剰な負担」を掛けることになる「不要な過剰規制」だろう、と述べた。
その技術マネージャー、Perry Walters によると、European Plasticisers は、今「ECHA からのこの勧
告を採用しないよう EC に要求する。」「物質は附属書 XIV (と候補リスト)上に最初にリストされることによっ
てすでに広く規制され、段階的に廃止されるため、 2 番目と 3 番目のリストの付加価値は、限定された便
益しかない、非常に問題があるものである」と彼は言った。
「したがって、我々は、適切な処分および/またはリサイクルは環境面で適切なリスク管理措置であり、
そして健康面はすでに最初の附属書 XIV リストを介して対処されているために、健康と環境を保護する
ためのこの改正案の効率と潜在可能性に疑問を持っている」と彼は付け加えた。
NGO CHEM Trust は、ECHA の勧告を歓迎した。「これの 1 つの重要な影響は、REACH 認可プロ
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セスが食品接触材料中の DEHP の使用に取り組む―段階的に廃止するために作用する―ことができて
いくことである」と CHEM Trust のエグゼクティブディレクターMichael Warhurst は言った。
そのニュースは「食品接触材料中の化学物質を規制するためのプロセスが現代の安全基準と一致し
ていない範囲を強調する。例えば、それらは内分泌かく乱物質に対処するための自動プロセスがない」と
彼は付け加えた。
免除と、それまでに企業が認可を申請する必要となる日付に関する最終決定は、加盟国および欧州
議会とのコラボレーションで、EC によってなされていくであろう。
③

RoHs 制限発効

ほとんどの電気・電子機器（EEE）中で 4 つのフタル酸エステル類を禁止する、RoHS 指令の改正版
が発効した。2019 年 7 月 22 日から、ブチルベンジルフタレート（BBP）、ジ(2-エチルヘキシル) フタレー
ト（DEHP） 、ジブチルフタレート（DBP） やフタル酸ジイソブチルフタレート（DIBP）を含むほとんどの
EEE 製品は、EU 市場で販売することができない。主に断熱材の可塑剤として使用される、4 つの化学品
は、内分泌かく乱特性により、REACH 候補リスト上の SVHCs である。
ただし、いくつかの製品は、制限から免除される。これらには以下が含まれる。


2021 年 7 月 22 日まで免除される、医療機器、監視・制御機器



2019 年 7 月 22 日の前に市場に出された、EEE の修理、再利用、更新または容量のアップグレ
ードのために使用されるスペア部品やケーブル


④

2021 年 7 月 22 日の前に市場に出された、医療機器および監視・制御機器
医療機器ガイダンスへのコメント

欧州委員会は、医療機器中のフタル酸エステルの便益-リスク評価（BRA）に関するガイダンスに関す
るコンサルテーション中に、19 人の利害関係者から 378 件のコメントを受け取った。
健康、環境、新興リスクに関する科学委員会（Scheer）は、2019 年 9 月初めにガイダンスの最終版を
公表した。これは、カテゴリ 1A または 1B 発癌性物質、変異原性または生殖（毒性）物質（CMR）または内
分泌かく乱物質（ED）である、フタル酸エステルの重量で 0.1%以上の存在の正当化のための BRA を行
う方法を記述する。また、材料、設計、または医療処置を含む、これらの可能な代替案の評価についても
記述する。このガイダンスは、製造業者、届出団体、規制当局を対象としている。
コメントは、ガイドラインと共に公開される別のドキュメント中に記載されている。イントロダクションによる
と、「大多数」は産業からのものだった。
化学会社 BASF の Rainer Otter は、このうち 19 件を提出した。同社は、医療機器用に「非フタル酸
可塑剤」1,2-シクロヘキサンジカルボン酸ジイソノニルエステル(一般に DINCH として知られている)を市
場に出している。
ガイダンスの最終版は、DINCH、トリ-2-エチルヘキシルトリメリテート（TEHTM;TOTM）、ブチルトリ-nヘキシルクエン酸（BTHC）およびジオチルテレフタレート（DOTP;DEHT）への言及を含む。これらは、業
界が「医療用チューブや血液バッグなどの医療用途で」DEHP（フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)）の代替と
して提案している可塑剤として記述されている。
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Scheer は、ガイダンスに複数のデバイスからの累積暴露を考慮することを含める、NGO Health
Care without Harm の Dorota Napierska からの推奨を拒否した。「メーカーが他の医療機器からのフタ
ル酸エステル暴露を推定することは不可能である。これはまた、患者の治療のために病院で行われた選
択に依存している。」と委員会は回答した。
⑤

NGO によるフタル酸エステル置換促進のための規制的措置の主張

有害なフタル酸エステルの置換を促進するために、より厳しい規制的措置が EU および世界地域で実
施されなければならない、と NGO は述べた。
2019 年 9 月に発表された報告書の中で、NGO の ChemSec、CHEM Trust、食品包装フォーラム、
Gothenburg とニューヨークの大学の科学者たち、」は、この実践を増やす方法を推奨した。
堅牢な国家および地域的な規制を実施することは、「有害なフタル酸エステルの問題を軽減する最も
簡単でもあり、最も効果的な方法でもある」であろう、と彼らは言う。しかし、フタル酸エステルの多くの異な
る機能とそれらのための無数のアプリケーションのために、「それらを置き換えるときに従う普遍的な汎用
的なプロセスはない」と彼らは認めている。「しかし、多くのプロセスは似ている（時には同一でありさえす
る）、そして、それ故、ある程度コピーされることができる。」
報告書で引用されている問題の 1 つは、これらのプロセスに関する知識が機密のビジネス情報と見な
されることが多く、競合他社と共有されていないことである。「特にコストが有害化学物質の代替を検討す
る際に企業が躊躇する主な理由であるため、代替の成功とそれに関連するプロセスに関連する情報の共
有から企業は大きな恩恵を受けるだろう」と報告書は述べている。
それら NGO は、市場でのより安全な代替手段の入手可能性は、「すでに利用可能な異なるアプリケ
ーションのための選択肢が豊富にあるので、問題ではない」と述べる。
⑥

EFSA による 4 つのフタル酸エステル類のグループ摂取制限の設定

欧州食品安全庁（Efsa）は、4 つのフタル酸エステル類にグループ許容耐容摂取量（TDI）を設定し、
さらに 5 番目の物質に個別の TDI を設定した。基準値は、食品接触材料（FCMs）での使用が許可されて
いる 5 つのフタル酸エステルに関する Efsa の 2005 年のリスク評価を更新したものに由来している。更新
では、食品接触材料、酵素、加工助剤に関するパネル（CEP パネル）が、そのうちの 4 つの物質のグルー
プ TDI を 50 µg / kg 体重/日と計算している。


フタル酸ジブチル（DBP）



フタル酸ブチルベンジル（BBP）



フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）



フタル酸ジイソノニル（DINP）

フタル酸ジイソデシル（DIDP）については、肝臓毒性に基づいて 150 µg / kg 体重/日の個別の TDI
を提案した。
CEP パネルは、「DEHP、DBP、および BBP の生殖効果の根底にある確からしい共通メカニズム」に
基づいて、グループ TDI が適切であると述べている。しかし、許容摂取量に関する DINP の重大な危険は
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肝臓への影響である。更新とともに当局が発行したコメントに関するレポートによると、グループに DINP を
含めることにより、リスク評価の更新案に関する EFSA の公開協議中に重要なコメントが生成された。
EFSA は、産業界、NGO、学界、政府機関、および一般市民からの、26 の貢献者から意見を受け取った。
コメント者によると、DINP に関する Efsa の結論は、EU レベルでの分類とラベリング（CLH）の調和に関す
る提案に関する意見に対する Echa の 2018 年の評価とは異なる。同機関は、EFSA グループ TDI の他
の 3 つのフタル酸エステル類とは異なり、DINP は生殖毒性物質ではないと結論付けた。これらのコメント
に応えて、EFSA は、DBP、BBP、および DEHP と比較した DINP の生殖効果のパターンの類似性と、消
費者製品での顕著な使用が、統合されたリスク評価に含まれることを、「正当かつ必要」にすると述べた。
公開協議では、暴露評価に人のバイオモニタリング（HBM）データを含めないという Efsa の決定について
批判的なコメントも寄せられた。HBM データは、当局が検討した総食事調査（TDS）よりも低い暴露推定
値を提供する。データを使用しないことにより、フタル酸エステル類への暴露とリスクを過大評価している
可能性がある、とコメント者は述べた。その評価において、EFSA は、5 つのフタル酸エステル類すべての
TDI は、以下の取り巻く不確実性のために一時的なものであると強調した。


神経発達、免疫系、代謝系毒性などの生殖毒性以外のエンドポイントの十分な評価の欠如。 こ
れは生殖効果に焦点を合わせた、現在提案されているグループアプローチに基づくリスクの過小
評価につながる可能性がある



生殖または他のプロセスに影響を与える可能性のある、DIBP などのプラスチック FCM での使用
が許可されていない他のフタル酸エステル類への同時暴露

一方、フタル酸エステル類の新しい HBM データはパイプライン（情報ルート）に入っている。これは、こ
の物質が EU の画期的な人のバイオモニタリングプロジェクトである HBM4EU に含まれているためであ
る。
（カ） パー及びポリフルオロアルキル物質（PFASs）
①

欧州水業界団体による PFAS 規制要請

欧州水取引協会、Euroepean water trade association は、短鎖パーおよびポリフルオロアルキル物
質(PFAS)のような移動性物質の制限に対する支持を表明している。
2019 年 8 月に発表されたポジションペーパーで、飲料水及び廃水の国別協会の欧州連合（EurEau）
は、それら物質グループを全体として規制するために、より多くの努力が必要であると述べている。
2019 年初め、ドイツの REACH と CLP の管轄当局は、残留性、移動性および有毒物質（persistent,
mobile and toxic substances; PMTs）、および非常に残留性が高く、非常に移動性の高い物質(very
persistent, very mobile substances ;vPvMs)の基準を確定した。科学者は、水源の汚染を通じて脅威
をもたらす特定の化学物質に対応する重要なギャップを埋めるために、規制リスク評価におけるモビリティ
（移動性）の考慮が必要である、と言う。しかし、生物蓄積と同様に、それ自体は懸念を呈さない。この特
性は、残留性と組み合わせる時、問題になるだけである。この点で、移動性は生物蓄積に似ており、その
考慮は、残留性、移動性および有毒物質（PMTs）および非常に残留性が高く、非常に生体累積性のある
物質（vPvBs）の基準を介して形式化される。
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「逆浸透は PFAS に対して有効であるが、水処理のコストを 1 立方メートル€1 以上増加させるだろう」
と EurEau は述べている。
ポジションペーパーの中で、EurEau は、水源は、それらの高い溶解度と物理的な吸着の可能性が低
いため、短鎖 PFAS からの汚染の影響を非常に受けやすい、と述べている。これらの特性は、従来の処
理方法を使用して水からそれらを除去することを困難にする。逆浸透は PFAS に対して有効であるが、水
処理のコストを 1 立方メートル€1 以上増加させるだろう、と協会は言う。これは、平均的な世帯の年間水
道料金への€200 追加分に相当するだろう。
REACH ガイダンスは、空気の吸入だけでなく食料や飲料水の消費の結果としての環境を介した人へ
の間接的なリスクを明示的に説明する。しかし、EurEau は、リスク特性評価のプロセスは、特にこれらの放
出が飲料水に関連する場合、水質に対する放出の影響の一般的な評価を含めるべきである、と述べる。
また、それは、水枠組み指令の目標と飲料水指令の要件に対する放出の結果の評価を含めるべきであ
る。
「我々は、企業が PMT および vPvM 特性に対して登録される化学物質を評価する法的要件を設置す
るよう当局に要請する」とポジションペーパーは述べている。
また、協会は、REACH の下で高懸念物質(SVHC)として PMTs と vPvMs を識別するための加盟国の
努力を支援する。
なお、2019 年 7 月に ECHA の加盟国委員会（MSC）は、環境における移動性と残留性に基づいて、
GenX 関連化学物質を SVHC として識別することに合意した。同物質に対する SVHC 提案は、MSC に
出された移動性に基づく最初のものだった。また、2019 年 9 月初め、ノルウェーは、パーフルオロブタン
スルホン酸（PFBS）とその塩のために、移動性に基づく別のものを提出した。SVHC 提案によると、PFBS
はポリマー製造および化学合成の触媒として使用される。そのカリウム塩は、主に電気および電子機器で、
ポリカーボネート中の難燃剤として使用されている。その他の PFBS 関連物質は、主に皮革、繊維、カー
ペットの防水や汚れ防止保護として EU で使用されている。
②

英国 NGOs による全 PFAS の即時段階的廃止要請

英国の NGO CHEM Trust の報告書は、政府はすべてのパー及びポリフルオロアルキル物質
（PFASs）を段階的に廃止するために、より迅速に行動する必要があると要請している。
企業はそれらの化学物質の使用をやめるために「即座に作業する」べきであり、消費者は PFAS フリー
製品、例えばフッ素フリー防水製品や化粧品を選択する必要がある、と CHEM Trust は報告書で述べ、
PFAS を「Forever Chemicals（永遠に持続する化学物質）」と称している。
PFASs は 4,000 を超えるフッ素化物質のファミリーであり、環境中で非常に持続性があり、可動性があ
る。人々と野生生物は、飲料水を含むさまざまな源から何百ものそれらに同時にさらされており、焦げ付き
防止のパン（平鍋）やコートなどの日常製品にも含まれている。
使用中の多くの PFAS には毒物学的データがなく、これは「大きな懸念」であると報告書は付け加えて
いる。研究されているものは、内分泌かく乱物質、レプロトキシン（生殖毒性物質）、免疫毒素または発が
ん性物質であることが示されているが、現在規制されているのはほんの一握りである。それらは、ストックホ
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ルム条約の下で残留性有機汚染物質（POP）の基準を満たしているにもかかわらず、PFOS と PFOA の
みが世界的に規制されているだけである。
CHEM Trust は、規制に対してグループ化アプローチを推奨し、それらの化学物質の高い残留性が
「厳格な」規制の十分な基準であるべきだと付け加えている。この報告書はまた、消費者に暴露を減らし、
小売業者に製品での PFAS の使用を停止するよう求める方法についてのアドバイスも提供している。
欧州委員会の環境局の Kestutis Sadauskas は、グループ化アプローチにより、欧州委員会が
PFASs を規制するためにより迅速に行動できるようになると述べている。 一方、米国では、民主党の大
統領候補であるエリザベス・ウォーレンが、それらの物質の積極的な規制を約束している。
（キ） 化粧品
①

EDCs 化粧品優先順位リスト

EU は、年末に新しい欧州委員会が就任するまで、化粧品における潜在的な内分泌かく乱物質の優
先順位リストの発表を延期した。当初 2019 年第 1 四半期に発表を予定していたリストは、化粧品での使
用が未だ禁止されていない、または発癌性物質、変異原性および生殖毒性 (CMR) 物質に適用される
特定の禁止事項がない、EDCs と疑われている物質を含む。
2018 年末に、委員会は、農薬と殺生物剤の分野における影響評価の中で実施されたスクリーニング
調査に基づいた予備リストを作成した。リストは 12 月に委員会の化粧品に関するワーキンググループと
共有され、さらに入力を行った。これに基づき、EU 執行部は内部分析を行い、消費者安全に関する科学
委員会(SCCS)に相談し、化粧品中の多くの新しい潜在的な EDCs を特定した。リストが公表されると、委
員会はこのデータに対してさらに、3 カ月の公開のデータ募集を開始する。その後、SCCS は、リスク評
価を行う可能性があり、それらが化粧品での使用が安全でないことが分かった場合、これらの物質に対す
る可能な規制措置につながるかもしれない。
2018 年 11 月に、欧州委員会報告書は、化粧品中の内分泌かく乱化学化学物質を管理する EU 規
定は「十分な」ものである、と述べた。報告書は、内分泌かく乱作用を持つ物質に関する化粧品規制の遅
延したレビューの一部である。EU 執行部は、2015 年 1 月までにこれを提供する義務があった。
2018 年末、欧州委員会は、調和された識別基準と一貫した政策を目標とする長年の懸案だった戦
略の一環として、内分泌かく乱化学物質に関連する既存の法律の包括的なスクリーニングを開始する、と
発表した。
欧州議会議員らは戦略を批判し、2020 年 6 月までに玩具、化粧品、FCM （食品接触材料）の分野に
おける内分泌かく乱化学物質に関する具体的な行動を取るように EU 幹部に圧力をかけている。
３） 国単位の動向
（ア） スイス
（i）

BPA・BPS

①

感熱紙中の BPA と BPS の使用禁止

スイス連邦評議会は、ビスフェノール S (BPS)とビスフェノール A (BPA)の感熱紙への使用を禁止す
る票決を行い、これらを禁止する欧州の最初の国となった。
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2019 年 4 月 7 日に承認された決定は 2020 年 6 月 1 日に施行される。2 つの物質の使用は、重量
で 0.02%以上の濃度で感熱紙中で禁止される。企業は、2020 年 6 月 1 日までに遵守する必要がある。
BPA は、生殖毒性と内分泌かく乱特性のために EU の候補リスト上にあり、2016 年に EU での禁止の
対象となり、2020 年から適用される。
BPS は、BPA の代替として欧州中の製紙メーカーによって使用がますます増大している。BPS は EU
規制の対象ではないが、BPA と同様の影響があることが懸念されている。
規制プロセスは「感熱紙から BPA を禁止する EU の決定後」スイス連邦共和国で開始した、と連邦公
衆衛生局の化学物質リスク評価のための科学上の協力者 Anne-Laure Demierre は化学物質管理専門
誌 Chemical Watch に語った。当局は「科学文献に基づく BPS に関する増大する懸念」を考慮した、と
彼女は付け加えた。Demierre 博士によると、制限は暴露から人々を防ぐために重要なだけでなかった。
それは、BPS で BPA を代替しない「信号を出す」ことも意味していた。そして、また信号は、「BPA と同じ
問題に直面する可能性のある代替物に投資しないよう」産業に語り掛ける手段でもあった、と彼女は付け
加えた。
スイスの制限提案は、それに対して感熱紙業界の利害関係者が提案草案に関してコメントを提供する
機会が与えられた 4 ヶ月のパブコメが 2018 年 4 月末に始められた、広範なパッケージの一部だった。こ
の後、さらなるサービス間の協議が続き、パッケージは最終的に連邦評議会によって承認された。
スイス連邦共和国は、国での BPA 代替物の使用がどのように進化しているかを評価するために分析
を「すぐに」公開する予定である。2015 年になされた、同様の研究では、スイスでの感熱紙に使用される
主な発色剤は BPA (約 80%)であり、一方 BPS は「微量」で約 3%であることがわかった、と Demierre
博士は述べた。
NGOs は、スイスの決定を歓迎した。ClientEarth は、グルーピングアプローチに従って BPA が BPS
とともに規制されるべきであることに同意することしかできない、と Chemical Watch に語った。一方
CHEM Trust は、BPS 使用を制御することにおける EU 進展の欠如」を考慮し、スイスの決定を「歓迎す
べき一歩」と呼んだ。しかし、BPS に関連するリスクに関して長い間懸念を表明してきた CHEM Trust は、
「内分泌かく乱特性を有する多くの密接に関連するビスフェノール類がある」という事実について警告し
た。
EU における進展
BPS は許可され、EU で広く使用されているが、物質は ECHA のコミュニティ・ローリング・アクションプ
ラン(CoRAP)にリストされ、潜在的な懸念物質としてベルギーによって評価されている。
BPA の制限が合意された時、潜在的なリスクに対して懸念が引き起こされたが、入手可能な情報は、
「それらを確認できず」、具体的な行動は取られなかった、と EU 当局者は Chemical Watch に説明して
いる。
しかし、委員会は、EU 市場にある感熱紙中での BPA、BPS 及び他の顕色剤の存在に関する情報を
収集することを ECHA に義務付けた、と当局者は付け加えた。ECHA は、すぐに、2014〜2018 年の間の
感熱紙中の異なる顕色剤の使用に関して」レポートを公開する、と当局者は語った。
ベルギーは、現在、内分泌かく乱の疑いおよび CMR 特性に対して BPS を評価している。2019 年 4
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月に、それは、また、感熱紙での BPA の選択肢に関するワークショップを開催した。また、生殖毒性のた
めの BPS の分類と表示を調和するための提案を提出する意向を ECHA に届け出た。
「ECHA とベルギー当局に最近提出された新しい科学的情報」は現在評価されていて、「その後、さら
なるリスク管理措置が必要かどうかに関する決定を支援することができる」と、当局者は語った。
（イ） デンマーク
パー及びポリフルオロアルキル物質（PFASs）

（i）
①

デンマークによる紙と板紙の食品包装すべてにおける PFAS 禁止

デンマークは、EU 全体の行動に先立って、紙および板紙の食品包装材料中のすべての有機フッ素
化合物の禁止案を進める予定であると、同国の環境・食品省が述べた。提案は 2019 年 2 月に最初に明
らかにされ、外部コンサルテーションに入れられ、2020 年 7 月に発効する見込みだ、と同省は述べた。
この動きは、デンマークが製品タイプ中のパーおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)のグループ全
体を禁止する世界で最初の国になるだろう。これは、欧州委員会が 43 年前に定められた基本的な規定
である EU の FCM(食品接触材料)法の評価に関する報告書を公表する数週間前に起きた。
EU では、プラスチック FCM に対して一定の規則が定められているが、他の FCM には調和のとれた
法律が欠けている。一部の加盟国は、国家レベルで特定の規則を採用しているが、これらは一貫性と物
質の両方の面で異なっていることが判明している。
デンマークの国家的禁止は、FCM 中のそれらの物質の EU 規制が施行されるまで適用されるだろうと、
同省は述べた。EU 協議は 5 月に終了し、最終報告書は 2020 年 10 月に予定されている。
デンマークのイニシアチブは、欧州食品安全機関(Efsa)のパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
およびパーフルオロオクタン酸(PFOA)に関するリスク評価に従っている。
EFSA は、2018 年 12 月に、人は 2 つの化学物質において有害影響のリスクがある以前に考えられて
いたよりもはるかに少ない量しか許容することができない、と結論付けた。
PFAS は、紙や板紙材料に脂肪や水を撥く効果を作るために使用される。それらは環境中で分解する
ことは非常に困難であり、それらのいくつかは人や動物に蓄積する、と環境・食品省は述べた。多くは、発
癌物質や内分泌かく乱物質の疑いがあり、免疫系に影響を与える可能性がある。
同省の一部であるデンマーク獣医・食品局は、FCM でのそれらの使用に対して「長い間助言」してき
ており、一部の小売業者は自発的に物質を段階的に廃止している、と同省は付け加えた。
「これらの物質は、我々がもはや EU を待つことができないような健康問題を表している」と、食品大臣
Mogens Jensen は語った。リサイクルされた紙と板紙の使用は禁止後に許可されるが、材料中のフッ素
含有量が食品に移行しないことを保証するバリアで分離されている場合にのみである、と同省は語った。
なお、上記に対して、NGO CHEM Trust は、紙と板紙 FCM の化学物質の EU 規制における「大規模
な欠陥」を強調するデンマークの発表を歓迎した。それは、禁止が一度に 1 つの物質ではなく、PFAS の
グループ全体をカバーするという事実を賞賛した。「これらの持続性のある汚染物質は、食品包装に全く
使用されるべきではない」と、エグゼクティブディレクターの Michael Warhurst は述べた。「この問題を解
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決することは、新しい EU 委員会と議会の優先事項でなければならない。特に今、いくつかの企業はプラ
スチック包装から離れつつある。」
2019 年 5 月に EU 協議に提出されたコメントの中で、スウェーデンの化学機関 Kemi は、いかなるタ
イプの FCM においても PFAS の使用を正当化することは「無防備」であると述べた。
その後、デンマーク環境・食品省は、2019 年 9 月 2 日のプレスリリースにより、デンマーク政府による
食品接触材料に使用される紙及び板紙中の PFAS の使用は 2020 年 7 月までに禁止する予定であるこ
とを公表した。さらに、2019 年 11 月には食品接触材の紙における PFAS を禁止する要求「Order on
food contact materials and on provisions for penalties for breaches of related EU legislation」を欧
州委員会に提出した。
（ウ） フランス
①

ANSES によるビスフェノール B（BPB）の有害作用と内分泌活性の系統的レビュー

2019 年 10 月 16 日に査読されたジャーナル Environmental Heath Perspectives（EHP）に掲載さ
れたレビューで、Helene Serra とフランス食品環境労働安全衛生局（ANSES）の共著者は、動物モデル
および in vitro 機構研究におけるビスフェノール B（BPB; CAS 77-40-7）の有害性と内分泌活性を特定す
るための系統的レビューを完成した。
既存の公開された文献の結果はモダリティによってグループ化され、証拠への重みアプローチがそれ
らへの生物学的に妥当と思われる関係を確立するために使用された。このレビューにより、生殖機能への
影響を報告する 3 つの亜慢性試験、精子形成の変化、精子パラメータの変化、精巣、精巣上体および精
嚢の重量減少を示す 28 日間および 48 週間の試験を含む、36 の公開論文の分析が行われた。
ゼブラフィッシュに関する 21 日間の研究では、暴露された魚は産卵、孵化率、生存率が低いことが示
された。in vitro および in vivo の両方の研究により、BPB はテストステロンの産生を低下させ、「BPA（ビス
フェノール A）と同等以上のエストロゲン様活性」を発揮することが見出された。
このレビューは、「利用可能な in vivo、ex vivo、および in vitro のデータは、限定的ではあるが、BPB
が規制の関係で現在使用されている内分泌かく乱化学物質の WHO 定義を満たしていることを一貫して
示している」と結論付けている。2019 年 8 月、フランスは、欧州化学物質庁（ECHA）に、BPB を REACH
の下で非常に懸念のある物質（SVHC）としてリストすることを提案する意向を通知した。

（３） その他諸国、国際機関の動向
１） OECD
OECD において、内分泌かく乱物質の規制に係る新たな情報はこの 1 年間確認できなかった。
２） 北欧閣僚会議
①

資金提供を受けた研究レビューにおけるエーテル PFAS の情報不足

北欧閣僚評議会によって資金提供されたレビューによると、パーおよびポリフルオロアルキルエーテ
ル物質（PFAE）と呼ばれる PFAS のグループに関する一般的な情報不足がある。それらの化学物質は環
境中で他の PFAS グループと同様に振る舞い、人間の健康と環境に有害である可能性があることを示唆
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する新たな証拠が見出された。
PFAE には、PFOA の代替品である Adona（C7）および GenX（C6）が含まれる。それらはすべてエー
テル結合、つまり炭素鎖中に酸素原子を含んでいる。このレビューにより、EU および 18 か国の 22 の化
学インベントリから 394 の PFAE が特定された。しかし、この調査では、ほとんどの PFAE についてパブリ
ックドメインにおける情報が一般的に不足しており、選択したデータベースには 394 のうち 225 が表示さ
れていないことが確認された。
レビューアは、PFAE を 5 つのサブグループに分けた。


パーフルオロポリエーテル;



フルオロポリマー;



不飽和結合を有するパーフルオロエーテル非ポリマー;



飽和結合を有するパーフルオロエーテル非ポリマー; そして



側鎖パーフルオロエーテルポリマー。

デスク調査により、主要な生産者からサプライヤー、下流ユーザーに至るまで、PFAE の「多様で複雑
な市場」が見つかった。それらの化学物質は、航空宇宙から化粧品まで、多くの産業で製造、販売、使用
されている。おそらく最も有名な PFAE はグループ 4 に該当する GenX である。GenX などの物質に関す
る情報は、これらが環境内で非常に可動性が高く、放出された後に除去するのが難しいことを示してい
る。
このレビューにより、PFAE への人および環境の暴露に関する情報は限られており、断片的であること
がわかった。レビューアは、PFAE の量と使用に関する詳細情報を入手するために、いくつかのメーカー
とサプライヤーに接触したが、成功しなかった。それらの化学物質の多くは EU では、生産または輸入は
比較的少量であるが、それらを組み合わせた影響は環境と人の健康に「重大なリスク」をもたらす可能性
がある、とレビューは示唆している。
３） オーストラリア
①

PFAS 集団訴訟

軍の基地から浸出した化合物 PFAS で汚染された土地（現在 8 つのサイトがあげられている）に住み、
働いている最大 40,000 人がオーストラリア政府を訴え、資産価値が急落していると主張している。訴訟は
クリスマスまでに提出される。クライアントを代表する団体のシャイン・ローヤーズは、アメリカの活動家エリ
ン・ブロッコヴィッチの支援を求めている。「科学はこれらの化学物質について研究している。がんを引き
起こす可能性がある。」とブロッコヴィッチ氏は Law Report に述べている。彼女は「精巣癌、腎臓癌、甲状
腺疾患、甲状腺癌」を PFAS に関連するものの一部として挙げている。これはドイツ、英国、米国を含む国
によって確認されているが、オーストラリアによって否定されている。ブロッコヴィッチ女史は、彼女がこの
問題に対するオーストラリアの不作為と考えているものに「唖然としている。」私たち一人一人は、環境と家
族を愛することについて、ここに共通の絆を持っている。私たちが残すもの、子供たちに残す遺産である。
私たちはそれを破壊している、それは悲痛である」と彼女は言う。「それは恐ろしいことであり、私たち全員
にとって懸念すべきことである。」国防省は、そのウェブサイトで「現時点で PFAS 暴露に起因するヒト疾患
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またはその他の臨床的に重大な害の証拠はない」と述べている。しかし、PFAS が人と環境で持続する能
力を考えると、PFAS への暴露を最小限に抑えることも推奨される。ブロッコヴィッチ女史は、政府の立場
は妥当でないと主張する。「彼らは警告を発する。魚を食べないで、限られた魚を食べて、水を飲まないよ
うに。しかし、一方で、それは安全だと人々に伝えている」と彼女は言う。「これは非常に紛らわしいメッセ
ージである。」
重要な点は以下である。


最大 40,000 人のオーストラリア人が PFAS 汚染に対する集団訴訟を開始する態勢を整えている



彼らは、政府の立場が妥当でないと言うエリン・ブロッコヴィッチに支援されている



訴訟のあるクライアントは、水汚染が彼女の家族の生活様式を変えたと言っている

４） ニュージーランド
①

消火泡薬剤中 PFAS の段階的廃止計画

ニュージーランド EPA（以下 EPA）は、消火泡薬剤中でのパーおよびポリフルオロアルキル物質
(PFAS)の使用を段階的に廃止する計画について協議している。
EPA は、「すでに世界中で使用されている今入手可能な PFAS 消火泡薬剤のフッ素フリーの代替品
があるので、これらのタイプの泡薬剤は段階的に廃止されることができると考えている」と述べた。消火泡
薬剤は、ニュージーランドの消防化学品グループ標準 2017 の下で規制されている。提案された改正案
は、有害物質及び新生物法の下での適用として扱われている。
改正案は、「現代」フルオロテロマーC6 泡薬剤だけでなく、「レガシー」フルオロテロマーC8 水性フィ
ルム形成泡薬剤(AFFFs)を段階的に廃止するだろう。
EPA は、以下を含む、グループ標準に対する多くの変更を提案している。


2 年間、使用が完全に封じ込められることができない消防車のようなシステム中に既に設置されて
いる PFAS を含む消防発泡製品の使用を許可する



5 年間、PFAS を含む消火泡製品が、それらが既に固定システム中に設置されているところで、ま
たはそれらの使用が現場で完全に封じ込められることができるところで、使用されることを許可す
る



非フッ素化泡製品に移行する際、残留 PFAS 化合物を除去するために、すべての消防システム
の徹底的なクリーニングを要求する



すべての輸入業者および/または製造業者に対し、最初に輸入または製造された消火泡製品の
組成を EPA に通知するよう求める



PFAS およびすべてのフッ素化有機廃棄物を含むすべての消火泡製品が承認された方法によっ
て安全に処分されることを要求する



泡薬剤のサプライヤーがフッ素含有量の生産者の証明を明確に表示することを確実にする

EPA は、現在ニュージーランドに処分のための施設がないことを認めている。「認可された施設での処
分のための輸出は、唯一の実行可能な選択肢である」と、EPA は述べている。
PFOS および PFOA は、ストックホルム条約の下で持続的な有機汚染物質（POP）として既にリストさ
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れているため、グループ標準の範囲から除外されている。ただし、PFOA 関連化合物を含む発泡薬剤は、
移行期間中は範囲内に留まるであろう。2019 年 9 月 26 日に WTO にその意向を通知した EPA は、12
月 2 日まで提案に関するパブリックコメントを求めている。それは、すべての送信者にコメントの概要を送
信し、最終的な決定を公開していく。
５） スウェーデン
①

研究者チームによる長鎖より除去が困難な水系中「超短鎖」PFAS の発見

スウェーデンの研究者は、「超短鎖」パーフルオロアルキル物質（PFAS）が環境中に広く存在すること
を発見した。これらの物質は、長鎖の同類化合物よりも水系から除去するのがはるかに難しい、と彼らは
警告している。
PFAS のほとんどの研究は、炭素原子の数が多い化学物質に焦点を合わせている。最大 3 つの炭素
原子の骨格を持つ超短鎖化合物は、極性が高く、従来の分析手法では検出が困難である。さらに、主に
製造不純物として発生するこれらの物質の「毒性についてはほとんど知られていない」と、オレブロ大学の
Man-Technology-Environment Research Center（MTM）の研究者は述べている。
タンデム質量分析と組み合わせた超臨界流体クロマトグラフィーを使用して、彼らは、消火訓練場、埋
め立て地、および有害廃棄物管理施設の近傍といった、汚染の可能性がある場所の近くで収集された全
ての水サンプルで超短鎖化学物質を見出した。それらには、トリフルオロ酢酸（TFA）、パーフルオロプロ
パン酸（PFPrA）、トリフルオロメタンスルホン酸（TFMS）、パーフルオロエタンスルホン酸（PFEtS）、およ
びパーフルオロプロパンスルホン酸（PFPrS）が含まれる。
超短鎖化合物は、非常に水溶性であり、有機物によく吸着しないため、環境内での移動性が高くなる。
「私たちは雨水サンプルでもそれらを確認している。それらは非常に可動性があり、水生環境で非常に簡
単に分布するが、空気を介しても分布しているようである」とイングリッド・エリクソン・ジョグステンは述べた。
持続性はあるが、これらの物質は長鎖 PFAS よりも生体内に生物蓄積する可能性が低い、と彼女は付け
加えた。
TFA は最も研究されている超短鎖 PFAS であり、ハイドロフルオロカーボンとハイドロクロロフルオロカ
ーボンの分解によるも可能性がある。
スウェーデンの研究では、埋立地の近くの TFA の濃度が他の場所よりも高いことが確認された。研究
者らは、ほとんどのサンプルで TFMS を検出し、消火訓練サイト、埋め立て地、廃棄物管理施設からのサ
ンプルの濃度は同程度であった。
「予防的措置」が、それらの化合物の潜在的な毒性が十分に定義されていないことを考慮して取られ
るべきである、と彼らは Environmental Science and Technology 誌に書いている。
超短鎖 PFAS は、現在の処理方法では水から除去するのが困難であるが、逆浸透法は可能性がある
と研究者は述べている。
廃水処理プラントでよく使用される粒状活性炭システムは、より長い鎖の化学物質でよりよく機能する。
「これらの非常に極性の高い化合物では、水からそれらを除去するために他の保持メカニズムが必要であ
る」とジョグステン博士は述べた。「超短鎖化合物の濃度は、処理できなければ増加する可能性がある」と
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彼女は警告した。たとえ体内に蓄積しないとしても、人はそれらの化学物質に継続的にさらされる可能性
がある、と彼女は付け加えた。数千の PFAS が使用されているため、すべてをテストすることは不可能であ
る。 「我々は多くの未知の有機フッ素化合物があることがわかっている。一部のサンプルでは、超短鎖化
合物が大きな割合を占める可能性がある。」と Josten 博士は述べた。
６） その他
①

BPS が前立腺に影響を与える可能性に関する研究

ブラジルの研究者らのげっ歯類の研究によると、ビスフェノール S (BPS)は前立腺の内分泌かく乱化
学物質として作用する可能性がある。
BPS は、BPA の最も安価な代替品であり、BPA は、生殖毒性であるために、非常に高い懸念のある
物質の候補リストに記載されている。また、BPS は、人の健康と環境におそらく深刻な影響を引き起こす
内分泌かく乱作用がある。その結果、EU の製紙メーカーは、2016 年の制限に従って感熱紙中の BPA
をますます BPS に置き換えており、それは 2020 年に施行される。
「これらのビスフェノールの類似体の無秩序な生産は、環境中へのこれらの化合物の大規模な放出を
促進し、健康に対するこれらの物質の影響の知識はまだ非常に乏しい」と、ブラジルの研究者らは雑誌
Reproductive Toxicology で書いた。
ブラジルのゴイアス連邦大学の Fernanda Cristina Alcantara Santos が率いる研究者らは、40μg/kg/
日の用量で、28 日間 BPS にスナネズミを暴露させた後、BPS と BPA 投与スナネズミの前立腺を調査
した研究結果を報告した。
研究によれば、両方のタイプのビスフェノールの暴露がテストステロンまたはエストラジオールの血清レ
ベルに変化を引き起こさなかったことを示した。形態学的には、雌の前立腺に対する BPS および BPA の
効果は類似しており、前立腺組織区画の変化、腺過形成、アンドロゲンおよびエストロゲンαの上方制御
ならびに細胞増殖の増加を含んでいた。雄では、前立腺が BPS 群でより顕著な形態学的変化および増
殖性異常を示したため、BPS および BPA は異なる効果を促進した。したがって、この研究は、BPS が雄
および雌のスナネズミの前立腺において内分泌かく乱を引き起こしたことを示した。
2015 年の見解で、ECHA のリスク評価委員会 (Rac)は、BPS は「BPA と同じ多くの健康有害作用
があると疑われる」と、述べた。ベルギーは、BPS を潜在的な内分泌かく乱物質と、疑わしい CMR (発が
ん性、変異原性、生殖毒性) 物質として評価している。
②

PFAS 段階的廃止の加速

科学者の国際的グループは、―パー及びポリフルオロアルキル物質（PFASs）に関連して－それらの
使用の「不可欠性」に従って懸念化学物質を区別するための方式の概略を示してきている。目的は、免
除の根拠となるべき使用を識別することを助けることによって、規制当局が化学物質を段階的に廃止する
方法を改善することである。スキームは、チューリッヒ声明中の規則の変更を 2018 年に要求した、学者と
規制科学者のサブグループ、Global PFAS Science Panel の仕事である。それは、オゾン層破壊物質の
段階的廃止を要求したモントリオール議定書からの「不可欠な用途」概念に基づいている。
プロトコルは不可欠な用途を以下のように定義している。
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健康、安全や社会の機能のために必要なもの、と



それに対して利用可能な技術的に経済的に実現可能な代替手段がない用途

Environmental Science：Processes & Impacts に 5 月に掲載された論文に記載されているスキーム
は、3 つのカテゴリのいずれかに物質を割り当てる。


カテゴリ 1：非不可欠、物質は「あると便利」と見なされるかもしれない機能を満たす



カテゴリ 2：置換可能、それは重要な機能を満たしているが、実行可能な代案が存在する



カテゴリ 3：不可欠

スキームを PFASs に適用する場合、科学者は、たとえば、化粧品でのそれらの使用をカテゴリ 1 に、
および塩素－アルカリ処理用の膜でのそれらの使用をカテゴリ 3 に割り当てるだろう。
「1 段階で PFASs のすべて使用を禁止することは現実的でなく合理的もでない」と彼らは言う。「ただし、
いくつかの用途が健康、安全性や今日の社会機能に不可欠であると見なされない場合、それらは、十分
な機能とパフォーマンスを提供する機能上の代替物をまず見つけることなく、排除されることができる。」
残留性有機汚染物質からのリスクを制御することを目指す、ストックホルム条約は、いくつかの用途を
免除する条項を含んでいる。ただし、法的テキストは、「特定の免除」と「許容できる目的」のような主要な
用語が適用される必要があるそれらを識別するための明確に定義された基準を含んでいない。
科学者は、「何が不可欠な用途を構成するかについての明確な法的なガイドラインは、ストックホルム
条約やその他の規制の枠組みに利益になっていく。」と結論付ける。
市場はどんな化学物質が価格を通じて不可欠であるかを決定すべきかと質問され、ストックホルム大
学環境科学教授で論文の第一著者、Ian Cousins は以下のように回答した:「市場は非常に不完全であ
る。人の健康と環境への影響のような化学物質のコストの多くは、化学物質の価格に反映されない外部性
で、社会全体が負担している」。
消費者行動の役割に関して、論文の共同著者のチューリッヒ工科大学（ETH Zurich）の Zhanyun
Wang は、業界は、情報に基づいた意思決定を促進するために、消費者製品中の化学物質について透
明性があるべきである、と述べた。「我々は、皆、このような情報を良く理解することを助けるためスマートフ
ォンアプリを持っている。だから消費者は理解できないだろう、と恐れることはない。」
NGOs ChemSec と Health and Environment Alliance（HEAL）はスキームを歓迎した。「「これが本
当に我々が社会として必要とする機能ではない」と言う権限を持つ組織は現時点ではない。これは、たと
えば、最も危険な化学物質の代替が、それが全く同じ審美的な品質を提供していない場合、代替可能で
あるとはみなされないという、REACH 承認プロセスのための議論において、非常に明白である。」と
ChemSec の Anna Lennquist は言った。
Cousins 教授は、スキームを REACH 高懸念物質に適用することは、置換をスピードアップするだろう、
と付け加えた。
しかし、米国に拠点を置く PFAS 貿易協会、FluoroCouncil は、批判的だった。「PFASs についての
不備のある仮説の多くのように、この「不可欠性」議論は、すべての PFASs が同じである、および、すべ
ての PFASs はいくつかの固有のリスクを提示する、という不正確で誤解を招く考えを永続化する」と、協会
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のエグゼクティブディレクター、Jessica Bowman は言った。スキームにおける不備の単純な例は、「不可
欠な」用途としての医療機器や非不可欠な用途としてのデンタルフロスの扱いである、と彼女は付け加え
た。「両方はフッ素樹脂を使用する、それは―それらの物理的・化学的特性のため―不活性で生物学的
に利用不可能であり、そのため最終用途に関係なく、有意な毒性懸念を呈さない」。
③

人の皮膚からの BPS の吸収

レシートを扱う人ボランティアを使った小規模な研究「Comparison of Bisphenol A and Bisphenol S
Percutaneous Absorption and Biotransformation」によると、人の皮膚は、ビスフェノール A ほど容易に
はビスフェノール S を吸収しない。しかし、また、研究結果は、一度吸収された BPS は BPA と同じくらい
容易には代謝されないことを示唆する。
BPS は、BPA に代わるものとして広く使用され、レシートを含む、ある範囲の紙製品で検出されている。
2019 年 5 月、スイスは、レシートとして使用される感熱紙中での使用から BPS と BPA を禁止する欧州で
の最初の国となった。さらに、ベルギーは現在内分泌かく乱の疑いがあるとして CMR 特性とともに BPS
を評価している。
BPS は BPA と同じような分子サイズと構造を有し、「内分泌かく乱活性に関して優位性がないと思わ
れる」と、論文の著者、中国北京市の北京大学の Jiaying Liu とスウェーデンのストックホルム大学の
Jonathan Martin は述べている。
研究者は、EpiDerm と呼ばれる再構成された人の表皮組織の in vitro モデルと人の試験を用いて、
化学物質がどのように吸着され、代謝されるかを研究した。彼らは、彼らの研究が、皮膚がどの程度効率
的に BPS を分解するかを評価する最初の研究であることを示唆する。
In vitro と人の研究の両方は、BPA と比較して BPS のより低い皮膚吸収を示唆し、レジのレシートを扱
った後に手ふきに拭き取られる BPS の質量は BPA の平均 5 倍以上だった。
「これらのデータは、感熱レシート中で BPS の同じ量で BPA を置き換えることは皮膚暴露の後に続く、
ビスフェノール類の合計内部用量を減らすことができることを示唆する」と、Environmental Health
Perspectives で研究者は記述する。
さらに研究者らは、経皮暴露後の尿中のビスフェノールを測定したが、尿中の BPA と BPS の濃度の
相対的な時間傾向は類似しているように見え、本研究における遊離 BPS の割合は同じ被試験者におけ
る BPA よりも高かった。これは BPS の総計生物転位効率が BPA より低いことを示唆している。
この結果と一致して、経口投与後のヒト薬物動態研究は、全尿中 BPA のわずか 0.1%と比較して、全
尿中 BPS の約 3%が共役化されていないことを示した（Thayer ら、2015）。ヒトの肝臓および腸のミクロソ
ームは環境的に適切な濃度では BPA よりも BPS のグルクロン酸抱合に有効性が低いので、これらの違
いは BPS のグルクロン酸抱合の効率が低いことに起因するかもしれない（Karrer et al.,2018）。非共役ビ
スフェノールのみがエストロゲン受容体に結合することを考えると（Matthews ら、2001 年； Snyder ら、
2000 年）、遊離 BPS のより高い相対量は内分泌かく乱の懸念がある。
しかし、彼らは 皮膚の代謝容量が限られていることが二つのビスフェノールの相対的なリスクを評価
する場合に考慮されなければならないとし、BPS の生物転位効率（biotransformation）と体内分布のさら
なる研究を提唱した。
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④

インドチームによる文献からの潜在的 EDCs 特定

インドの研究者らは、利用可能な文献を検索・分析することによって 686 の潜在的な内分泌かく乱化
学物質(EDCs)を特定した。これらの潜在的な EDCs のほとんどは、有害な生殖や代謝への影響の証拠
を持ち、消費者製品で使用されている。
Bagavathy Shanmugan Karthikeyan と Janani Ravichandran が率いる、Chennai の数理科学研
究所のチームは、化学物質が EDCs である可能性を特定するために、16,000 以上の出版された研究論
文を評価した。また、彼らはさらなる EDC 研究を支援するために公開のオンライン ツールを作成した。
研究者らは以下の手順で EDCs の特定を行った。
① 文献を取り出した
② 研究タイプと試験生物に基づいてそれを選別した
③ 選別された論文から試験化学品を集積した
④ 観察された影響の優位性を評価することにより EDCs を特定した
EDCs とそれらの毒性プロファイルの公開オンラインデータベースは DEDuCT と呼ばれる。チームは、
類似した化学構造または類似のターゲット遺伝子を持つ化学品をリンクするべく 2 つの EDC ネットワーク
を構築するためにそれを使用している。
さらに、分析は、化学構造の類似性と EDC の標的遺伝子の間の相関の欠如を明らかにし、EDCs の
有害影響を予測するための計算モデルの開発の挑戦の必要性を強調している、と雑誌 Science of the
Total Environment に研究者は書いた。多くの従来のコンピューター 定量的構造活性相関（Qsar）モデ
ルは、化学的類似性と生物活性を使用して予測を行う。インドチームは、それらが「高い予測力を持って
いる可能性が低い」ことを示唆する。代わりに、化学構造、投与情報、標的遺伝子、および全身レベルの
摂動に関する DEDuCT 中の情報を使用する計算モデルを構築することが、「より良い予測能力を持つか
もしれない」と彼らは示唆する。
チームは、観察された有害影響のリストを蓄積するとともに、最大無毒性量(Noaels)と最小毒性量
(Loaels) を決定するため報告された試験からの投与情報を引き出した。
最後に、彼らは、出版されている実験中の裏付けとなる証拠の種類に基づいて、DEDuCT 中の 686
EDCS を以下の 4 つのカテゴリに分類した。


カテゴリ I：in vivo ヒト実験からの裏付けとなる証拠を持つ (7 化学物質)



カテゴリ II：in vivo げっ歯動物とヒト細胞を用いた in vitro 実験からの裏付けとなる証拠を持つ
(142 化学物質)



カテゴリ III：in vivo げっ歯動物実験からの裏付けとなる証拠を持つだけである(367 化学物質)



カテゴリ IV：in vitro ヒト実験からの裏付けとなる証拠を持つだけである(170 化学物質)

カテゴリ II、III、IV 中の潜在的な EDCs のすべては、追加実験とさらなるリスク評価が必要になる、と研
究者は提案する。
DEDuCT 使用者は、裏付けとなる証拠、環境源、化学分類、または全身レベルのかく乱に基づいて
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EDCs を判断するために選ぶことができる。研究者らは、このリソースが今後の研究、特に EDCs によって
引き起こされる全身レベルのかく乱の機構的な理解に役立つことを願っている。
⑤

国際スキー連盟によるスキーワックス中の PFOA の示唆研究

スウェーデンの研究者は、ノルウェー最大のスポーツ店の一つから購入した 11 のスキーワックスにお
いて高レベルの PFOA を特定した。
調査結果は、国際スキー連盟の来年の冬からのすべての競技スキー分野にわたるパーおよびポリフ
ッ素化物質(PFASs)の禁止をフォローする。
ストックホルム大学の Merle Plassmann と Ian Cousins は、ノルウェーの新聞 Dagbladet のために製
品を分析した。懸念は、ワックスが雪の中でこすり落ち、環境に残ることが可能であることに起因する。
「この種類（class）の物質はすべて、非常に持続的なので、環境に放出されると、私たちが知る限り、
それらは永遠にそこにある。それらは永遠に環境中にあることになる足跡、スキートラックを残している。」
と、Cousins 教授は新聞のインタビューで述べた。
PFAS 製品に代わる生分解性の代替品はすでに入手可能だ、と彼は付け加えた。「それらは必須の
使用ではない。我々はこれらの物質を置き替えることができる。」
9 つの製品の PFOA レベルは、REACH の下で物質の制限のために 2020 年 7 月から適用されるし
きい値(グラムあたり 25 ナノグラム；10 億分の 25)を超えた。平均して、試験された製品は PFOA レベルが
閾値の 134 倍、一方 1 つのワックスは 1,200 倍以上あった。
スキー潤滑剤製造業は「製品の化学的構成を変えるために多くのことをしてきていない」と、Cousins
教授は言った。分析は、業界が長鎖 PFAS の使用から、それほど持続的ではないかもしれない短鎖化学
物質に移行してきたことを示唆しない、と彼は付け加えた。
研究者たちは「製造業者が新しい調剤に移行したと言ったので驚いた」と、Cousins 教授は化学物質
管理専門誌 Chemical Watch に語った。製造業者は、分析された製品は調剤の変更前に作られた「古い
在庫」である、と言う。
⑥

国際スキー連盟による 2020-21 シーズンに向けた全フッ素化ワックスの禁止

国際スキー連盟(Fédération Internationale de Ski ;FIS) 評議会は、ドイツのコンスタンツで開催され
る毎年の秋の会議で、2020 年から 21 年のシーズン以降、すべての FIS 分野でフッ素化ワックスの使用
を禁止することを投票した。フッ素化ワックスは、スキーおよび産業界での広範な使用に関連するさまざま
な環境および健康上のリスクのため、近年精査されてきている。FIS の決定によれば、FIS の専門家であ
る Atle Skaardal（アルパイン）と Pierre Mignerey（クロスカントリー）およびスキーおよびワックス業界のメ
ンバーが率いる専門の FIS ワーキンググループが、今後の規制と管理手順を確立するために結成される。
ノルウェースキー連盟は、すべてのレーサーU16 および昨シーズンのフッ素の使用を禁止し、ワックスの
広範な禁止が今後実行可能かどうかを判断するために、FIS によるテストケースとして使用された。とりわ
け、新たに結成された委員会は、スキーでのフッ素のテストを簡単に管理できる信頼性の高い方法の開
発と、競技会でこれらの新しい規則を実施する方法の開発に取り組む。
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⑦

有害化学物質ゼロ排出（ZDHC）プログラムによる報告

2011 年に開始された「有害化学物質ゼロ排出（ZDHC）」プログラムは、30 の署名ブランド、101 のバリ
ューチェーン関連会社、19 のアソシエイト－すべての組織が繊維、アパレル、皮革、履物業界－からなる。
プログラムは、アパレルブランドは 11 グループの懸念化学物質を段階的に廃止するよう推進した、グリー
ンピースのデトックスキャンペーンに対応して開始された。
その最初のインパクト報告書で、アパレル・テキスタイル部門の ZDHC グループは、依然として課題と
なっているグループだけでなく、特定の化学品グループの排除に向けて、その進展を確認している。
ZDHC の報告書は、廃水の結果は、11 の優先化学品グループのほとんどが「もはや ZDHC コミュニティ
によって意図的に使用されていない」ことを示している、と記している。しかし、それは、メンバーがまだ代
替品を見出そうとしている課題が残る 3 つの化学品グループを強調している。これらはアルキルフェノー
ルエトキシレート(APEOs)、フタル酸エステルおよび過フッ素化化学物質(PFCs)である。 「いくつかのメ
ーカーがすでにそれらを段階的に廃止してきている一方、他は同等の効果的な代替品を考え出すことが
特に難しいことを見出している」とレポートは述べている。しかし、それは、「継続される努力とイノベーショ
ンで、この 3 つの残りの危険なグループは、すぐに置き換えられる可能性が高い」と、付け加えた。
ZDHC は、繊維、皮革と履物を加工する施設で意図的な使用を禁止する化学物質を定めた、業界で
調整した製造制限物質リスト(MRSL)を開発し、共同で実施することによって「マインドシフト」を生み出し
た、と述べている。
「2011 年に ZDHC が結成される前は、ブランドは通常、完成品に存在する可能性のある化学物質に
しか対処しない制限物質リスト(RSL)を通じて製品の安全性を管理していた。
有害化学物質が最終商品中に一定の濃度を超えて存在しない限り、それらは製造プロセスで使用さ
れることができることを意味したので、これは最良のアプローチではなかった、と付け加えた。
ZDHC は、また、セクターが「2020 年までに有害化学物質の意図的な使用を段階的に廃止する方向
に進む」ことを可能にするため、ロードマップとツールを開発することによって「土台」を築いてきた。
ゼロプログラムへのロードマップは、もともと有害化学物質の段階的廃止のマイルストーンとして 2020
年を設定した。「我々は 2011 年に始めたが、どれもまだ達成できていない。しかし、我々はブランドの増
加、急速に成長するコミュニティ、そしてゼロ排出に向けて前進するという確固たるコミットメントを続けるつ
もりである」と、組織の事務局長 Frank Michel は言った。11 種類の化学物質が唯一の懸念物質ではない
ため、MRSL はより多くの物質を持ち、情報が利用可能になるにつれてそれらを追加し続けるので、それ
は動く目標である、と彼は付け加えた。
報告書は、ZDHC の創設以来、回避または段階的に廃止された有害化学物質の量に関する具体的
な数値を提供していない。
Michel 氏は化学物質管理専門誌 Chemical Watch に対し、2011 年以降のセクターの急速な成長と、
その間のトレーサビリティの欠如のために、そのような数字を得ることは困難である、と語った。
さらに、化学品サプライヤーは、繊維セクターに提供する化学物質に関する情報を ZDHC への報告ツ
ールにアップロードし始めたばかりである。
「化学産業は現在順調に進んでおり、製品をアップロードする Chemical Gateway のような我々向け
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のツールを提供している。そして、これにより ZDHC コミュニティが化学物質を入力するためのより良いデ
ータを記録する能力が実際に開始する」と、報告書は記述する。
Greenpeace Germany の消費と毒物に関する運動家、Viola Wohlgemuth は、ZDHC の 2020 年の
目標は当初、緊急性と野心のレベルを形作るために設定されていたが、タイムラインを切り捨てる「達成ま
たは失敗」ではない、と Chemical Watch に語った。「Detox のコミットされたブランドは、『土台』を築いた
だけでなく、重要な進歩につながった行動がとられてきている」と、彼女は言った。

（４） 我が国の動向
日本において、内分泌かく乱物質の規制に係る新たな情報はこの 1 年間確認できなかった。

２.

国際機関におけるガイダンス・テストガイドライン・規格等の動向

２.１. OECD テストガイドラインに係る動向
OECD WPMN に関連した、テストガイドライン（TG；Test Guideline）、ガイダンスドキュメント（GD；
Guidance Document）の制定、改訂は、WPMN で議論、承認の後 WNT（Working Group of the
National Coordinators for the Test Guidelines Programme）に SPSF（Standard Project Submission
Form）を提出し、承認されてから活動が開始される。

（１） WPMN における活動状況
WPMN のスポンサーシッププログラムの結果が出始めてから、専門家が参加するワークショップが開
催され、その場で既存 TG のナノ材料への適用性や改訂、新規制定の必要性が議論され、WPMN に対
する推奨が出されている。WPMN ではこの推奨に対する議論およびリード国の募集を行い、TG、GD の
制定、改訂作業が開始される。表 ２-1 に過去に行われたおよび今後開催予定のワークショップを示す。
2019 年に開催された 2 つのワークショップの概要については、4.2 に詳述している。
ワークショップとは別に、専門家によるスポンサーシッププログラム ドシエデータの評価が行われつつ
あり、その評価を通じても、既存 TG のナノ材料への適用性や改訂、新規制定が議論されていく。
WPMN の活動は、これまでスポンサーシッププログラムを中心に行われてきたが、スポンサーシッププ
ログラムの結果がほぼ出たことや、REACH 規則改正に向けて、今後はナノ材料に適用できる既存のテス
トガイドラインの修正や、新規テストガイドラインの開発等が望まれており、WPMN の活動としては新たな
段階として、既に試験方法等に関して検討を進めている、ISO/TC229 や欧州が中心となって進めるマル
タイニシアチブ等とのコラボレーションにより各種テストガイドラインの修正・開発等に向けて急速に検討が
進められている。
また、WPMN では現在の作業計画が 2020 年に終了することから、次期作業計画（2021-2024）の検
討が進められている。次期作業計画には、前回の WPMN 会合（WPMN19）でも一部議論されたように、
新たな材料である「アドバンストマテリアル」の WPMN への取り込みと、それらの材料の安全な使用に向
け、設計段階から廃棄までを検討した製品化の重要性に着目した「safe-by-design」の考え方の導入に
向けた検討が進められ、2019 年 12 月に開催された WPMN 次期作業計画会合では、上記 2 点の
WPMN への取組みに関して議論が行われた。WPMN 作業計画会合の詳細については、4.1 で詳述す
るが、同会合による議論により、WPMN 次期作業計画会合に、「アドバンストマテリアル」を含めることで合
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意されている。ただし、「アドバンストマテリアル」の定義等についてはまだ議論が必要であるとされ、次期
WPMN20 では、次期作業計画会合への「アドバンストマテリアル」の取込みに向けて、継続して議論され
る予定である。
表 ２-1 過去に行われた WPMN 専門家ワークショップ
ワークショップ名

期日/場所

報告書

ナノ材料の吸入毒性試験

2011 年 10 月 19-20 日/ハーグ、オランダ

環境毒性と環境中運命
工業ナノ材料の物理化学特
性
工業ナノ材料の遺伝毒性

2013 年 1 月 29-31/ベルリン、ドイツ
2013 年 2 月 28 日-3 月 1 日/ｹﾚﾀｵ、ﾒｷｼｺ

トキシコキネティクス

2014 年 2 月 26-28 日/ソウル、韓国

物理化学特性；測定と方法
工業ナノ材料のカテゴリゼー
ション
工業ナノ材料の in vivo 吸入
毒性スクリーニング法の情報
共有セミナー
ナノ材料のグルーピングとリ
ードアクロス
工業ナノ材料の試験に関す
る非動物手法の規制的受入
に向けたセミナー
ナノ材料の暴露測定と暴露
軽減
工業ナノ材料の物理化学的
特性
ナノ材料のグルーピングに関
する科学ワークショップ

2014 年 6 月 18-19 日/ﾜｼﾝﾄﾝ DC、米国
2014 年 9 月 17-19 日/ﾜｼﾝﾄﾝ DC、米国

ENV/JM/MONO(2012)1
3
ENV/JM/MONO(2014)1
ENV/JM/MONO(2014)1
5
ENV/JM/MONO(2014)3
4
ENV/JM/MONO(2016)2
4
ENV/JM/MONO(2016)2

ナノ材料の環境運命と生体毒
性に関する WNT 専門家会合
ナノ材料のリスク評価及びカテ
ゴリゼーションのための有害転
帰経路（NanoAOP）の開発に
関するワークショップ
EU 2020 プロジェクト「現実的
なナノ材料有害性評価のため
の生理学的に固定されたツー
ル（PATROLS）」が主催するス
テークホルダーワークショップ

2018 年 12 月 12－13 日／アロナ、イタリア

2013 年 11 月 18-19 日/オタワ、カナダ

2015 年 9 月 21 日/ﾜｼﾝﾄﾝ DC、米国

2016 年 4 月 13-14 日/ブリュッセル、ベル
ギー
2018 年 2 月 14 日/パリ、フランス

ENV/JM/MONO(2016)9
－

ENV/JM/MONO(2016)5
9
－

2018 年 8 月 25-26 日/オタワ、カナダ
2018 年 9 月 11 日/パリ、フランス
2018 年 9 月 12-13 日/パリ、フランス

－
－
－

2019 年 9 月 11 日／パリ、フランス

－
2019 年 9 月 12 日／パリ、フランス

－

既にリード国が決まり WNT で承認されたテストガイドラインおよびガイダンスドキュメントの改・制定プロ
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ジェクトを表 ２-2、表 ２-3 に示す。
表 ２-2 テストガイドライン計画・進捗状況
Proj.
プロジェクト
No
SECTION 1 物理化学特性

リード

1.3

工業ナノ材料の比表面積の決定に関する
TG

1.4

工業ナノ材料の粒子サイズ及びサイズ分布
に関する TG

1.5

溶解度／溶解度率に関する TG

デンマーク

1.6

ナノ及びマイクロスケール材料の表面化学
及びコーティングの同定及び定量に関する
新規 TG

ﾃﾞﾝﾏｰｸ/独
2018

1.7

工業ナノ材料の表面疎水性の決定に関する
新たな TG

EU(JRC)
2018

1.8

工業ナノ材料の巻き上がり性（dustiness）の
決定に関する新規 TG

仏/ﾃﾞﾝﾏｰｸ
2017

SECTION 2 生態系への影響
SECTION 3 環境運命、生物分解性と生物蓄積性
3. 9
様々な水系媒体中のナノ材料のｱｸﾞﾛﾒﾚｰｼｮ
ﾝ挙動の TG
3.10

金属ナノ材料の水系環境中溶解速度の新
規 TG

3.11

廃水からのナノ材料除去の新規 TG

3.12

ナノ材料への TG305 の適用

-

ドイツ
2018

独
2014
米
2014
米
2014
英国/ｽﾍﾟｲﾝ
2014

ナノ材料の水生（環境）移行の決定に関する
新規 TG

SECTION 4 ヒト健康影響
ナノ材料に対する、in vitro 皮膚感作性試験
のキーイベントベースの TG442D の適用性
ナノ材料に対応するための、毒性動態のテ
ストガイドライン又は TG 417 の改正

No.

EU（JRC）
2018

ｵｰｽﾄﾘｱ
2018

スイス
2018
ｵﾗﾝﾀﾞ/米国
2018

備考
2018 年 4 月 WNT に SPSF 提出、
承認。
2019 年 4 月専門家グループ設
置。
2018 年 4 月 WNT に SPSF 提出、
承認。2019 年 3/4 月ラウンドロビ
ンテスト実施。TG110 と関連。
2018 年 5 月に SGTA 電話会議。
2020 年に GD 及び TG ドラフト版
を WNT 専門家グループの WG に
提出予定。
2018 年 11 月 WNT に SFSP 提
出。TG318・117、プロジェクト 3.9
と関連。
2017 年 12 月に WPMN に提案。
2018 年 11 月 WNT に SPSF 提
出。

ドラフト TG 完成、2016 年春に
WNT による第 1 回目のコメント、
秋に第 2 回目のコメント。
2018 年 12 月に WNT 専門家会合
で改訂ドラフト版の検討。TG318、
プロジェクト 3.9 と関連。
2018 年 12 月に WNT 専門家会合
にドラフト提出。2019 年コメント対
応とドラフト版 TG 改訂予定。
2018 年 12 月に WNT 専門家会合
で検討。
2018 年 2 月 WPMN にて提案。
TG 318 とナノ溶解性に関するガイ
ドラインの補完。2018 年 11 月
SPSF 提出。
2018 年 5 月に SGTA 電話会議。
2018 年 11 月に WNT 提出。
2018 年 5 月に SGTA 電話会議。
2020 年 WNT-32 で議論予定。
2020 年中に新規 TG 化又は改正
予定。

表 ２-3 ガイダンスドキュメント計画・進捗状況
プロジェクト
リード
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備考

No.
プロジェクト
SECTION 1 物理化学特性
ナノ及びマイクロスケール材料の表面化学
1.6 及びコーティングの同定及び定量に関する
新規 GD
水及び関連する合成生物学的媒体中でのナ
ノ材料の溶解性及び溶解速度の決定に関す
る TG 105 の改訂に係る GD
SECTION 2 生態系への影響
2.51

ナノ材料の水棲（底棲）生物毒性試験の GD

リード
ﾃﾞﾝﾏｰｸ/
独
2018
ﾃﾞﾝﾏｰｸ/
独
2018

カナダ/米
2014

備考
2018 年 11 月に WNT に SPSF
提出。
2018 年 11 月に WNT に SPSF
提出。TG105、プロジェクト
3.9/3.10 と関連。
ドラフトの 2018 年 12 月に WNT
専門家会合でレビュー結果検討。
2019 年 4 月の WNT31 に承認の
ための提出、承認。

SECTION 3 環境運命、生物分解性と生物蓄積性

3.9

水系媒体中のナノ材料のｱｸﾞﾛﾒﾚｰｼｮﾝと溶
解挙動の GD（ディシジョン・ツリー）

独
2014

3.10

金属ナノ材料の水系環境中溶解速度の TG

3.12

ナノ材料の見かけ蓄積ポテンシャル評価の
新規 GD

英国/ｽﾍﾟｲ
ﾝ
2014

3.14

TG312「土壌浸出」を用いた土壌中のナノ材
料の挙動の試験に関する GD

独/加
2017

3.xx

環境（非生物）形質転換に関する GD

米
2014

ｵｰｽﾄﾘｱ
2018

2018 年 12 月に WNT 専門家会合
で予備ドラフトの検討。2019 年 4
月 WNT31 にドラフト第 1 版提出、
承認。TG318、プロジェクト 3.10 と
関連。
2018 年に WNT に SPSF 提出。
2018 年 12 月に WNT 専門家会合
で改訂ドラフト版の検討。
2018 年 12 月に WNT 専門家会合
でドラフト版検討。2020 年コメント
用ドラフト版、2021 年完了予定。
TG305 と関連。
2018 年 12 月に WNT 専門家会合
に第 2 版ドラフト提出。2019 年改
訂版ドラフトの WNT 回覧予定。
TG312 と関連。
2018 年 11 月 WNT に SFSP 提
出。
プロジェクト 3.10 と関連。

SECTION 4 ヒト健康影響
4.95

工業ナノ材料の哺乳類細胞を用いた in vitro
遺伝毒性試験 TG の GD

EE(JRC)
2015

5 種のナノ粒子を用いた試験実施
中。既存の遺伝毒性 TGs をサポ
ート。

１） 新規／改正テストガイドラインの公表状況
OECD では、ナノ材料に対応したテストガイドラインとして、2017 年に以下の 3 つのテストガイドライン
を発表した。


テストガイドライン 318：環境をシミュレーションした媒体におけるナノ材料の分散安定性
（Dispersion stability of nanomaterials in simulated environmental medis）



テストガイドライン 412：亜急性吸入毒性試験（28 日間）（Subacute inhalation toxicity: 28-day
study）



テストガイドライン 413：亜急性吸入毒性試験（90 日間）（Subacute inhalation toxicity: 90-day
study）
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（２） WNT での検討状況
１） WNT31（2019）
2019 年 4 月に開催された WNT31 では、ナノ材料に関して、以下の 2 つの SPSF が承認され、WNT
プログラムに含まれた。


ナノ材料の水棲（底棲）生物毒性試験の GD（プロジェクト 2.51）

WNT31 では、ナノ材料については、2019 年 2 月に開かれた WPMN での議論の概要をもとに、ナノ
安全性試験他に関するプロジェクトの取り組み状況について事務局から簡単に報告が行われ、次のステ
ップとして、WPMN から WNT に対して、①TG の参考文献として挙げられている ISO 文書が無料で利用
できない問題と、②評価する試験法の適用可能性や有効性確認に必要なナノ材料の数・種類に関する
指針、についてアドバイスが求められ、WNT で議論が行われた。今後、事務局は、ナショナルコーディネ
ーター（NC）からの意見を元にドラフトペーパーを作成し次のステップに関する提案を行う意向であり、
NC の関与を期待しているとの意見が出された。

２.２. ISO 標準化の動向
ISO 標準化動向として、ここでは、安全性に関するワーキンググループの WG3 を中心に、2019 年度
の動向を記す。
本年度の主要な会議スケジュールは以下の通りであった。


2019 年 5 月 13-17 日、シドニー：JWG1(用語・命名法)、JWG2（軽量・計測）、WG3（環境・安
全・衛生）、WG4（材料規格）、WG5（製品と応用）中間会合



2019 年 11 月 11-15 日、杭州：TC229 第 22 回総会

（１） 出版済および作業中の標準、技術仕様、技術レポート
表 ２-4 から表 ２-6 に出版済の標準、技術仕様、技術レポートを示す。ステータスには定期レビュー
（5 年サイクル）のレビュー結果も示した。レビューで改正とある標準は改正作業中となり、表 ２-7 から表
２-9 の作業中に再掲する。
表 ２-7 から表 ２-9 は作業中の標準、技術仕様、技術レポートを示す。各ステータスは以下の通りであ
る。


改正作業：発行標準の定期見直しで、改正が決定し、改正作業中



新規プロジェクト登録：新規プロジェクトとして承認され、登録



作業原案作成：委員会承認用のドラフト作成



CD 投票終了：CD（委員会ドラフト）の投票が終了し、コメント対応作業中



承認用 FDIS、FDTS、FDTR 登録：CD が承認され FDIS、FDTS、FDTR（最終ドラフト、各国承
認用）を登録、投票待ち。



出版待ち：すべての承認作業が終了し、出版準備中
表 ２-4 発行された規格
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WG

提案国

標準番号

3

韓国

ISO
10801:2010

3

韓国

3

日本

3

米国

ISO
10808:2010
ISO
29701:2010
ISO
19007:2018

標準名.
Nanotechnologies -- Generation of metal nanoparticles for
inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation
method
Nanotechnologies -- Characterization of nanoparticles in
inhalation exposurEchambers for inhalation toxicity testing
Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples
for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test
Nanotechnologies –In vitro MTS assays for measuring the
cytotoxic effect of nanoparticles
表 ２-5 発行された技術仕様

WG

提案国

技術仕様番号
ISO/TS
10797:2012

2

日・米

2

米国

ISO/TS
10798:2011

2

日本

ISO/TS
10867:2010

2

日本

ISO/TS
10868:2017

2

日本

ISO/TS
11251:2010

2

米・韓

2

韓国

4

中国

4

中国

2

ドイツ

4

英国

ISO/TS
11308:2011
ISO/TS
11888:2017
ISO/TS
11931:2012
ISO/TS
11937:2012
ISO/TS
12025:2012
ISO/TS
12805:2011

3

英国

ISO/TS
12901-1:2012

3

フランス

ISO/TS
12901-2:2014

2

中国

ISO/TS
13278:2017

3

CEN

3

韓国

ISO/TS
13830:2013
ISO/TS
14101:2012

技術仕様名
Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon
nanotubes using transmission electron microscopy
Nanotechnologies -- Charaterization of single-wall carbon
nanotubes using scanning electron microscopy and energy
dispersive X-ray spectrometry analysis
Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon
nanotubes using near infrared photoluminescence
spectroscopy
Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon
nanotubes
using
ultraviolet-visible-near
infrared
(UV-Vis-NIR) absorption spectroscopy
Nanotechnologies -- Characterization of volatile components
in single-wall carbon nanotube samples using evolved gas
analysis/gas chromatograph-mass spectrometry
Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon
nanotubes using thermogravimetric analysis
Nanotechnologies -- Characterization of multiwall carbon
nanotubes -- Mesoscopic shape factors
Nanotechnologies -- Nanoscale calcium carbonate in
powder form -- Characteristics and measurement
Nanotechnologies -- Nanoscale titanium dioxide in powder
form -- Characteristics and measurement
Nanomaterials -- Quantification of nano-object release from
powders by generation of aerosols
Nanotechnologies -- Materials specifications -- Guidance on
specifying nano-objects
Nanotechnologies -- Occupational risk management applied
to engineered nanomaterials -- Part 1: Principles and
approaches
Nanotechnologies -- Occupational risk management applied
to engineered nanomaterials -- Part 2: Use of the control
banding approach
Nanotechnologies -- Determination of elemental impurities in
samples of carbon nanotubes using inductively coupled
plasma mass spectrometry
Nanotechnologies -- Guidance on voluntary labelling for
consumer products containing manufactured nano-objects
SurfacEcharacterization
of
gold
nanoparticles
for
nanomaterial specific toxicity screening: FT-IR method
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WG

提案国

技術仕様番号
ISO/TS
16195:2013

2

日本

3

イラン

ISO/TS
16550:2014

4

日本

ISO/TS
17200:2013

2

中国

ISO/TS
17466:2015

1

イラン

ISO/TS
18110:2015

3

韓国

ISO/TS
18827:2017

3

米国

ISO/TS 19006：
2016

3

日本

ISO/TS 19337：
2016

2

オランダ

ISO/TS 19590：
2017

1

米国

ISO/TS 20477：
2017

3

イラン・ 韓 ISO/TS 20787：
国
2017

2

日本

2
2

IEC/
TC113
IEC/
TC113

1

カナダ

1

英国

1

日本

1

ドイツ

1

英国

1

英国

1

英国

1

米国

1

IEC/
TC113

ISO/TS 21362：
2018
IEC/TS
62607-2-1:2015
IEC/TS
62622:2012
ISO/TS
80004-1:2015
ISO/TS
80004-2:2015
ISO/TS
80004-3:2010
ISO/TS
80004-4:2011
ISO/TS
80004-5:2011
ISO/TS
80004-6:2013
ISO/TS
80004-7:2011
ISO/TS
80004-8:2013
ISO/TS
80004-9:2017

技術仕様名
Nanotechnologies -- Guidance for developing representative
test materials consisting of nano-objects in dry powder form
Nanotechnologies -- Determination of silver nanoparticles
potency by release of muramic acid from Staphylococcus
aureus
Nanotechnology -- Nanoparticles in powder form -Characteristics and measurements
Use
of
UV-Vis
absorption
spectroscopy
in
thEcharacterization of cadmium chalcogenide colloidal
quantum dots
Nanotechnologies -- Vocabularies for science、 technology
and innovation indicators
Electron spin resonance (ESR) as a method for measuring
reactive oxygen species (ROS) generated by metal oxide
nanomaterials
DCFH-DA assay for evaluating nanoparticle-induced
intracellular reactive oxygen species (ROS) production
Nanotechnologies -- Characteristics of working suspensions
of nano-objects for in vitro assays to evaluate inherent
nano-object toxicity
Nanotechnologies ––Size distribution and concentration of
inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle
inductively coupled plasma mass spectrometry
Nanotechnologies ––Standard terms and their definition for
cellulose nanomaterial
Nanotechnologies – Aquatic toxicity assessment of
manufatured nanomaterials in saltwater lakes using
Artemmia sp.
Nanotechnologies – Analysis of nano-objects using
asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation
Nanomanufacturing - key control characteristics for CNT film
applications - Resistivity
Artificial gratings used in nanotechnology -- Description and
measurement of dimensional quality parameters
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 2: Nano-objects
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 3: Carbon
nano-objects
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 4: Nanostructured
materials
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 5: Nano/bio interface
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 6: Nano-object
characterization
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 7: Diagnostics and
therapeutics for healthcare
Nanotechnologies
-Vocabulary
-Part
8:
Nanomanufacturing processes
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 9: Nano-enabled
electrotechnical products and systems
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WG

提案国

1

英・独

1

ロシア

3

米国

2

米国

4

韓国

4

米国

技術仕様番号
ISO/TS
80004-11:2017
ISO/TS
80004-12：2016
ISO/TS
80004-13:2017
ISO/TS
21361:2019
ed.1
ISO/TS
20660:2019
ed.1
ISO/TS
19807-1:2019
ed.1

技術仕様名
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 11: Nanolayer,
nanocoating, nanofilm, and related terms
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 12: Quantum
phenomena in nanotechnology
Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 13: Graphen and
related two-dimensional (2D) materials
Nanotechnologies –- Method to quantify air concentrations
of carbon black and amorphous silica in the nanoparticle
size range in a mixed dust manufacturing environment
Nanotechnologies –- Antibacterial silver nanoparticels –
Specification of characteristics and measurement methods
Nanotechnologies –- Magnetic nanomaterails – Part 1:
Specification of characteristics and measurements for
magnetic nanosuspensions
表 ２-6 発行された技術レポート

技術レポート
番号
ISO/TR
10929:2012
ISO/TR
11360:2010
ISO/TR
11811:2012
ISO/TR
12802:2010
ISO/TR
12885:2008

WG

提案国

2

日本

1

イラン

-

CEN/
TC352

1

カナダ

3

米国

3

米国

ISO/TR
13014:2012

3

米国

3

韓国

1

米・加

ISO/TR
13121:2011
ISO/TR
13329:2012
ISO/TR
14786:2014

3

米国

3

米国

1

米国

2

米国

1

英国

技術レポート名
Nanotechnologies -- Characterization of multiwall carbon
nanotube (MWCNT) samples
Nanotechnologies -- Methodology for the classification and
categorization of nanomaterials
Nanotechnologies -- Guidance on methods for nano- and
microtribology measurements
Nanotechnologies -- Model taxonomic framework for use in
developing vocabularies -- Core concepts
Nanotechnologies -- Health and safety practices in
occupational settings relevant to nanotechnologies
Nanotechnologies -- Guidance on physico-chemical
characterization of engineered nanoscale materials for
toxicologic assessment
Nanotechnologies -- Nanomaterial risk evaluation

Nanomaterials -- Preparation of material safety data sheet
(MSDS)
Nanotechnologies -- Considerations for the development of
chemical nomenclature for selected nano-objects
Nanotechnologies -- Compilation and description of sample
ISO/TR 16196：
preparation and dosing methods for engineered and
2016
manufactured nanomaterials
Nanotechnologies -- Compilation and description of
ISO/TR
toxicological
screening
methods
for
manufactured
16197:2014
nanomaterials
Nanotechnologies -- Framework for identifying vocabulary
ISO/TR
development for nanotechnology applications in human
17302:2015
healthcare
ISO/TR 18196： Nanotechnologies Measurement technique matrix for
2016
thEcharacterization of nano-objects
ISO/TR 18401： Nanotechnologies –- Plain language explanation of selected
2017
terms from the ISO/IEC 80004 series
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WG
3
3
3
2
2

3

3

2
3

提案国

技術レポート
番号

技術レポート名

Nanotechnologies – Overview of available frameworks for the
ISO/TR 18637：
development of occupational exposure limits and bands for
2016
nano-objects and their aggregates and agglomerated (NOAAs)
ISO/TR 19057： Nanotechnologies –- Use and application of acellular in vitro
南ア
2017
tests and methodologies to assess nanomaterial biodurability
Nanotechnologies –- Aerosol generation for air exposure
ISO/TR 19601：
韓国
studies of nano-objects and their aggregated and
2017
agglomerates (NOAA)
ISO/TR 19716：
カナダ
Nanotechnologies -- Characterization of cellulose nanocrystals
2016
Nanotechnologies
–Sample
preparation
for
the
シ ン ガ ISO/TR 20489:
characterization of metal and metal-oxide nano-objects in
ポール 2018 ed.1
water samples
Nanotechnologies
–Specification
fro
developing
ISO/TR 12885:
米国
representative test materials consisting nano-objects in dry
2018 ed.2
powder form
ISO/TR
Nanotechnologies –- Considerations for the measurement of
米国
21386:2019
nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA)
ed.1
in environmental matrices
ISO-TR
Nanotechnologies –- Matrix of properties and measurement
米・韓
19733:2019
techniques for graphen and related two-dimensional (2D)
ed.1
materials
オ ラ ン ISO/TR 22019: Nanotechnologies
–Considerations
for
performing
ダ
2019 ed.1
toxicokinetic studies with nanomaterials
米国

表 ２-7 作業中の規格
WG
2

提案国
日本

標準番号
ISO/DIS 19749

2

日本

2

英国

ISO/DTS
21346
ISO/DTS
21356-1

2

日・米

ISO/DIS 21363

3

米国

3

米・韓

3

米国

3

米・韓

ISO/DTR
12885.2
ISO/PRF
20814
ISO/DTR
21624
ISO/DTS
22082

4

中国

ISO/DTS
19808

標準名
Nanotechnologies – Measurements of particle size
and shape distributions by scanning electron
microscopy
Nanotechnologies – Chearacterization of
individualized cellulose nanofibril samples
Nanotechnologies – Structural characterization of
graphen – Part 1: Graphen from powders and
dispersions
Nanotechnologies – Mesurements of particel size
and shape distributions by transmission electron
microscopy
Nanotechnologies -- Health and safety practices in
occupational settings relevant to nanotechnologies
Nanotechnologies – Testing of the Photocatalytic
activity of Nanoparticles for NADH oxidation
Considerations ofr in vitro studies of airborne
nanomaterials
Nanotechnologies – Toxicity assessmnet of
nanomaterials using dechorinated zebrafish
embryo
Nanotechanology – Specifications for carbon
nanotube suspension: characteristics and test
methods
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ステータス
DTS 投票終
了
DTS 投票終
了
DTS 投票

DTS 投票終
了

DTS 投票終
了
DTS 投票終
了

WG
4

提案国
日本

標準番号
ISO/DTS
21236-2

4

イラン

ISO/DTS
21237

4

韓国

ISO/DTS
21412

4

イラン

ISO/DTS
21975

4

中国

ISO/DTS
19807-2

4

日本

ISO/DIS 17200

標準名
Nanotechanology –- Clay nanomaterials – Part 2:
Specification of clay nanomaterails used for gas
barrier films
Nanotechnologies – Nano-enhanced air filter media
using nanofibres – Characteristics, performance
and measurement methods
Nanotechnologies – Nanostructured layers for
enhanced electrochemical bi-sensing applications
– Characteristics and measurements
Nanotechnologies – Polymeric nanocomposite
films for food packaging – Barrier properties:
Chearacteristics and measurement methods
Nanotechnologies – Magnetic nanomaterilas – Part
2:
Sppecification
of
characteristics
and
measurements
for
nanostructured
superparamagnetic abeads for nucleic acid
extraction
Nanotechnology – Nanoparticles in powder form –
Characteristics and measurements

ステータス
DTS 投票

DTS 投票終
了
DTS 投票終
了
DTS 投票

表 ２-8 作業中の技術仕様
WG
1

提案国
-

標準番号
ISO/NP TS
80004-4

標準名
Nanotechnologies –- Vocabulary – Part 4:
Nanostructured materials

2

カナダ

ISO/AWI TS
22292

2

英国

ISO/AWI TS
23302

2

カナダ

2

英国

ISO/NP TS
23151
ISO/AWI TS
21357

3

南ア

3

日本

3

イラン

4

イラン

ISO/PRF TS
21236-1

4

日本

ISO/NP TS
23362

Nanotechnologies – 3D image reconstruction of
nano-objects using transmission electron
microscopy
Nanotechnologies – Guidance on measurancds for
characterising nano-objects and materaisl that
contain them
Nanotechnologies –- Particle sizxze distribution for
cellulose nanocrystals
Nanotechnologies –-Evaluation of the mean size of
nano-objects in liquid disoersions by static multiple
light scattering (SMLS)
Label-free impedance technology to assesst he
toxicity of nanomaterials in vitro
Methods to estimate cellular uptake of carbon
nanomaterails using opitical absorption
Nanotechenologies – Assessment of protein
secondary structure following an interatiction with
nanomaerials using circular dichroism spectroscopy
Nanotechnologies – Clay nanomaterials – Part 1:
Specification of characteristics and measurement
methods for payered clay nanomaterials
Nanostructured porous almina as catalyst support
for vehicle exhaust emission control – Material
epecification

ISO/AWI TS
21633
ISO/AWI TS
23034
ISO/AWI TS
23459
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ステータス
ISO/TS
80004-4 改
訂版作成
DTS 投票

WD 作成中

NWIP 投票
終了

DTS 投票終
了
DTS 投票終
了

表 ２-9 作業中の技術レポート
WG

提案国

標準番号
ISO/AWI TR
63258

2

日本

3

米・加

ISO/AWI TR
22293

3

韓国

ISO/AWI TR
22455

3

韓国

ISO/AWI TR
23463

標準名
ステータス
Measument of film chickness of nanomaterials by DTR 投票
using ellipsometry
Evaluation of methods for assessing the release
of nanomaterails from commercial,
nanomaterails-containing polymer composites
High throughput screening method for
nanoparticles tozicity using 3D cells
Nanotechnologies – Chearacterization of
acarbon nanotube and carbon nanofiber aerosols
in relation to inhalation toxicity tests

（２） WG3（健康・環境・安全関連）の動向
WG3 は、環境・安全・衛生関連の WG である。2019 年 5 月にはシドニーで中間会合が開催され、米
国、韓国、フランス、カナダ、日本など 10 か国程度が参加した。
また、2019 年 11 月には杭州で総会が行われ、米国、韓国、イラン、フランス、日本あど 10 か国程度
が参加した。
１） プロジェクトの進行状況
中間会合では、Strategy meeting、PG23、PG25、PG28、PG29、PG30、PG31、PG32、PG33 が
実施された。また、中国総会では、Strategy meeting、PG26、PG28、PG30、PG32、PG33 が実施され
た。
Strategy meeting では、WG3 のロードマップが示され議論された。
PG23 （ ISO/DIS 20814 ： Nanotechnologies – Testing of the photocatalytic activity of
nanoparticles for NADH oxidation）は、米国提案のプロジェクトで、中間会合では、以前に出されたオ
ーストラリアとイランからの 51 のコメントに対して、大きな議論もなく、コメント解決が終了し、中間会合で解
決した修正を加えて出版とすることが決定した。
PG25（ISO/DTR 21624：Considering for in vitro studies of airborne engineered nanomaterials）
は、米国提案のプロジェクトで、中間会合では、マレーシア総会後に改訂された更新版に対して寄せられ
たコメントに対して中間会合での議論による修正点、コメントに対応してドラフトを修正後、エキスパートに
回覧、その後投票に進み、次回中国総会で最終議論とする予定である。
PG26 （ ISO/AWI TS 21633 ： Label-free impedance technology to assess the toxicity of
nanomaterials in vitro）は、南アフリカ提案のプロジェクトで、中国総会で、クアラルンプール総会後の改
定ドラフトに対するコメント解決で、いくつかの改訂が示された。今回の議論を基にドラフトを改訂し、追加
実験を含む改定後にドラフトをエキスパートに送付、1 月末までコメントを収集し、次回ワシントン DC での
中間会合でコメント解決を行い、2020 年 6 月に投票に付することとなった。
PG28 （ ISO/NP TS 22082 ： In vivo aquatic toxicity assessment of nanomaterials using
dechorionated zebrafish embryo）は、米国・韓国共同提案のプロジェクトで、中間会合では、マレーシ
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ア総会後の改定ドラフトに対して寄せられたコメントに対する議論と、2 種類の MWCNT を使ったコンプラ
イアンス試験の結果が報告された。コメント解決は次回中国総会中に実施する予定とし、2020 年の早い
段階で出版のために提出する予定であることが示された。その後の中国総会でも、DTS 投票に付された
23 のコメントの解決を行った。大きな議論はなく、出版の手続きに入ることが決定した。
PG29（ISO/AWI TR 22293：Evaluation of methods for assessing the release of nanomaterials
from commercial, nanomaterial containing polymer composites）は、米国・カナダ共同提案のプロジ
ェクトで、中間会合では、マレーシア総会後の改定ドラフトに対して寄せられた 55 のコメントに対して議論
が行われ、引用文献の詳細な内容の検討が不十分である点が指摘され、科学的・技術的な点に絞って
微修正を行い、夏ごろに修正版を配布、次回中国総会時に議論することとなった。
PG30 （ISO/AWI TR 22455：High throughput screening method for nanoparticles toxicity using
3D cells）は、韓国提案のプロジェクトで、中間会合では、マレーシア総会後に改訂されたドラフトに寄せ
られたオランダと米国からの 19 件のコメントの修正内容を確認した。その後中国総会では、改訂ドラフトに
対する 108 件のコメント解決を行った。改訂版をエキスパートに回覧し、さらにコメントを収集することとな
った。2020 年中間会合までに DTR 投票、2020 年総会でのコメント解決を経て、2021 年中間会合での
出版を予定している。
PG31（ISO/AWI TS 23034：Methos for quatification of cellular uptake of carbon nanomaterials
by using optical absorption measurement）は、日本提案のプロジェクトで、マレーシア総会後の改定ド
ラフトに対して寄せられたコメントに対する議論が行われた。今回の議論を受けて修正したドラフトをエキ
スパートに回覧し、コメントを募集、8 月にウェブ会議を実施し、次のステップに進むかどうかを決定するこ
ととなった。
PG32（ISO/AWI TR 23463：Characterization of carbon nanotube abd carbon nanofiber aerosols
in relation to inhalation toxicity tests）は、韓国提案のプロジェクトで、中間会合では、マレーシア総会後
の改定ドラフトに対して寄せられた 21 件のコメントに対応した修正内容を確認した。今回の結果を受けて
ドラフトを改訂し、エキスパートに回覧、コメントを募集する。さらに、エキスパートを追加で募集する。改訂
ドラフトの回覧は 2019 年 9 月末までとし、中国総会においてコメント解決を行うこととなった。その後中国
総会で、改訂ドラフトに対するコメント解決を行った。総会での議論を受けてドラフトを改訂し、次回中間
会合でのコメント解決を想定したスケジュールで、エキスパートに回覧、コメントを募集することとなった。
PG33（ISO/AWI TS 23459：Assessment of protein secondary structure alternation following an
interaction by nanomaterials – Circular dichroism spectroscopy）は、イラン提案のプロジェクトで、中
間会合では、マレーシア総会後の改定ドラフトに対して寄せられた 91 件のコメントの中から、議論が必要
なコメントについて議論を行った。プロテイン分析を行うためには、分離方法を定義すべきであるという意
見があったが、PL からは分離方法を考えていないことが回答されたことから、タイトルを「Assessmnet of
the protein secondary structure interacting with nanomaterials using Circular Dichroism」に変更す
ることとなった。改定ドラフトを回覧し、中国総会においてコメント解決を行うこととなった。中国総会では、
75 件のコメントに対して、ドラフトを改訂しつつ、コメント解決を行った。改定ドラフトは 12 月までに作成し、
エキスパートに回覧、収集したコメントについて、次回中間会合でコメント解決を行う予定となった。

169

２） 新規提案
中国総会では、以下の新規候補案のプレゼンテーションが行われた。


Development of

a standard method for characterizing and quantifying nanomaterials

released from wood products（米国提案、ANSI（米国国家規格））：材木の切削時などに発生
するナノ粒子（金属酸化物等を含む）の安全性について


Dermal toxicity assessment of textile containg manufactured nanomaterials（イラン提案、
ISIRI（イラン国家工業規格））：ナノ材料を含む繊維の皮膚毒性の評価。主として銀ナノ粒子を含
むもので、汗などにより銀イオンとして溶出し、毒性を示すものを対象とする。



Engineered nanoparticles simulating atmospheric nanoparticles （韓国提案、KATS（韓国国
家規格））：気中のナノ粒子が健康に影響するとの開発から、文字的にナノ粒子を気中に生成す
る。



Use of intestical organoid or 3D – intestical model for nanosafety evaluation （タイ提案、
TISI（タイ国家規格））：3 次元長官モデルを用いたナノオブジェクトの経口毒性の評価方法。



The case for the nanoparticle phototoxicity (PT) measurement standardization （米国・韓国
提案、ANSI／KATS）：ナノ粒子（TiO2）の光活性が光毒性を引き起こすとの背景から、ナノ粒子
の光毒性を評価する。



Assessment of peroxidase like activity of iron oxide nanomarticles （中国提案、SAC（中国
国家規格））：ナノ粒子のペルオキシダーゼ様活性を評価する特定のプロトコル



Radiotelemetry – spectral – echocardiography based real – time surveillance protocol for
in vivo toxicity detection and monitoring of engineered nanomaterails （マレーシア提案、
DSM（マレーシア国家規格））
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ナノ材料、内分泌かく乱の安全性情報

３.

３.１. ナノ材料
（１） 公共機関、プロジェクト等のナノ材料の安全性に関する取組みの情報
１） 米国
（ア） EPA
①

フィラメント中に CNT を使った 3D プリンティングの調査

2019 年 9 月 10 日、EPA の科学問題ニュースレターが発行され、その中に「3D プリンティングをキャ
ッチアップしていく:EPA の研究者は新しいプラスチック排出研究に基づいて構築する」と題する記事が含
まれている。記事によると、EPA の科学者達は、消費者製品安全委員会(CPSC)との合意を通じて、3D
プリンターの使用の増加が人の健康に意図しない有害影響を及ぼす可能性があるかどうかを調査してい
る。EPA は、3D プリンティングからの揮発性有機化合物(VOC)の影響に関する研究が行われてきている
一方、どれも、特定の添加剤が 3D プリンティングフィラメントに導入された場合、どのように排出が変化す
るかを考えてきていない、と述べる。科学者たちは、カーボンナノチューブ含有物の有無の両方で販売さ
れる一般的に利用可能なフィラメントを研究し、VOC 排出が 2 種類の製品の間で変化したかどうかを判断
した。科学者たちは、3D プリンティング中に行われる可能性のある、プラスチックの異なる加熱、溶融、成
形をシミュレートすることを目的とした様々な条件下で、カーボンナノチューブフィラメントからの VOC 放出
を定量化し、特徴付けた。
科学者たちは、以下のように結論付けた。


カーボンナノチューブ（CNT）を用いたフィラメントが、数キログラムの材料を印刷するユーザーに
吸入の危険をもたらす可能性のある 2 つの新しい VOC ガスを放出した



印刷温度の上昇は、VOC 排出量の増加に最も大きな影響を及ぼし、その後、材料を加熱する時
間の長さが増加した



カーボンナノチューブフィラメントは、印刷されたプラスチックの微粒子中の特定の VOC ガスを「ト
ラップ」する可能性がある。

フィラメント内に CNT が存在すると、ほとんどの実験条件下で総 VOC 放出量が低下したが、α-メチル
スチレンやベンズアルデヒドなどの最も危険な VOC の放出が増加した（ABS 樹脂を使用）。本研究では、
3D プリンティングでの CNT ナノコンポジットの使用に関連するリスクの増加が確認されている。
記事は、ナノ材料への暴露と健康への影響を理解するための EPA の研究は、機関間ナノテクノロジー
イニシアチブ(NNI)の一環として行われている、と指摘する。3D プリンターナノ材料に関する研究を行って
いる他の NNI メンバーには、CPSC と国立標準技術研究所(NIST)がある。
（イ） NTP
①

Sun Innovations 製の長い多層カーボンナノチューブの毒性研究に関する技術報告書

2019 年 12 月 5 日、全米毒性プログラム(NTP)は、Sprague Dawley (Hsd:Sprague Dawley® SD®)
ラットと B6C3F1/N マウスへの吸入によって投与された長い多層カーボンナノチューブの毒性研究に関
する NTP 技術報告書「NTP Technical Report on the Toxicity Studies of 1020 Long Multiwalled
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Carbon Nanotubes Administered by Inhalation to Sprague Dawley (Hsd:Sprague Dawley® SD®)
Rats and B6C3F1/N Mice, Toxicity Report 94, November 2019 」 （ Sprague Dawley （ Hsd ：
SpragueDawley®SD®）ラットおよび B6C3F1 / N マウスへ吸入により投与された 1020 の長い多層カー
ボンナノチューブの毒性研究に関する NTP 技術報告書）が利用可能であると発表した。
2003 年、ライス大学生物環境ナノテクノロジーセンターは、ナノスケール物質を毒性評価のための一
群の物質(a class of substances)としてノミネートした。推奨された研究は「材料の純度と安定性の関数と
して、カーボンナノチューブ(単層または多層)のような高アスペクト比材料の吸入毒性学をキャラクタライ
ズすることを含んでいた。
技術報告書の要約によれば、「長期吸入毒性および発癌性研究が比較的短い期間で実行されてい
たので、剛性のある多層カーボンナノチューブ(MWCNT)、代表的な長くて薄い MWCNT がこれらの研究
のために選ばれた」。24 の異なる長くて薄い MWCNTs の評価に続いて、NTP は、「可用性、高純度
(97%)、および残留ニッケル触媒の低量(0.52%重量)であることに基づいて」、1020 の長い多層カーボン
ナノチューブ(L-MWNT-1020; Sun Innovations, Fremont, CA)を選択した。
要旨は、立方メートル当たり 0.3 ミリグラム(mg/m3)が、L-MWNT-1020 の無毒性量(NOAEL)と考えら
れている、と述べている。技術報告書は、この研究で使用された暴露濃度は、呼吸可能な 8 時間の時間
加重質量平均(TWA)濃度として立方メートル当たり 1.0 マイクログラム(μg/m3)の元素状炭素のカーボン
ナノチューブ(CNT)についての国立労働安全衛生研究所(NIOSH)が提案した推奨暴露限界(REL)よりも
約 100 倍高かった、と指摘している。技術報告書によると、「NIOSH の研究者は、また、CNT およびナノ
ファイバーの多数の米国メーカーにおける暴露を評価し、最大 0.4mg/m3 の MWCNT の吸入可能な暴
露を報告した」。技術報告書は、肺における MWCNT の長い半減期と持続性を考えると、「そのようなレベ
ルでの暴露の短い期間でさえ、慢性的な高レベルの暴露につながるだろう。したがって、本研究で決定さ
れた悪影響無観察レベル(0.3mg/m3)は推奨暴露限界より約 300 倍高いが、職業上の設定で観察される
範囲内であり、CNT への職業的暴露に伴う潜在的な健康リスクに関して有益である(informative)可能性
がある。」と、述べている。
要旨は、30 日間の吸入によって L-MWNT-1020 に暴露されたラットおよびマウスにおいて毒性的に関
連性があると考えられる所見をまとめた詳細なチャートを含んでいる。
２） EU
（ア） EC
①

白金と金のナノ形態に関する科学的意見の要請

2019 年 11 月 22 日、欧州委員会（EC）の内部市場・産業・起業家精神・中小企業総局（SME）は、消
費者安全に関する科学委員会（SCCS）に 2 つの科学的意見を求めた。


白金（ナノ）－コロイド白金（ナノ）（CAS No. 7440-06-4、EC No. 231-116-1）およびアセチルテト
ラペプチド－17 コロイド白金（ナノ）（CAS および EC No.なし）に関する科学的意見の要求



金（ナノ）－コロイド金（ナノ） （CAS No. 7440-06-4、EC No. 231-116-1）、金チオエチルアミノヒ
アルロン酸（ナノ）（CAS No. 1360157-34-1, EC No.なし）、およびアセチルヘプタペプチド-9、コ
ロイド金（ナノ）（CAS および EC No.なし）に関する科学的意見の要求
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白金(ナノ)-コロイド白金(ナノ)とアセチルテトラペプチド-17 コロイド白金(ナノ)に関する科学的意見の
要求は、EC がナノ形態での白金(10 の通知)とコロイド白金(8 通知)( CAS No. 7440-06-4、EC No.
231-116-1)を含む化粧品のための 18 の通知を受け取った、と述べる。EC は、ナノ形態でのアセチルテト
ラペプチド-17 コロイド白金(CAS および EC No.なし) を含む化粧品のための 13 の通知を受け取った。
EC は、ナノ粒子が経皮または粘膜を横切って吸収され、細胞に入る可能性があるため、ナノ形態での白
金コロイド白金およびアセチルテトラペプチド-17 コロイド白金の使用に懸念がある、と述べている。
金（ナノ）－コロイド金（ナノ）、金チオエチルアミノヒアルロン酸（ナノ）、アセチルヘプタペプチド-9、コロ
イド金（ナノ）に関する科学的意見の要求は、EC がナノ形態での金（68）通知）とコロイド金（168 通知）
（CAS No. 7440-57-5, EC No. 231-165-9）を含む化粧品のための 236 の通知を受け取った、と述べて
いる。EC は、ナノ形態での金チオエチルアミノヒアルロン酸（CAS No. 1360157-34-1、EC No.なし）を含
む化粧品のための 11 の通知を受け取った。EC は、ナノ形態でのアセチルヘプタペプチド-9、コロイドゴ
ールド（CAS および EC Nos.利用できない）を含む化粧品のための 18 の通知を受け取った。EC は、ナノ
粒子が経皮または粘膜を横切って吸収され、細胞に入る可能性があるため、ナノ形態での金-コロイド金、
金チオエチルアミノヒアルロン酸、およびアセチルヘプタペプチド-9、コロイド金の使用に懸念を持ってい
る、と述べている。
各意見の締め切りは受領から 6 ヶ月である。SCCS は、2019 年 10 月 30 日から 31 日の本会議で委
任状を採択した。
（イ） EFSA
①

ナノサイエンスとナノテクノロジー応用のリスク評価に関する EFSA ステークホルダーワークショップ

欧州食品安全機関（EFSA）は、食品と飼料チェーンにおけるナノサイエンスとナノテクノロジーのアプ
リケーションのリスク評価に関するガイダンスの実施に関するステークホルダーワークショップを 2019 年 4
月 1-2 日に開催した。
2018 年 7 月に、EFSA はナノサイエンスとナノテクノロジーのアプリケーションの安全性を評価する方
法に関する新しいガイダンスを公開した。ガイダンスは、新規食品、食品接触材料、食品及び飼料添加
物、農薬をカバーし、2011 年に以前のガイダンスを発表して以来行われている新しい開発を考慮してい
る。
ワークショップは、オープンに議論して、EFSA ガイダンスの実施に関する経験を共有するために、ス
テークホルダー、EFSA とその専門家のための機会であり、人と動物の健康に焦点を当てた。ワークショ
ップには、60 人の参加者が出席し、ガイダンスを実施する際に直面している課題を討論し、よい実行例
（good practice）を共有した。ステークホルダーは、ガイダンスのいくつかのセクションについて提案を行
った。これは、EFSA のナノテクノロジー作業部会による検討のために指摘されたものである。EFSA はワ
ークショップから以下のプレゼンテーションを公表した。


「食品と飼料チェーンにおけるナノサイエンスとナノテクノロジーのアプリケーションのリスク評価に
関する EFSA ガイダンス」Reinhilde Schoonjans、EFSA
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「規制対象製品(REPRO)の領域における申請者を支援するために」Remigio Marano、EFSA



「食品と飼料チェーンにおけるナノサイエンスとナノテクノロジー のアプリケーションのリスク評価
に関する EFSA ガイダンスの概要」Francesco Cubadda、Istituto Superiore di Sanità (ISS)の
コンソーシアム(イタリア)、作業グループのメンバー



「E171 と E174 中のナノサイズ粒子フラクションをキャラクタライズするための分析方法論の検証
と実施」Jan Mast, Sciensano



「E171 (二酸化チタン)と E172 (鉄酸化物) に関する報告書-研究からの分析的視点」David
rizzolara、二酸化チタン製造業者協会 (TDMA ) & TC E172



「EFSA GD に関連する実施の問題: ステークホルダーから受けた質問」Hubert Rauscher、
Joint Research Center



「マトリックスにおけるキャラクタリゼーションと定量化: 4.3-4.4 章に焦点を当てる、溶解度と分解/
溶解速度を含む」Francesco Cubadda、ISS (イタリア)、WG メンバー



「ナノ材料の物理化学キャラクタリゼーション」Jürgen Nolde (Bjoern Braun が発表)、Evonik
Resource Efficiency GmbH (ドイツ)



「食品および飼料原料提出: 粒子サイズの重要性－ナノテクノロジーに関する EFSA のガイダ
ンスを理解し解釈する」Nigel Baldwin、Intertek (イギリス)



「経口暴露評価とハザード識別/キャラクタリゼーションをカバーする 5 及び 6 章に焦点を当てる」
Alicja Mortensen、作業環境のための国立研究センター(NRCWE) (デンマーク)



「粒子の腸管吸収」Klaus Weber、AnaPath GmbH (スイス) と Nils Krueger、Evonik Resource
Efficiency GmbH (ドイツ)



「EU の食品規制におけるナノ材料」Takis Daskaleros、欧州委員会 (EC)、DG SANTE 食品
処理技術及び新規食品ユニット



「産業において直面したボトルネックとナノ材料のリスク評価における学際的なアプローチ: 規制
の観点」David Carlander 博士、ナノテクノロジー産業協会 (NIA) (ベルギー)

３） その他の国の取り組み
（ア） ドイツ
（i）

BfR

①

ナノ毒性学の最近のレビュー

「ナノ毒性学の最近のレビュー」（Review of emerging concepts in nanotoxicology: opportunities
and challenges for safer nanomaterial design、Ajay Vikram Singha et al.、2019）は、理解と機構的
方法両方のギャップを識別してきており、研究者は、ほぼ 10,000 の論文がトピックに関して公開されてい
るにもかかわらず、大量の工業ナノ材料を放出する一般的なプロセスの例を見出すことが困難であること
を確認している。
これは、「まだ工業ナノ材料生産に関連付けられている大規模な「ナノ」製造業の不足」があるためで
ある、とドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)の科学者とドイツ(マックスプランク研究所、シュツッツガルト大
学)および米国（MIT）の学者は述べている。彼らの全体的な結論は、この研究分野がその信じられないほ
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どの複雑さと戦う、ということだった。彼らは、これらの材料が生物系と相互作用する方法の基本的なプロ
セスを完全に理解するために必要な多大な努力に特に言及した。
Toxicology Mechanisms and Methods で公表されたレビューは、多くの in vitro 実験で特定されたリ
スクが実際の暴露へリンクさせるために外挿される場合、部分的に非現実的に見えることを見出した。例
えば、文献において毒性があるとの結果は必ずしも実際のリスクやハザードと一致しない。また、彼らは in
vivo 実験を調査し、サイズや表面状態などのナノ物性での非常に微妙な違いが驚くべき変化をもたらし
得ることを見つけた。これらの変化を理解することは、依然として大きな課題である、と付け加えた。データ
の再現性も、モデリング機器、統一プロトコルおよび理論的な理解の欠如だけでなくバッチ間変動を含む、
多くの理由に関わる問題として認識された。著者は、これに取り組むことが優先されるべきであると言う。
ナノ製品の使用が増加しているために、「ナノ毒性学研究は将来のより安全なナノ材料を開発するた
めに社会にとって絶対不可欠である」、と研究者達は言う。
「研究コミュニティは、ナノ毒性学と消費者製品中でのナノ材料の使用の急増による、ナノ毒性と公衆
衛生の危機（ハザード）に関連してまだ存在しない不測の問題を予測するためにビジョンを開発する必要
がある、と彼らは結論付ける。
②

ナノ材料のライフサイクルにわたる健康と環境リスクを研究する新規プロジェクト

新規ナノ材料の、全生涯（全耐用期間）にわたる健康と環境リスクを研究する新規プロジェクトが 2019
年 5 月初めに開始した。共同研究プロジェクト「InnoMat.Life」は、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)によ
って運営されている。
ナノ材料は、日焼け止めローション中の UV フィルター、織物中の汚れ防止剤および家具中の難燃
剤を含む広くさまざまな用途で使用されている。
「安全研究が関係するところでは、ナノ材料は今まで主に個別に調べられてきたが、それらの意図され
た用途に関してはされていない。実際の生活で、さまざまな形で発生し、製品では、それらは通常他の材
料と組み合わされているため、これでは不十分である」と BfR 所長 Andreas Hense は言った。
Nanosafety 研究は、研究されている、単層カーボンナノチューブとグラフェンを含む、少数のより高
度な材料である、第一世代ナノ材料に主に焦点を当ててきた。
このプロジェクトは、さまざまな形やサイズのナノ粒子だけでなくハイブリッド材料を含めるように研究を
拡大していく。それは、また、積層構造を使用する、3 D プリントなどの物質の構造を変更する工業プロセ
スも調べていく。
プロジェクトは 200 万ユーロ以上の費用がかかり、ドイツ連邦教育科学・研究技術省によって資金提
供される。公共機関、学界と業界からの 10 のパートナーは、人の健康及び環境リスクの効率的な評価の
ための基準を確立するために協力している。
③

新規 (ナノ) 材料の人の健康の評価および環境リスクについての基準を確立する研究プロジェクト

2019 年 4 月 29 日、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) は、InnoMat.Life、新規 (ナノ) 材料の人の健
康の評価および環境リスクを効率的に評価するための基準を確立する共同研究プロジェクトを発表した。
連邦教育科学研究技術省は、BfR によってコーディネートされ、公共機関や学界、業界からの 10 のパー
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トナーを含むプロジェクトに 222 万ユーロの資金を提供している。BfR は、今まで nanosafety 研究は、第
一世代ナノ材料、すなわち、主に、ナノ銀、酸化チタン、酸化亜鉛などの純粋物質の丸い粒子に主に焦
点を当てていた、と述べている。しかし、実際の生活では、はるかに多くの材料が使用されている。2 つ以
上の物質から成るハイブリッド材料がしばしば適用され、ナノ粒子は多くの様々な形状を有することができ
る。
多くの工業的に使用される材料は、ナノメートルからマイクロメートルの広いサイズ分布をカバーする。
また、BfR によると、多くの工業用途は、3D プリンターで製造される多層集合体のように、製造または使用
時にその構造を変更する材料システムに基づいている。
InnoMat.Life は、研究の焦点を拡大し、棒、小板、繊維などの他の形状とサイズを持つ材料(第 1 の
領域)だけでなく、3 D 印刷用の金属やポリマー粉末などの幅広い粒度分布を持つ材料（第 2 の領域）を
含む、新しい材料クラスに取り組む。第 3 のフォーカス領域は、2 つ以上の物質から作られるハイブリッド
材料を含む。
BfR によると、InnoMat.Life の主な目標の 1 つは、それらのハザードポテンシャルに関して新規材料
を一緒にグループ化できるような基準カタログを確立することである。これは、人と環境に対する暴露ポテ
ンシャルを考えることによってもなされる。プロジェクトは、合成から処分まで、材料の全ライフサイクルを考
慮する。
（イ） オランダ
（i）

RIVM

①

木材防腐剤である酸化銅及び炭酸銅ナノ粒子による肝臓毒性誘発

げっ歯類の研究によると、抗菌剤および木材防腐剤として使用される酸化銅（CuO）および炭酸銅
(Cu2CO3(OH)2)ナノ粒子は、摂取すると複数の臓器に変化を引き起こすことに加えて、肝臓毒性を誘発
する可能性がある。
オランダの国立公衆衛生環境研究所（RIVM）の Wim De Jong が率いる、学術界および産業界の欧
州のグループ(著名な毒性研究者、P.Wohlleven, V.Stone, F.Casse らを含む)は、人々が手から口への
移動で、化学物質を摂取することができると仮定して、銅化合物の経口毒性を推定した。
銅は、土壌媒介真菌に対して有意な効果を示す唯一の殺生物剤であるため、土壌と接触して木材を
処理するために最も広く使用されている殺真菌剤である。それは、水生生物に対して比較的高い毒性を
示すが、人を含む哺乳類に対する効果は最小のため、好ましい木材防腐剤である。
固体炭酸銅は、加圧処理中に木材に浸透することができる粒径を生成するために粉砕によって「微粉
化」する必要がある。結果として生じるサイズ分布は、「かなりの」割合のナノ粒子を含んでいる、と研究著
者らはジャーナル Nanotoxicology で述べている。しかしながら、彼らは「この微粉化炭酸銅の経口毒性
について入手可能な刊行物はない」ことを見出すことができた。
両方のナノ粒子は、肝臓損傷を示す、血液学的パラメータおよび臨床化学マーカーの変化を誘発し
た。消化管、腎臓、およびリンパ系臓器（脾臓、胸腺）における臓器損傷は、酸化銅ナノ粒子と比較して炭
酸銅についてより深刻であった。研究者らは、胃と腸の両方の条件におけるナノ粒子の溶解特性を調べ
た。一次粒子は同時に腸内で収縮および凝集して大きな構造になるため、研究者らは「銅イオンと粒子
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状ナノ形態の両方が、観察された毒性の潜在的な原因物質と見なすべきである」と結論づけた。
チームは銅化学物質のベンチマーク線量を計算したが、銅イオンが「主な毒物である可能性が高い」
硫酸銅の無影響量（NOAEL）と「驚くほど似た」値を与えた。
研究者らは、銅イオンが銅ナノ材料の毒性のメカニズムにおいて重要な役割を果たす可能性があるこ
とを示唆している。彼らのデータはまた、免疫システムがこれらの銅イオンによって「重大な影響を受ける」
可能性があることを同定したが、それは銀ナノ粒子に関する彼らの発見と一致している。
「ナノ材料の脾臓への潜在的に高い移動性を考慮して、免疫系はナノ材料の毒性の標的となる可能
性があり、より特定的な毒性評価のための考慮が必要である」と彼らは書いている。
彼らは彼らのデータが木材防腐剤の許容される一日摂取量を導き出すのに役立つかもしれないと示
唆している。
この記事は 2019 年 5 月 30 日に修正され、炭酸銅ナノ粒子が微粉化プロセス中に生成されることを
明確にした。
（ウ） スイス
①

暴露データの欠如がナノ材料の環境評価を妨げる

EU の Horizon 2020 プログラムによって資金供給されたスイスの調査によると、いくつかの工業ナノ材
料（ENMs)は、現在のデータを用いた環境リスク評価のためのグループ化ができない。
単一の ENM は、毒物学的に重要であるその固有の特性の変化に基づいて、多くの異なる形態―い
わゆる「ナノ形態（ナノフォーム；nanoforms）」― を取ることができる。しかし、すべてのナノ形態のために
完全な環境リスク評価を実施することは、時間がかかり、コストがかかるだろう。
グループ化とリードアクロスはよく答えとして挙げられている。グループ化は、一般的に ENMs のハザ
ード関連の側面に焦点を当て、粒子サイズや結晶形のようなそれらの固有の特性に基づいてそれらをカ
テゴライズする。しかし、いかなるハザードベースグループのリスク評価も、さらに構成要素の形態に対す
る環境放出と暴露データを要求する、とスイス連邦材料科学技術研究所 (Empa)の Henning Wigger と
Bernd Nowack は言う。研究者たちは、二酸化チタン、カーボンナノチューブ、酸化アルミニウムを含む、
ENMs の異なるナノ形態への暴露を見てきた。
彼らは、生産量に関する情報を収集し、ライフサイクルを通じての環境放出を予測するためにモデル
化を使用した。それから、彼らは、環境リスク評価のための標準として、予想影響及び無影響濃度 (Pec
及び Pnecs) を導出した。Pec を Pnec で割ってリスクキャラクタリゼーション比 (RCR) を与え、1 より低
い RCR 値は環境に即時のリスクを示さない。研究者たちは、同じ ENM の ナノ形態に対して、RCR が
数桁の大きさで異なることがあることを見付けた。例えば、光触媒ナノ酸化チタンと光安定ナノ酸化チタン
は、Pec と Pnec の推定値においてかなりの相違を示した。
これらの結果は、いくつかの ENMs とそれらの ナノ形態は、それらの放出プロファイルと有害影響に
基づいてグループ化とリードアクロス概念でクラスター化されることができないことを意味する、と彼らは示
唆する。
雑誌 Nanotoxicology において、研究者たちは、「環境暴露モデル中の最も影響力のあるパラメータ」
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として生産量に関する情報を記述するが、ナノ形態の機能性にリンクされたそのような情報を収集すること
は、「常に現実的ではない」と記している。
「我々の仕事の主な問題は、市場での製品中で使用される ENMs の実際の形態に関する情報を取得
することである。機能性とアプリケーションが明らかにリンクされていない場合、我々は問題を有する。多く
の ENMs に関して、これは事実である。現在私はこの問題を解決する方法を思い描けない。」と Nowack
教授は言った
研究者たちは、グループ化概念は異なる ENMs とそれらの ナノ形態に対して、ハザードと暴露の両
方の側面に焦点を当てて、慎重にテストされるべきである、と勧める。
４） 国際的な取り組み
（ア） ChemSec
①

ナノ材料の SIN リストへの追加

化学の専門家組織 ChemSec は、いわゆる SIN リスト－世界のサプライチェーンで回避すべき 900 以
上の有毒化学物質の集積－に産業化学物質の最新の追加することを明らかにした。SIN リストへの最新
の追加により、多くのブランド、化学物質の生産者、製造業者、そしてダウ・ジョーンズの持続可能性指数、
UNEP、その他の影響力のある機関が続き、持続可能な化学物質管理の新しい基準を設定することが期
待される。
ナノ材料を定義する最も簡単な方法は、「1〜100 ナノメートルの粒子サイズのもの」である。ナノ粒子
は、人工的（工学的）であるか、自然または偶然により形成される可能性がある。ナノを特別なものにして
いるのは、ナノサイズの粒子は、同じ材料の大きな粒子でできている場合に対して非常に異なる特性を持
つことができるということである。これが、イノベーションの観点から非常に興味深いことである。しかし、化
学物質または材料の「バルク」形態について知っていることから、ナノ材料の安全性について特定の結論
を引き出すことができない理由もある。ナノ材料がナノサイズであるというだけで、本質的に危険であると
言うことはできない。しかし、ナノ材料の危険な特性に関する知識とデータは非常に不足している。これに
より、ナノ材料の安全性に関するユーザーと消費者の間に不確実性が生じる。データが不足している場
合、予防策は前に進むための合理的な方法である。
カーボンナノチューブ（CNT）は、よく研究されているナノ材料の 1 つである。1990 年代に最初に工業
化されたカーボンナノチューブは、それ以来非常に有望な材料と見なされてきた。すべての有望性が実
現されているわけではないが、耐久性軽量素材の製造、導電性のため、超黒色顔料として、および浄水
のため、などに使用されている。いくつかの研究は、CNT が肺癌を引き起こすことを示している。小さなチ
ューブは、アスベストにやや似た経過で炎症を誘発する。がん研究の国際機関である IARC は、特定のタ
イプの CNT を発がん性物質として分類している。他の研究では、生殖毒性も観察されている。CNT は自
然環境で劣化しないため、持続性があることも知られている。CNT にはさまざまな形態がある。それらは、
シングルウォール（SWCNT）、ダブルウォール（DWCNT）またはマルチウォール（MWCNT）である。それ
らはもつれたり、長くなったり短くなったりする。生産プロセスでは、多くの場合、異なる形態の CNT と触媒
が混在する。CNT を精製するにはさまざまな方法があるが、きれいな製品を入手するのは複雑で費用が
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かかる。2019 年、ChemSec は発がん性があり、持続性があり、おそらく生殖毒性があるため、CNT を
SIN リストに追加した。
なお、「これらの材料（CNT）は使用すべきでないと言うのに十分な科学がある完璧な例がある。」とレ
ンキスト博士は述べている。
（イ） NGO
①

プラスチック暴露による世界的な健康危機を報告「プラスチックと健康：プラスチック惑星の隠され
たコスト」

プラスチックとその人の健康への影響はよく理解されておらず、「世界的な健康危機」をもたらしている、
と国際 NGO のグループによる報告書は述べている。
報告書「プラスチックと健康：プラスチック惑星の隠されたコスト」は、健康影響評価が、プラスチックの
中の何千もの添加物とプラスチックのライフサイクルのあらゆる段階でのそれらのふるまいを無視して、製
品のプラスチック成分にもっぱら焦点を合わせてきたと言う。報告書は、「プラスチックの影響を評価し対
処するための現在の狭いアプローチ」を「不適切かつ不適当」としている。「プラスチックのリスクを理解し、
それに対応し、それらのリスクに直面して情報に基づいた決定を下すには、プラスチックが人の健康に与
える影響の全範囲を評価するための完全なライフサイクルアプローチが必要である。」と報告書は記して
いる。
著者の一人である国際環境法センター（Ciel）の環境保健局長の David Azoulay は、サプライチェー
ンとプラスチックの国境、大陸、海洋を越えた影響のため、「いかなる国もこれらの影響からから自国民を
効果的に保護することはできず、プラスチックの有害なライフサイクルに完全に対処するためのグローバ
ルな手段は今日も存在していない。」と述べている。「各国は、プラスチックの生産、使用、および廃棄を
世界中で削減することを含む、プラスチックの健康危機に対する包括的な対応を発展させるために、現在
の世界的な議論の機会をとらえる必要がある」と彼は言う。
同報告書によると、プラスチック添加剤は「過小評価されている問題」である。多くのプラスチック添加
剤による人の健康への悪影響を特定した研究は疑問の余地はない、とそれは付け加える。「人の健康に
は重大なリスクがあり、予防的アプローチが必要である。」
ポリマーを製造するために製造工程において、開始剤、触媒および溶媒を含む、化学添加剤を使用
することができるが、一方で、安定剤、可塑剤、難燃剤、顔料および充填剤を含む機能を与えるために他
の添加剤が使用される。いくつかは、光分解を抑制し、強度、剛性および柔軟性を高め、あるいは微生物
の増殖を防ぐために使用されている。報告書によれば、「これらの添加剤の大部分はポリマーマトリックス
に結合しておらず、そしてそれらは低分子量であるために、容易に浸出する」という。化学添加物のうち、
フタル酸エステル系可塑剤、ビスフェノール A、抗菌剤、ポリ臭素化難燃剤が「特に懸念される」と報告は
述べている。
「プラスチックの焼却なども含めて、これらの添加剤が放出されると、それらは環境中に残留し、食物連
鎖の中に蓄積する。」
報告書によると、多くの人の健康への影響は結論が出ているが、吸入された化学添加物や「プラスチ
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ック粒子に蓄積された毒物」に関連するものはまだ明らかにされていない。「プラスチック生産が増加する
につれて、この暴露は増加するだけである」と、それは警告する。2050 年までにプラスチック生産量が 4
倍に増加すると推定されている。
同報告書によれば、プラスチックはストックホルム条約では残留性有機汚染物質（POP）としては正式
に認められていないが、その材料の「特性およびその化学添加物および汚染物質は公認の POP と同じく
らい有害であり、同様の特性を示している。」これらの特性は、以下を含むと報告書は記している。


持続性プラスチックのマイクロおよびナノプラスチック粒子への分解は、海洋生物相による取り込
みを促進することから、それらが食物連鎖に蓄積することを示している。



プラスチックポリマー中に存在する化学添加物や汚染物質の中には、内分泌かく乱特性を示す
ものがあり、極端に低い用量で有害な場合がある。



「新鮮な」プラスチック廃棄物が絶え間なく流出しており、海洋生態系に有意な持続性があること
を示している。

同報告書は、意図的に添加されたマイクロプラスチックに対する Echa の最近の規制提案は「POPs 分
類をサポートする」と付け加えている。
ECHA の提案によれば、マイクロプラスチックの持続性と悪影響や生体内蓄積の可能性は「懸念の原
因」である。「一旦放出されると、それらは環境中で非常に持続的になる可能性があり、何千年も持続し、
事実上除去することが不可能である」と提案は付け加えている。
（ウ） 国家毒物学プログラム(NTP)
①

NTP 科学カウンセラー委員会はナノプラスチックおよびマイクロプラスチックへの人暴露を議論

国家毒物学プログラム(NTP)は、2020 年 1 月 31 日に連邦官報告示を発表し、科学カウンセラー委員
会(BSC)が 2020 年 2 月 21 日に会合を開くと発表した。会議中、BSC はプログラム活動に関するレビュ
ーとアドバイスを行う。会議の予備的な議題によると、会議は、国立毒物学研究センター、食品医薬品局
の Anil Patri 博士による「ナノプラスチック/マイクロプラスチックへの人の暴露を理解する：新しいエージェ
ント（作用因）は新しい課題をもたらす」というプレゼンテーションを含む。会議はウェブキャストのみによっ
て開催され、一般に公開されている。書面によるコメントは受け付けられ、口頭コメントやウェブキャストへ
のアクセスには登録が必要である。現時点では、会議資料はまだ掲載されていない。
（エ） 産業団体
①

ナノテクノロジー産業協会による、ナノ材料セクターにおけるナノプラスチックの用語の使用に関す
る指摘

ナノ材料セクターは、材料の起源を明確にするために、限定されていない「ナノプラスチック」という言
葉の使用をやめることを人々に求めている。ナノテクノロジー産業協会（NIA）は、その言葉を「孤立した状
況で」使用すると、製造されたナノ材料を環境で見られるナノスケールのプラスチック粒子と混同し、すべ
てを否定的に見る可能性があると述べている。NIA は、そのウェブサイトで公開しているポジションペーパ
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ーで、科学出版物がますますこの用語を使用しており、欧州委員会と欧州食品基準局の両方が現在使
用していると述べている。しかし、100nm 以下のサイズのプラスチック粒子からなる材料を意味するとして
その言葉を使用することは「文法的に正しい」が、それは非限定的で曖昧でもある、と同協会は述べてい
る。
人々は、自分たちが以下のどちらを言及しているのかを示すことで、より限定的にすべきである：


プラスチック製品の劣化または摩耗から形成される偶発的なナノプラスチック。 また



製造されたナノプラスチック–工学的または意図的なナノプラスチックとしても知られて

は
いる–それは特定のナノスケール特性を示すように製造される。
この一般用語の使用は、世界のナノ材料セクターに有害な影響を及ぼし、製品やプロセスで社会が
利益を得る範囲を減らす可能性があると述べている。
以下にポジションペーパーを紹介する。
NIA とそのメンバーは、プラスチックを小さな粒子または破片と呼ぶ場合、注意と明確さを求めている。
「ナノプラスチック」は非限定的で曖昧な用語であり、すべての聴衆・読者に正確に提示するために限定
詞を考慮する必要がある。偶発的な「ナノプラスチック」、またはより具体的には偶発的なプラスチックナノ
スケール材料は、プラスチックの劣化または摩耗によって形成され得る。製造された「ナノプラスチック」
（つまり、プラスチックナノ材料）は、特定の製品特性を考慮して、ナノスケールで意図的に生産される。製
造された「ナノプラスチック」の環境内での存在は、製品に組み込まれているため（マトリックスに結合され
ているため）、非常に低いと予想される。
プラスチック廃棄物とその環境への影響に関しては、国民の関心が高まっている。 プラスチックの使
用と不適切な廃棄は、環境に放出され、UV 光や機械的な力などの要因にさらされると、陸地と水中の両
方に広く分散できる小さなサイズに破壊されるため、環境に影響を及ぼす。プラスチック粒子は、生態系
内に蓄積されることがますます実証されている。
5 mm 未満のプラスチックの破片は現在、一般的にマイクロプラスチックと定義されており[i]、ナノスケ
ールの粒子を含んでいる。小さいサイズのプラスチック粒子を区別するために、「ナノプラスチック」という
用語は、100 nm 以下のサイズを表すためによく使用される（参考文献[ii]、3）。「ナノプラスチック」という用
語は、科学刊行物[iii]でますます使用されており、欧州委員会による資金調達の呼びかけ[iv]や EFSA [v]
などの機関でも使用されている。
「ナノプラスチック」という用語は、ナノスケールの長さ（100 nm 以下、サイズが唯一の決定要因である
ナノ材料という用語に関する欧州委員会の勧告[vi]に従って）でプラスチックを記述するためには、文法的
に正しい一方で、「ナノプラスチック」は ナノ材料生産者にとって役立つまたは何かを代表する用語では
ない。環境で観察される（またはマイクロプラスチックの識別に基づいて予測される）「ナノプラスチック」は、
意図的にナノスケールで製造されたものではない。代わりに、それらは偶発的であるか、または環境に存
在するプラスチックのより大きな形態の摩耗または劣化から形成される二次プラスチック粒子と呼ばれる。
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現在の科学的実践では、環境で見つかったナノプラスチック粒子が意図的に製造されたものなのか、より
大きな構造からの断片化によって生成されたものなのかを判断することは、まだできない。
NIA とそのメンバーは、「ナノプラスチック」という用語は一般的な用語であり、したがって、その使用は
明確さと正確さを確保するために限定されるべきであると強調している。「ナノプラスチック」という用語は、
状況に応じて「偶発的」または「製造/意図/設計」などの限定詞を追加して特定する必要がある。これによ
り、意図的に製造された「ナノプラスチック」と、より大きなプラスチックの劣化または摩耗に起因する偶発
的な「ナノプラスチック」粒子が区別される。NIA とそのメンバーは、「ナノプラスチック」という用語は非専門
家、特に消費者を混乱させる可能性があり、その区別は、メディアおよび欧州委員会、欧州ナノ材料観測
所（EUON）および公的機関のような、その他の公開情報源からの理解とコミュニケーションを確保するた
めに重要であると考えている。
「ナノプラスチック」という用語を単独で使用すると、製造されたナノ材料と環境内のすべてのナノスケ
ールプラスチック粒子が混同される危険があり、すべての材料が負の観点で見られる可能性がある。「ナ
ノプラスチック」という用語の曖昧で不明確な使用は、世界のナノ材料セクターに有害な影響を与え、製
品およびプロセス内でのナノ材料の使用による潜在的な利益を減ずる可能性がある。NIA の現在の知識
では、意図的に製造されたナノプラスチックはほとんどなく、使用は主に研究所内の科学研究に限定され
ている。
環境内の偶発的なナノスケールプラスチックの存在は、意図的に製造されたナノ材料の放出によるも
のではないが、ナノテクノロジーセクターは、環境内で見られるナノスケールプラスチック粒子への対処に
貢献できる。意図的に製造されたナノ材料の生物学的相互作用の特性評価と理解の進歩により、環境で
見られる偶発的なナノスケールプラスチックの問題に対処するのに役立つモデル、分析ツール、および
方法が提供できる。
参照文献；
[i] EHCA Annex XV Restriction report – Proposal for a restriction: Intentionally added
microplastics
https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720 .
‘microplastic’ means a material consisting of solid polymer- containing particles, to which
additives or other substances may have been added, and where ≥ 1% w/w of particles have (i) all
dimensions 1nm ≤ x ≤ 5mm, or (ii), for fibres, a length of 3nm ≤ x ≤ 15mm and length to diameter
ratio of >3
[ii] Nanoscale Adv., 2019, 1, 1055-1061
(https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/na/c8na00210j#fn1)
[iii] Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and
Categorization Framework for Plastic Debris https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b05297
[iv] See for example the funding calls for topics SC1-BHC-36-2020 Micro- and nano-plastics in
our environment: Understanding exposures and impacts on human health and CE-SC5-29-2020 A
common European framework to harmonise procedures for plastics pollution monitoring and
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assessments which both mention nano plastics.
[v] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2016.4501
[vi] Commission Recommendation of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0696

（２） ナノ材料の労働安全衛生に関する情報
１） 米国
①

NIOSH による職場でのナノプラスチックとマイクロプラスチックに関する科学ブログアイテムの公開

2020 年 2 月 19 日、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、マイクロプラスチック(NIOSH によって
「5mm より小さいプラスチック粒子」として定義される)およびナノプラスチック(プラスチック粒子のナノスケ
ールの画分)への職場暴露をレビューする「職場にナノプラスチックとマイクロプラスチックがあるか?」と題
する科学ブログを掲載した。NIOSH は、ナノ-およびマイクロプラスチック粒子(NMPP)は「環境および機
械的劣化(トップダウン機構)によって形成され得る」と述べている。 また、例えば、プラスチックの加熱や
燃焼(ボトムアップ機構)の間に、分子種の凝縮によっても生成されることがある。 NIOSH は、職場での
吸入暴露の次の例を提供する：


トップダウン機構
 プラスチック製品の機械的および環境的劣化の際に、それは廃棄物管理およびリサ

イクル作業における労働者の間でナノ-およびマイクロプラスチックへの潜在的な暴露につな
がる可能性がある
 オフィス/テレワーカーや保管スタッフの間で暴露の可能性がある NMPPs と考えられ
る空気中の繊維を生産することがあるカーペットおよび他の合成繊維製品の劣化；
 塵を発生させるポリマーおよびプラスチック製品の機械加工;そして


ボトムアップ機構
 高エネルギーまたは高熱プロセス(レーザー切断や高速掘削のような)、ポリマー複合

材料の処理の間、および 3D 印刷の間のプラスチックの溶融または融解による；そして
 プラスチック加工機やプリンターをホストする施設は、空中の NMPP に労働者を暴露
させる可能性がある。
NIOSH によると、ナノテクノロジー研究センター(NTRC)は、ナノ材料の暴露測定、評価、暴露軽減、
ハザード特性評価のアプローチを開発しており、これらのアプローチの多くは、職場におけるナノおよび
マイクロプラスチックのリスクを特徴付けそして最小限に抑えることにも適用可能である。NIOSH は、現在、
ナノ-およびマイクロプラスチックの職業暴露限界値はないと指摘している。ナノ-およびマイクロプラスチッ
クの職業暴露限界値がない場合、NIOSH は、職場の安全努力は、隔離キャビネット、排気換気、および
排気のような適切なエンジニアリング制御を通じて、及び良い産業衛生慣行を利用して、潜在的な暴露を
最小限に抑えることに焦点を当てるべきだと述べている。
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２） EU
EU において、ナノ材料の労働安全衛生に関する新たな情報はこの 1 年間確認できなかった。
３） 台湾
①

ナノ材料労働者の健康への悪影響は認められない

工業ナノ材料を取り扱う労働者に対する台湾の研究「Longitudinal follow-up of health effects
among workers handling engineered nanomaterials: a panel study」（工学的に作られたナノ材料を扱
う労働者の間の健康への影響の縦断的追跡：パネル研究）では、健康への悪影響の「証拠はなし」であっ
たが、抗酸化酵素のレベルの説明のつかない有意な上昇が見出された。
国立環境健康科学研究所(NIEHS)の研究者は、全国にある 14 の工場のナノ材料取り扱い作業者に
ついて 4 年間の調査研究を実施した。ほとんどの工場は、ナノ材料懸濁液を取り扱っている。3 つはナノ
サイズの二酸化ケイ素粉末とカーボンナノチューブを使用している。チームは、ナノ材料を定常的に取り
扱う 206 人の労働者と 108 人の非暴露者（対照）を調査対象とした。扱うナノ材料別では、混合物が
58.7％、二酸化ケイ素が 42.7％、二酸化チタンが 34.0％、銀が 34.0%、その他が 30.6％であった。
Wei-Te Wu の率いるチームは、4 年間で、炎症、酸化的損傷、抗酸化酵素活性、遺伝毒性のマーカ
ーを探すために、血液、尿、呼気の 5 セットのテストを実施した。 彼らはまた、肺機能と心拍変動を試験し、
神経行動テストを行った。
工業ナノ材料に関するほとんどの研究は、in vitro で行われたか、動物で行われた。 環境健康ジャー
ナルで研究者は、工業ナノ粒子によって引き起こされる健康への影響はヒトでは確認されていないが、一
部のナノ材料への暴露が有害であることを裏付ける動物研究からの証拠が蓄積されているという考えを支
持している。
ナノ材料を取り扱う労働者は、吸入により暴露される可能性が高い。しかし、工業ナノ粒子への暴露を
測定することは簡単ではない。粒子サイズの範囲、それらの暴露パラメータ、およびどんな機器と方法が
使用するのに最も適切か、を決定するに十分な情報はない、と研究者は述べている。
この研究は、ナノ材料を扱う労働者の健康への悪影響の可能性の「証拠なし」であることを見出したが、
抗酸化酵素グルタチオン パーオキシダーゼとスーパーオキシド ジスムターゼのレベルの増加を強調し
た。
彼らは、低濃度は抗酸化酵素の早期増加を誘発するのに十分であるが、酸化的損傷を引き起こすの
に十分ではない、と示唆している。ウエットプロセスと液体懸濁液の使用が効果を上げていると考えられ
る。
研究者は、より高濃度のナノ粒子への暴露、または 4 年以上の長期間にわたる暴露が、健康への悪
影響を引き起こす可能性があるかどうかを調査するには、さらなる研究が必要であると結論付けている。
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（３） ナノ材料の有害性試験法、有害性機序一般に関する情報
（ア） ナノ材料の有害性試験法に関する情報
（i）

EU

（a）

EC（欧州委員会）

①

JRC による医薬品中ナノ粒子の測定に関する論文

欧州委員会(EC)の共同研究センター(JRC)は、2019 年 5 月 10 日に、Journal of Controlled
Release の 2019 年 4 月 10 日号で「ナノ粒子使用医薬品の粒径分布測定、EUNCL と NCI-NCL の共
同意見。直交する測定と段階ごとに複雑になる測定を組み合わせる段階的なアプローチ」（Measuring
particle size distribution of nanoparticle enabled medicinal products, the joint view of EUNCL and
NCI-NCL. A step by step approach combining orthogonal measurements with increasing
complexity）と題した論文の公開を発表した。JRC は、フランス Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA)、スイス Eidgenössische Material- und Prüfungs-Anstalt (EMPA)、
米国国立がん研究所のナノテクノロジーキャラクタリゼーション研究所 (NCI- NCL)、およびアイルランド
のトリニティ・カレッジの研究者との緊密な連携で、ナノ医薬品の粒度分布を測定するための一般的な戦
略を開発してきた。
JRC によると、「低解像度技術によってサンプルの完全性と安定性を評価するための迅速予備ステッ
プは、簡単なバッファーと複雑な生物媒体の両方で実行される補完的な高解像度のサイズ測定の組み
合わせが後に続く。」この仕事は、NCI- NCL と欧州ナノ医療評価研究所 (EUNCL) との間のコラボレー
ションの一部である。JRC は、これは「粒子径分布の高品質、正確な測定」につながっている、と述べて
いる。粒度分布の測定を含むナノ医薬品の評価のための標準操作手順は公に利用可能であり、EUNCL
と NCI- NCL は、「最先端の」キャラクタリゼーションプラットフォームへの幅広いアクセスを提供してい
る。
（イ） ナノ材料の有害性機序一般に関する情報
ナノ材料の有害性機序に関する新たな情報はこの 1 年間確認できなかった。
（ウ） 個々のナノ材料の有害性に関する研究
二酸化セリウム

（i）
①

英国 PHE による二酸化セリウムナノ粒子による肺炎症の誘発を示唆する研究

英国公衆衛生庁(PHE) によって導かれた英国のげっ歯動物の研究によると、二酸化セリウムナノ粒
子を吸い込むことは、長期的な健康影響の可能性を有する肺の炎症を引き起こす可能性がある。
結果は、同ドイツ政府機関によって共同資金提供された大規模な BASF のげっ歯動物研究を反映し
ている。2019 年 4 月に公開された研究は、二酸化セリウムナノ粒子の吸入は、低用量であっても、数ヶ月
持続する肺炎症―「驚くべき、予期しない」と記述される結果を生じることを見出した。
PHE の放射線、化学、環境ハザードセンターの Chang Guo が率いるチームは、ナノサイズ二酸化セ
リウムクラスター（凝集体）への短期吸入暴露が、暴露後まだ 7 日後で示した肺の「有意な」炎症影響を
誘発させることを見出した。
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二酸化セリウムは、二酸化チタンと同じクラスに位置づけられる、難溶性粒子(PSPs)を構成する。この
材料は、染料、プラスチック中の紫外線吸収剤として、エレクトロニクスにおけるシリコン基板のための研
削加工材料、燃料効率を高めるための触媒ディーゼル添加剤として、を含む、広い範囲の用途を持つ。
研究室の研究は、燃料添加剤を用いる様々なエンジンが二酸化セリウム粒子を排出することを示して
きている。ナノ粒子が、添加剤として燃料で使用されることが知られている場所における大気中で検出さ
れ、吸入の後に続く潜在的な健康影響についての懸念がある、と英国の研究者は雑誌 Nanotoxicology
で書いた。しかし、二酸化セリウム吸入研究のほとんどは、車から排出されるものよりもサイズが大きい粒
子を使用してきている、と彼らは付け加えた。
英国チームは、週 4 日間、1 日 3 時間、8 ナノメートルの一次粒子径を持つ二酸化セリウム粒子にラッ
トを暴露させた。彼らは、3 日後に増加し、サイトカインと呼ばれる免疫細胞化学物質の上昇したレベルに
対応した、有意な炎症性応答を観察した。肺中の脂肪の分析が、脂質の含有レベルで著しく少ないとい
う変化を示し、これは特定の細胞と経路に対する影響を示すかもしれない、と彼らは示唆する。
結果は、ナノサイズのエアロゾルを使う数少ない既存の研究と「広く一致」しているが、「我々のより小さ
い粒子に対してより大きい生物学的効力を連想させる」と研究者は書いた。また、彼らは、長期的な影響
の可能性が「さらなる調査に値する」ことを示唆する。
チームは、より小さい粒子が食細胞と呼ばれるゴミを貪食する細胞によってクリアされる効率がより小さ
い可能性があり、「長期暴露と集積につながる」ことを示唆する。
研究は、PHE からの支援で、英国の自然環境研究評議会と医学研究評議会によって資金提供され
た。
2017 年に、EU の Nanoreg プロジェクトのために、ストックホルムの Karolinska 研究所によって実
施されたグループ化研究は、二酸化セリウムナノ材料が細胞に毒性を示さなかったが、炎症を引き起こし
たことを見出した。
ドイツは、コミュニティローリングアクションプラン (Corap)の下で、広く分散的に使用されている、発が
ん性と変異原性が疑われる物質として二酸化セリウムを評価している。その 2015 Corap 根拠文書は、
物質のナノ形態がバルク形態を置き換えていくことと、ナノ形態の新しい使用方法が識別されていくことを
予測している。
（ii）
①

二酸化チタン
食品添加物二酸化チタンの特性と市販食品中の運命に関する論文

韓国のソウル女子大学の黄（Ji-Soo Hwang）らの「食品添加物二酸化チタンとその市販食品中の運
命 」 （ Food Additive Titanium Dioxide and Its Fate in Commercial Foods ） と 題 し た 論 文 が
Nanomaterials 2019, 9, 1175 に掲載された。二酸化チタン（TiO2）は、食品産業で最も広く利用されて
いる食品添加物（E171）の 1 つである。ナノテクノロジーの開発とともに、E171 TiO2 中および市販の食品
中のナノ構造粒子の存在に関する懸念が高まっている。
本研究では、市販の E171 TiO2 粒子の、粒径分布を含む物理化学的特性を調査し、続いて実験で
確認した手法で、市販食品中の TiO2 の同定と定量化を行い、その後細胞毒性と腸管輸送の評価を行っ
た結果を報告している。
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材料

4 つの異なるメーカーの 5 つの食品グレード E171 TiO2 製品がテスト材料として提供され、T1－T5 の
番号が付けられた。一般グレードのバルクおよびナノ TiO2 は、それぞれ Sigma-Aldrich（米国ミズーリ州
セントルイス）および Alfa Aesar–Johnson Matthey Co.（ドイツ、カールスルーエ）から購入された。粒子
のストック溶液（1 mg / mL）は、蒸留水（DW）に 30 分間分散させ、実験の直前に、5 分間超音波処理し
て調製された。国際ブランドの TiO2 を含む市販製品（チューインガム、キャンディ、チョコレート、ゼリー、
ソース、スナック）は、2018 年に韓国ソウルの市場から購入された。


食品添加物二酸化チタンの特性測定

市販の食品添加物 E171 TiO2 粒子の結晶構造は、XRD パターンによって決定され、全ての TiO2 粒
子は、有意な有機部分を含まないアナターゼ型であることがわかった。SEM 画像は、不規則でランダムな
形状の粒子を示し、平均一次粒子サイズは 118.29± 25.80–169.30±29.82 nm であり、100 nm より小さ
い粒子が 1〜22％の粒子サイズ分布（下表）であった。5 つの食品添加物 TiO2 粒子間で平均一次粒子
サイズの統計的差異はなかった。一方、一般グレードのナノ TiO2 の平均粒子サイズは 51.45 ±11.63nm
で、100％が 100 nm よりも小さかった。また、一般グレードのバルク TiO2 は、食品添加物の TiO2 粒子と
比較して、統計的に同等の粒子サイズであった。
平均径(nm)
サンプル名
T1
T2
T3
T4
T5
バルク
ナノ
※ND;検知せず

150.10 ±19.35
165.32 ±30.68
169.30 ±29.82
122.49 ±23.31
118.29 ±25.80
130.63 ±31.07
51.45 ±11.63

<100 nm
1
3
1
12
22
14
100

分布 (数 %)
100–200 nm
96
80
76
88
74
84
ND

>200 nm
3
17
23
ND
4
2
ND

動的光散乱（DLS）の結果は、TiO2 粒子の Z 平均サイズが 285.30 ± 6.68–345.27 ± 4.45 nm で、
すべての粒子の流体力学的直径の 100％が 100 nm より大きかった。したがって、水溶液中の TiO2 粒子
の流体力学的直径は、SEM で測定された一次粒子サイズよりもはるかに大きかった。以上の結果から、
T3 と T4 はそれぞれ、さらなる研究のための代表的な最大粒子と最小粒子として使用された。


模擬食品中の二酸化チタンの特性測定と定量分析

市販食品中の酸化チタンの分析方法の信頼性をチェックするため模擬食品中の二酸化チタンの特性
測定と定量分析を行った。硝酸―過酸化水素分解によって、二酸化チタンの形状、粒度はほとんど変化
しなかった。二酸化チタンの硫酸溶解後 Ti を ICP-AES で分析した結果も全て 90％以上の収率が得られ
た。食品マトリクス中の Ti も検出限界以下であった。


市販食品中の二酸化チタンの特性測定と定量分析

食品添加物 TiO2 粒子は、模擬食品で確立された方法に基づいて、キャンディ、チョコレート、チュー
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インガム、ゼリー、ソース、スナックなどのさまざまな市販製品から特性決定および同定された。SEM 画像
は、硝酸/過酸化水素処理によって市販の食品から回収された TiO2 粒子が、元の TiO2 と比較して、有意
な分解なしに類似の形状と粒子サイズ分布を持っていることを明らかにした。DLS の結果は、市販製品か
ら回収された TiO2 粒子の流体力学的直径は、242.53±45.60－461.47±6.76 nm の範囲で、元の値と
ほぼ同じであることを示した。EDS を使用した元素分析により、市販の食品から回収された粒子に Ti が存
在することが確認された。一方、定量分析により、TiO2 含有量は 1.09－9.87 mg/g の範囲であり、0.11－
0.99％（wt/wt）であることが明らかになった。


細胞増殖の抑制、膜損傷、コロニー形成

異なるサイズ分布（T3 および T4）の食品添加物 TiO2 の短期の細胞増殖および膜損傷に対する影響
を、WST-1 に 24 時間暴露した後のヒトの腸内 Caco-2 細胞および乳酸脱水素酵素（LDH）漏出アッセイ
で、それぞれ評価した。一般グレードのバルクおよびナノ TiO2 も比較研究に使用された。 結果は、すべ
ての食品グレードおよび一般グレードの TiO2 粒子が 24 時間後に細胞増殖または膜の完全性に影響を
与えなかったことが実証された。
コロニー形成に対する食品添加物 TiO2 の長期的な影響もクローンアッセイで調査し、一般グレードの
バルクおよびナノ TiO2 と比較した。結果は、粒子サイズの分布や種類に関係なく、14 日間の暴露後、テ
ストした最高濃度（250 µg/mL）ですべての TiO2 粒子がコロニー形成能力をわずかに阻害したことを示し
ている。


ROS とアポトーシス誘導

酸化ストレス誘導に対する食品添加物 TiO2（T3 および T4）の可能性を、細胞内 ROS を測定すること
により評価した。アポトーシス誘導は、アネキシン V-FITC でも確認された。アネキシン V-FITC は、細胞表
面に露出したホスファチジルセリンに結合し、アポトーシスの初期マーカーとなる。生細胞に取り込まれな
い色素である PI を死細胞マーカーとして使用した。結果は、すべての食品グレードの TiO2 と一般グレー
ドのバルクおよびナノ TiO2 が、24 時間の暴露後に 125 µg /mL を超える濃度で ROS を有意に誘発した
ことを示した。異なる種類の粒子間で ROS の生成に有意な差は見出せなかった。
一方、すべての TiO2 粒子は、テストした最高濃度 1000 µg/mL で 24 時間の暴露後、アポトーシスま
たは壊死をわずかに引き起こし、一般グレードのバルク、一般グレードのナノ、T3、および T4 TiO2 粒子
で、それぞれ約 7.9、11.9、6.8、および 12.5％の総アポトーシスまたは壊死細胞を示した。


腸管輸送メカニズム

粒子は、吸収されるためには腸上皮バリアを越えて輸送されなければならない。食品添加物 TiO2（T3
および T4）および一般グレードのバルクおよびナノ TiO2 の腸内輸送メカニズムを、2 つの異なる培養モ
デル（2D モデル、Caco-2 単層および 3D モデル、FAE）で調査した。前者と後者は、それぞれパイエル
板のパッチの上にある FAE で見つかったマイクロフォールド（M）細胞と腸の密着結合（タイトジャンクショ
ン;TJ）を表している。結果は、すべての粒子が主に M 細胞によって輸送されることを示したが、Caco-2 単
層を通る輸送の有意な増加も見られた。M 細胞と Caco-2 単層の両方による輸送を組み合わせたすべて
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の TiO2 粒子の総輸送量は非常に低く、0.12〜0.14％を示した。 腸内輸送量およびメカニズムに対する
粒子サイズまたは粒子タイプ（食品または一般グレード）の影響は見出せなかった。
注）M 細胞または小襞細胞（Microfold cell, M cell）とは、パイエル板を覆う濾胞被蓋上皮の吸収上皮
細胞間に散在する細胞である。膜状の微絨毛を有する。
タイトジャンクション（密着結合；TJ）は、上皮や内皮における細胞間接着に関わる装置であり、その主
たる機能の 1 つは、細胞間を強固に接着して、細胞層にバリア機能を付与することである。
著者らは結論に、これらの調査結果は、食品業界での TiO2 の適用とその潜在的な毒性の予測に役
立つ、と書いている。
②

一般的に使用されるプラスチック注射器中の予測不可能な量のナノ粒子の残存

論文「Unpredictable Nanoparticle Retention in Commonly Used Plastic Syringes Introduces
Dosage Uncertainties That May Compromise the Accuracy of Nanomedicine and Nanotoxicology
Studies」（一般的に使用されるプラスチック製注射器での予測不可能なナノ粒子の保持は、ナノ医学お
よびナノ毒性学研究の精度を損なう可能性のある投与量の不確実性をもたらす）（Holzwarth et al.,
2019）が 2019 年 11 月に発表された。
放射性標識 TiO2 ナノ粒子の懸濁液を使用した最近の動物実験では、大きな値で変動性の高い放射
能画分が使い捨てのプラスチックシリンジに保持されていた。投与後に、負荷量の 10％から最大 70％が
シリンジ中にまだ存在していた。結果として、動物に有効に送達されたナノ粒子の用量は、シリンジに装
填されたナノ粒子の名目上の用量よりもしばしばはるかに少なかった。このナノ粒子保持の高い変動性は、
正確に事前定義された用量の適用を危うくするもので、通常は適用用量として設定されるシリンジに供給
された用量を臓器および組織の容量で正規化するときに主要なエラー源となる。放射標識された 7 種類
の酸化物と金属ナノ粒子に、一般的に使用される 6 種類のシリンジを使用して、対照研究が実施された。
この目的のために、シリンジに所定量のナノ粒子懸濁液をロードし、放射能を測定し、シリンジから懸濁液
を放出し、空のシリンジで放射能測定を繰り返した。最も高い保持値は、ツベルクリンタイプのシリンジで
TiO2 ナノ粒子懸濁液を使用した場合に見出された。最悪の場合、ナノ粒子の 6.6％〜79.1％がシリンジ
に保持された。インスリンタイプシリンジで同じナノ粒子懸濁液を使用すると、保持量が 1.4％から 20.6％
に低下した。アモルファスシリカナノ粒子の最大保持率は 8％で、Au ナノ粒子の場合は 5.1％であった。
in vivo 動物イメージング研究から収集されたさらなるデータは、シリンジでのナノ粒子の保持は、ナノメデ
ィシンでの可能性のある用途について調査されたエキソソーム、ポリマーソーム、タンパク質ベースのナノ
粒子などのナノ粒子の実験にも影響することを示している。保持は非常に変化するため、単純なシリンジ
保持係数を適用しても、実効的に適用される用量を決定することはできない。この研究は、問題に注意を
喚起し、その起こりうる規模と予測不可能な変動性を示す。緩和戦略として、シリンジタイプとナノ粒子懸
濁液の特定の組み合わせがナノ粒子保持の影響を受けるかどうかを確認し、必要に応じて保持を最小化
する異なるシリンジタイプを選択するために、異なるシリンジタイプでの適切なチェックを提案する。
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（iii） 金属粒子
①

刺青針からの金属粒子ニッケルとクロムを含む粒子がリンパ節に入ることを皮膚で初めて検出

刺青針からの金属のマイクロおよびナノ粒子は、皮膚およびリンパ節に沈着する可能性がある。これ
は、ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）の研究者と国際的なパートナーチームの結果である。
刺青針はスチール製であるため、ニッケル（6〜8％）とクロム（15〜20％）も含まれている。現在、研究
チームは、刺青インクに白色顔料の二酸化チタン（TiO2）が含まれている場合、使用中に金属粒子が針
から摩耗し、皮膚に浸透する可能性があることを実証した。ニッケルとクロムは針から機械的に放出され、
皮膚に入る。 その後、これらの粒子はリンパ節に移動できる。
これまで、主にニッケルとクロムで汚染された着色顔料（刺青インク）が金属関連の刺青アレルギーを
引き起こすと考えられていた。
この新しい研究により、研究者は現在、刺青針でさえ健康上のリスクをもたらすという証拠を提供して
いる。さらに、身体の汚染はニッケルとクロムで増加する。今後の研究では、これらの金属の追加摂取が
アレルギーを引き起こす可能性をどのように高めるかを調査する。
刺青とその成分に対するアレルギー反応は、刺青の最も一般的な副作用である。 研究結果に基づ
いて、科学者は、特に重金属で汚染されたカラー顔料がこれらのアレルギーの引き金になっていると推測
した。刺青の針にはニッケルとクロムが含まれているが、皮膚への金属沈着への影響はまだ研究されてい
なかった。
BfR が率いる国際チームは現在、この研究のギャップを埋めた。研究者はまず、シンクロトロンを用い
たナノ X 線蛍光（XRF）を使用して、人の皮膚とリンパ節のサンプルを分析した。それらは、健康上の異常
が知られている刺青のあるドナーから供給された。これらのサンプルの結果は、アレルギーを経験した刺
青のある患者の皮膚およびリンパ節からのデータと比較された。
研究の第 2 部では、研究チームは、ある場合には黒のインク（カーボンベース）で、また別の場合には
摩耗性がある TiO2 インクで、豚の皮に刺青を入れた。 両方の顔料は以前に検査され、スチール粒子を
含まないことがわかっていた。
両方の分析の結果は次のことを示している。ナノサイズおよびマイクロサイズの金属粒子は、TiO2 含
有インクを使用した刺青針から放出される。この効果は、黒インクでははるかに低かった。金属粒子には
ニッケルとクロムが含まれ、刺青のある皮膚に永久的に沈着し、一部はリンパ節に輸送される。アレルギー
反応に苦しむ患者の分析されたサンプルで、研究者チームは炎症を起こした皮膚に着色顔料（酸化鉄）
と摩耗した鋼粒子の両方を検出した。結果は、刺青針を使用すると、ニッケルやその他の重金属が体内
に入り、アレルギー反応を引き起こす可能性があることを示している。金属関連の刺青皮膚アレルギーの
場合、刺青針から削り取られた粒子の正確な効果を評価するには、さらなる研究が必要である。
（iv） 生物学的合成材料
①

生物学的に合成された金属ナノ材料の遺伝毒性と抗遺伝毒性の系統的レビュー

H. Barabadi らによるグリーン合成した金属ナノ粒子の遺伝毒性に関するレビューが発表された：A
Systematic Review of the Genotoxicity and Antigenotoxicity of Biologically Synthesized Metallic
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Nanomaterials: Are Green Nanoparticles Safe Enough for Clinical Marketing?（H. Barabadi et al.,
Medicina 2019, 55(8), 439）
背景と目的：研究により、生体金属ナノ粒子（MNP）の重要な生物医学的可能性が解明されたが、生
体 MNP の使用に関連する有害性（ハザード）を調査することは非常に重要である。証拠は、遺伝毒性が
突然変異、発癌、および細胞死を引き起こすことを示している。
材料と方法：したがって、生物学的に合成された MNP の遺伝毒性効果を、in vitro および in vivo モ
デルを介して、調査したオリジナルな研究を体系的にレビューする。以下のデータベースでオンラインで
公開された文献をスクリーニングすることにより、記事を体系的に収集した。Cochrane、Web of Science、
PubMed、Scopus、Science Direct、ProQuest、EBSCO。
結果：ほとんどの研究は MCF-7 癌細胞株で実施され、植物合成はすべての研究で MNP 調製への一
般的なアプローチであった。菌類は、MNP 合成に適用される 2 番目に主要なリソースであった。 合計
80.57％の研究で、サイズが 50 nm 未満の生体 MNP が合成された。
Ag、Au、ZnO、TiO2、Se、Cu、Pt、Zn、Ag-Au、CdS、Fe3O4、Tb2O3、および Si-Ag NP の遺伝毒
性が評価された。研究の 68.79％で作製された AgNP と 12.76％で作製された AuNP は、含まれている
論文で合成および評価された 2 つの最も主要な生体 MNP であった。
結論：このレビューで収集された研究の中で、いくつかの研究は生体 MNP の抗遺伝毒性の影響を報
告したが、ほとんどは特定の濃度で、用量または時間依存性の生体 MNP 遺伝毒性を報告している。
著者らの知る限り、これは生物学的に合成された MNP の遺伝毒性を体系的に評価し、遺伝毒性デー
タの貴重な要約を提供する最初の研究である。結論として、著者らの研究は、生物学的に合成された
MNP の遺伝毒性はケースバイケースで変化し、合成パラメータ、生物学的ソース、応用アッセイなどに大
きく依存することを示した。収集されたデータは、これらのナノ製品の研究室から臨床市場への移行を必
要とすることを示している。

（４） その他；CNT の生分解性に関する情報
カーボンナノチューブ（CNT）は、その固有の物理的および化学的特性により、多くの分野で多数の
潜在的な用途がある。したがって、このナノ材料の生物学的安全性は、産業界のみならず、国民の関心
が高まっている分野である。CNT が、生分解性を有しているならば、それは CNT の生体内及び環境中の
安全性を考える上で極めて重要な意味のあることである。CNT の分解は、次亜塩素酸 Na などの化学物
質で可能であるが、CNT は生物学的環境では安定な化学物質であり、OECD においても容易に生分解
される物質ではないと考えられてきた。しかし、2008 年西洋わさび酸化酵素による SWCNT の分解、
2013 年ヒト好中球酸化酵素による SWCNT の分解、2014 年肺マクロファージによる SWCNT 貪食など
が報告されて、生体（酵素）や細菌による生分解が現実のものとなってきている。現在は大別して、生体内
と環境中での生分解が研究されている。２）では肺から吸入（Inhalation）されマクロファージで貪食された
CNT がどのように変化するか、マクロファージにどのような影響を与えるか、その一端を明らかにしている
我が国の研究を紹介する。
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１） CNT の生分解性についてのこれまでの研究
SWCNT が西洋わさび酸化酵素によって分解されることが、2008 年 Alexander らによって発表され
た。


Biodegradation of Single-Walled Carbon Nanotubes through Enzymatic Catalysis：Brett L.
Allen, Valerian E. Kagan, Alexander Star et al.: Nano Lett.,2008, 8(11), 3899-3903

本研究では、カルボキシル基を有する SWCNT を天然のホースラディッシュペルオキシダーゼ（HRP）
および低濃度の H2O2（約 40μM）とともに、静的条件下で 12 週間にわたって 4°C でインキュベートす
ると、ナノチューブ構造の劣化が増加することが確認された。この反応は、透過型電子顕微鏡（TEM）、動
的光散乱（DLS）、ゲル電気泳動、質量分析、および紫外可視近赤外（UV-vis-NIR）分光法などの複数
の特性評価方法でモニターされた。著者らは、この結果は、環境に関連した設定で HRP によってカーボ
ンナノチューブが劣化する可能性があることを示しているとした。
2009 年同じ著者によって、そのメカニズムが報告された。


Mechanistic

Investigations

of

Horseradish

Peroxidase-Catalyzed

Degradation

of

Single-Walled Carbon Nanotubes. : Journal of the American Chemical Society 2009, 131
(47) , 17194-17205.
この研究では、HRP を使用してカルボキシル化された SWNT と元の SWNT の両方の分解を調査し、
これらの結果をヘミンおよび FeCl3 による化学分解と比較した。未処理およびカルボキシル化 SWCNT と
HRP との相互作用は、コンピューターモデリングによってさらに研究され、酵素分解の生成物が特定され
た。未処理の SWCNT は HRP インキュベーションでは分解を示さないが、ヘミンまたは FeCl3 のいずれ
かとインキュベーションすると著しい分解を示すことが観察された。このようなデータは、元のナノチューブ
は劣化しないため、HRP による H2O2 のヘテロリティック切断を意味するが、フェントン触媒が、H2O2 の
ホモリティックな切断を引き起こし、元の SWCNT を酸化するフリーラジカルを生成する。生成物分析では、
完全な分解により CO2 ガスが生成されることが示されている。 逆に、不完全な分解により、異なる酸化芳
香族炭化水素が形成された。
2013 年には同上の研究の共同研究者の Kagan らがヒト好中球による SWCNT の生分解を報告した。


Biodegradation of Single-Walled Carbon Nanotubes by Eosinophil Peroxidase: Small:
Andõn, F. T., Shvedova, Anna A., Kagan, V. E.et.al.;2013. Vol. 9, no 16, p. 2721-2729

好酸球ペルオキシダーゼ（EPO）は、人の肺の炎症状態中の主要なオキシダント生成酵素の 1 つであ
る。ヒト EPO および H2O2 とのインキュベーションによる単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の分解が
報告された。SWCNT の生分解は、NaBr の存在下でより高くなるが、EPO 単独でも H2O2 単独でもナノ
チューブの分解を引き起こさなかった。SWCNT の生分解は、（白血球などの）脱顆粒を受けるように刺激
された一次マウス好酸球を使用して、ex vivo 培養システムでも行える。また、ヒト好酸球ペルオキシダー
ゼ（EPO）は、H2O2 の存在下で in vitro で SWCNT を分解できる。このように、ヒト EPO（in vitro）および
ex vivo で活性化された好酸球は、SWCNT の生分解を媒介する。これは、これらの物質に対する肺の反
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応に関連する観察である。著者らは、これらの結果は、カーボンナノチューブへの潜在的な呼吸器暴露
に関連していると述べている。
また、MWCNT の酸化酵素による生分解の研究は 2011 年頃から始まった。


Enzymatic Degradation of Multi-Walled Carbon Nanotubes：Yong Zhao, Brett L. Allen, and
Alexander Star：J Phys Chem A. 2011 Sep 1; 115(34): 9536–9544.

この論文では、西洋わさびペルオキシダーゼ（HRP）および過酸化水素（H2O2）を用いた MWNT の
酵素的分解に対する MWNT の化学的機能化の影響を調査した。そして、精製、酸化、窒素ドープ
MWNT の HRP / H2O2 分解を調査し、側壁欠陥によって促進されるナノチューブの層ごとの分解メカニ
ズムを提案した。これらの結果は、HRP とカーボンナノチューブ間の相互作用のより良く理解し、ナノチュ
ーブの環境への影響を緩和する環境に優しい方法を示唆しているとした。
また、 2012 年当時のカーボンナノ材料の生分解に関する総合的な議論が Alexander らによってなさ
れている。


A Natural Vanishing Act: The Enzyme-Catalyzed Degradation of Carbon Nanomaterials:
Gregg P. Kotchey, Anna A. Shvedova, Valerian E. Kagan, Alexander Star et al. ; Acc Chem
Res. 2012 Oct 16; 45(10): 1770–1781.

2013 年、Alexander らは、ヒト好中球酸化酵素による SWCNT の生分解についての知見を発表した。


Effect of antioxidants on enzyme-catalysed biodegradation of carbon nanotubes： Gregg P.
Kotchey, Valerian E. Kagan, Alexander Star et al.: J. : Mater. Chem. B, 2013,1, 302-309

彼らは、ミエロペルオキシダーゼ（MPO）によって酸化されて強い酸化剤（次亜塩素酸塩）を形成する
塩化物や、CNT よりも酸化還元電位が低い酸化防止剤など、MPO と競合する基質を使用することにより、
酸化還元電位の観点から酵素酸化を説明しようと試みた。そして、抗酸化剤、L-アスコルビン酸および Lグルタチオンの添加は、塩化物の有無にかかわらず、o-SWCNT の MPO 触媒による生分解を有意に軽
減することを示した。この研究は、CNT の酵素的生分解のメカニズムとこれらの経路に対する抗酸化物質
の影響の基本的な理解に焦点を当てた。
2014 年には、肺マクロファージによる SWCNT の貪食が報告された。


Lung Macrophages “Digest” Carbon Nanotubes Using a Superoxide/Peroxynitrite
Oxidative Pathway: Valerian E. Kagan, Alexander Star, Anna A. Shvedova et al.: ACS
Nano 2014, 8, 6, 5610-5621

短寿命の好中球とは対照的に、マクロファージは、動物の肺へのカーボンナノチューブの肺暴露後、
持続的に存在している。細菌性病原体および損傷した宿主細胞の除去には効果的であるが、マクロファ
ージが炭素質ナノ粒子を「消化」する能力は実証されていない。この論文では、化学モデル、生化学モデ
ル、および細胞モデルと動物モデルを使用し、肺からのナノ粒子のクリアランスを促進する活性化マクロ
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ファージの、スーパーオキシド/ NO *→ペルオキシナイトライト駆動酸化経路を介する、酸化的に機能化
された単層カーボンナノチューブの酸化的生分解を実証した。
CNT の生分解に関する研究は、環境中分解を目的とした研究と、生体に侵入した CNT の運命と分解
可能性についての研究である。CNT は酸化酵素によって分解されるが、酵素分解はしばしば適切な温
度と pH を厳密に必要とするため、微生物分解は酵素分解と比較して実際のアプリケーションに最も有望
であると思われる。環境条件が適切でない場合、酵素活性が阻害されるかまたは消失する可能性がある。
微生物はさまざまな条件下で成長できるため、微生物分解の限界は比較的低くなると考えられる。微生
物の分解はしばしば分泌された酵素に関係していることが実証されている。しかし、微生物分解の研究に
おいて、どの酵素が分泌され、どの酵素がナノ材料分解の原因であるかは報告されていない。これらの研
究では、著者は、ナノ物質を分解する微生物、ナノ物質の構造変化、代謝産物の分離と特定に焦点を合
わせていた。これは、将来の研究で焦点を当てるべき微生物分解と酵素分解を関連付ける研究ギャップ
を反映している。（以上は、Review ；Trends in Biotechnology, September 2017, Vol. 35, No. 9,
836-846:Biodegradation of Carbon Nanotubes, Graphene, and Their Derivatives：レビュー；カーボ
ンナノチューブ、グラフェン、およびそれらの誘導体の生分解; Ming Chen, Xiaosheng Qin, and
Guangming Zeng より）
一方、好中球や肺マクロファージの CNT 生分解性に着目した研究は、実際に生体内でどのように分
解され、排出されていくか、まだまだ不明な点が多い。
２） CNT のマクロファージ中の挙動に関する最近のわが国の研究
①

カーボンナノチューブの時間依存分解はマクロファージ中に生成する活性酸素種の減少と相関す
る 「Time-dependent degradation of carbon nanotubes correlates with decreased reactive
oxygen species generation in macrophages」

最近、産総研の Yang、Zhang、中島、名城大の湯田坂、飯島が、マクロファージによる取り込み後の
CNT の相対的長期毒性を理解するため標記テーマでの実験の結果を報告した。以下にその概要を紹介
する。


緒言

これまでの研究では、生きた動物に注入された CNT は主に肺、肝臓、または脾臓のマクロファージ内
に蓄積することが示されている。いくつかの in vivo 研究では、CNT の明らかな毒性効果は観察されてい
ないが、他の研究では、いくつかのタイプの CNT は肺毒性を誘発する可能性があることが示されている。
実用化を図る上で、これらの材料の長期毒性を明らかにする必要がある。in vitro 試験は一般に毒性を評
価するために使用される。動物試験よりも速く、費用がかからず、基礎となる分子メカニズムに関するより
多くの情報を提供できるためである。短期 in vitro 毒性試験は、CNT が細胞死、ROS の生成、遺伝毒性
および炎症を誘発するかもしれないことを示す。ただし、これらの研究で使用された細胞毒性アッセイは、
一般的に CNT に継続的に暴露された細胞株に限定されていた。長期の細胞毒性試験、特に CNT 取込
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み後の毒性の変化を評価する試験は不足している。
CNT は、ホースラディッシュペルオキシダーゼ、ミエロペルオキシダーゼ（MPO）、およびラクトペルオ
キシダーゼなどのペルオキシダーゼによって分解されると考えられている。好中球、マクロファージ、さら
には初代ミクログリア細胞による CNT の生分解が研究されている。重要なことに、生分解されたナノチュ
ーブは、マウスの肺に吸引しても炎症反応を誘発しないことが報告されている。しかし、好中球または活
性化マクロファージによる CNT の生分解は、比較的短期間（24 時間未満）でしか研究されていない。対
照的に、細胞毒性試験は通常、食細胞と CNT を 24 時間以上共培養することによって実施される。細胞
取り込み後、CNT の劣化が発生した後の比較的長い時点で行われた研究は、長期毒性をよりよく理解す
るのに有用である。劣化に関する 1 つの長期ラマン分光法に基づく研究により、機能化された多層 CNT
（MWNT）の構造は、一次ミクログリア細胞による取り込み後に経時的に損傷することが示された。しかし、
CNT 分解に関する定量的データは報告されておらず、この研究には毒性データは含まれていない。
マクロファージによる取り込み後の CNT の相対的長期毒性を理解するために、マウスマクロファージ
細胞株 RAW 264.7 および初代ラットクッパー細胞の 7 日間にわたる細胞内 CNT の量の変化を、以前に
公開された光吸収法を使用して測定し、細胞毒性を ROS、グルタチオン、細胞生存率、およびカスパー
ゼ 3/7 活性を測定することにより評価した。7 日間のテスト期間中、CNT はマクロファージによって部分的
に分解された。さらに、CNT の細胞毒性は、分解が起こると減少した。


実験結果

使用した CNT は、スーパーグロース法により作製された SG-CNTs で、DLS（動的光散乱法）測定で、
70-150nm に分布し、中央値は約 80nm である。TEM 観察によると、大きな凝結体を形成することなく長
さ 100-400nm、直径 3-7nm の小さなバンドルである。ラマンスペクトルでは、CNT の細胞内在化が確認
された。さらに、ラマンの G-band(無傷の CNT を示す)と D-band(欠陥のある CNT を示す)の測定から、
取込み後の時間の経過とともに、G-band の減少、G/D 比の減少が起こることから、CNT の損傷が起きて
いることが、両細胞で確認された。CNT は最初の 4 日以内に 25-30%分解されるが、試験期間の 7 日ま
ではそれ以上の分解は起らなかった。マクロファージによる ROS 生成は、生分解が起こるとともに減少し、
7 日までにはコントロールレベルに戻った。CNT の取込みによって、細胞生存率には大きな影響はなく、
アポトーシスは起らないことが、各種の試験によって確かめられた。


結論

結論として、RAW 264.7 のマクロファージ細胞株と初代ラットクッパー細胞を使用して、取り込み後の
比較的遅い時点で CNT の細胞内分解と SG-CNT の細胞毒性を調査した。結果は、マクロファージに取
り込まれた CNT の約 25〜30％が最初の 4 日以内に分解され、残りの CNT が残りのテスト期間を通じて
構造的損傷を蓄積し続けることを示した。マクロファージ内の CNT の分解は、ROS および総グルタチオ
ンのレベルと一致していた。これにもかかわらず、CNT は低量の細胞毒性を誘発し、カスパーゼ 3/7 活性
は増加しなかった。これらのデータは、CNT 摂取後の早い時点で ROS が消費され、CNT の分解を促進
し、CNT の残留物は少なくとも数日間マクロファージ内に残り、もはや細胞毒性を誘発しないことを示唆し
ている。 この結果は、CNT の長期的な安全性の理解に影響を与える可能性がある。
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補足情報



スーパーグロース法

スーパーグロース法とは、産総研の畠らが 2004 年に発表した、高効率の単層カーボンナノチューブ
の大量合成技術であり、産総研との共同研究により、日本ゼオン㈱は、本法による量産工場を 2015 年か
ら稼働させている。一方で日本ゼオンは、同素材の安全性研究にも積極的に取組んでおり、上記の研究
も、産総研との共同によって行われている研究の成果の一端である。同社のこれまでの SGCNT につい
ての安全性試験によれば、顕著な有害性リスクがある結果は得られておらず、発がん性のリスクは低いと
評価している。さらに最近、環境中での微生物分解の研究にも着手している。

３） CNT の SIN リスト入り
2019 年 11 月 9 日、CNTs の SIN List 入りが発表された（Nature Nanotechnology | VOL 15, January
2020, 2–4）。ナノ粒子では初めてである。SIN (Substitute It Now) List は、スウェーデンの NPO である
ChemSec が EU において、制限又は禁止されるべきであると信ずる化学物質のリストである。REACH の
審査が極めて遅いため、そのようなリストを作成しているとしている。
CNTs はそのタイプや修飾されているかどうかに関わりなく、CNTs グループ全体として、がん原性、生
殖毒性及び残留性において強固なエビデンスが存在する、非常に懸念のある物質（SVHC: Substance
of Very High Concern）であるとして指定された。CNTs はユニークで多くの応用製品に使用されているが、
直ちに代替できる物質はないので、他の方法を切り替えるか、同様の機能を持つナノ構造を開発すべき
であるとしている。特定の CNTs を SIN リストから外すことは、良く調べられたタイプのものからそれよりも調
べられていないタイプへの好ましくない代替を促すことになるためしない、としている。
なお、CNTs の生分解性についての記述はなく、考慮されていないと思われる。

３.２. 内分泌かく乱
（１） 米国
１） PFAS
（ア） 連邦機関、プロジェクトの取組み
（i）

FDA

①

食品中 PFAS の試験方法と最近の調査の最終結果

米国食品医薬品局(FDA)は、さまざまな食品群中の 16 種類のパーおよびポリフルオロアルキル物質
（PFAS）を試験するための科学的に検証された方法を提供している。FDA は、PFAS への全体的な食事
暴露を推定する国の取り組みを引き続きリードしており、これは、環境汚染の影響を受ける可能性のある
特定の地域の人および動物向け食品の安全性を評価する際に、FDA と州の協力を促進する重要なステ
ップである。FDA は 6 月に発表された 3 つの調査で、限られた食品サンプル試験の最終結果を共有して
いる。調査では、検証済みのメソッドの適用に基づいて、試験された各食品グループのメソッド検出限界
（MDL）を確立した。これらの 3 つの調査には、FDA の総ダイエット研究（TDS）の一環として収集された食
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品の一般的なサンプリングと、PFAS 環境汚染の影響を受ける特定の地域からの農産物の調査と乳製品
の調査が含まれている。最終結果は、最初の結果と比較して陽性サンプルの数が減少していることを示し
ている。これらの減少は、新たに確立された MDL の適用に一部起因している。これは、PFAS を繰り返し
試験で確実に測定できるレベルである。


総ダイエット研究

最終結果は、FDA の総ダイエット研究の一環として 2017 年に収集された、ほとんどの食品サンプルで、
テスト対象の特定の PFAS 化学物質が検出されなかったという最初の発見を確認および強化する。TDS
は、平均的な消費者が食べる可能性があり、既知の環境汚染に関連しない幅広い食品の代表的な食品
のサンプルである。最初に、FDA は 91 個のサンプルのうち 14 個で特定の PFAS 化学物質が検出され
たことが報告した（多くの場合、非常に低いレベルであるが）。発表された結果は、91 のサンプルのうち 2
つだけで特定の PFAS 化学物質の検出可能なレベルを示している。追加の研究により、この方法でチョコ
レートが、これらの両方の食品の結果に影響を与える偽陽性を示すように見えることを確認できた。最初、
チョコレートケーキのサンプルは 1 つのタイプの PFAS に対して高い値を示したが、どんなチョコレートを
含む食品にも検出可能な PFAS は存在しないと判断した。同様のタイプの偽陽性を防ぐために、分析法
には、現在、測定が正確であることを確認する手順に追加のステップが含まれる。


農産物調査

環境 PFAS 汚染の影響を受ける特定の地域からの 20 の農産物サンプルの調査では、少なくとも 1 つ
の PFAS の検出可能なレベルを持つサンプルの数が 19 から 16 に減少した。16 種類の農産物サンプル
に含まれる PFAS 化学物質の濃度は非常に低いため、これらの物質はサンプルに含まれるレベルで人の
健康への懸念ではないとの決定を確認した。


乳製品長鎖

PFAS で地下水が汚染されている 2 つの農場から分析された乳製品サンプルの調査について、最終
結果は、健康上の懸念があると以前に判定された乳サンプルは、FDA の結論は変わらず、少なくとも 1 つ
の PFAS がまだ高レベルであったことを示した。人の健康への潜在的懸念があると判断されたすべての
乳サンプルのデータは無視できるもので、食料供給には入らなかった。
FDA は現在、追加の TDS サンプルを分析して、食品中の PFAS 存在に関するベースラインの知識を
増やしており、今年後半にそれらの結果を公表する予定である。新しい情報が利用可能になれば、
fda.gov 上で更新情報を共有し続けるであろう。
（ii）
①

米国国防総省（DOD）
PFAS タスクフォースの立ち上げ

米国国防総省（DOD）は、軍事基地上及び近傍のパー及びポリフルオロアルキル物質 (PFAS)汚染
に取り組むためにタスクフォースを立ち上げた。
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環境への PFASs の放出は「懸念が高まっているトピックで、全国で現在 400 以上の軍事施設とその
周辺の地域に影響を与えている」と、タスクフォースを発表する 2019 年 7 月 23 日のメモで新しく就任
が承認された国防長官 Mark Esper は書いた。「我々は積極的かつ全体的な方法で問題にアプローチし、
この問題への協調された国防総省全体のアプローチを確保しなければならない」と彼は言った。これは、
「すべての防衛活動からこれらの物質のいかなる放出でもそれが生じさせる影響に対処する強力かつ先
見的なスタンスを取ること」を含む、と彼は付け加えた。
Esper 氏のメモは、タスクフォースのためのいくつかの主要分野を確認し、以下を含む。


PFASs なしの効果的な代替泡消火薬剤を見つけ、資金提供する



DOD の努力が公共および議会で認識されるようマネージする



暴露とクリーンアップに対する「科学でサポートされている標準」



省庁間の調整

国防長官への彼の就任を承認するための上院の公聴会の間に、Esper 氏が PFASs に関するアクシ
ョンを取ることを約束した後の一週間にこの進展が起きた。この動きは議会で彼にこの問題を押しつけた
数人の議員によって歓迎されている。
「私はこの問題の重要性について Esper 長官に直接話し、これは彼が取っている最初のアクションの
1 つであることを心強く思う。PFAS 汚染と暴露は、真剣に受け取られる必要があるし、対処されなけれ
ばならない。」と Gary Peters (ミシガン州選出民主党)は述べた。
上院議員 Jeanne Shaheen (ニューハンプシャー州選出民主党)は、それは肯定的な進展だったこと
に合意したが、新しいパネルが「PFAS 汚染と闘うための省のアプローチの実質的な変化」を強制する必
要があると警告した。
「この問題に向き合うことは多面的なアプローチ：暴露を終わらすことから汚染されたサイトを修復する
ことまで、フッ素フリー泡消火薬剤の研究・開発を加速することとそれらの暴露に関連した潜在的な健康
への影響について影響を受けた家族への緊急に必要とされる回答を伝達すること、が必要である」と彼女
は付け加えた。
タスクフォースは、180 日以内にその進捗状況に関して国防長官に最新情報を報告する責任を負わ
されている。
②

ペンタゴンウォッチドッグが軍の PFAS の使用を評価

国防総省検査局（DOD OIG）は、全米の軍事施設でのパーフルオロアルキル物質（PFAS）の使用を
評価しようとしている。これは、Dan Kildee（D-ミシガン州）、Brian Fitzpatrick（R-ペンシルベニア州）代表、
および OIG の行動を求める 30 人の議員の超党派グループによる 7 月の要請に続く。2019 年の数ヶ月、
議会は PFAS を含む消火泡による環境汚染の原因をますます取り上げており、DOD がこの物質の主な
使用者であることを示すいくつかの証拠がある。OIG は、早ければ 2020 年 1 月には評価の公式発表を
代表者に送ると予想しているが、調査のスケジュールは明確ではない。キルディー下院議員は、OIG が
独立したレビューを実施することに満足していると述べ、「DOD がこれらの危険な化学物質の浄化を優先
するのは長い時間が経過した」と付け加えた。下院と国防総省は、軍による PFAS の使用を評価するため
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の措置をすでに講じている。2019 年 7 月、国防総省はこの問題に対処するためのタスクフォースを設置
した。このタスクフォースは、2020 年初頭の進捗に関して、新しい国防長官マーク・エスパーが更新を行
っている。一方、下院は、独自の PFAS タスクフォースを立ち上げたが、国の最大の防衛法案である国防
承認法に PFAS 汚染に対処するパッケージが含まれている。この法案（HR 2500）は、国防総省の会計
検査院長にも PFAS 汚染に関する調査を実施するよう指示している。これらのアクションは、独自の評価
を追求するという OIG の決定で考慮されている。「この評価の範囲は、作業の独立性を確保し、重複を回
避するため、会計検査院長官に対する下院主導のアクションおよび DOD PFAS タスクフォースの作業を
考慮するであろう」と立法問題とコミュニケーションの検査官であるマイケル・ゾラは、評価の代表者の要求
に対する彼の応答で述べた。
（iii） NTP
①

短鎖及び長鎖 PFASs が同じ臓器に影響を与える動物研究

米国国家毒性プログラム (NTP) によって実施された動物の研究によると、短鎖パー-及びポリフルオ
ロアルキル物質 (PFASs)は、長鎖バージョンのように、同じ臓器―肝臓と甲状腺―に影響を与える。ただ
し、長鎖化学品と同様の影響を引き出すためには短鎖 PFASs の高用量を要する。
分子の大きさは、PFASs を取り巻く現在の議論の中心である。業界は、或る長鎖 PFASs の使用を
漸次廃止している、そして、いくつかのアプリケーションで同じ毒性プロファイル―NGOs が疑問をもつ何
か－に関連付けられていないと業界が言う短鎖の代替物でそれらを置き換えている。
新しい NTP の結果は、2 つの 28 日ラット試験、Tox Report 96 と Tox Report 97、で示される。
Tox Report 96 で、NTP は様々な長さの 3 つのスルホン酸 PFASs を評価した。


8 つの炭素ユニットを持つ perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)



6 つの炭素ユニットを持つ perfluorohexane sulfonate potassium salt (PFHxSK)



4 つの炭素ユニットを持つ perfluorobutane sulfonic acid (PFBS)

また、Tox Report 97 では 4 つのカルボン酸 PFASs を評価した。


10 の炭素ユニットを持つ perfluorodecanoic acid (PFDA)



9 つの炭素ユニットを持つ perfluorononanoic acid (PFNA)



8 つの炭素ユニットを持つ perfluorooctanoic acid (PFOA)



6 つの炭素ユニットを持つ perfluorohexanoic acid (PFHxA)

両研究で、科学者はラットに試験物質を食べさせ、様々な生物学的システムの変化を監視した。
彼らは臨床病理学、甲状腺機能、肝機能、病理組織像に及ぼす影響を識別した。また、彼らは、範囲
全体で血漿および肝臓組織中での投与物質の濃度が異なることを指摘した。


異なる影響

最初の研究で、PFOS または PFBS への暴露によるよりも PFHxSK への暴露によるラットの影響が
小さかった。この違いは、ある特定の肝遺伝子発現が限定されているかまたは増加が無いことに対応して
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いる、と研究は付け加えている。
PFBS、最低数の炭素ユニットを有する物質、を与えられたラットは、生存率が減少し、低い体重を示し
た。PFOS も PFHxSK も、ラットの生存率に影響を与えなかった。
カルボン酸 PFASs の場合、長鎖 PFNA 又は PFDA の効果と比較して、短鎖 PFHxA の影響は、よ
り低いかまたは明らかでなかった。
投与された用量に基づいて毒性を比較する時、研究者は、長鎖 PFDA は最も毒性が強く、短鎖
PFHxA は最も効力が少ないことを見付けた。
両方の調査は、その結果が「PFAS クラス全体の比較の基礎を提供する」、と述べている。
化学物質の毒性は、外部用量―1 日あたり体重キログラムあたりのターゲット物質のモル数として通
常与えられる―又は内部用量―通常血漿中のモル濃度―の使用によって比較することができるだろう、
と科学者は付け加える。


PFAS に関する議論

米国業界団体、FluoroCouncil は、スルホン酸 PFASs の炭素ユニットが 5 以下、及び、カルボン酸
PFASs の炭素ユニットが 7 以下のものを短鎖 PFASs と定義する。
長鎖パーフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) とパーフルオロオクタン酸 (PFOA)、その両方は 8 炭
素ユニットを有し、それらは、かつて広く使用されたが、広範囲の環境汚染との潜在的に深刻な犠牲の大
きな健康影響の報告の中で米国での懸念が高まっている。
一般に、PFASs は非常に高い値（以下）を示す。


化学的および熱的安定性



水とグリースをはじく能力

これにより、それらは、付着しない調理鍋や防水ジャケットのような消費者向け製品を含む、幅広い用
途で役立つ。しかし、米国では、PFASs 周りの安全性の議論は消火泡剤および食品接触材料に焦点を
当てている。


短鎖 PFAS の甲状腺影響に対する NGO の懸念

上記の NTP の研究結果に対して、ある NGO は、甲状腺影響は「特に心配」である、と述べている。
Toxic-Free Future の科学ディレクター、Erika Schreder は、「現在使用されている PFAS が健康な発達
にとって非常に重要である甲状腺ホルモンのレベルを抑制させることを知り、特に心配である。現在使用
中の PFAS が甲状腺に影響を与えるという NTP の発見は、パーフルオロヘキサン酸 PFHxA がホルモン
をかく乱しないという化学業界の主張と直接矛盾している。」と語った。
また、米国業界団体 FluoroCouncil は、PFHxA の in vitro と in vivo の研究で「接すると予想されるレ
ベルで有意な毒性の証拠を示さない」とウェブサイト上で述べている。
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（イ） 州の取組み
ウィスコンシン州

（i）
①

PFAS タスクフォース立ち上げ

ウィスコンシン州は、州内のパー及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）に対処するための複数機関
による計画を実施するための調整評議会を設立する予定である。他の州機関と協力して作業していく協
議会は、Tony Evers 知事による 8 月 23 日の執行命令の結果として生じる。これは、PFAS 汚染に対処す
るための特定の措置を講じるように州の天然資源省に指示した。
（ii）
①

カリフォルニア州
バイオモニタリング研究で居住者の血液サンプル中に PFASs を発見

ロサンゼルス郡で最近行われた研究の 426 人の参加者全員が、血液中に少なくとも 1 つのパー及び
ポリフルオロアルキル物質（PFAS）を含んでいたと、カリフォルニア州の機関が共同したバイオモニタリン
グプログラムの研究者が報告している。カリフォルニア州のバイオモニタリングの調査結果は、カリフォル
ニア州全域の居住者中の環境化学物質を測定および比較するために作成された、より広範なカリフォル
ニア地域暴露（CARE）研究の第 1 段階の一部である。2018 年、ロサンゼルスの研究参加者は、ヒ素、カ
ドミウム、鉛、水銀を含む 10 種類の金属、および 12 種類の PFAS について検査する血液と尿のサンプ
ルを提供した。 60 人の女性のグループのサンプルも、パーソナルケア製品に含まれる 9 つのフェノール
について分析された。
この調査の主な調査結果は次のとおりである。


ヒ素、カドミウム、コバルト、鉛、マンガン、水銀などの金属が参加者のサンプルで測定され、ほと
んどが非常に高い検出頻度（90〜100％）を記録した。



参加者は平均して血液中に 7 つの PFAS を有していたが、すべての参加者は少なくとも 1 つを
有していた。



長鎖 PFASs の PFOA および PFOS の検出頻度は、それぞれ 99.3％および 97.9％であった。



ベンゾフェノン-3（BP-3）、ビスフェノール-S（BPS）、メチルパラベン、トリクロサンが最も頻繁に検
出されたフェノールであった。

この研究の結果は、カリフォルニア州オークランドで 11 月 6 日に開催された科学ガイダンスパネル会
議で発表された。カリフォルニア州のバイオモニタリングは、カリフォルニア州公衆衛生局（CDPH）、環境
衛生ハザード評価局（Oehha）、および有害物質管理局（DTSC）の 3 つの州機関の共同作業である。
（ウ） その他の機関等による取組み
（i）

NGO

①

Chipotle は PFAS を問題とする所見がある中で生分解性包装を守る

米国ファーストフード チェーン Chipotle は、「フッ素系科学と食品安全を最優先」と主張するサプライ
ヤーとのみ提携しているという発言によって、その生分解性ボウルがパー-及びポリフルオロアルキル物質
(PFASs) で処理されているとするテストの文書に対応してきた。
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非営利メディアアウトレット The New Food Economy が食品を提供するために一般的に使用される堆
肥化可能ボウルに関して、それが実施した調査の結果を発表した後、同社は声明を出した。
NGO は、それは Chipotle と同業のチェーン DIG and Sweetgreen から生分解性ボウルの 3 サンプ
ルをテストし、それらが 1,477 ppm から 1, 901 ppm の範囲のフッ素レベルを含むことを見付けた、と述べ
た。調査によれば、これは、意図的な PFAS 処理を通してのみ達成される。
見付かったレベルが現在の規制に違反しているという示唆はないが、キャンペーングループ、学者、
政治家や規制当局は、環境中で持続する PFAS 物質の潜在能力についての懸念を起こした。幾人かは、
化学薬品のこのクラス全体に対してより厳格な措置を求めている。
食品医薬品局 (FDA) は、2,000 ppm を含むさまざまな限度で食品包装用途での PFASs のいくつ
かの使用を許可している。しかし、環境中での広範囲な汚染の報告の中で、ここ数カ月は、それらの物質
に関する米国での懸念が高まっている。
また、食品中のそれらの物質の存在に関する FDA 研究からの調査結果が 5 月に発表されたことによ
り、食品接触用途にさらに注目が集まっている。
単一のサンプルは、より小さな食品チェーンでテストされた、と NGO は言った。また、これらのサンプ
ルのレベルは記録される範囲内であった。
Chipotle は、同社のボウルのサプライヤーは、FDA によって設定されたような、PFASs のための「厳
格なガイドライン」の下で操業している、と Chemical Watch に語った。
そして、そのサプライヤー―それは名前を言わないだろう－は、すべての原料および完成パルプ製品
が規制要件を完全に満たしていることを確認する証明を提供している、と付け加えた。
DIG and Sweetgreen は出版時までに研究結果に対するコメントを求める Chemical Watch の要求に
応じていない。


BPI（生分解性製品協会）によるより厳格な限度の設定

化学物質の監視の強化により、堆肥可能製品と包装の北米の主要認証機関である、生分解性製品協
会 (BPI)がより厳しい制限を設定した。
BPI は、承認ラボからの認定製品の総フッ素試験の提出に対して 3 月 31 日の締切日を設定した。期
限までに 100 ppm の要件を遵守することができなかった場合、その証明書は標準の 3 年間のライセン
ス期間であっても 12 月 31 日に失効する。
BPI エグゼクティブディレクターRhodes Yepsen は、要件は、単に総フッ素 100 ppm を満たすだけで
はなく、それらは意図的にフッ素化化学薬品を添加することもできない、と Chemical Watch に語った。組
織は、すべての成分に対して安全性データシートをチェックすることによって、それらを確認する。 「一部
の製品は、それらがこれらの新しい規則を満たしていないため、2019 年終わりに認証を失う可能性があ
る」と述べた。
The New Food Economy テストが正確である場合、Chipotle のサプライヤーは資格がないか、または、
現在の認証を失う可能性がある。
BPI 認証は、彼らが堆肥化プログラムで収集される製品を調達している場合、購入者によって頻繁に
要求されるか特定される。これは、彼らが堆肥化可能の主張が合法であることを確認する独立した方法を
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必要とするためである、と Yepsen 氏は言った。
厳しい制限は、FDA の判断ではない、と彼は言った。 「我々は、BPI 認定製品には、フッ素化合物
が含まれていないこと保証するコンポスターの合理的な方法を探している。」
100 ppm の背後にある考え方は、それは「フッ素化化学物質が意図的に使用されていない場合の合
理的なしきい値」であるということである、と彼は付け加えた。
The New Food Economy 研究の結果と「堆肥化可能製品に対する否定的な焦点は見当違いである」
と Yepsen 氏は言った。
「PFAS を堆肥化可能製品に結び付ける固有のものは何も無い、それらは正にわずかなアプリケーシ
ョンで偶然使用された」。
堆肥化可能製品の大半は、PFAS 物質を使ったことがなく、代わりに PLA、PBS、PHA、PBAT およ
び堆肥化可能ワックスのような生体高分子を使用して水とグリースのバリアを実現する、と彼は付け加え
た。
「環境中に持続するフッ素化化学物質に関する懸念がより広範である場合、我々は、製造現場や泡
消火薬剤のような最大の暴露源、及び FDA、EPA などがその化学物質のクラスをどのように規制するか、
を検討するべきである」と彼は言った。
化学会社 Chemours は、製造を停止したため、それら 2 つの PFASs の食品包装の承認を撤回する
ことを FDA に最近求めた。NGO Environmental Defense Fund の化学品政策ディレクターTom Neltner
は、Chemours の 決定と The New Food Economy 研究からの調査結果の両方は、「FDA がその PFAS
承認の安全性の再評価を完了するために迅速に動く必要性を強調する」とブログに書いた。
（ii）
①

企業
DuPont は 2019 年末までに長鎖 PFAS を段階的に廃止

特殊化学品会社 DuPont は、今年末までに事業での長鎖パー及びポリフルオロアルキル物質（PFAS）
の使用を中止すると発表した。
この取り組みは、2021 年末までにその施設で PFAS を含む消火泡薬剤の購入と使用を禁止するなど、
事業全体の中でこれら物質に対処することを目的とする 7 つ（最後の記述を参照）のうちの 1 つである。
DuPont は、米国 EPA の PFOA スチュワードシッププログラムに参加した PFOA と PFOS の 8 つの
主要メーカーの一つだった。これは、2006 年に立ち上げられ、同社は、2015 年までに PFOA とその前駆
体を世界的に段階的に廃止し、主要な川下ユーザーはそれに続いている。
しかし、2015 年に DuPont が Dow と合併した結果、Dow Electronics Materials の事業セグメントの
製品ラインを含む Dow のレガシー事業の一部が買収された。この事業では、既存の米国 EPA 免除の下
で許可された PFOS と PFOA を引き続き使用する。
2019 年初め、DuPont は Dow から分離した。これは、同社が「PFAS を含む化学管理および環境管
理政策を見直し、新会社としての立場を明確にする機会を与えた」と DuPont の広報担当者は Chemical
Watch に語った。「我々は、2019 年末までにこれらの材料の使用を段階的に廃止する予定である」と、彼
は付け加えた。同社は PFOA や PFOS を製造せず、消火泡薬剤の製造や販売も行わない。
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PFAS を製造および使用する企業の大半は、「意図した用途に対して安全であり、長鎖フルオロテロマ
ーベースの製品より大幅に改善された健康と環境プロファイルを提供する」と業界団体 Fluorocouncil が
言う、これら物質の短鎖バージョンに切り替えてきている。
DuPont の広報担当者は、「新しい DuPont は、他の多くの産業と同様に、当社の製品の製造におい
て、他の生物学的持続性のより少ない短鎖 PFAS を使用する」と述べた。しかし、ここ数ヶ月、環境中の広
範な汚染の報告の中で、PFAS のクラス全体に関する米国の懸念が高まっている。「他のより持続性の低
い短鎖 PFAS の使用が世界的に使用される PFAS 全体の割合のほんの一部である一方、同社は製造プ
ロセスで可能な場合代替物を積極的に追求している」と、同社は語った。
DuPont は「使用前に代替案の安全性と有効性を評価、テスト、検証するのに時間がかかる」ため、消
火泡薬剤を段階的に廃止するための 2021 年の期限を設定した、とスポークスマンは付け加えた。
DuPont の PFAS コミットメントは以下を示している。


2019 年末までに、最近統合された事業における長鎖 PFAS の使用を排除する



2021 年末までに施設で PFAS を用いて作られたすべての消火泡薬剤の購入と使用を排除する



PFAS の被害が残る施設の修復を継続する



PFAS の科学に基づくガイドラインを策定し、グローバルな事業におけるこれらの要件を満たすこ
とを約束する米国 EPA と世界的な規制努力を支援する



2020 年から、DuPont は、自社の製品スチュワードシップソフトウェアへの無料アクセスを提供し、
同社の PFAS 水処理樹脂技術を使用して PFAS 修復を追求したい他の人々にロイヤリティフリー
ライセンスを付与し、新しい革新的な PFAS 修復技術のための大学と他の研究機関への助成金
を提供することを計画している



2020 年から、DuPont は、懸念物質の使用と取り扱いに関する既存のレビュープロセスを補完す
るために外部の専門家を追加することを計画している


②

これらのコミットメントを満たすことに向けた進捗状況を共有する
3M による米国議会への証言：PFAS が害を引き起こす証拠は立証されていない

化学メーカー3M は、いかなるパー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)も健康上の問題を引き起こ
すという決定的な証拠がないことを米国議会で証言してきた。
2019 年 9 月 10 日の下院監督公聴会で、3M の総務担当上級副社長 Denise Rutherford は以下の
ように述べた：「科学的証拠の重みは、PFOS、PFOA、またはその他の PFAS が人間の健康に有害影響
を引き起こすことを立証していない。公衆衛生機関と独立した科学レビューパネルは、特定の関係があり
得ることを認めながらも、その基本的な事実に同意している。」
委員会の環境小委員会の公聴会は、PFAS 汚染に対する企業責任を調査するために招集された 3
回目の会議であった。会議では、化学大手 3M、Chemours 及び DuPont の幹部から証言を聞き、水源
と人の血液マウントの両方の中に PFAS が広く存在する証拠が示された。
最も研究された PFAS は、長鎖化合物 PFOA および PFOS である。環境と人体中で非常に残留性が
あり、それらはテフロンや 3M のスコッチガードのような油脂や水をはじく製品だけでなく、特定の消火泡
薬剤で歴史的に使用されていた。
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他の米国メーカーと共に、3M は 2000 年にこれらの 2 つの物質の生産を自主的に中止した。しかし、
公聴会で、同社は、それらの害の証拠があったからではなく、十分な注意を払ってそうしてきただけだと強
調した。
例えば、Rutherford 博士は、PFAS に暴露されることを避けるために、3M が 25 人の出産適齢期の女
性従業員に新しい仕事を割り当てたことに関する委員会によって引用された 1981 年のメモが、実際に
「非常に強い責任の尺度」を実際に実証した、と証言した。
メモによると、この動きは、物質が「ラットにおいて出生時欠損を引き起こす可能性がある」という証拠に
照らして「予防措置」であった。しかし、彼女は議員に、暴露された動物に見つかった同じ問題がコントロ
ールグループでも見つかったので、措置の根拠となった研究は「不正確」だった、と述べた。
それにもかかわらず、PFAS の影響が立証されていないという 3M の立ち位置は、「PFAS への暴露が
人の健康への有害影響につながることがあるという証拠がある」という、EPA のウェブサイト上の声明と対
立して見える。ウェブサイトは続けて、ヒト疫学研究は、一貫して暴露された集団の間でコレステロール値
の増加を示しており、乳児の出生体重に関連するより限定的な所見、免疫系、癌（PFOA に対して）およ
び甲状腺ホルモンかく乱（PFOS に対して）への影響を伴った、としている。
PFAS メーカーに対する訴訟の数は、彼らは環境浄化コストに責任を負うべきだと主張する中で、増加
している。一方、議会は、EPA のスーパーファンドプログラムの下で彼らに責任を負わせるために、法律を
検討している。
小委員会委員長 Harley Rouda (民主-カリフォルニア州)は、彼は 3M の主張「現在アメリカでは誰も
PFAS 化学物質の被害者はいない」と要約したことに「深く混乱している」、と述べた。
Rutherford 博士は、数十年前にさかのぼる懸念の証拠を示す公聴会で議論された他の社内メモにも
かかわらず、これは同社の立ち位置である、と同意した。


PFAS の事実に関する 3M のウェブサイト

Rutherford 博士の証言と同じ日に、3M は「PFAS に関する事実を提供し」この物質の利点を記すため
に、ウェブサイト－PFASFacts.org－を立ち上げた。サイトは、「PFAS とは何か」、「PFAS は禁止される
べきか」などの質問に答える。後者に対応して、それは 5,000 以上の物質があるクラスの多様性を強調し、
「各化合物は、そのユニークな物理的および化学的特性に基づいて評価されるべきである」と主張してい
る。
しかし、NGO Environmental Working Group は、サイトに対する反論を速やかに発表し、1 つずつの
アプローチが「効果的でないことを証明してきていると主張し、類似した毒性及び敏感なエンドポイントと
発育の脆弱な時期の間で行われた不適切なテストであることを強調した。公衆衛生を守るために、PFAS
化学物質が一つのクラスとみなされることが重要である」。
また、3M のサイトは、特定の PFAS の非常に高用量が動物において有害な健康影響を引き起こす可
能性があることを示すいくつかの研究にもかかわらず、「科学的証拠の重さは、PFOS または PFOA が現
在または歴史的なレベルで環境や人々に害を引き起こすことを示していない。」と主張する。
しかし、また、EWG は、PFOS と PFOA の両方が低レベルでも害を引き起こすことを示す「重要な証拠」
を引用して、この主張を認めなかった。「3M と DuPont に対する訴訟で発表された業界文書の EWG 分
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析は、企業によって実施された動物研究が PFAS 化学物質が健康上のリスクを引き起こす可能性がある
ことを 1960 年代に明らかにしたことを示している」と付け加えた。


イニシアチブと行動

上記のウェブサイトの立ち上げに伴い、3M は物質に関する同社の計画されたイニシアチブと行動に
関するキャンペーンを開始した。これには、次のものを含む。


継続的な修復へのコミットメント



「尊敬され、確立され、独立した科学機関」による PFAS に関する共同研究



適切な PFAS 含有消火泡薬剤の処分を確実に行う



検出、測定、修復に関するベストプラクティスを共有する

そして、3M は、2 月に発表された EPA の PFAS 行動計画を支持すると述べた。これは、主に PFOA
や PFOS のような長鎖 PFAS によってもたらされるリスクの管理に焦点を当てている。当時、また、同機関
は、自主的な段階的廃止を補完するために、特定の長鎖 PFAS に関する重要新規利用規則(SNUR)を
進めることを約束した。「これらのイニシアチブは、3M の企業責任と健全な科学へのコミットメントの長い歴
史によって導かれる」と、Rutherford 博士は語った。
③

米国食品チェーン Taco Bell は PFAS、フタル酸エステル類と BPA を段階的に廃止

米国レストランチェーン、Taco Bell は、2025 年までに「消費者向け」包装から、パーおよびポリフルオ
ロアルキル物質(PFAS)、フタル酸エステル類、ビスフェノール A(BPA)を段階的に取り除くことを約束し
た。
2020 年 1 月 9 日に発表されたグローバルな取り組みは、その時までにそのようなパッケージングがす
べてリサイクル可能、堆肥化可能、または再利用可能であることを保証するという同社のより広範な誓約
の一部である。そして、それはこれらの物質に関する米国の州レベルおよび連邦レベルの様々なアクショ
ンから生じたものである。
一部の PFAS は、グリースと耐水性のための食品包装で使用されている。フタル酸エステルは、プラス
チック包装を含むプラスチックの柔軟性を高めるために使用される。そして BPA は、劣化を止めるために
一部の食品包装において保護層として使用される。
米国第 4 位の食品店である同社は、大規模な顧客基盤を持ち、週に 4,000 万人の顧客にサービスを
提供しており、そのほとんどが「持続可能性に配慮する」ため、「公衆衛生を改善する」責任があるとしてい
る。したがって、同社はそうした包装からこれらの化学物質を除去することを決めた。しかし、同社は、それ
をどのように行うか、どのような代替手段が使用されるかは明言しなかった。
コミットメントは、毎年恒例の「レポートカード」のリリースをフォローし、主要小売チェーンの化学物質安
全ポリシーを採点している、毎年、NGO Safer Chemicals, Healthy Families’campaign Mind the
Store によって 2019 年 11 月に公開され、レストラン業界は過去 2 年間、他のすべてのカテゴリの後に続
いている。Taco Bell と KFC、Pizza Hut を所有する Yum! Brands は、F グレードを受け、146.5 ポイント
のうち全くポイントを獲得できなかった（ゼロポイント）。
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レポートカードは、ブランドが「食品接触材料に含まれる可能性のある有毒な間接食品添加物をカバ
ーする、とりわけ、少なくともビスフェノール、PFAS およびフタル酸エステル類をカバーする公的な書面に
基づく、より安全な化学物質政策を開発することによって」、化学物質管理を進歩させる可能性があると書
いている。
この Taco Bell のコミットメントに対して、Mind the Store キャンペーン・ディレクターMike Schade は、
それは、食品包装中の物質から離れて成長する市場の動きを示していると述べた。
しかし、彼は、5 年間の目標は「顧客がこれらの不必要な有毒化学物質に暴露され続けるには長すぎ
る」と述べ、同社が、BPA のフェーズアウトからすべてのビスフェノールに拡大するだけでなく、「より積極
的な公共の時間枠」を設定するよう求めた。
「他の主要なファーストフードチェーンは、食品包装から有毒な化学物質を追い出すためにそれらに
参加する必要がある。そして、Yum! Brands を構成する他の KFC、Pizza Hut も行動しなければならない」
と彼は付け加えた。ただし、Yum! Brands は、KFC と Pizza Hut が同じコミットメントを行うかどうかについ
ては明らかにしていない。
（iii） 米国国立科学アカデミー
①

PFAS 暴露ワークショップ開催

米国国立科学アカデミー(NAS)は、パーおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)への暴露を理解、
制御、および防止するためのワークショップを開催している。これは「政府、学界、企業、非政府組織が
PFAS への人の暴露に対する理解を深め、特に消火泡薬剤、洗浄製品及びカーペット、包装、調理器具
を処理するためのコーティングからの、PFAS 暴露を減らすか、または防止する機会を探っていく」。
ワークショップは、正式な勧告に結果として結び付かず、または暴露の人の健康への影響を議論しな
い。ワークショップは、9 月 26 日から 27 日までワシントン DC の National Academies Keck Center で開
催された。
２） フタル酸エステル類
（ア） 連邦機関、プロジェクトの取組み
（i）

EPA

①

フタル酸エステル生産者による最初のメーカー主導のリスク評価の要求

米国 EPA は TSCA の下でリスク評価を実施するための史上初の製造業者の要求の受領を発表した。
2019 年 5 月 24 日に受領された要求は、広く使われている 2 つのフタル酸エステル類：フタル酸ジイソ
デシル(DIDP)及びフタル酸ジイソノニル(DINP)に関わるものである。
ExxonMobil Chemical Company は DIDP 評価を求め、他方 ExxonMobil Chemical Company、
Evonik Corporation と Teknor Apex を含むグループは DINP の評価を要求した。これらは通常プラスチ
ックとプラスチック被覆材の製造において可塑剤として使用される。これらの企業は、これらの物質の「透
明、公正、かつ証拠に基づいたリスク評価を迅速に行う重要なツール」を要求する、米国化学工業協会の
High Phthalates Panel (ACC HPP)を代表している。
「我々は、DINP と DIDP の広範なリスク評価がこの国で消費者信頼のための関心事であると考え、レ
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ビューを完了するために追加情報が必要な場合、EPA を支援する準備ができている」と ACC HPP は声
明で述べた。
DIDP と DINP はどちらも、TSCA の作業計画の 2014 年の 更新の中で特定された。
TSCA のセクション 6(b)(4) の下で、EPA は、製造業者が関心のある使用条件下で、製造業者が
EPA が実施する化学物質のリスク評価を要求するプロセスを確立する最終規則を公表した。EPA は、要
求の受領後 15 日以内に公衆に通知しなければならない。そして、60 日以内に、EPA は官報中で受領を
公表し、要求のための public docket を開き、パブリックコメントのために少なくとも 45 日を提供する。コメ
ント期間が終了した後、EPA 最大 60 日以内に要求を許可または拒否しなければならない。
上記に関して、ACC は、2 つのフタル酸エステル、DINP（フタル酸ジイソノニル）、DIDP（フタル酸ジ
イソデシル）の安全性における消費者とサプライチェーン下流の自信の増大は、TSCA の下でのリスク評
価にそれらの物質を対象とする産業要求の陰で働く推進力である、と述べている。ACC のコメントは、2
つの高分子量フタル酸エステル類のレビューを開始するように、ExxonMobil Chemical Company、
Evonik Corporation、Teknor Apex からの要求を受けていた米国 EPA からの前週（上記）の発表に続く
ものである。
なぜ業界はこの場合そうしたのか、化学物質管理専門誌 Chemical Watch によって質問され、ACC
のフタレートパネル（High Phthalates Panel）は言った:「我々は、DINP、DIDP の安全性に絶対の確信を
持っており、メーカー要求レビューは、厳密な科学的基準に照らしてこれらの化合物の重要な使用の安
全性を EPA に評価させる最も迅速な方法である。」他の国際規制機関が、これらの物質が、現在使用さ
れているように、安全であると認めてきた、と ACC は言った。そして、「法律によって要求されるピアレビュ
ーによって裏付けられている―EPA の安全確認は企業や消費者に重要である」と、付け加えた。
メーカー自身が化学物質のリスク評価を開始する理由を尋ねたところ、法律事務所 Bergeson &
Campbell のマネージングパートナーLynn Bergeson は、それは「下流利害関係者に対して商業上の信
頼を実証する機会」を要求者に提供することであるということを認めた。しかし、また、彼女は、今レビュー
を開始することが、企業に、EPA 上級指導者とリスク評価へのアプローチがどのように見えるか、2020
年選挙後何が事実であるかに対して、より明確な理解を与える、と Chemical Watch に言った。
特に、要求者が物質が使用の特定の条件下で安全であると感じている場合、ここでのように、これらの
物質が激しいグローバルな監視の下にある物質 (フタル酸エステル) のクラスが属しているところの、潜
在的な市場衰退の年月を耐えることよりも、今良好な結果を伴ってなされる評価を取得するほうがよりよい
だろう」と、彼女は付け加えた。
なぜ業界が物質の TSCA のレビューを求める可能性があるのかのもう一つの潜在的な理由は、それ
が州レベルの規制に対して持つ先取権のある効果だからである。DINP、DIDP の場合、これは懸念化学
物質に対する最近の州の動きのラッシュに特に意味を持つ。ちょうど前の週に、たとえば、メイン州知事は
食品包装材料中のフタル酸エステル類を禁止するための措置の立法に署名した。
DINP は、2013 年にカリフォルニア州プロポジション 65 の下で発がん性物質に指定された、一方、
DIDP は、2007 年の制度の下で生殖毒性物質としてリストされた。
TSCA の下での先取権は複雑であり、Prop 65 を含む-多くの州レベル規制努力は、法の下で保護さ
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れたままになっていくであろう。
それにもかかわらず、NGO 環境健康戦略センター副所長 Patrick MacRoy は、DINP、DIDP 要求
を「より安全な代替物を優遇して、これらの内分泌かく乱化学物質の段階的廃止から州を防ぐための
ExxonMobil 他などの厚かましい試み」と特徴付けた。Chemical Watch へのコメントの中で、EPA は、現
在の管理の下で「規制を避けるためにプロセスを組織的に操作している」と MacRoy 氏は言った。業界
は「州および独立した研究者が警鐘を鳴らすにもかかわらず、これらの化学物質の継続的な使用に承認
を得る機会と捉えている。」 ExxonMobil は、ACC へのこれらのコメントに関する質問に言及して、批判
は「EPA レビューが意味することを誤解しているように見える」と Chemical Watch に語った。
「我々はこれらの化学物質の EPA レビューを要求している一方、様々な異なった可能な結果があり、
最終的な結果は我々の手の外にある」とフタレートパネルは言った。「業界は、20 年以上の研究に基づ
いて自ら踏み出してきた。EPA が、他の人が持っているように、DINP、DIDP はどちらも内分泌かく乱化
学物質でない、と結論を下していく、と我々は考えている」、とそれは付け加えた。


背景：メーカー要求リスク評価

TSCA の 2016 年改正の下、メーカーは EPA がレビューするために物質を指名できる。これらのレビュ
ーは EPA が優先順位付けプロセスを通して開始するそれらに追加され、機関の全体的なリスク評価作業
負荷の 50%を超えないようにする必要がある。
起源に関係なく、すべての評価は、3 年以内で行われる必要があり、1 回の 6 ヶ月延長の可能性を伴
う。
メーカー主導の評価は、EPA が選択するそれらよりも高い手数料の対象である。後者の場合、料金は
$1.35m で、その物質の製造業者の間で分けられる。しかし、メーカーによって開始されたそれらに対して、
料金は以下のとおりである。


TSCA ワークプラン (DINP、DIDP の場合) にリストされている物質に対して、評価費用の
50%、$ 1.25 m の最初の支払、又は



非ワークプラン化学薬品に対して、評価費用の 100%、$2.5m の最初の支払い

なお、上記のメーカーによるリスク評価の要求については、米国の NGOs は「州のアクティビティを回
避する」試みであるとして非難している。
Safer States と Maine-based Environmental Health Strategy Center によって表明された―懸念は、
EPA が高分子量フタル酸エステル、ジイソデシルフタレート (DIDP) 及びジイソノニルフタレート (DINP)
のリスク評価を行うよう ExxonMobil Chemical Company、Evonik Corporation、および Teknor Apex か
らの要求を受けていたという EPA からの最近の発表に集中している。
その時 ACC は Chemical Watch に、企業に代わって話し、業界はそれらの物質の安全性に「絶対の
自信」を持っているため要求は提出され、又、規制機関によるこの事実の確認は、企業と消費者に対して
プラスになるだろう、と語った。
しかし、6 月 26 日の共同声明で、2 つの NGOs は、業界の動きは代わりにこれらの化学物質に関す
る州の措置を回避する「見かけの試み」である、と主張した。このグループは、TSCA リスク評価が物質を
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制限する州の政策に先制効果を持っている、と指摘した。そして、食品包装材料中のフタル酸エステル
類を禁止するメイン州の最近可決された法律は、今年州レベルで検討されてきているプラスチック中で使
用される化学物質に関する 32 の法案の中にある、と彼らは付け加えた。
「州は、有害な毒性化学物質から彼らの市民を保護するためにステップアップしている」と Safer
States のナショナルディレクターSarah Doll は言った。グループは、「化学工業のアクションがそのリーダ
ーシップを弱体化するする恐れがある」と心配している。
「メイン州のような常識的な州政策を回避する露骨な試みは化学工業のための新たな低レベルのこと
である」と Environmental Health Strategy Center の副ディレクターPatrick MacRoy は付け加えた。
しかし、ACC の広報担当者 Jon Corley は Chemical Watch に、TSCA の 2016 Lautenberg 改正
は広範な超党派の支持で可決され、そして、議会は、レビューされている化学物質のスループットを向上
させる方法として一部、製造業者が EPA にリスク評価することを要求することができることを法律中に意
図的に含めた」と語った。「最近の要求は、法律が意図したとおりに機能しており、商業における化学物質
の安全性に関する公衆、政府と市場の信頼を強めるべきであることを明確に示すサインである」と述べた。
そして、法律は、すべての評価―どのようにそれらが開始されたかに関係なく―が同じ方法で行われるこ
とを要求する、と彼は付け加えた。
②

TSCA に基づくフタル酸エステル類の全同族ベースのレビュー実施に対する科学者による圧力

米国の 4 人の大学の科学者は、TSCA に基づいて物質を評価する製造業者の要求を許可することを
選択した場合、他のフタル酸エステルと一緒に DINP および DIDP を評価する全同族ベースのアプロー
チを取るように EPA に要請した。生殖健康と環境に関するカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)
のプログラム、Veena Singla、Tracey Woodruff、Swati Rayasam、Nicholas Chartres からのコメントは、
EPA に対する 2 つの 高分子量フタレート、ジイソデシルフタレート（DIDP）およびフタル酸ジイソノニル
（DINP）のリスク評価を実施するための EPA の業界要求に関する協議に応じて寄せられた。
承認された場合、2 つの物質の評価は、レビュー対象の次のバッチの 20 主題－他の 5 つのフタル酸
エステルを含む予定のグループであるーと同様の時間枠で行われる。


フタル酸ブチルベンジル（BBP）



フタル酸ジブチル（DBP）



フタル酸ジエチルヘキシル（DEHP）



フタル酸ジイソブチル（DIBP）



フタル酸ジシクロヘキシル（DCHP）

4 人の UCSF の科学者は、DIDP と DINP の評価を進めることに決めた場合、EPA は「7 つのフタル酸
エステル類すべてを TSCA の下で「カテゴリ」として扱い、この化学物質グループに対し単一の累積リスク
評価を行うべきだ」と EPA に語った。彼らの立場を支持して、学者達は同類物質群の全米研究評議会
（NRC）2008 レビューを引用した。UCSF によると、NRC は、人々は複数のフタル酸エステル類に同時に
さらされ、共通の健康への悪影響に共同で貢献できるため、それらを評価するための適切なアプローチ
は累積リスク評価によると結論付けた。「EPA は利用可能な最高の科学を適用しなければならず、確固た
210

る証拠は累積評価が必要であることを示している」と科学者達は述べた。しかし、American Chemistry
Council(ACC)の高フタル酸エステルパネルは、化学物質管理専門誌 Chemical Watch に、これらの物
質に対するカテゴリーアプローチは「不適切」であると語った。この業界団体は、「フタル酸エステル類」と
いう用語は、それぞれ独自の特性と安全性プロファイルを備えた個別の化学物質の大きなファミリーを表
すと述べた。これには、DINP や DIDP などの高フタル酸エステルが含まれ、これらはそれぞれ、化学骨格
に 9〜13 炭素原子を有し、対照的に低フタル酸エステルは 3〜8 炭素原子を有する。「DINP と DIDP は、
世界で最も徹底的に研究されている 2 つの化合物である」と ACC は追加し、いくつかの国際機関が、現
在使用されているように安全であると判断したと注記した。
一方、NGO 環境保護基金（EDF）はコメントで、EPA は製造業者の要求を拒否すべきだと述べた。
「彼らは、リスク評価に関連する「既存のすべての情報のリストを含める」という規制要件を満たしていない
ためである。」より具体的には、EDF は、製造業者は公開されている情報のみを提出し、「自社のファイル
または文書を検索して自分の管理または所有内にある、または既知または合理的に彼らに確認できる情
報がない」と述べた。しかし、EDF は、EPA が要求を許可することを選択した場合、合理的に利用できる
情報の収集を確保し、データのギャップに対処するために、－必要な試験とその報告の義務を含む－
TSCA のセクション 4 および 8 の下で当局を使用しなければならないことを付け加えた。NGO は、自発的
な情報の提出に依存すると、「化学物質に関する情報が限定的、偏より、不正確、または不完全になる」と
付け加えた。ACC は、「レビューを完了するために追加情報が必要な場合、同機関を支援する」用意があ
ると述べた。
環境防衛基金のコメントは、将来の DINP のレビューで現れる可能性のある問題、つまり EPA が子供
用製品での物質の使用を評価する範囲を強調している。2017 年、CPSC は、拡張して、子供の製品での
僅少なレベルを超える DINP の暫定的使用禁止を恒久化した。この決定は、ACC によって議論され、進
行中の訴訟の主題となった。一方、製造業者が提出した評価要求は、TSCA の下で見直されるべき使用
条件として、玩具および育児用品のポリ塩化ビニル（PVC）での DINP の使用を特定している。しかし、
EDF は、この要求の理由は CPSC の決定を「損なう」ためであると主張している。EDF は、EPA が CPSC
とは異なるリスク結論に達したとしても、CPSC の制限に法的影響を及ぼさないと認識している。しかし、
EDF は、リスク評価の範囲にこの使用条件を含めることは、物質を評価する際に EPA が「連邦法および
州法の遵守」を前提とするという以前に行った政策決定に反するものであると主張している。それが主張
する仮定は、1,4-ジオキサンと 1-ブロモプロパンのレビューに特に関係があった。したがって、EDF は
「EPA がリスク評価にこの仮定を適用する場合、一貫してそうするか、このリスク評価に制限された使用を
含めることが仮定と一致するかについて完全な説明を提供する必要がある。」と言った。しかし、ACC は
次のように述べている。「堅牢なレビューを確実にし、消費者の DINP に対する信頼を強化するために、
EPA に幅広い用途の検討を要請した。」 さらに「最終的には結果は EPA 次第である。」と ACC は付け加
えた。
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（イ） その他の機関等による取組み
（i）

NGO

①

フローリング小売業者はフタル酸エステルに関する約束を履行

NGOs の担当機関によると、ビニル床材からフタル酸エステル類を除去するための「マインド ザ スト
ア キャンペーン」は、広く成功してきている。キャンペーンは、今小売店で販売されている他の残りの用
途に取り組むことを計画している。
2015 年、米国 NGO Safer Chemicals, Healthy Families(SCHF)は、キャンペーンに関して、
Ecology Center、Environmental Health Strategy Center と Healthy Building Network と共同した。彼
らは、大手小売業者―Home Depot、Lowe’s, Lumber Liquidators、Menards、Ace Hardware and
Floor & Decor を含む―に、フローリングからそれらの物質を除去することを確約させた。以来、NGOs
は販売されているフローリング商品をテストし、小売業者が彼らの約束を尊重してきたことを確認した。
「彼らのアクションは、「店に思い出させ」て、小売業者が建築物及び消費者製品中の不要な有害化
学物質がなくなるよう市場を変換しなければならない力を実証する」と SCHF は述べた。そして、1 つのフ
タル酸エステル可塑剤を別のものに置き換えるよりむしろ、小売業者は、NGO が「特に重要」と指摘する
非フタル酸オプションに移った。「有害な化学物質を商取引に再導入し続けるならば、循環経済は失敗
する」と SCHF は述べた。
②

McDonald’s によるビニル手袋使用終了の後押し

米国 NGOs の連合は、「フタル酸エステル類によって食品が汚染されることを防止する唯一の方法」と
して、ビニル食品サービス手袋の使用を停止することを公に約束するよう McDonald’s に求めてきた。要
求は、米国ファーストフードレストランで使用されるおよび主要な販売代理店によって販売される食品取
扱い手袋に関する、より安全な食物処理と包装のための連合（Coalition for Safer Food Processing
and Packaging）による研究の発表と一緒に、なされる。
123 の手袋の分析は、7 つのビニル手袋の 1 つが DEHP―「知られている内分泌かく乱物質」― また
は置換フタル酸エステル類 DIDP、DINP、DPHP、それらはまた現在健康上の懸念を連合は主張する、
を含むことを見付けた。それがフタル酸エステル類を含むかどうかに関して単一ビニル手袋ブランド内で
も不整合があるので、「いかなるグローブも、フタル酸エステル類を含み、食品にフタル酸エステル類を間
接的に添加する可能性」がある。
レポート「有毒な手袋を脱いで： 食品取扱い手袋中のフタル酸エステル類および他の懸念化学物質
の調査」は、代替としてポリエチレンやニトリル手袋の使用又は「適切な洗浄を伴う」素手を薦める。そして
連合メンバーの Ecology Center は、グループは 15 のレストラン・チェーンを調べて、Burger King や
Wendy’s もそれらの製品を使用していることを見出したという事実にもかかわらず、売上高でレストラン部
門のトップであるため、「市場のリーダーである」McDonald’s を選んだ、と言う。
しかし、米国化学工業協会の High Phthalates Panel―DINP、DIDP、DPHP のメーカーを代表する
―は化学物質管理専門誌 Chemical Watch に、その研究は「すべてのフタル酸類が同じである、単に手
袋中にフタル酸エステル存在していることが毒性の懸念に相当する、食品におけるフタル酸暴露の懸念
がある、と誤って前提としている」と、語った。「このビニル手袋研究は脈絡を欠いているし、いくつかの誤
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解を含んでいる」と付け加え、食品接触材料中でのこれらの物質の継続的な使用をバックアップする国際
規制機関によって実施された多くの研究を指摘した。
NGO 連合メンバーは以下を含む：


the Environmental Health Strategy Center ・the Ecology Center



Healthy Babies Bright Futures ・Safer Chemicals Healthy Families ・WE ACT



Toxic-Free Future ・Center for Food Safety



the Learning Disabilities Association of America、及びその他

McDonald’s、Burger King 、Wendy’s は、公表前のコメントに対する Chemical Watch の要求に返
答していない。
（ii）
①

業界団体
自動車業界は実行可能な DINP、DIDP の代替品がないことを懸念

フタル酸ジイソデシル（DIDP）およびフタル酸ジイソノニル（DINP）の TSCA リスク評価に対する製造
業者の要求に応えて、自動車業界は、一般的なフタル酸エステルのいくつかの用途に対して実行可能な
代替案が存在することへの疑念を表明している。また、世界自動車メーカー協会から EPA に提出された
コメントで、業界グループは、この 2 つの高分子量フタル酸エステルの「潜在的な規制に関連する議論や
交渉で、幅広い下流ユーザーに関与する」よう求めている。問題となっているのは、2 つの物質の TSCA リ
スク評価を実施するための機関に対する 5 月に提出された業界の要求である。ExxonMobil Chemical
は、特に DIDP の評価を求め、Evonik Corporation および Teknor Apex とともに DINP の要求を提出し
た。化学メーカーによれば、この動きはー安全性に充分な信頼を持っていると彼らが言うー2 つのフタル
酸エステルに対する消費者の信頼を高めることを目的としている。しかしながら、EPA がリスク評価の要求
を許可し、プロセスの最後に特定の使用条件下で物質が不合理なリスクをもたらすと判断した場合、これ
らの懸念に対処するための規制を課す必要がある。そして、この可能性により、自動車産業は一時停止し
た。
グローバル自動車メーカーは、DIDP および DINP がフタル酸ジエチルヘキシル（DEHP）の代替品と
して使用されていることをコメントで指摘した。DEHP は来年以降 TSCA の下で評価が提案されている物
質である。フタル酸塩は、室内装飾品や成形内装仕上げ、車内表面の PVC スキン、窓ガラスのつやだし、
ケーブルやワイヤの絶縁など、幅広い車両用途に使用されている。しかし、自動車部門が代替化学物質
に移行するたびに、「製造サイクルに新しい化学物質を導入することに伴う多大な負担と費用」があると、
グローバル自動車メーカーの環境およびエネルギー担当シニアディレクターのジュリア・レージュは書い
た。これらのコストの一部には、新しい化学物質が安全基準を満たしていることを確認するための部品とプ
ロセスの再設計、実行可能性分析、耐久性と品質テストが含まれる、とレージュ氏は言った。「業界がより
安全な代替手段であると信じていたものにこの移行を行ったので、EPA が特定した用途の一部には、実
行可能なまたは実行可能な代替物がない可能性があると懸念している」と彼女は言った。「合意されたリ
スク管理アクションのように、通常の通知およびコメントプロセス以外で行われる可能性のあるリスク管理の
議論にダウンストリームユーザーが積極的に関与することが重要である。」
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EPA は、コメントを考慮した後、製造業者の要求を許可または拒否する決定を下す。同機関によって
開始されるリスク評価と同様に、レビューは 3 年以内に完了する必要があり、6 か月の延長が考えられる。
（iii） 企業
①

米国食品チェーン Taco Bell は PFAS、フタル酸エステル類と BPA を段階的に廃止

米国レストランチェーン、Taco Bell は、2025 年までに「消費者向け」包装から、パーおよびポリフルオ
ロアルキル物質(PFAS)、フタル酸エステル類、ビスフェノール A(BPA)を段階的に取り除くことを約束し
た。
2020 年 1 月 9 日に発表されたグローバルな取り組みは、その時までにそのようなパッケージングがす
べてリサイクル可能、堆肥化可能、または再利用可能であることを保証するという同社のより広範な誓約
の一部である。そして、それはこれらの物質に関する米国の州レベルおよび連邦レベルの様々なアクショ
ンから生じたものである。
フタル酸エステル類に関して、米国 FDA は、食品接触アプリケーション中での 30 のオルソ-フタル酸
エステル類の継続的な使用をめぐって、NGO の連合と業界団体、各々によって提出された決闘請願を
引き続き評価している。これらのうち 26 はもはや使用されていないようだが、他の 4 つ DCHP、DEHP、
DINP、DIDP の安全性は、現在も不一致が続いている。一方、EU では、欧州食品安全機関(Efsa)が 12
月にフタル酸エステル類 DBP、BBP、DEHP、DINP に対してグループの 1 日許容摂取量(TDI)を設定し
た。
本記事に係るその他の情報は、「 １）PFAS」を参照のこと。
（ウ） その他研究
①

女性用衛生製品からのフタル酸塩暴露は考えられているよりも高い可能性がある、との研究示唆

米国の調査によれば、女性用衛生製品は、女性のフタル酸エステル類への暴露の最大 28％の原因
となっている。しかし、研究者は、製品からの最大の一日の暴露量はまだ毒性効果の閾値を下回っている
と計算している。衛生製品は可塑剤や抗菌剤への暴露源として知られているが、この話題は科学的にほ
とんど注目されていない、とニューヨーク州保健局の Chong-Jing Gao とニューヨーク大学医学部の
Kurunthachalam Kannan は述べている。
研究者達は、製品中のフタル酸エステル、ビスフェノール、パラベン、抗菌トリクロカーボン（TCC）のレ
ベルを測定した。彼らは、タンポンやパッドを含む、2019 年にニューヨークのスーパーマーケットで購入し
たさまざまな製品の範囲で、24 の化学物質を調べた。分析した 4 つのクラスの化学物質ではフタル酸エ
ステル類が目立っていた。パッド、パンティライナー、タンポン、ワイプすべてに、フタル酸ジメチル（DMP）、
フタル酸ジエチル（DEP）、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチル（DIBP）、フタル酸ジ（2-エチ
ルヘキシル）が含まれていた 。パンティライナーには、DMP、DEP、DBP、DIBP の濃度が最も高く、タン
ポンには DEHP が最も多く含まれていた。 一方、ビスフェノールと TCC は、すべての製品カテゴリの物質
全体の 5％未満を占めたが、BPA と BPF はタンポンとパンティライナーで広く見つかった。
研究者達は、フタル酸エステル類がポリプロピレンとポリエチレンをベースにした材料と、衛生製品を
作るために使用される高温接着剤の両方に由来することを示唆している。彼らは、さまざまな皮膚吸収レ
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ベルに対応する一連の暴露量を計算した。皮膚吸収が体の他の部分の皮膚と同じであると仮定する場
合、衛生製品はフタル酸エステル類への総暴露量の 0.2％にしか寄与しない。しかし、外陰部の皮膚と膣
粘膜は、高い吸収効率と透過性を持っている。吸収率が 100％とすると、標準的な皮膚吸収率を使用し
て推定されるよりも少なくとも 10 倍高い暴露量を与えるであろう、と研究者達は述べている。100％の吸収
率で、彼らは、食品からの 29.4％に対して、衛生製品がフタル酸エステル類の総暴露量の 27.9％を占め
る可能性があると見積もっている。研究者は、彼らの研究には限界があり、特に 100％の皮膚吸収を仮定
した場合、暴露量を過大評価した可能性があることを認めている。製品からの化学物質の移動率はまだ
不明であり、女性はしばしば複数の女性用衛生製品を同時に使用するため、暴露の推定は困難である。
Environment International 誌に執筆した研究者達は、性器や生殖器で、またはその近くで使用され
る製品からの長期的な生物学的および健康上のリスクに関する研究がなされることを求めている。NGO
は、長い間、女性用衛生製品の成分開示を求めてキャンペーンを行ってきた。2019 年、ニューヨーク州
はこれを義務付けた最初の米国の州となった。
３） BPA
（ア） 内分泌学会年会（ENDO 2019）
①

BPA がマウスの概日リズムに影響を与え得ることを示唆する予備的研究結果

2019 年 3 月 25 日に米国ニューオーリンズでの内分泌学会（ENDO 2019）年会で、カナダのカルガリ
ー大学の Kurrasch 準教授により発表された予備的研究結果によると、BPA は、出生前に BPA に暴露さ
れていた妊娠マウスの仔の概日リズムに悪影響を与えることがあるという。概日リズムに及ぼす影響は
BPA に暴露されたマウスで既に観察されている多動性の一因となる要因かもしれないと彼女は指摘した。
様々な生物学的プロセスは、24 時間周期で振動を示し、睡眠と活動のパターンにリンクされている、
いわゆる概日リズムに結果として結び付く。
本講演によると、Kurrasch 準教授は、妊娠マウスに BPA を加えた食餌を供給した。その後、仔が生後
12 週の時、科学者は仔の睡眠と活動のパターンがそれらの環境の光と暗闇のパターンの変化にどのよう
に対応するのかをテストした。 パターンは、暗期 12 時間、その後、明期 12 時間で、4 週間とした。その
後、次の 4 週間、不規則な光パルスを伴う 24 時間暗期サイクルに変更された。光パルスは、予期せぬ刺
激に対する概日リズムの応答性をテストした。
妊娠中に BPA に暴露された仔は彼らの毎日のパターンと活動のタイミングの変化を示し、かく乱され
た概日シグナル伝達を示す、と研究をリードしている Deborah Kurrasch は言った。有害影響は、動物が
24 時間暗闇の中に置かれたとき、より顕著であった。
（イ） 企業
①

米国食品チェーン Taco Bell は PFAS、フタル酸エステル類と BPA を段階的に廃止

米国レストランチェーン、Taco Bell は、2025 年までに「消費者向け」包装から、パーおよびポリフルオ
ロアルキル物質(PFAS)、フタル酸エステル類、ビスフェノール A(BPA)を段階的に取り除くことを約束し
た。
2020 年 1 月 9 日に発表されたグローバルな取り組みは、その時までにそのようなパッケージングがす
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べてリサイクル可能、堆肥化可能、または再利用可能であることを保証するという同社のより広範な誓約
の一部である。そして、それはこれらの物質に関する米国の州レベルおよび連邦レベルの様々なアクショ
ンから生じたものである。
BPA に関して、米国食品医薬品局 (FDA) は、食品中の現在のレベルで BPA が安全であると考えて
いる。「FDA の科学的証拠の継続的な安全性レビューに基づいて、食品容器や包装中での現在承認さ
れている使用に対する BPA の安全性は利用可能な情報により継続的に支持されている」と、説明してい
る。
欧州では、食品と接触することが意図されるニスやコーティング中で使用される BPA に対して、食品
1kg 当たり 0.05mg の移行限度が設定されている。
本記事に係るその他の情報は、「 １）PFAS」を参照のこと。
（ウ） その他の研究
①

幼年期の肥満と BPA 代替物暴露との関連付け

米 国 の 1,800 人 以 上 の 子 供 と 若 者 か ら の デ ー タ の 研 究 「 Urinary Bisphenols and Obesity
Prevalence Among U.S. Children and Adolescents」（米国の小児および青年における尿中ビスフェノ
ールと肥満の有病率）は、BPA 代替物 BPS と BPF への暴露を肥満に関連付けた。ただし、研究チーム
は「本当に予備的な」調査として結果を説明し、これらの化学物質への暴露が、時間をかけて体重増加を
引き起こしているかどうかを決定するために、長期的な研究が必要であると言う。
これらのフェノール系化学物質は、金属の食品や飲料用缶をライニングするために使用されるものを
含む、特定のタイプのプラスチックのための添加物である。BPA は「内分泌かく乱化学物質と考えられ」そ
して「健康影響に関する消費者の懸念のため廃止されてきている」と、内分泌学会誌に掲載された研究の
主執筆者を務めた NYU Langone Health の Melanie Jacobson は述べている。ますます、業界は、代
替品として、非常に類似した化学類縁体である BPS と BPF を使用している。
「我々は、BPA について以前に観察されたのと同様に、代替物と幼年期の肥満との相関を見付けた」
と Jacobson 博士は言った。「私は、この置換は不幸であり、それは問題を解決できない可能性が高い」と
彼女は付け加えた。「我々は、構造的にそれらはほぼ同じだから、それらは体内で同様に作用すると予測
するだろう。」
チームは、2013 から 2016 年の間の米国国民健康・栄養調査 (NHANES) によって収集されたデー
タを使用した。データは、スポット尿試料で測定される BPA、BPS 及び BPF の濃度に加えて、6 から 19
歳の小児および青年からの BMI やウエスト周囲径などの対応する肥満測定から成った。
重要なことに、研究は、BPS または BPF は制限があるため、肥満を引き起こしている、とは結論付け
ていない。肥満の子供たちは、化学薬品への彼らの暴露を増加させる缶詰食品や飲料、などのパッケー
ジ商品を食べる可能性がより高い。ただし、解析は、相関関係の変更なしで、合計カロリー摂取量を考慮
してこれを説明した。
10 年以上前、同じチームは、NHANES データを使用して子供の肥満に関連して BPA を調べ、
「我々がこれらの代替物で見つけたよりもさらに強力な相関関係」を見付けた、と Jacobson 博士は説明し
た。BPA は、新しい研究で、肥満とは相関しなかった。Jaboson 博士は、今回尿中で検出された BPA の
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レベルは、以前よりも一桁低かった、と述べた。「我々は、はるかに高いレベルでの影響を見ているかもし
れない。」
この研究の著者は、「これらの化合物へのヒト暴露が将来的に増加を続ける可能性が高いことを考える
と、BPS と他の BPA 代替化合物の潜在的な健康影響は今後監視される必要がある」と結論付ける。
BPA は、内分泌かく乱化学物質－人の健康および環境に対して両方－として認識されているし、高
懸念物質の REACH 候補リスト上にある。2019 年 8 月には、EU の一般裁判所は、欧州プラスチック産業
協会 PlasticsEurope によってもたらされた SVHC としての同化学物質の同定に反対する言い分を「完
全に」却下した。
②

人の BPA 暴露が過小評価であることを示唆する研究

ビスフェノール A（BPA）への人の暴露は、尿中のレベルを測定するために一般的に使用されている
「欠陥のある」分析手法の結果として過小評価されている可能性がある、と米国の研究「BPA: have
flawed analytical techniques compromised risk assessments?」は示唆している。 データは「人の健
康に対するリスクも劇的に過小評価されているという緊急の懸念」を提起している、と研究者らは警告して
いる。彼らは、問題が代替ビスフェノールやフタル酸エステルを含む他の化学物質の暴露推定値にもま
た影響を与える可能性があると予測している。体は BPA を急速に分解して、BPA グルクロニドと BPA 硫
酸塩を含む一連の代謝物を形成し、尿中に排泄する。BPA 自体は参照標準と比較することで直接測定
できるが、バイオモニタリング研究では、代謝物から戻って BPA レベルを推定する「間接分析法」に依存
する傾向がある。

調査結果は、「BPA へのヒトの暴露が以前に想定されていたよりもはるかに高いという説得力のある証
拠を提供する」と研究者；「ランセット糖尿病および内分泌学」より
これらの間接的な方法は、ワシントン州立大学のパトリシア・ハント率いる研究者たちによると、人の
BPA レベルに関するデータの「バルク」を提供している。これらの発見は、「BPA への人の暴露が以前に
想定されていたよりもはるかに高いという説得力のある証拠を提供する」と The Lancet Diabetes and
Endocrinology に書いている。間接分析では、通常、カタツムリのヘリックスポマチア（通称ローマ・カタツ
ムリ、ブルゴーニュ・カタツムリ）の酵素溶液を使用して、BPA グルクロニドと BPA 硫酸塩を加水分解また
は脱共役し、「遊離」BPA を形成して、それから測定が可能になる。この新しい研究は「間接法を用いた脱
共役が予想される量の BPA をもたらさないという最初の証拠を提供する」とハント教授は述べた。一定量
の代謝物が脱共役後に同程度の量の BPA をもたらすと想定されていた、と彼女は付け加えた。ハント教
授は、カリフォルニア州サンフランシスコ大学のロイジェローナとミズーリ大学のフレデリックボンサールと
協力して、直接法と間接法の両方を使用して、妊婦からの 29 の尿サンプルを分析した。カタツムリ酵素を
使用した間接法は、直接法を使用して測定したレベルよりもほぼ 19 倍低いレベルになった。これらの低レ
ベルは、米国国民健康栄養調査（Nhanes）から一般的に引用されているデータに類似している。「BPA
で特定した問題は、間接分析に依存する他の化学物質にまで及ぶ可能性がある。それは、代謝産物の
標準が入手できない化学物質である」とハント教授は化学物質管理専門誌 Chemical Watch に語った。
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尿には、最近の BPA 暴露の概観を提供するという利点があるが、血液分析では、循環しているものの
スナップショットが得られる。シカゴのイリノイ大学のゲイル・プリンスは、直接法の方が正確であることに
「完全に同意」している。「これは、質量分析法による分析対象物の測定の自明の理である」と彼女は言っ
た。「直接法（2017）を使用した私の研究室の研究では、BPA で処理した新生児ラットの総血清[血液]
BPA レベルは、10 マイクログラム / kg 体重用量（2011）で同一の処理プロトコルを使用して間接法で以
前に測定したレベルよりも著しく高かった」と彼女は付け加えた。2014 年に、投与された血液サンプルの
BPA レベルに関する米国のラウンドロビン研究では、酵素脱共役を使用した間接法は直接法よりも精度
が低いことが示唆された。「血清は尿よりも複雑であるため、これらの結果を尿で発見することは非常に懸
念される」と Gerona and vom Saal 両教授と共にラウンドロビン研究に参加した、マサチューセッツ大学
アマースト大学のローラ・ヴァンデンバーグはコメントした。「尿中測定値は BPA の 1 日摂取量の計算に使
用されているため、この最新の研究は、かなり多く摂取量を過小評価している可能性が高いことを示唆し
ている」と彼女は付け加えた。「用量反応曲線が非単調である場合、間接法の測定誤差は大きな懸念とな
るであろう」と、米国タフツ大学のアナ・ソトは付け加えた。
「原理的に、酵素反応は常に効率が 100％であるという仮定は合理的ではなく、間接法の場合、検証
されなかった」とマサチューセッツ大学アマーストのトーマス・ゾラーは述べた。「具体的には、複雑な技術
の第一世代は、その技術の改良よりも精度が低い可能性が高い。こう言って、公的機関が技術自体の改
良に取り組んでいない理由を尋ねることは妥当である」と彼は Chemical Watch に語った。
４） その他物質
（ア） 内分泌学会年会（ENDO 2019）
①

EDCs は 4 世代にわたってラットに悪影響を与えることがあると示唆する予備的実験結果

同じ会議で、ベルギー、リエージュ大学の大学院生 David Lopez Rodriguez は、EDCs は 4 世代に
わたってラットに悪影響を与えることがあると示唆する別の研究からの予備的結果を発表した。
BPA 研究と同様に、本講演による研究では、妊娠ラット(F0 ラット)に可塑剤、殺生物剤、UV フィルタ
ーを含む 13 の既知の EDCs 混合物を含む食餌を与えた。彼らは仔(F1 ラット) と後続の 2 世代 (F2 お
よび F3 ラット) の仔における有害影響を識別した。
F2 および F3 のラットにおいて、思春期遅発症を含む性的発育に対する影響があったが、F1 ラット
においては影響はなかった。しかし、たとえば世代を介して伝達されることが知られている行動である仔を
舐める時間が少なくなる、F1 ラットの母親のケア活動に対する影響があった。さらに、脳の視床下部領域
で、思春期と生殖作用に関与する遺伝子の発現と組織化が影響を受けた。
Lopez Rodriguez 氏は、結果は環境が DNA の組織化の変化-エピジェネティックな変化‐を通して遺
伝子発現に影響を及ぼし得るという最近の発見と一致した、と述べた。
これらに関して、アメリカ化学工業協会（ACC）のスポークスマンは以下のような見解を示した；「使用さ
れた方法論の詳細な説明がなく、データにアクセスできないならば、研究が意味のある結果を生産してい
るかどうか判断できない。科学者がこれまで調査した内分泌活性物質の大半は、内分泌活性の結果とし
て典型的な暴露で健康への有害影響を引き起こすことが実証されていない。」
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（２） EU
１） PFAS
（ア） EU 機関、プロジェクトの取組み
EU の主要機関及びプロジェクトにおいて、PFAS の安全性に係る新たな情報はこの 1 年間確認でき
なかった。
（イ） その他の機関等による取組み
（i）

ChemSec

①

SIN リストに PFAS 追加

化学の専門家組織 ChemSec は、いわゆる SIN リスト－世界のサプライチェーンで回避すべき 900 以
上の有毒化学物質の集積－に産業化学物質の最新の追加することを明らかにした。SIN リストへの最新
の追加により、多くのブランド、化学物質の生産者、製造業者、そしてダウ・ジョーンズの持続可能性指数、
UNEP、その他の影響力のある機関が続き、持続可能な化学物質管理の新しい基準を設定することが期
待される。
新たに追加された物質には、過フッ素化化学物質、略して PFAS と呼ばれる、大いに議論された化学
物質のグループがある。これらは調理パン、食品包装、デンタルフロス、耐水性の衣服などの幅広い製品
に使われ、現在、世界中で数千の異なる PFAS が使用されている。それらの多くは、持続性、移動性、有
毒化学物質（PMT）として識別される化学物質の新たに認識されたカテゴリに属する。それらの特定の特
性と大量の工業的な使用のために、これらの物質は現在、世界中の地下水と飲料水に広まっている。
PMT 化学物質は、この SIN リストの更新で具体的に特定される 2 つの化学グループの 1 つである。「こ
れらの化学物質は、現在の法的基準に正確には一致していないため、規制を免れている。このカテゴリ
で最もよく知られている化学物質はフッ素化合物であり、自然界では分解しないため、しばしば「永久化
学物質」と呼ばれる。これらの物質をどのように規制するかについての議論はまだ進行中であるが、賢い
メーカーはすでにそれらを段階的に廃止し始めているはずである」と、ChemSec の SIN リストのプロジェ
クトマネージャー、アンナ レンキスト博士は述べている。
（ii）
①

その他研究
撥水性が PFAS と同じくらい良好な非フッ素化製品の存在を示唆

スウェーデンと英国の研究者による繊維の研究「Highly fluorinated chemicals in functional textiles
can be replaced by re-evaluating liquid repellency and end-user requirements」によると、非フッ素化、
生分解性物質に基づく撥液剤は、多くの場合、ポリフッ素物質（PFAS）と同じくらい良好であるが、ブラン
ドはそれらを使用することに消極的である。
繊維業界は、広範な液体を撥く化学物質に対して、耐久性のある撥水剤（DWR）という用語を使用す
る。
リーズ大学の Richard Blackburn 率いる研究者は、偽の血液（血のり）、赤ワイン、オレンジジュースを
含む、広範な液体に対して新しい非フッ素 DWR をテストした。その結果、最良のものはフッ素化ポリマー
にマッチする撥水性を持ち、屋外衣類に適している、ことを見付けた。
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しかし、現在の非フッ素 DWR は、医療用繊維やオリーブオイルのような表面張力の低い汚れに対し
て十分な撥液性を提供していない、と彼らは Journal of Cleaner Protection で報告している。現在、短鎖
フッ素ポリマーのみがこのような液体に対して効果的な保護を提供することが示されている。
「非フッ素化代替品は優れた雨からの保護を提供し、汚れ保護の欠如は PFA を段階的に廃止する長
期的な生態学的利益とバランスを取るべきである」と彼らは結論付ける。
一部の研究者は、以下の 3 つのカテゴリを持つ、PFAS の使用が不可欠であるかどうかを決定するた
めの基準を提案している、Global PFAS Science Panel の一部である。


非必須



置換可能



必須

例えば、繊維製品の撥液性は、ジーンズのオプションの「素敵な」特性から職業保護服の必須な保護
までにわたることがある、と彼らは示唆する。このアプローチが、メーカー、小売業者、エンドユーザーに
PFA の段階的な廃止と置き換えを検討するよう促すことが期待される。
職業防護服市場のような繊維製品での PFAS のほんの一部のケースだけが、必須なカテゴリに分類さ
れると、彼らは言う。このような場合、非フッ素化代替品を提供するためには「革新的なソリューション」が
必要である。非フッ素 DWR に関連するハザードはまだ完全には理解されていないが、Environmental
Science: Processes and Impacts での文献によると、生分解性代替品の開発は重要なステップである。
「一般的に、非フッ素化代替品は、それらが置き換える PFAS よりも人の健康と環境により多く害を及
ぼすとは考えられない」と、ストックホルム大学の Ian Cousins が率いる研究者は書いている。
PFAS の化学的代替品を検討する際は、焦点は製品が提供すべきサービスに当てられるべきだと彼
らは言う。新しい DWR は、置き換えられる PFAS と直接比較されるのではなく、パフォーマンスに対し
て評価される必要がある。
（iii） NGO
①

英国の食品包装における PFAS の使用に関する NGO レポート

スコットランドに本拠を置く NGO、フィドラ（Fidra）が、英国の主要スーパーマーケット、コーヒーチェー
ン、テイクアウトレストランから購入した食品包装サンプルの 90％で「有意なレベル」のパーおよびポリフル
オロアルキル物質（PFAS）を見出したと報告した。検出された最高濃度は、7 月に発効するデンマークの
紙および厚紙包装の PFAS の新しい法規制値の 300 倍であった、とフィドラは 2020 年 2 月中旬に発表
された レポ ート 「食 品の アイル（ aisle ）にある 永久化学 物質 (PFAS は持続 性が高 いので forever
chemicals と呼ばれている)」で述べている。それら物質は、ビスケットやベーカリーバッグ、持ち帰り用の
箱、耐油紙など、20 のサンプルをテストした後、全 PFAS 含有量を表すものとして広く受け入れられてい
る「全有機フッ素；Total Organic Fluorine」（TOF）で、英国の大手スーパー9 社のうち 8 社で使用されて
いる包装材料に含まれていたと、Fidra は述べた。
紙および厚紙の包装にグリースと水を撥く効果が生じさせるため PFAS が加えられる。それらは環境で
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簡単に分解せず、一部は人に蓄積する。多くは発がん性物質および内分泌かく乱物質の疑いがあり、免
疫系に影響を与える可能性がある。英国ではまだ禁止されていないが、多くのスーパーマーケットは衣類
の範囲で撥水剤としての使用を停止している。欧州委員会は現在、新しい法律を起草する目的で、数十
年前の食品接触材料（FCM）の法律を評価する準備をしている。
フィドラは、英国のスーパーマーケットからの次のサンプルをテストした。


ベーカリーバッグ：Marks & Spencer, Sainsbury’s



ビスケットバッグ：Asda, Co-op, Morrisons, Tesco



耐油紙：Morrisons, Waitrose



ポップコーンバッグ：Aldi, Lidl

また、次のテイクアウトバッグもテストした。


Caffe Nero, Costa, Greggs, Pret a Manger

残りのサンプルのうち、1 つはドミノのピザの箱で、4 つは独立したフードアウトレット（カフェ、チップショ
ップ、ピッツェリア、職場のカフェテリア）の持ち帰り用の箱であった。
フィドラはそれ以来、食品包装から PFAS を除去するようスーパーマーケットに要請する請願を始めた。
また、英国の規制当局がデンマークの禁止措置に従うよう運動している。
反応；Chemical Watch は、挙げられた 15 のスーパーマーケットとアウトレットすべてと接触した。その
うちの 5 つは、British Retail Consortium（BRC）からの声明に言及しており、これはこのレポートに関係し
ている多くの企業を代表している。BRC の食品政策アドバイザーであるエリザベスアンドー‐ケッソンは次
のように述べている。「すべてのメンバーのパッケージングは、法的健康および規制基準を満たしている
か、それを上回っている。」小売業者は、製品の安全性を確保するためにサプライヤーと緊密に連携して
いる。「PFAS の法的制限値は強固な科学的証拠に基づいており、定期的に見直されている。私たちはこ
の分野の開発を監視しているが、物質の使用に対する変更は、製品の安全性、完全性、持続可能性を
維持する必要がある。」他の唯一の対応は Tesco(テスコ)からであった。テスコは、すべての PFOS と
PFOA（長鎖 PFAS）を食品包装からすでに除去し、「PFAS を除去するソリューションに取り組んでいる」と
述べた。フィドラの報告書は、「ある英国の大手パッケージングサプライヤー」が、現在の成形繊維製品に
代わる PFAS フリーソリューションを開発したと述べており、今年の第 2 四半期から段階的に廃止されると
述べている。テストでは、この材料で作られた持ち帰り用の箱で最高の PFAS レベルが明らかになった。
「2021 年末までに、または可能であればより早く、完全に PFAS がなくなるよう取り組んでいる。他のすべ
ての業界関係者に、できるだけ早く同じことをするように呼びかける」とサプライヤーは言った。
広範な使用；レポートは、英国の食品包装における PFAS の使用は、小売業者および製品タイプ全体
で「広く行き渡っている」と主張している。耐油性のベーキングペーパーを除くすべての製品にこの物質が
含まれていることがわかった。また、90％が「バックグラウンド汚染から予想されるレベルを超える」レベル
であった。ウェイトローズは、PFAS サンプルが特定されていない唯一のスーパーマーケットであったが、
耐油紙のみが分析された。「有害な影響に関する証拠が増えているため、これらの永久化学物質を使用
し、環境に放出し続けることは、私たちが取ることができないリスクである」と、レポートの著者であるケリー・
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ディンズモア博士は述べた。
NGO は、消費者が使い捨ての食品包装の不必要な使用を避けるべきだと述べている。その他の推奨
事項は次のとおりである。



PFAS 含有物の堆肥化基準をバックグラウンド汚染以下に下げる、そして

食品包装での使用を止めさせる厳格なグループベースの化学的法規制

２） フタル酸エステル類
EU において、フタル酸エステル類の安全性に係る新たな情報はこの 1 年間確認できなかった。
３） BPA
（ア） EU 機関、プロジェクトの取組み
（i）

EFSA

①

BPA 文献レビュー調達プロセスの開始

欧州食品安全機関（Efsa）は、ビスフェノール A（BPA）の作用機序研究に関する最近の文献をレビュ
ーする作業のための入札を公布した。
EFSA は、BPA の有害性評価のための 2017 改正プロトコルに続いて、更新された BPA のオピニオン
に包含されるに相応しい約 1,000 の（作用機序に関する）研究（遺伝毒性研究を含む）を特定している。
それは、現在、発表された研究から研究の特徴と結果を抽出し、それをその web ベースのフォームに
挿入するためのチームを求めている。落札者は、結果を要約し、健康への影響によってそれをグループ
化し、影響のタイプ/エンドポイントによってサブグループ化する必要がある。
落札したチームは、記述および表形式で、科学情報を抽出し、要約して、経験を証明しなければなら
ず、13 万 4 千ユーロの助成金が授与される。それは少なくとも 3 人のメンバーで構成し、プロジェクトリ
ーダーと 2 人の追加の科学者/研究者を含まなければならない。応募の登録の締切日は 6 月 21 日であ
った。
（イ） 各国の取組み
フランス

（i）
①

ANSES レビュー「ビスフェノール B は内分泌かく乱物質」と結論

フランスの規制当局 Anses(食品環境労働衛生安全庁)が実施した系統的レビュー「Evidence for
Bisphenol B Endocrine Properties: Scientific and Regulatory Perspectives」によると、ビスフェノール
B-ビスフェノール A の同類物質-は内分泌かく乱化学物質である。このレビューでは、毒性データは限ら
れているが、それでもこの物質が世界保健機関（WHO）の EDC の定義を満たしていることを「一貫して示
している」と指摘している。さらに、性ホルモン－特にエストロゲン－の生物学的経路を破壊するビスフェノ
ール B の能力は、BPA のそれよりも大きい可能性があるという証拠がある。
BPA は、人と環境の内分泌かく乱のため、EU REACH の下で非常に懸念の高い物質（SVHC）として
リストされている。しかし、科学者、NGO、および規制当局は、BPA 同類物質－非常に類似した分子構造
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を持つ化合物－が同様の効果を生み出す可能性を懸念している。業界は BPA を段階的に廃止しており、
多くのアプリケーションで、BPA を NGO が残念な結果を招くと主張する、そのような類似物に置き換えて
いる。
研究チームは、ECHA と European Food Safety Authority(EFSA)によって開発された EDC ガイダン
スに従って体系的なレビューを実施した。彼らは、疫学的および機構的研究を含む、BPB の 36 の関連
する in vivo および in vitro 研究を特定した。人のバイオモニタリングと in silico 研究は除外された。ほと
んどの研究はメカニズムに焦点を当てていた。しかし、3 つの亜慢性 in vivo 研究は「BPB の生殖機能へ
の影響を一貫して報告した」。ラットの 2 つの研究で精子形成に対する影響が示され、ゼブラフィッシュの
1 つで産卵、孵化率、生存率の低下が示された。
検討された研究のほとんどは、学術研究者によって実施されたものであり、OECD テストガイドラインに
記載されているような標準化されたテストプロトコルを厳守しなかったか、従っていなかった。しかし、それ
らの多くは「厳格な慣行を順守し、したがって、EDC に関する科学が急速に進化するため、標準化された
テストには含まれない可能性のある敏感な内分泌ターゲットに関する重要な情報を提供した」とレビュー
は述べている。
「利用可能な現在の情報は、内分泌特性について BPB を規制するのに十分であると考えられるべき
であり、したがって、残念な代替を避けながら、人間の健康と野生生物を保護しようとするものである」と結
論付けている。
この研究は、Environmental Health Perspectives 誌に、Anses の Hélène Serra を筆頭及び連絡先
著者として発表されている。これは、フランスの国家内分泌かく乱物質戦略（SNPE）の成果であり、その
下で Anses は 1 年に少なくとも 5 つの物質を評価している。業界は BPB を EU REACH に基づいて事
前登録しているが、ECHA データベースには登録書類はない。それでも、2019 年 8 月 12 日、Anses は、
2020 年 8 月 3 日に予定されている、その物質に関する SVHC 提案を提出する意向を ECHA に通知し
た。
（ウ） 企業
①

英国小売業者によるビスフェノール領収書の段階的廃止

ビスフェノールは、レシートやチケットに使用される工業用化学物質である。ビスフェノールが環境に害
を及ぼし、われわれのホルモンに影響を及ぼすことによって、人の健康に影響を与える可能性があるとい
う証拠が増えている。2020 年までにビスフェノール A（BPA）は EU での領収書から禁止されるが、一部の
小売業者は BPS のような他のビスフェノールに切り替えている。また、一部の小売業者は、レシートから
すべてのビスフェノールをすでに廃止している。さらに、一部の業者は、デジタルオプションを導入するこ
とで紙を完全に廃止している。
フィドラ（Fidra）は英国において、環境問題に光を当て、公共、産業界、政府と協力して、持続可能な
社会と健全な生態系をサポートするソリューションを提供している。利用可能な最高の科学を使用して、
環境問題を特定および理解し、包括的な対話を通じて実践的なソリューションを開発する。
Fidra は、スーパー毎の BPA への取り組みについての表を作成している。それによれば、BPA を使用
していないのは、5 社、使用廃止に向かっているのは、4 社、使用しているのが、4 社である。EU はベビー
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用品の BPA を禁止しており、2020 年から領収書の使用禁止も導入する。
Fidra では、BPA のような特定の種類だけでなく、グループ全体（この場合はビスフェノール類）が禁止
されるように、化学物質に関するグループベースの法律であるべきだと考えている。証拠は、BPA が禁止
されている代わりにしばしば使用される BPS や BPF などの他のビスフェノールは、BPA と非常に類似し
た特性と影響を持っていることが示されている。
４） その他内分泌かく乱物質
（ア） EU 機関、プロジェクトの取組み
欧州経済社会委員会（EESC）

（i）
①

内分泌かく乱物質に取組むために研究に資金提供を委員会に要請

欧州委員会（EC）は、内分泌かく乱化学物質（EDCs）に関する研究と業界の代替物への移行を支援
する「十分な」財政メカニズムを確立する必要がある、と欧州経済社会委員会（EESC）は述べてきた。こ
の EU の諮問組織は、7 月 7 日、コンサルテーションが終了する前日に、委員会の EDC 戦略について
その見解を説明した。委員会は、現行の立法に関する適合性チェックを含む、EDCs に取り組むための
一連の措置を発表した。
EESC は、EDCs は「市民や利害関係者のための透明性」を確保するため、科学ベースの方法で管理
されるべきである、と述べた。そして、「欧州産業研究と革新的な活動と生産に取り組み、支援し、刺激す
るために合意された科学的な基準と方法」を提供することができるであろう、公開され独立した研究のため
の十分な予算があるべきである、」と付け加えた。
EESC は、欧州委員会に、EDCs の早期識別とリスク、安全な代替方法の識別と環境修復を可能にす
る特定の予算を確立することを要求している。これは、引き下げられるべきではないと EESC が述べた
Horizon 2020 予算に加算されるだろう。
また、EU 執行部は、EDCs の禁止または制限が有するかもしれない「関連する影響」への業界の取り
組みを支援するために、また「より持続可能な生産への」業界の移行を促進するために、資金を提供する
べきである、と付け加えた。
そのコンサルテーションコメントで、NGO PAN Germany は、経済的資源は EDCs と安全な代替方法
を識別する新しい科学的方法を開発するために使用されるべきである、と述べた。
委員会の戦略は、「目標と期限を設定する現実的な行動計画」、NGOs が推進している何か、で補強
される必要がある、と EESC は述べた。
NGO の Health and Environment Alliance（HEAL）、ChemSec、Health Care Without Harm
（HCWH)及びその他は、「具体的な行動」が急務である、と言った―HEAL は以前に欧州議会とともにこ
れを促した。そして、委員会とステークホルダーとの間の対話「情報交換やコンサルテーションの永続的
な構造化されたシステムを含める必要がある」と EESC は述べた。


適合性チェック

一部のステークホルダーは、適合性チェックの必要性を疑問視した。HCWH は、これがどのような知
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識を提供するかは不明であり、「理事会と議会の行動に対する要求からはまだ知られていない」、と言った。
そして CHEM Trust は合意した。
EDC-Free Europe and PAN は、それらは、それが EU 法規定を履行する際に「追加の遅延に結果」
として結び付くかもしれないと、「非常に懸念」されている、と付け加えた。
イタリアの食品安全・公衆衛生部門およびオランダ公衆衛生・環境研究所（RIVM）は見解を共有し、こ
の行動が「解明するべき新しい事実」を持ち出すだろうことを疑っている。しかし、彼らは概して、ドイツ連
邦環境庁（UBA）および英国環境食糧農林省（Defra）と共に、この作業を支持した。
いくつかの当局は、適合性チェックは（以下を）する必要がある、と言った。


安全に使用されることができるだろう材料の不必要な制限を回避する



科学的証拠及び、委員会によって最終決定され継続されている関連する評価に基づいて構築
する



どのように EDCs がリスク評価されるかの評価を含める、そして、類似した化学物質のグループが
関連法規中で対処されることを保証する

また、EESC は、EDCs に関する欧州戦略は国際的及び二国間協定で問題に対処する必要がある、
と述べた。
（ii）

Horizon 2020 プロジェクト

（a）

EDC-MixRisk

①

混合物のリスクを評価する簡単な方法を提供

EU Horizon 2020 資金供給プロジェクト EDC -MixRisk は、人口の大部分に関連する少数の化学物
質混合物を特定し、それは、混合物のリスクを評価する簡単な方法を提供することができる。
EDC-MixRisk 政策概要（policy brief）は、「これは、異なる混合物のすべての可能な組み合わせを試
験することは不可能なので、前進への重要な一歩である」と述べる。
研究プロジェクトは、2019 年 1 月で終了した。スウェーデン、ストックホルムのカロリンスカ研究所の
Ake Bergman によってコーディネートされたプロジェクトは、子どもの健康と発育に対する疑わしい内分
泌かく乱化学物質（EDCs）の混合物への出生前暴露の影響を調べた。
EDC-MixRisk は、「実際の」EDC 混合物を特定し、試験した。スウェーデンの環境の長期的な変化を
扱った母子、喘息とアレルギー（Selma）研究からの疫学データを用いて、研究者は実際の暴露を模倣す
る参照混合物を作成した。それから、彼らは成長と代謝、神経発達と性的発達の観点から潜在的な有害
影響のために細胞と動物モデルでそれらを試験した。
結果は、単一の化学物質の評価が 1 から 10 倍、混合物のリスクを過小評価している可能性があるこ
と、を示唆する。
重要なこととして、プロジェクトは、80%の女性が参照混合物に類似する実際の混合物に暴露されて
いることを発見した。
政策概要は、プロジェクトの方法が「より信頼性の高い経験的な情報を提供し、実際の生活シナリオを
よりよく反映することによって、より関連性のあるリスク評価と管理に大きく貢献できるだろう」と、示唆する。
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EDC-MixRisk は、2019 年 3 月 26 日にブリュッセルで開催されたワークショップ「化学物質カクテル挑
戦」の一部としてその政策概要を発表した。ワークショップは、EuroMix プロジェクトと共同で開催された。
（イ） 各国の取組み
スウェーデンとフランス

（i）
①

内分泌かく乱化学物質に関する協力強化

スウェーデンとフランスは、内分泌かく乱物質(EDCs)の環境と健康影響を理解することに関して「協力
を継続」していく。2019 年 6 月、2 国は、「技術革新と緑のソリューション」の分野で共同作業を設定する
宣言を更新した。宣言は、両国が「共通利益」―1 つは EDCs－のため一緒に結び付いて、2017 年に署
名された。
スウェーデンとフランスは、EDCs の分野でアクティブな EU 加盟国である。更新は、彼らはそれらに
関する新しい知識や革新的なソリューションの開発において学界や産業界をサポートすると言う。目的は、
「人、動物、植物およびそれらが共有する環境の間の相互関係を理解しながら最適な健康の成果」を達
成することである。また、それは、作業が関連する欧州や国際協力と連携するべきであると言う。
更新では、2 国が EDCs のキャラクタリゼーション手法を開発することを提案した、2017 年宣言を拡大
している。「内分泌かく乱物質の問題が共通の関心であると宣言される」とそれは言う。
関係省庁は以下のとおりである。


フランス生態学的・包括的移行省；



フランス連帯保健省；



フランス高等教育・研究・イノベーション省；



スウェーデン研究・高等教育省



スウェーデン環境省；



スウェーデン保健社会福祉省

（ii）
①

フランス
EDC に取組むための優先分野の概要

内分泌かく乱化学物質(EDC)に関するフランスの第 2 の国家戦略は、2020 年に EU 加盟国と欧州委
員会の間で共有される EDC のリストの作成を注視する。
2019 年 9 月に発表されたこの計画は、2019 年から 2022 年の間に化学物質への暴露を減らすため
の 3 つの優先分野を設定する。これは、批評家が不十分であると言った 2014 年の戦略に続くものであ
る。
リストは最優先事項の 1 つで、それは EDC についてトレーニングし、人々に知らせることである。フラ
ンスは、特定の化学物質の使用に関連するリスクの認識を高めるために、公開情報キャンペーンを実施
していく。
国の公衆衛生機関は、妊娠中の女性と親に対して、子への暴露を制限する方法について実用的なア
ドバイスを与えるウェブサイトを作成した。さらに、政府は、健康と子どもの発育の専門家と地方自治体の
労働者のためのベストプラクティスに関するトレーニングコースを実施していく。
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第二の優先事項の下で、フランスは、欧州委員会に対し、化粧品や玩具を含む日用品に適用される
規制を改正し、内分泌かく乱特性に対処するよう求める。また、それは、EDC によって生じた環境汚染に
関する情報をオープンデータポータルに追加し、学校でのプレゼンテーションを含む一般の啓発イベント
を開催していく。
最後の優先事項は、内分泌かく乱物質の健康への影響に関する研究を迅速化することによって知識
を向上させることである。すでに 6 月、フランスの生物多様性機関は、内分泌かく乱物質が生物多様性に
及ぼす影響をよりよく理解するための研究プロジェクトの要求を発表した。
また、2019 年 9 月、フランスの公衆衛生機関は、特定のビスフェノールやフタル酸エステルのような内
分泌かく乱物質が、テストされた 3,600 人すべてにおいて確認されたという研究結果を発表した。
2018 年、欧州委員会は、物質に関する長年の延滞している戦略の一環として、EDC に関連する既存
の法律の包括的なスクリーニングを実施すると述べた。フランスは、この分野での行動を強化するように、
EU 幹部に対して一連の勧告を出した。
委員会の戦略は、玩具、化粧品、食品接触材料のような、特定の規定がない分野に焦点を当てた適
合性チェックを含んでいる。EU 幹部は、現在、2019 年 7 月に締め切られたロードマップに関する公開コ
ンサルテーションで受け取ったコメントを検討中である。
2019 年 10 月に予定されている－EDC に関する年次フォーラムを開催することを計画している。
EU の一加盟国レベルでは、フランスは、スウェーデンと協力して化学物質の環境と健康への影響を
理解するプロジェクトに取り組んでいる。一方、デンマークは、2018 年 10 月に 9 つの EDC のリストを作
成し、他の 4 つの物質を疑わしいと特定した。
（ウ） その他機関等
①

DSM が EDC のフェーズアウトタイムラインを開発中－計画には、呼吸器感作物質および懸念され
る他の化学物質が含まれる

グローバルな栄養、健康、材料の会社であるロイヤル DSM のコーティングおよび樹脂事業は、内分泌
かく乱化学物質、呼吸器感作物質、および「その他の懸念の高い化学物質」（Chemical of high
concern;CoHC）の段階的廃止のスケジュールを策定している。
この動きは、2025 年までに世界中のコーティング樹脂事業で生産された製品からすべての CoHC を
段階的に廃止するという目標の次のステップである。
DSM コーティングレジンのサステナビリティマーケターである Sjoerd Dijkstra は、2020 年 2 月中旬の
Chemical Watch のウェビナーで会社の計画を発表した。これは開発プロセスの初期段階であり、具体的
な詳細を提供するには時期尚早であると付け加えた。
しかし、彼は、EDC や他の CoHC を段階的に廃止することを含む、同社の戦略における野心と次のス
テップが年内に設定されると述べた。「これは、有毒物質を段階的に廃止する戦略を作成する次のステッ
プと考えている。しかし、それはまったく新しいものであり、特に EDC の定義は必ずしも明確ではないため、
さらに時間がかかる。」
同社は 2019 年、2025 年までに発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質（CMR）、および持続
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性、生物蓄積性および毒性（PBT）の物質を排除することを目的として、段階的廃止戦略を開始した。
さらに多くの化学物質を含めることについて、Dijkstra 氏は「顧客企業の将来を証明する戦略を立案
する必要がある。持続可能な代替品を開発するために協力する必要があるため、スケジュールはまだ設
定されていない」と述べた。
Dijkstra 氏は、DSM のアプローチは「動的」であり、タイミングを調整する必要があると付け加えた。 た
とえば、同社は 7 月までにコーティング樹脂製品から溶剤 n-メチルピロリドン（NMP ）を段階的に廃止す
ることを目指している。他の物質の場合、それらを置き換えるのが難しいため、これには時間がかかる場
合がある。
ハザードアプローチ；DSM の戦略は、「下流のリスクをすべて理解して管理し、すべての責任あるケア
手順を実施して安全な使用を確保しない限り」、ハザードに基づくアプローチを取る。
「化学物質を継続的に追加する当社に類似した企業に共通のアプローチである制限物質リスト（RSL）
を実装する代わりに、ハザードに基づいた分類を段階的廃止のガイドとして使用する別のアプローチを採
用した」と彼は述べている。
DSM の Sjoerd Dijkstra は、 3 月 25〜26 日にアムステルダムで開催される Chemical Watch の
Global Business Summit Europe 2020 会議で講演する。

（３） その他の国・機関等
１） サウジアラビア
①

カップルにおけるフタル酸エステル暴露を妊娠失敗と関連づける研究結果

サウジアラビアの体外受精クリニックでの 600 人近くのカップルを対象とした研究では、フタル酸エステ
ル暴露と臨床的妊娠及び生児出生の失敗のリスク増加との間に明白な関連を発見した。
女性とその男性パートナーの両方のフタル酸エステルレベルが考慮されたとき、関連性はより強くなり、
不妊治療の結果を評価するためのカップルベースのアプローチに従うことの重要性を示す。
フタル酸エステルは、ポリ塩化ビニルの可塑剤として使用されているし、化粧品、食品、玩具、建設資
材などの日用品中に存在する。
研究者は、リヤドの King Faisal Specialist Hospital and Research Centre で体外受精 (IVF) や卵
細胞質内精子注入法 (ICSI)を受けている、男女両方の暴露レベルを調べた。
彼らは尿中の 8 つの既知代謝物を測定した。


モノエチルフタル酸(MEP)



モノ-n-ブチルフタル酸(MnBP)



モノ-イソ-ブチルフタル酸(MiBP)



モノベンジルフタル酸 (MBzP)



モノ-(2-エチルヘキシル)フタル酸(MEHP)



モノ-(2-エチル-5-ヒドロキシヘキシル)フタル酸(MEHHP)



モノ-(2-エチル-5-オキソヘキシル)フタル酸(MEOHP)



モノ-(2-エチル-5-カルボキシペンチル)フタル酸(MECPP)
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彼らの分析は、不妊治療を受けているカップルの間で高いフタル酸エステル暴露を明らかにした。
彼らは Chemosphere 誌に「親のフタル酸エステルへの高い暴露は、彼らの発生・生殖影響のため
大きな公衆衛生上の懸念であるはずであり、より多くの研究が必要である」と書いている。特に、MEP と
MEHP は臨床的妊娠と生児出生の失敗のリスクの最大の増加と関連していた。また、MEHP は、妊娠の
最初の数日間に起こる非常に初期の流産である生化学的な妊娠のリスクに関連していた。先行研究と同
様、本研究では、彼らは低受精率と女性や男性における尿フタル酸エステル代謝産物との間の関連を見
出さなかった。
人の生殖における重大事象は自然妊娠の女性で観察することは困難なので、体外受精は環境汚染
物質の影響の証拠を取得する機会を提供する。
研究者らは、研究の限界を指摘し、結果は「注意して解釈される」べきであると勧めた。それにもかか
わらず、彼らの発見は「フタル酸エステルへのカップルの暴露が体外受精の転帰に影響を及ぼし得るとい
う現在の証拠をサポートする」と述べている。「その他の健康上のアウトカムに及ぼすこれらの化学物質の
広範な影響」のために、結果は「懸念」をかきたてるはずである、と彼らは結論づけている。
２） 米国・スウェーデン・フィンランドの研究チーム
①

妊娠初期の EDC 混合物への暴露が少年の IQ に影響を与える可能性を示唆

米国の Eva M.Tanner を筆頭著者とするスウェーデン、フィンランドの研究チームが研究「Early
prenatal exposure to suspected endocrine disruptor mixtures is associated with lower IQ at age
seven」を、Environment International 誌に発表した。
内分泌かく乱化学物質（EDC）は、低レベルであってもホルモンの作用を妨げる能力を持つ生体異物
である。過去の環境疫学研究は、フタル酸エステルやビスフェノール A（BPA）を含む多数の EDC の疑い
を、神経発達の有害な結果に結び付けている。ただし、一部の化学物質の結果は一貫性がなく、ほとん
どの場合、一度に一つの化学物質が評価されていた。
EDC 混合物への出生前暴露が学令期の子供の神経発達に及ぼす全体的な影響を評価し、共暴露
を考慮しながら懸念のある化学物質を特定する。
スウェーデンの環境縦断、母子、喘息およびアレルギー研究（SELMA）調査の 718 組の母子ペアのう
ち、Weighted Quantile Sum（WQS；加重平均分位点回帰）を使用して、7 歳での子供（IV）知能指数
（IQ）スコアのウェクスラー知能スケールで、妊娠第 1 期の尿または血液で測定された 26 の EDC との間
の関連を評価した。モデルは、子どもの性別、妊娠期間、母親の教育、母親の IQ（レイブン）、体重、喫煙
状況に合わせて調整された。一般化可能性を評価するために、機械学習手法であるホールドアウト検証
を繰り返し実施した。
繰り返しホールドアウト検証を使用すると、WQS インデックスの四分位範囲（IQR）の変化について、
男子では IQ スコアが 1.9 ポイント（CI = -3.6、-0.2）低くなった。 BPF は、14％の重みでインデックスに最
も貢献した。その他の懸念化学物質とその重みは、PBA（Phenoxybenzoic acid ：9％）、TCP（リン酸トリ
クレジル：9％）、MEP（商品名スミチオン：6％）、MBzP（フタル酸ブチルベンジル：4％）、PFOA（6％）、
PFOS（5％）、PFHxS（4％）、 トリクロサン（5％）、および BPA（4％）であった。完全なデータセットで
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WQS インデックスの推定値をトレーニングおよびテストするときに、すべての子供の間で EDC と IQ の逆
相関が観察されたが、これらの結果は繰り返しのホールドアウト検証に対して堅牢ではなかった。
少年の間では、EDC への出生前早期の暴露は、7 歳での知的機能の低下と関連していた。懸念され
る主要な化学物質としてビスフェノール F を特定し、この BPA 代替化合物は子供にとって安全ではない
可能性があることを示唆した。 代替類似化合物の潜在的な神経毒性を確認するには、今後の研究が必
要である。

（４） 国際機関による取組み
この 1 年間を通じて、国際機関による内分泌かく乱物質の安全性に係る新たな情報は確認できなかっ
た。

３.３. 国内学会参加報告
第 46 回日本毒性学会学術年会が「生命を守り、持続可能な環境・社会・産業の基盤となる毒性学」を
テーマとして、2019 年 6 月 26 日～28 日に徳島市で開催された。ナノ材料に係る発表の概要を報告す
る。

（１） シンポジウム 6「ノンカーボン素材ナノマテリアルの有害性評価の現状と課題
①

座長（菅野純：日本バイオアッセイ研究センター）挨拶

カーボン系は、発がん性 2B のものも確認されたりし、世界的に安全性評価が進んだ感じがする。そこ
で、本シンポジウムでは、今回、色の無い（白は含むが、透明）物質について話題提供できればと考え、
「ノンカーボンナノ」を取り上げてみることにした。
口に入れた（食べる・飲む）場合は安全性で大した問題はないが、吸入したらどうなるのか？が関心の
的である。例えば、ドーナツの表面に振りかけてある「白い粉」は、酸化チタンであった。
②

S6-1 セルロースナノファイバーの気管内投与手法の開発



藤田克英、丸順子、遠藤茂寿、小原佐和枝



国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門



要旨

新素材として多様な応用が期待されるセルロースナノファイバー（CNF）の社会実装化を加速させるた
めには、CNF の安全性が求められるが、その有害性試験手法が未確立である。ナノ材料の吸入影響に
関する有害性試験として、げっ歯類を使った吸入暴露試験があるが、多大な費用と時間が必要となるた
め多くの被験材料について実施することは困難である。そのため、簡単な器具と少量の被験材料で実施
可能であり、肺への投与量を厳密に設定できる気管内投与試験は、多様な CNF の吸入毒性試験として
有効な手法と考える。しかし、CNF を被験材料とした気管内投与試験の報告はこれまでなく、また、CNF
はゲルとゾルの中間的性質を持ち、粘度が時間経過やせん断応力とともに変化する（thixotropy）ことから、
適切な気管内投与手法の確立が必要と考える。本発表は、現在以下の目的に従い実施中の CNF の気
管内投与手法の開発について紹介する。
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（１）スラリー状の CNF の物理化学的特性を損なわない状態で分散調製する技術を確立する。
（２）気管内投与後、CNF の粘性等により、げっ歯類に窒息や行動異常などが引き起こされ、気管内
投与後の適切な有害性評価ができない場合が予想される。このため、CNF 試料を投与後、数日間のラッ
トの状態を観察し、気管内投与が可能な CNF 試料の濃度や投与条件を確立する。
（３）気管内投与後の肺各葉での CNF の抽出と分析を実施し、気管内投与後の肺に被験材料が一部
に偏在せず、一様に分布することを検証する。
本発表は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託業務（非可食
性植物由来化学品製造プロセス開発／CNF 安全性評価手法）の結果から得られたものである。


その他発表による追記



NEDO プロジェクト（2017～2019 年度）で、現在最終年度の研究開発を実施中。開発した気管
内投与手法は、無償公開し（今年度末予定）、企業の安全自主管理に役立ててもらうことを目指
している。



大勢は、（口に入っても）安全じゃないか、と言う感じを抱いていた様であるが、特に、吸入した場
合の安全性は確認しておくことが重要であった。



CNF のおおよその寸法は、幅 4～100nm、長さ 5μm 以上であり、使用した CNF の種類（主に 3
種類；TEMPO 触媒酸化、リン酸エステル化、機械的に解繊）であった。



経口ゾンデからの射出距離を測定し、経口投与のための CNF 懸濁濃度を決定した（4mg/mL を
超えると液体は射出しても飛ばなくなるため、2mg/mL に設定。どの CNF も同じように飛ぶ）



懸濁液は、そのまま保管すると、カビが生えたり、腐ったりするため、殺菌処理した。殺菌処理は、
放射線使用も考えたが、企業が一般に容易に入手可能なものとして、「防腐剤」を適量添加する
方法を採用した（材料は未公開）。



気管内投与は、燐酸エステル化 CNF（王子）を使用して、最高用量 2mg/kg で、実施確認した。
投与１日後に、90％以上が肺に沈着していた。今後残りの CNF で実施予定である。



透明では沈着の確認できないため、染色した CNF を使用して気管内投与実験を実施した。染色
CNF 試料調製方法として、肺中の沈着状態（染料を検知し分布確認）の計測手法を開発した。


③

90 日試験は、結果をまとめている最中である。
S6-2 ナノ酸化チタンの肺毒性



梅田ゆみ、笠井辰也、山野荘太郎、平井繁行、竹内哲也、大西誠、相磯成敏、菅野純



独立行政法人 労働者健康安全機構 日本バイオアッセイ研究センター



要旨

酸化チタンは白色顔料として工業的に生産されて約 100 年、塗料やインキ、プラスチック、紙、化粧品
など幅広い用途で使用されている。1980 年代よりナノサイズの粒子（一次粒子径が 100nm 以下）の開発
が進み、ナノ酸化チタン（TiO2NP）の平成 29 年度国内製造量は 6,059 トン（日本酸化チタン工業会集計）
に達する。TiO2NP は従来の顔料グレードの酸化チタン（粒径 200～300nm）にくらべ、比表面積が増大
し光触媒活性が強いことや、光吸収や散乱特性が変化することなどによる新たな特性が付与されている。
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毒性学的には、この新たな特性が顔料グレードとは異なる影響を生体に及ぼす懸念が指摘されている。
特に、職業暴露の面からは、TiO2NP を製造する現場における吸入暴露が最も重要であると考えられた。
WHO の国際がん研究機関は 2010 年に、酸化チタンの肺に対する発癌性を評価し、「人に対して発
がん性の可能性がある」とする 2B に分類している（IARC、2010）。この際に評価された毒性データは、高
濃度（250mg/m3）の顔料グレード、及び、TiO2NP の 1 群のみの長期吸入暴露試験（10mg/m3）での肺
発癌を根拠としている。厚生労働省としては、TiO2NP の職業健康障害の予防の観点から複数用量を設
定したフルスケールの発癌性試験を実施することとし、日本バイオアッセイ研究センターにおいて、アナタ
ーゼ型 TiO2NP（30nm）のラット全身吸入暴露長期発がん性試験（F344 ラット、雌雄 50 匹／群、8
mg/m3、2 mg/m3、0.5 mg/m3）を実施中である。


その他発表による追記



13 週間吸入暴露試験（AMT-600；アナターゼ型、一次粒子径 30nm：テイカ製）



最高 50 mg/m3。肺胞上皮に微細な白色斑が見られ、肺重量増加。暴露量の増加と共に、肺沈
着も増加した。



マクロファージが貪食。貪食マクロファージは、単独で存在しているものと集束しているものとがあ
り、集束している部分で過形成が見られ、増殖活性が上がっている（オス；12.5 mg/m3、メス；6.3
mg/m3 以上で、比較的過形成増加）。



激しい炎症は起こらないが、frustrated か？



2 年間の結果は未公開。13 週の結果から、がんに進行するかは、分からない。2 年間の結果の
結果待ちである。

④

S6-3 チタン酸カリウム繊維（TISMO）の呼吸器毒性



横平政直、山川けいこ、成澤裕子、橋本希、松田陽子、今井田克己



香川大学 医学部 腫瘍病理学



要旨

現在でも胸膜悪性中皮腫の発生率は上昇しており、特にアスベストの生産・輸入に関する規制の緩い
国ではその傾向が顕著である。我々はこれまでに、アスベストに類似した K2O・6TiO fiber (TISMO）の毒
性について評価してきた。TISMO の胸膜への影響を検索するため、できるだけ多くの被験物質を胸膜に
暴露させることを目的に、開胸下に直接被験物質を胸腔内に投与する方法を用いた。
A/J マウスの左胸腔内に同成分でサイズや形状の異なる 3 つの微粒子（TiO2 micro size particle、
TiO2 nano size particle、TISMO）を投与する実験を行った。実験開始 21 週目に針状の TISMO 投与群
のみ肺胸膜の肥厚が見られ、球状の TiO2 微粒子投与群は大きさに関係なく胸膜の変化は認められなか
った。TISMO はアスベストに似た形状を有するは針状粒子であり、胸膜悪性中皮腫の発生原因も危惧さ
れる。そこで TISMO の左胸膜内投与後、長期間（2 年以上）飼育する実験を行った。その結果、肺胸膜
の著明な肥厚を再確認し、さらに異型を伴う中皮細胞の出現が観察された。驚くべきことに、TISMO 粒子
は胸腔内投与にも関わらず、多臓器（肝、腎、脾臓、卵巣、心、骨髄、脳実質）で確認され、広範な播種
が認められた。
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また、TISMO の経気道暴露を想定して、気管内投与による実験も行った。TISMO が誘発する肺実質
内の炎症所見は軽度であり、人への吸入毒性が低いとされる炭酸カルシウム微粒子（チョークの粉）とほ
ぼ同程度であった。このように、経気道的に侵入した TISMO は、気管支および肺実質内での炎症誘発
作用は乏しいものの、胸膜に到達すると強い反応性変化を誘発することが判明した。
以上より、TISMO の胸膜への影響、および呼吸器系から体内に侵入した TISMO が多臓器に分布す
るリスクが明らかとなった。


その他発表による追記



TISMO（大塚化学）は、アスベストと異なり、Fe 成分を含有していない。



TISMO の寸法は、繊維長 10～20µm、繊維径 0.3～0.6µｍ（大塚化学 HP 情報。ナノ材料では
ない）。



実験動物としてマウスを選定したのは、ラットに比べて小さい、寿命も短く、実験が小規模で出来、
サイクルも短くできる（寿命が短い）と考えた。暴露影響に対して、動物による種差（マウスの間で
も）がある。



左胸膜内投与を行うための、開胸手術手法を確立した。開胸後、被験材料を投与し、開胸部をク
リップで止める処置をすれば、マウスは生き続ける（マウスだから可能な方法かと考えている。傷
口殺菌など大変なはずだが、未実施）。



TISMO では肺胸膜の著明な肥厚を認めた。21 週で、胸との強い癒着があった。Fe の誘導が見
られた。TiO2 は、micro、nano ともに、肥厚はあまり起きていなかった。



死亡した事例は、胸水による呼吸不全が原因のようである。



多臓器で TISMO が認められたが、その経路は血流に乗って、運ばれたのではないかと考えてい
る（血液で確認はしていない。文献では、リンパ液経路があり、血液は無い）。
注）二酸化チタンは、血流に乗り、全身に回る。脳にも入る。CNT も血流経由


⑤


悪性中皮腫病変の発生は、確認できていない
S6-4 架橋型アクリル酸系水溶性ポリマーの肺毒性
菅野純、梅田ゆみ、鈴木正明、武田知起、後藤裕子、山野荘太郎、平井繁行、竹内哲也、高橋
祐次＊



独立行政法人 労働者健康安全機構 日本バイオアッセイ研究センター
＊国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 毒性部



要旨

架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物（以下、ポリマー）の包装作業に従事する 6 名が肺繊維化、
間質性肺炎、肺気腫、気胸等を発症した事から、2017 年 4 月に、同種事案の防止のため、厚生労働省
労働基準局安全衛生部からプレスリリース（1.2：1＆2 のリンク先は省略。）があった。6 名は暴露開始から
2 年前後の短期間に発症し、年齢は 20 代～40 代であった。このポリマーは、アクリル酸を直鎖重合し、
更に網目状に架橋した巨大分子で、一次粒子はナノ粒子の定義に該当すると考えられる。外観は白い
微細粉末である。胸に対する毒性文献情報は確認されていない。吸湿吸水性が高く難分解性で、消化
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管から吸収されず経口毒性は殆ど無いとされる。
ここでは、当該ポリマーの肺毒性の成立過程と発生機序の解明を目的とした研究のうち、ラット及びマ
ウスの肺暴露実験の中間報告を行う。暴露経路は、ポリマーが惹起する生体反応の概略を把握する目的
での気管内投与（IT）、ヒトで生じた肺病変成立過程と発生機序と定量的用量作用関係を明らかにする目
的での Taquann 直噴全身暴露吸入（WB）の二通りを採用した。IT 検体（1.5g/L）は懸濁し光顕下で細菌
大の粒子を認めた。単回 IT（ラット 100～300μg/匹、マウス 15～45μg/匹）の直後より（分布に偏り大）ポ
リマー貪食マクロファージ（PLMφ）の崩壊像と共に胸膜内に強い炎症細胞浸潤を認め、1 週に最大とな
り 4 週に向けて減弱した。それに交代して肺胞内 PLMφ集簇巣形成、Ⅱ型肺胞上皮の増加（TTF1、
Tm4sf1 陽性反応性過形成）の出現を認めた。以上、ポリマーの肺胞内半減期は長く組織反応を伴う炎
症の遷延を認めた。IT 反復 26 週観察、及び、全身暴露吸入の結果を合わせて報告した。


その他発表による追記



当ポリマーは、経口暴露では無害である。



巨大分子で、一次粒子はナノ粒子の定義に該当すると考えられる根拠として、一本の高分子の
分子量 3,000 に巨大分子を構成するのに必要な分子数を掛けて、粒子径を 30nm 程度としてい
る（ナノ材料）。



上記労災の内容は、情報の性質上秘密の部分が多いが、発症は粒子径が小さくなってからのよ
うである（性能向上にためナノ化？）。包装工程では、ポリマー粉体は窒素雰囲気下にあり、乾燥
状態。



気管内投与（IT）は、懸濁液を用いており、「光顕下で細菌大の粒子を認めた」とあるように、凝集
だけでなく、水分を吸って膨潤しているらしい。



気管内投与された乾燥粒子は、鼻の中でふやけるものもあり、気道（100％湿度）で着地すると、
湿った粒子になると考えられる。



気管内投与は、嚥下性肺炎モデルである。マクロファージによるポリマー貪食、そしてその後の
経過は、上記の通りである。ポリマーは、共有結合でできており、生体内に分解酵素がないため、
分解されないため、目いっぱい貪食して、崩壊する。



Taquann 直噴全身暴露吸入（WB）；直噴はパルス的、周期的になされる。マウスでは、0、5、
15mg/m3。湿気に注意して、直噴することが出来ている様子。



胸膜よりも中側の細胞中まで、ポリマー粒子が侵入している。



肉芽種は未だ確認されていない。

⑥


座長よりまとめ
座長（広瀬明彦：国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部）

座長より最後に本シンポジウムのまとめがあり、「吸入毒性は、しっかりやる必要がある、との教訓例で
ある」とのコメントがあった。
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４.

OECD/WPMN（Working Party on Manufactured Nanomaterials）

４.１. OECD WPMN 関連会合等
（１） WPMN 作業計画会合
WPMN 作業計画会合が 2019 年 12 月 16-17 日にパリ OECD ブローニュ支部会議場で開催され、
国内専門家 2 名を派遣した。以下にその概要を記す。
【セッション 1：アドバンストマテリアル】


Item１. 議長の紹介
本作業計画会合の議長として、米国 EPA の Jeff Morris が務めることが紹介された。



Item2. セッションの概要説明
WPMN 事務局より、本セッションで議論するアドバンストマテリアルについて、共通の理解と予想され

る問題に対する共通の合意を得ることが目的であると説明があった。また、補足として、①本作業会合は
2021-2024 年の WPMN の活動計画を検討する会合であり、特別なナノ材料で将来機能化されるアドバ
ンストマテリアルについての推奨事項を検討するため、検討すべき多くの作業の中から優先順位を決定
する旨、及び②新規のナノ材料についての推奨事項を検討し、リスク評価とリスク管理に関する事項につ
いて 1999 年のダイアグラムに反映する旨、それぞれ説明があった。
議長から、①ここ何年にもわたるナノ材料に関する議論と新たなテストガイドライン（TG）に向けた作業
が進められており、一部規制の観点からもナノ材料に取組んでいること、②2021-2024 年も引き続きナノ
材料に関連した問題に取り組む必要があり、ナノ材料、特にアドバンストマテリアルについて論理的で自
由な議論を行いたいことについてコメントがあった。


Item3. ナノテクノロジー及び工業ナノ材料の現況
本セッションでは、現在、商業的に使用されている、または開発中のこれらのタイプのナノ材料を含む、

過去 15 年間のこれらの材料の進歩について要約し、ナノテクノロジーと工業ナノ材料のトピックについて
のレビューが行われた。
南アフリカより、ナノテクノロジー及び工業ナノ材料の現況についてプレゼンテーション「Review of
Advanced Nanomaterials Currently in commercial use or soon to be used: What needs to be done
to fully integrate them into existing frameworks of chemicals management」（Mary Gulumian、 南ア
フリカ）が行われ、毒性影響、細胞への取り込み、遺伝毒性に関してナノ材料の表面性状を理解すること
がヒトや環境に対して安全なナノ材料製造に繋がる等が説明された。また、ここ 10 年程に新たに開発され
たナノ物質としてナノ粒子、ナノファイバー、ナノチューブ、ナノワイヤー、ナノロッド、ナノフラワー、またナ
ノ構造体としてナノポーラス材料、ナノ複合体、ナノフィルム、ナノオニオン（多層フラーレン）の構造や用
途が紹介された。
（プレゼン概要）


WPMN が 2007 年に商用または商用が間近の 11 の工業ナノ材料を優先リストとして同意し、そ
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れらの材料について、OECD 試験ガイドラインの開発を進めることとなった。ただし、異なる試験
を適用できるナノ材料もあれば、Ames 試験のように、特定の試験については適用が困難である
ものもあった。


ここ 10 年程に新たに開発された advanced 工業ナノ材料の進歩と範囲が紹介された。新規のナ
ノオブジェクトとしては、ナノ粒子、ナノ繊維、ナノチューブ、ナノワイヤー、ナノロッド、ナノフラワ
ー、があり、ナノ構造材料としては、ナノポーラス材料、ナノ複合体、ナノフィルム、ナノオニオン
（多層フラーレン）、があり、それらの構造や用途がある。



上記の各ナノオブジェクト及びナノ構造、advanced ナノ材料について、現在の ISO の定義、新
規の材料や用途が例示された。ナノ繊維については、TiO2 ナノ繊維が紹介され、ナノ繊維として
は CNFs だけではない。また、ナノチューブについても、金属や金属酸化物ナノチューブとして、
Ni や Au、SiO2、TiO2、Co3O4 のナノチューブの存在が説明された。



ナノスケール技術でのアドバンストマテリアルの用途について、ナノ触媒と医学的用途を例示し、
それぞれの用途や、用途に係る特許の状況、が紹介された。医学的用途については、薬物送達
システムとしてのナノキャリア―の開発が主要な目的であるものの、ナノキャリア―の毒性に関す
る疑問もあり、ナノ診断に対しては現在まだ十分なデータがないため長期的な使用による影響の
正確な予測は困難であるが、今後ますます医療用途でのナノ材料の使用は増えるものと予想さ
れ、医療分野での使用に関しては慎重に取り組むべきであり、開発者と規制側とのコミュニケー
ションの必要性であることが指摘された。



新規の advanced ナノ材料の相違点については、一般的な「類似」の特性として表面を持つが、
表面特性は「異なり」、さまざまな特性を持つナノ材料上に形成された表面の理解は、それらの毒
性と病原性に関与するメカニズムの理解の中心である。こうした表面特性は、細胞取込みや遺伝
毒性、病原性に対する影響に関係し、毒性影響、細胞への取り込み、遺伝毒性に関してナノ材
料の表面性情を理解することがヒトや環境に対して安全なナノ材料製造に繋がる。



触媒から学んだ教訓として、ナノトポグラフィー、が紹介され、細胞プロセスへの表面トポグラフィ
ーの影響や、毒性に対するファセットの影響、曲率の影響、表面積の影響、配位子の密度や細
胞取込み、配位子のキラリティ、等について例示とともに説明された。

質疑応答では、新規材料開発では規制者が開発と良好なコミュニケーションが重要であること等以下
の議論がなされた。


韓国より、無機物質もたくさんあるのに敢えてポリマーから選択するのはなぜかについて質問が
出され、米国食品医薬品局（FDA）では、リポゾームはナノキャリア―として使われており有機生
物ポリマーは直接生物に関係するためであるとの説明があった。



オランダからは、新規材料を規制に取り込むのに何かアイデアはあるかとの質問があり、開発者と
規制当局とのコミュニケーションが最も重要であると回答があった。



EU からは、可能な部分についてはフォローし、情報共有したいと考えており、フォローすべき作
業として何があるかとの質問があり、短期影響として表面特性による吸着効果や触媒作用などへ
の注意とそれら特有の管理手法の開発、長期影響としてがんの発症による死亡リスクの可能性等
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の調査が必要であると回答があった。。


日本からは、ナノトポグラフィーは、新たなアドバンストマテリアルを評価する際に非常に重要であ
り、新たな評価法の開発等を行いたいと考えている旨発言した。



Item4. アドバンストマテリアルについて
本議題では、①開発中の新規材料（例として、第 2 世代または第 3 世代ナノ材料、ナノバイオ材料）と

それらの使用が意図された用途の概要、②既存の規制下にある技術（バイオベース、バイオテクノロジー、
合成バイオ）の活用に対処するための（規制上の）課題について、オーストリアの ISR とオランダがプレゼ
ンテーションを行った。プレゼン及びその後の討議概要以下のとおり。
① アドバンストマテリアル：研究活動の現況「Advanced materials interim results from ongoing
research activities」（B. Giese：オーストリア）
（プレゼン概要）


新材料開発として、歴史的には 20 世紀初頭に鉄やアルミの大量生産が行われるようになり、20
世紀中盤は石油化学製品、20 世紀後半は複合材料が生産されるようになった。最近の開発で
はメソポーラス材料、ナノ材料、ナノ複合材、バイオマス、植物由来ポリマー、メタマテリアル、有
機無機混合材料、ナノ粒子の集合体と開発が進んできた。このように、アドバンストマテリアルも時
が経てば一般物質へと変わっていく。



アドバンストマテリアルの定まった定義はないが、概念として 3 つの視点（①方法論的視点：材料
を基に設計するのではなく、最終性能から設計し必要な材料を開発する、②一時的な視点：従来
材料に対し卓越する性能を示す、③経済的視点：価格は競争原理ではなく性能で決まるが、技
術の発展に伴い一般商品となる）が存在する。一方で、アドバンストマテリアルにはそれ特有の潜
在的リスクが存在する。



まとめとして以下が説明された。
・

主にマイクロレベルとナノレベルに焦点を当てた材料の組み合わせ

・

a)材料及び／または b)構造、の組み合わせで、新たなまたは改善された機能を実現する。

・

合理的な設計が重要である。

・

最近登場したグループ（主に機能性材料）として、ナノ材料、量子ドット、ナノコンポジット、ハ
イブリッド材料、メソポーラス材料、メタ材料、バイオベースポリマー、バイオナノ構造、超粒子、
がある。

・

コンポジットとハイブリッド材料は特に、リサイクルと廃棄処理が重要となる。

・

ライフサイクル中に特性が変化する際の挙動を予測する方法はどうするのか。その際、材料
の設計により、知識がない場合が発生するが、知識要件を最小限に抑えるためのオプション
はあるか。

（討議）


日本から、サイズベースの定義については理解するのは容易であるものの機能性についてはど
のように定義しているのか（どの機能があればアドバンストマテリアルで、どの機能がなければアド
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バンストマテリアルに該当しないのか）と質問したのに対し、定義付けは難しく、新機能の発現又
は機能性能の著しい向上で判断することを考えているとの回答があった。


EU からは、アドバンストマテリアルの定義付けは管理のために必要である一方、アドバンストマテ
リアルは出発物質から形状が変化する等設計の初期段階で定義を決められるものではなく、時
間依存性のある定義になるとのコメントがあった。



オランダからは、アドバンストマテリアルについては国際的なコミュニティーとして取り組むべきとの
コメントがあったほか、設計に関して合理的な設計と安全な設計（毒性への考慮）についてはどう
考えているかとの質問があり、生態学や経済学等広範な検討が必要であることから、安全設計に
関しては次の研究段階で行う予定であるとの回答があった。

② ナノバイオ材料－探索「Nanobiomaterials – an exploration」（E．BLEEKER：オランダ）
（プレゼン概要）


ナノバイオの定義はないが、この分野の開発が急速に行われ（自己集合型の DNA-オリガミと
RNA-オリガミの技術と用途の概要を説明）、危険性として、細胞取り込み、体内移動、分解生成
物の潜在的リスクがあり、遺伝反応、DNA 切断、蛋白質凝集等の有害性が懸念されている。



ナノバイオは開発初期段階にあり、有害性に対する関心はまだ低い一方、規制面では現行の
REACH ではナノバイオがどのカテゴリに属するか不明で妥当な試験法が未確定であり、今後は
初期設計の段階で Safe-by-design の考え方を取り入れることが必要である。



ナノバイオに関して、以下が結論として示された。
・

開発面では、ナノスケールで制御及び成形するための技術開発が必要であり、規制と政策
の観点からの関連性の側面では、現在のバイオナノの用途は初期段階であり、現在は技術
的に指向された研究が行われている段階であり、潜在的な有害影響に対して注意がほとん
ど払われておらず、ナノバイオのリスク便益についても検討されていない。

・

規制的枠組みについては、製品規制や REACH は、バイオナノの用途に依存したものとな
っていて、一般的に利用可能な情報として、免疫毒性影響や、RNA 干渉に関連した影響、
たんぱく質の凝集等に関する情報がなく、特に、（in vitro）遺伝毒性に関する情報が期待さ
れている。また、適切な試験系も知られていない。

・

達成すべきことは、アドバンストマテリアルに関するより多くの洞察が必要である。アドバンス
トマテリアルは様々な種類があり、それらを包括的にまとめようとせずに概要を把握し、それ
ぞれの種類のアドバンストマテリアルを個別に検討するべきである。アドバンストマテリアルの
各種類について、まずは、予想される用途の規模と市場投入までの時間、人健康と環境へ
の潜在的なリスクが予測されるかどうか、現在の規制がリスクをカバーすることが期待されて
いるかどうか、試験系が妥当かどうか、を検討すべきである。

・

今後としては、安全なイノベーションアプローチ（safe by design）、安全性と機能性のバラン
ス、イノベーションプロセスの早期の着手、バイオナノの場合の安全性の問題、バイオナノ構
造の取り込み、影響の最初のスクリーニング、信頼できる環境での利害関係者との対話、規
制の準備、に取組むべきである。
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（討議）


ドイツからは、新規なのかアドバンストマテリアルなのかの定義付けがあれば理解が容易になるた
め、クライテリアが重要であるとの発言があり、これについてカナダから賛同する旨の意見が出さ
れた。



オランダからは、定義に関しては別途グループを設けて再度議論を行った方がよいとの提案があ
った。



Item5. 参加国の活動概況
本議題では、日本、ECHA（欧州）、ドイツ、BIAC からアドバンストマテリアルに関する現在の取組みが

紹介された。
① 日本におけるナノカーボン開発の現況「Current Status / Initiatives on Nano-Carbons in
Japan」 （日本）
産業技術総合研究所（AIST）で行った CNT の生分解性試験結果において、SG-SWCNT はマクロフ
ァージにより、また漂白剤によっても分解されることが明らかになった（実験の動画を示して、SWCNT およ
び各種 MWCNT が生分解する様子を示した）旨説明した。


CNT は生分解性の材料なのか、という点に関して、AIST による研究では、SWCNT がマクロファ
ージによって肺中で分解されることが示され、生分解されることが示された。また、商業的な塩素
漂白剤により SWCNT が化学的に分解されることも確認された。これについて、ビデオにより説明
された。



日本は、ナノ材料に関する EHS 研究を継続する意向であり、最終的な方法としては、製造から廃
棄段階までを含めたナノ材料の制御／管理の最適な方法を見つけることである。日本は、
WPMN の活動を通じて、EHS 研究に関する結果や結論を共有したいと考えている。



質疑応答では、CNT の特性値に関する質問が相次ぎ、SG-SWCNT は長さ 100～200nm、径は
4nm、また実験に用いた最も太い MWCNT は径が 110nm であり、これも完全に分解したと回答し
た。EU、英国から、プレゼンテーションの内容について、興味深い内容であるとの発言があった。

② EUON の 次 世代 ナノ 材料 の 調 査 「EUON Survey on the Market for so called “next
generation” nanomaterials」 （ECHA)
文献と専門家への相談で EU 市場の次世代ナノ材料を調査した結果、ナノ材料の世代の定義として
ROCO の第 1 世代（Ｇ１）：パッシブナノ構造、第 2 世代（Ｇ２）：アクティブナノ構造、第 3 世代：ナノシステ
ム、第 4 世代：分子レベルナノシステムがあり、規制目的としてはこの定義は不明確であるがこれらの製品
の市場化のモニタリングや予測には有用である旨説明があった。


第 2 世代以上の市場のナノ材料を調べると第 2 世代が 48 品目（主に医療用途）、第 3 世代が 9
品目（研究段階が多い）認められたことが紹介された。



質疑応答では、日本からパッシブ（G1）とアクティブ（G2）のナノ構造に関して、パッシブナノ材料
は使用時に安定であるのに対してアクティブナノ材料は使用時に変化するが、この変化は制御
可能なものか否かと質問し、アクティブであればあるほど変化するとの回答があった。
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③ ド イ ツ 連 邦 政 府 の NanoDialogue 「 Report

from the NanoDialogue of the German

Government on „Advanced Materials“」（ドイツ）
2006 年から BMU 主導でナノテクノロジーのチャンスとリスクの両面からの討議が行われており、2019
年 5 月にアドバンストマテリアルをテーマに行われたところ、①規制目的で定義が必要だがアドバンストマ
テリアルを定義することは難しい、②カテゴリ分けは有用と思われる、③アドバンストマテリアルはリサイク
ルができないがどうすべきか等の討議がなされた旨報告された。


同様の討議を 2020 年 5 月（ナノサイズ活性材料）、2021 年（題材未定）に計画しており、今回の
WPMN 参加者（参加国）に対して協力（何らかの貢献）が呼びかけられた。



質疑応答では、オランダから様々な疑問に答えるためにどのような取組みを行っているのかとの
質問があり、基本的に 6、7 人の専門家＋トピックの専門家で対応しており、第 10 回対話では研
究機関から 8 人が対応した旨説明があった。

④ ア ド バ ン ス ト マ テ リ ア ル 化 学 物 質 安 全 性 活 動 の 必 要 性 の 評 価 「 Advanced Materials Assessment of Needs to Act on Chemical Safety」（UBA）
アドバンストマテリアルは定義がなく、共通認識に欠け、潜在的なリスクが懸念され、規制面でどう取り
組むかが不明確であることから、ドイツでアドバンストマテリアルをテーマとして会議を行うことにし、第 1 回
は 2019 年 12 月に開催、今後、2020 年 6 月、2021 年 5 月に引き続き行う予定である旨説明があった。


第 1 回会議では、「アドバンストマテリアル」は新規材料開発、既存物質の改良、既存物質の新規
用途への適用や製造工程の改良のために、予算獲得及び一般の注目を浴びるための戦略的な
用語として結論付けられたことや、「アドバンストマテリアル」の定義づけによって範囲を狭めるべ
きではないこと、カテゴリゼーションは新規のアドバンストマテリアルだけでなく市場化されたアド
バンストマテリアルも対象とすべきこと、アドバンストマテリアルは気候変動や人口問題等の社会
問題に対する解決策を提供する可能性があること等の認識が得られた旨の紹介があった。



今後の討議はカテゴリ分けと優先付け、潜在的リスクを調査し、規制枠組みが適用できるか、リス
クの早期シグナルを見つけ規制にどう取り込むか、ステークホルダーとのコミュニケーションの継
続をどうするか、について実施する旨説明がなされた。



質疑応答において英国から、グループディスカッションの内容について、議論全般におけるキー
ポイントに関して質問があり、材料の生物学的な利用などの新しい材料の使用による安全性に高
い懸念のある点が議論となった旨回答があった。



米国より、定義に関する問題解決は困難であるが規制にはカテゴリを用いることになるとのコメント
があり、韓国からカテゴリゼーションによる方法に賛同する旨コメントがあった。

⑤ アドバンストマテリアル産業界の視点「Advanced Materials – Perspective from Industry」
（BIAC）
産業界から、アドバンストマテリアルはサイズで定義されるものではなく、また時間とともに変化する（か
つてアドバンストマテリアルであったものが今日では普通の材料となる）ものであり、また、リスク面では、ア
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ドバンストマテリアルだからと言って必ずしも異質でハイリスクを伴うものではないとの説明があった。


Safe-by-design でリスクを減らすことができ、アドバンストマテリアルは持続可能社会や省エネル
ギー等に寄与するポテンシャルを有しており、WPMN のナノの経験がアドバンストマテリアルにも
適用できるとの主張があった。



結論としては、以下が示された。
・

アドバンストマテリアルは、常にリスクの増加に関連するとは限らない進化するテクノロジーの
複雑な記述子である。

・

対処する必要のあるアドバンストマテリアルの範囲はどの程度なのか、

・

アドバンストマテリアルという用語の使用は複雑なのか、

・

基準を超える材料／物質の逸脱を明確化することは、進化する材料グループに直接尋問す
るよりも、より時代を超越した流動的な選択肢なのか。



質疑応答では、何が従来材料で何が新規材料なのか、また既存の規制の枠組みで多くのアドバ
ンストマテリアルはカバーされるであろうが、対応できない材料は何なのかを明らかにしていく必
要があるとのコメントが出された。

⑥ Advanced 材料に対する WPMN の役割に関する議論
WPMN のスコープにアドバンストマテリアルを取り込むことに各国が同意した。取り組み方として、材料
の市場化との距離や特性でのグルーピングを行い、優先付けを行うことが論議された。
また、議論の第一段階としてオランダが提案したワークショップの開催が支持された。


Item6. 各国からの報告
議論を行うに当たって、ナノ材料の安全性に関する最近の研究等活動状況について、カナダ、オラン

ダ、米国、EU、英国からプレゼンテーションが行われた。プレゼン及びその後の討議概要以下のとおり。
① ナノ材料安全性評価への AOP の導入「Inclusion of Adverse Outcome Pathways in the
Safety Assessment of Nanomaterials」 (カナダ)
（プレゼン概要）


化学物質の場合は約 225 の AOP（Adverse Outcome Pathway）に焦点を当てて研究が進めら
れている一方、ナノではすべての AO（Adverse Outcome）が解明されてはおらず、AOP 開発の
ための良いデータも不足している。そのため、WPMN の NanoAOP プロジェクトではナノに関す
るキーイベント情報に関するデータベースの構築と AOP 開発のためのキーイベントの特定に取
組み、3 万件の論文の収集により、60 エンドポイント、45 物質、マウスとラット試験、20 のセルタイ
プへの絞り込みを行った。その結果、ナノ毒性は酸化ストレスと細胞毒性の相互作用であり、これ
が持続すると組織破壊が起こり、不可逆なキーイベントにつながることを確認した。



現在は吸入ルートに焦点を当てるとともに他のルートも検討中である。結論として AOP はナノ毒
性理解に有用である。



結論としては、AOP により詳細なメカニズムの理解を行うことが可能になり、AOP インフォームド
デザインである in vitro in silico 試験と予測アプローチは、多様な一連のシンプルでアドバンスマ
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テリアルに適用可能である。
（討議）


オランダより、長期的な戦略が必要であるとの指摘があり、アドバンストマテリアルの AOP 開発に
もナノの経験が活かせると応答があった。

② より安全な開発のアプローチ「Safer Innovation Approach: Preparing for future challenges
related to advanced materials」 (オランダ、RIVM)
（プレゼン概要）


EU の NanoReg2 で進めてきたプロジェクト SIA では、Safe-by-Design（SbD）と Regulatory
Preparedness（RP）について検討を行っている（SbD：イノベーション初期にリスクと不確定さを
把握し、イノベーションプロセスの中で不確定さや潜在的な有害性と暴露を低減するもの、RP：
規制担当者や為政者を規制チャレンジに関与させ、規制担当者にイノベーションを理解させ十
分早い段階で適切なアクションを取らせること）。



SIA プロジェクトを通じて、SbD については様々な課題解決に世界的標準の必要性が、RP につ
いては政府がイノベーションに関与する必要性がそれぞれ認められた。今後 OECD としてバイオ
テクノロジー・ナノテクノロジー・統合技術（BNCT）作業部会との協力や材料に係る技術分野や
開発者との情報交換を進め、国際協調のケーススタディを進めていく必要がある。

(討議)


産業界では従来は規制を守ればよいとの姿勢であったが、SIA は Safe-by-design 等により単に
規制を守るだけでよしとする姿勢からの切り替えが求められること、この考え方を進めるのは大変
であるがやらねばならないとの論議がなされた。



南アフリカから、Safe-by-design はナノ材料の製造方法や安全性に関連した特性に関するアプ
ローチである一方、AOP はナノ材料の細胞内メカニズムの特性に基づくアプローチであり、分け
て考えるべきであるとの発言があった。



英国から、この概念は特定の化学物質を対象としたものではないが、アドバンストマテリアルに関
する概念を全ての材料にどのように反映させるのかとの質問があり、この概念は特にナノ材料の
課題に取り組むものではあるが、ナノ材料だけでなく化学物質全体に対して広げていくものであり、
アドバンストマテリアルを使用するために必要となるとの回答があった。

③ ナノ材料を含む薬品「Drug Products Containing Nanomaterial: US FDA perspective」（米国、
FDA）
（プレゼン概要）


米国 FDA ではナノに対して特別な基準はないが、最近ナノ医薬（ガンを対象）が開発されており
（新薬申請の 1/3 がリポソーム、1/3 がガンを標的にした薬）、薬の物理化学特性が生体適合性に
影響し特に表面コーティングの影響が大きい。FDA はナノに関して 6 件のガイダンスを発行して
いる。



今後の問題であるマイクロ/ナノプラスチックについては現時点で標準的な定義はない。
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（討議）


ナノ材料と通常マテリアルの差や、ナノ材料における物理化学特性に関するこれまでの取組みを
医薬品分野に応用可能ではないかといった討議がなされた。

④ EU グリーンディールと化学物質／ナノ材料／アドバンストマテリアル「The European Green
Deal and chemicals/NM/AM」 （EU）
（プレゼン概要）


EC は EU 市民に対し「毒性のない環境」を宣言しており、EC は明日の材料研究、SbD の方法と
インフラ整備、知識の共有化により技術と材料のイノベーションを支持すると同時に持続可能なグ
リーン化学を促進し、簡単で強力な規制システムにより効果的なソリューションの普及を図り、国
際協調を進めている。

（討議）


NGO からは、ナノ材料の TG 化の進捗状況について質問があり、現在ガイダンス等のドキュメント
化が進められているとの回答があった。



日本から、当該グリーンディールに記載されている「1 物質 1 評価」について質問したところ、複数
の機関が同じ物質を評価した際に評価結果は統一されるべきという趣旨であるとの回答があっ
た。

⑤ OECD WPMN (2021-2024) 英国の視点「A UK perspective」 （英国）
（プレゼン概要）


WPMN のとるべき策として、以下を提案：①新規 TG や既存 TG 修正の必要性を特定する、②特
性、有害性、暴露のグルーピング/リードアクロス法を開発する、③既存のリスク評価法をいかに採
用するか研究する、④新しいリスク評価法を開発する、⑤暴露および暴露低減の経験を共有化
する、⑥フルライフサイクル解析によるナノ材料の持続可能な使用を検討する。



以上に加え、マイクロ/ナノプラスチック、アドバンストマテリアルに取り組むことが望まれる。

（討議）


グルーピング/リードアクロスに継続的に取り組む必要があること、AOP のアプローチはナノ限定
ではなくすべての化学物質が対象であること等が議論された。



議長より、材料横断的なグルーピング、カテゴリゼーションの可能性について質問があり、EU プロ
ジェクト等でこれまで取り組んできたが継続的に取り組む必要があるとの回答があった。



フランスより、グルーピングは労働者、労働衛生にとって必要であり、グルーピングには化学物質
の反応性の側面が重要となるとの発言があった。



EU から、AOP アプローチはナノ材料だけを対象とするのか、すべての化学物質が対象なのかと
の質問があり、ナノ材料も含んだ全ての化学物質を対象としたものであるとの回答があった。



Item7. 規制上の影響の可能性、および、



Item8. アドバンストマテリアルに対する WPMN の潜在的な役割に関する議論
243

議長より、本議題はアドバンストマテリアルの規制上の影響に関する理解の促進が目的であり、現在の
WPMN の作業は工業用ナノ材料の安全性試験と評価に関する OECD の理事会勧告に基づき、既存の
化学物質管理規制体系を活用しつつナノ材料に適合可能にするために必要な安全性の試験と評価に
ついて見直しを行っているが、同様のアプローチでアドバンストマテリアルに適用可能かどうか議論を行う
ものと説明があった。
議論では、WPMN がアドバンストマテリアルを作業スコープに入れるための最適な解決策を見つける
ため、各国からサポートする意思が表明され、具体的には優先順位付け、グルーピングによるケーススタ
ディの実施等の必要性について同意した。
事務局からは、次のステップとして、先ずは上位会合である化学品合同会合において、WPMN がアド
バンストマテリアルについて積極的に議論を進めていく予定であることを報告する旨説明があった。
以上の議論により、WPMN の作業スコープにアドバンストマテリアルを入れること、グルーピングの優
先度が高いこと、ワークショップを開くことに各国が賛同した。詳細は以下のとおり。


EU、オランダ、スペイン、イタリア、チリ、日本から、WPMN の活動としてアドバンストマテリアルに
取組むことへの同意とサポートする旨の発言があった。



カナダから、市場化の有無等による優先順位付けが必要であり、1 つに限定する必要はないとの
コメントがあった。



オランダからは、アドバンストマテリアルでは対象が広すぎるため材料の市場化への距離等による
グルーピングが必要であり、グルーピング後にケーススタディを行うのが良いとの発言があった。
これに対して、スペインからは、ナノ材料のグルーピングの場合は市場の成長とともに変化してい
るとの発言があった。



EU から、アドバンストマテリアルを含めたナノ材料の試験ガイドラインやガイダンスドキュメントの
開発は規制上必要であるとの発言があった。



複数国より、アドバンストマテリアルの定義等についてはさらなる議論の必要性が指摘された。



事務局より、次回の WPMN でのアドバンストマテリアルに係るワークショップの開催について提案
があった。



Item9. セッション 1 の結論

事務局より、WPMN は、次の WPMN 会議の前に化学品合同会合に提示するために、2021-2024 年
の WPMN 作業計画を最終化する必要がある旨説明があった。
議長より、アドバンストマテリアルを含めた本作業計画はまだ議論途中であり、引き続き議論を継続す
る必要があることから、今後は WPMN 議長（豪州）と検討のために立ち上げられたグループでの議論に
委ねたいとの説明があった。
【セッション 2：関連する作業プログラム】


Item10. セッションの説明：範囲と目的

事務局より、第 59 回化学品合同会合（2019 年 6 月）での議論の結果及び WPMN 作業プログラムの
更新に係る今後のプロセスが説明された。
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Item11. ナノ安全プログラム：現在の作業状況及び今後の作業予定等

このセッションには、現在進行中のプロジェクトを作業している WPMN 傘下のサブグループ（ステアリ
ンググループ）である SGTA、SGAP、SG8 と SIA プロジェクトの議長から、作業報告と、将来の作業として
関心のある分野についての短いプレゼンテーションが行われた。
① SGTA 報告「Steering Group on Testing and Assessment of Manufactured Nanomaterials
(SGTA) – Testing and assessment」（EU：JRC）


SGTA では WNT と協働でナノ材料に適用可能な TG の開発、グルーピングのガイダンス作成、
EU プロジェクトとの協調、カテゴライゼーション/リードアクロスのガイダンス作成、サンプルプレパ
レーション/ドシメトリーガイダンスの見直し等を行っているが、全ての課題をカバーできているわけ
ではないと説明があった。



今後の作業として EU プロジェクトである Horizon2020 から派生した多くの関連プロジェクトや次
期 EU プロジェクトである Horizon2021 から派生するであろう関連プロジェクトに関する取組みを
進めていくとともに、ISO TC229 等との関係の強化や、他のナノ材料の試験や評価や新規物質
に対応するためのリスク評価/リスクマネージメントパラダイム変更への対応を図っていくとの説明
があった。



質疑応答では、in vitro の開発や暴露に関する調査が今後も必要であること、リードアクロスのガ
イダンスの重要性や、アドバンストマテリアルにいかに対処するか等が議論された。

② SGAP 報告「Steering Group on Testing and Assessment of Manufactured Nanomaterials
(SGTA) – risk assessment and regulatory programmes」(カナダ)


SGAP では、①先進 AOP 開発、②“Important Issues on Risk Assessment of Manufactured
Nanomateriaｌs”の改定、③ナノ材料の規制的リスクアセスメントの調査プロジェクトに取り組んで
きたが、今後は①研究活動の規制への適合調査、②確認された 20 のナノ材料データベースの
調査、③リードアクロス/QSAR 等に関する計算機モデルプロジェクトに取り組む予定である旨説
明があった。



質疑応答では、短期毒性は細胞取り込みによるものであるため 2 次元より 3 次元モデルが適して
いる可能性や、データベースは多数存在するためグローバルに共用すべき等のコメントが出され
た。

③ SG 8 報告「Steering Group on Exposure Measurement & Mitigation」(米国)


SG8 では、2010 年までは暴露に関する情報収集、2018 年までは暴露評価の実施、2018 年か
らは環境暴露、消費者暴露、作業者暴露に取組んでおり、今後は、暴露測定に関してモデル評
価のためのデータ取得やリードアクロス、ナノ材料の発生源の特定や排出管理・環境調査等の暴
露シナリオの評価、ナノ材料やナノ材料を含む製品の廃棄管理アプローチの評価等に取り組む
予定である旨説明があった。



質疑応答では、マイクロプラスチックについては OECD の他の作業部会（繊維やプラスチック）と
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協力の提案や、暴露シナリオを確定するのは時期早尚等のコメントが出された。
④ 安全な開発手法「Safer Innovation Approach: Preparing for future challenges related to
advanced materials」(オランダ、フランス)


SIA か ら は 、 ア ド バ ン ス ト マ テ リ ア ル の 安 全 な 開 発 手 法 に 関 連 し た 将 来 の 準 備 に は
Safe-by-design と規制の検討の 2 側面があり、開発段階での安全性予測システムの開発と現在
の規制の枠組みの適用可能性について、潜在的な（規制）問題の特定を目標とするとの説明が
あった。



今後はアドバンストマテリアルのための予測システムの検討や全ての化学物質／材料領域に対
する安全な開発手法（safe-by-design と規制検討）の有用性を探っていくことが提起された。



質疑応答では、安全設計に関して、製品ベースの責任範囲について質問があり、製品設計の初
期段階でリサイクルの方法やリユースの方法も含めて取り組むべき問題であるが、責任はサプラ
イチェーンの中でシフトしていくものと考えていると回答があった。



Item12. 2021-2024 の作業計画案

事務局から、2021-2024 作業計画案に関して、以下の説明がされた。


作業計画案（ENV/CHEM/NANO(2019)19）は、2021-2024 年の環境、健康、安全プログラム
[ENV / JM（2019）14]の優先順位に関連して、2019 年 6 月の化学品合同会合で議論されたナノ
材料に関連する要素で構成されている。これまでの議論に基づいて、事務局は、2021-2024 年
のナノ安全プログラムのための付随する作業計画（PoW）案と、付属の規程（ToR）案を準備した。
これらのテキストの内容の多くは、以前の PoW および ToR と同様であるが、「アドバンストマテリア
ル」などの新しい要素も含まれている。



今回の会合での議論を踏まえて修正された PoW と ToR のドラフトは、WPMN20 の会合での承
認のために WPMN に配布され、その後最終承認のために化学品合同会合に配布される。

さらに各国から、ナノプラスチックに関しても取り組むべきであるとの意見があり、多数の国が賛同した
ことから、次回 WPMN 時のワークショップで再度議論することとなった。
事務局から、ワークショップでの再度の議論のために、現在の PoW 案を今回の議論の結果を反映・修
正した改訂版を WPMN に送付しコメントを 2 月まで受け付ける。それらのコメントを反映しさらに改訂した
ものを 6 月の WPMN ワークショップで再度議論し、WPMN においてアドバンストマテリアルの必要性につ
いて同意の上、最終的に 2020 年 11 月に計画の最終化を図ることが再度説明され、有意義な議論の末
に本会合は終了した。

（２） WPMN Gov4/ナノに関する TG/GD 開発に関するナノの一般的セッション
WPMN 作業計画会合に併せて 2019 年 12 月 17 日午後にパリ OECD ブローニュ支部会議場で開
催された。以下にその概要を記す。


Item1. 開会あいさつ
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Item2.

Gov4Nano と TG/DGs に向けた関連する EU プロジェクト

ドイツより、ナノ材料に関する TG/DGs の開発をサポートする作業グループである Gov4Nano の更新
状況について、ナノ材料のリスクガバナンスに係る EU H2020 の 3 つのプロジェクトの状況について報告
された。


Update to the WPMN on Gov4Nano working group supporting the development of
TG/GDs for Nano (Germany)



Gov4Nano は、OECD の TG/DGｓを科学的にサポートしている。NanoRIGO は試験及びガイド
ラインに係るタスク、ナノテクノロジーに係るガイドラインの概要に関して OECD に NanoRIGO の
活動をインプットしている。NanoRIGO の取り組む分野は、材料、暴露、有害性（環境、人健康）、
リスクからなる。RiskGONE は、流体力学的直径やサイズ分布などの特性の人工ナノ材料の物理
化学的特性評価や、人工ナノ材料への既存の TGs の適用（遺伝毒性の TG や、生殖毒性、多世
代影響、慢性毒性、等）などの実施する作業を進めており、マルタイニシアチブとも協力してい
る。



Item3.

TG/DGs の開発状況

① Guidance documento, protocols (Denmark)
デンマークより、ガイダンスドキュメントとプロトコルの進捗について報告があった。


Task2.2 は溶解性に関するタスクで、人健康と関連する生物学的媒体でのナノ材料の溶解に関
するラボ内で検証されたプロトコルを確立することが重要な目的であり、ラボ内での試験を実施し
ている。今後のスケジュールは、ラボ内の試験を実施し、その後、OECD WNT 会議で専門家グ
ループと会議を行う予定である。ラボ内試験で使用されるための GDs のドラフトと SPOPs を分析
し草案を作成する。



Task2.3 は、表面化学に関するタスクで、特定と定量化のためのラボ内で検証されたプロトコルの
確立が目的である。今後 6 か月で、分析方法の選定を行い、パイロット試験を実施し終了させる。
これについて参加者を募っている。

② Create scientific protocols underpinning the future development of harmonised (EU, JRC)
EU の JRC より、調和のとれた将来の発展を支える科学的プロトコルの作成に関して報告があった。


プロジェクト 1.3 は、製造ナノ材料の（体積）比表面積を決定するものであり、WNT-32 へのステー
タスレポートは 2020 年 4 月に、WPMN20 へのステータスレポートは 2020 年 6 月に実施を予定
している。

③ Applicability TG 442D：Investigation and testing of the suitability of the ARE-IE
TG442D のナノ材料への適用に向けた ARE-IE の適合性の調査と試験の状況について報告があっ
た。


2020 年の初めに実験を開始する予定であり、TG442D 内で選択されたナノ材料の試験を行うと
ともに、並行して、比較ラボで使用したナノ材料の適合性に関する特性評価を行う予定である。
247

試験の前後で、エンドトキシンや、動的光散乱、電子顕微鏡などの実験を行う予定である。
④ Determination of the dustiness of manufactured nanomaterials guidance document
(France)
フランスより、製造ナノ材料のダスティネスの決定に関するガイダンスドキュメントの作業進捗について
報告があった。


ナノ材料において、ダスティネスは重要なパラメータである。物理化学特性としてダスティネスに
対処し、現在及び予見可能な将来の規制の必要性をサポートすることが必要である。ナノ材料の
ダスティネスの決定に係る TG では、繊維は対象外である。



TG のドラフトは、2020-2022 年に、GD のドラフトは 2020-2023 年に作成を予定し、REACH 附
属書にも反映を予定している。

⑤ Abiotic transformation of nanomaterials in environmental aquatic media (UNIVIE)
環境水生媒体中でのナノ材料の非生物的変換を取り扱うプロジェクト 3.14 の報告があった。


プロジェクトの目的は、特定の種類またはクラスの製造ナノ材料について、水生環境中でのナノ
材料の主要な固相変換経路を特定することである。硫化 ZnO を使ってフロースルーリアクターに
よりトライアルの実験を 2020 年 3 月に実施する予定である。本作業は、2019 年 9 月より開始し、
2021 年 9 月に、ドラフト版のガイダンスドキュメントの作成を予定している。

⑥ Studies on bioaccumulation of nanomaterail in fish (Spain)
スペインより、プロジェクト 3.12 に係る魚類でのナノ材料の生物学的蓄積に関する研究状況について
報告があった。


2020 年 1 月に生物蓄積性試験の開始を予定している。



NanoHarmony については、Task 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 は、人及び生態毒性に関するタスクで
ある。Task1.5, 1.6, 1.7 は物理化学特性に関するタスクであり、潜在的な製造ナノ材料の生物蓄
積性の決定に関する新規 GD は科学に基づくものであり、環境リスク評価の重要な部分を占め、
現在、生物蓄積性の可能性に関する in vivo 魚類試験（TG305）はナノ材料に必須とされている
ものの、承認された代替手法はない。魚類における蓄積性試験に対する段階的アプローチの受
け入れを促進し、製造ナノ材料の魚類試験 TG 305 における生物蓄積性を放棄する方法に関す
る新しいガイダンスを考案することが目的である。

⑦ Scientific basis for a new TG on toxicokinetics of ENMs (RIVM, Netherland)
オランダより、人工ナノ材料のトキシコキネティックに関する新たな TG の開発に係る科学的基礎につ
いて報告があった。


ナノ材料のトキシコキネティックに係る新規 TG 開発は、NanoHarmony のタスク 1.3 に当たるもの
であり、この TG を使って生成された科学的データを提供すること、毒性研究をデザインし解釈す
ること、蓄積性の可能性を示すこと、が目的である。
248



試験デザインの最小要件を開発するためのアプローチを行い、動態モデリングと利用可能な新
規のトキシコキネティックに関するデータを使用する。また、経路は吸入と経口経路を扱い、急速
に分解する物質、中程度の分解性のある SiO2、難分解性の CeO2、TiO2 を用いて溶解度のクラ
ス分類に応じて試験を行う。



上記プレゼンに対して、日本から協力を表明した。

⑧ Scientific basis for the development of technical recommendation for TG201、202、203
TG201、202、203 をナノ材料に適用するための技術的推奨事項の開発のための科学的基礎につい
て報告があった。


本プロジェクトの目的は、REACH 及び CLP 規則で要求される、最も一般的に使用される水生生
態毒性試験（TGs201、202、203）を人工ナノ材料に適用する方法にについての技術的推奨事
項を生成することにより、人工ナノ材料の生態毒性試験の科学的事例を拡大することである。

４.２. OECD WPMN その他の活動
WPMN においては、各種プロジェクトが進められており、それらプロジェクトの活動に係るワークショッ
プが開催されている。2019 年に開催された WPMN 関連ワークショップのうち、ナノ AOP と EU2020 プロ
ジェクトに関するワークショップに、国内専門家を派遣した。ワークショップの報告を以下に示す。

（１） ナノ AOP ワークショップ
2019 年 9 月 11 日に、WPMN プロジェクト「ナノ材料のリスク評価とカテゴリゼーションのための有害転
帰経路（AOP）の開発」がパリ OECD ブローニュ支部会議場で開催された。参加者は、各国から合計 50
名程度であった。日本からは国内専門家 1 名が参加した。以下にその概要を記す。
１） ワークショップの目的
ワークショップの目的は、OECD で実施されているプロジェクト「Advancing Adverse Outcome
Pathway Development for Nanomaterial Risk Assessment and Categorization」（NanoAOP）の現状
について、専門家かららのインプットを得ること、また EU の Horison 2020（H2020）の関連プロジェクト
SmartNanoTox や PATROLS との共通性を把握することであった。
２） プロジェクト NanoAOP の目的
NanoAOP の目的は、①ナノ材料の有害性の論文を検討し、ナノ材料のための将来の AOP 作成を進
めるためのアプローチを作ること、②そのために、ケーススタディとして、文献情報により、ナノ材料により
生じる Adverse Outcome（AO）にいたる Key Event（KE）を同定することである。
３） アジェンダ
アジェンダの概要は以下の通りである。
(i)

ワークショップの概要
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(ii)

OECD における AOP 開発における EAGMST（OECD's Extended Advisory Group on
Molecular Screening and Toxicogenomics：OECD での化学物質 AOP の開発をまとめている）
の活動紹介

(iii)

NanoAOP の紹介（プロジェクト概要とケーススタディ）

(iv)

EU H2020 SmartNanoTox の紹介

(v)

AOP 文脈での代替試験法（in silico, in vitro）

(vi)

ブレークアウトセッション（３つの問ごとに）

(vii)

まとめ

４） 議事等
ワークショップでは、以下の３つの問が設定された；
① AOP フレームワークは、ナノ材料に関する意思決定に向けて、どのように進めることが可能か？
② ナノ材料に適した AOP の将来の開発やサポートデータとして何が必要か？
③ ナノ材料の意思決定のための Integrate Approach to Testing and Assessment（IATA）の一部と
して AOP を使えるようにするため、どのようにして KE を念頭に置いた in vitro 試験を開発・採用で
きるか？
以下、各議事で得られた主な知見を記す。
なお、本ワークショップのまとめは、後日文書化されることとなった。
（イ） OECD における AOP 開発における EAGMST の活動紹介 by Magdalini SACHANA (OECD)


AOP フレームワークは、Predictive Toxicology のための基盤である。



化学物質等の影響は極めて複雑だが、それをリスク管理者の意思決定につなげるツールで
あり、Molecular Initiating Event（MIE）、Key Events（KE）、Adverse Outcome（AO）及び
Key Event Relationship（KER）から構成される。



AOP-Knowledgebase (AOP-KB)という IT ツールを活用している。AOP-Wiki、Effectopedia、
e.AOP.Portal などから成る。



AOP は IATA 開発、代替試験法テストガイドライン開発、QSAR 開発、混合物の評価、グルー
ピング、定量的 BMD 推定に役立つ。

（ウ） NanoAOP の紹介
（i）

プロジェクト概要 by Jo Anne SHATKIN (Vireo Advisors, LLC)


プロジェクトの３つの目的；１）ナノ材料の KE のデータセット、２）Tissue Injury という KE にフォ
ーカスしたケーススタディ、３）ナノ材料の意思決定にふさわしい AOP に対する助言



KE の ３ つ の ク ラ イ テ リ ア （ Tissue Injury は こ れ ら を 満 た し て い る ） ： 1) Plausible, 2)
Measurable, observable and essential fo toxicity, 3) Relevant for regulatory
consideration
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（ii）

ケーススタディ by Sabina HALAPPANAVAR (Health Canada)


AOP 全体ではなく、代表的な KE（Tissue Injury）について調べたもの。



inflammation がしばしば観察されるが、それ自体が常に有害（adverse）というわけではないこ
とに注意が必要。



作業の流れ：データベース構築→KE の決定→複数のナノ材料について情報の抽出



KE の決定に際しては、Inflammation, Oxidative Stress, Tissue Injury の 3 つを、3 つのクラ
イテリア（Plausibility, Measurability, Regulatory relevance）の観点で検討して、Tissue
Injury とした。



Regulatory relevance は、メカニズムや他の AOP で類似のエンドポイントが KE になっている
かという観点で判断された。



（質疑において）同じエンドポイントでも、測定法が異なり、測定値や結果が異なるという問題
があることが指摘された。

（エ） EU H2020 SmartNanoTox の紹介
（i）

Sabina HALAPPANAVAR (Health Canada)


AOP 173（肺の inflammation による fibrosis）



遺伝子発現や、肺のスライスを用いた ex vivo アプローチを用いている（MWCNT について、
Nikota et al. 2019, Particle and Fibre Toxicology 14, 37）

（ii）

Carole SEIDEL (French National Research and Safety Institute)


AOP 303 について（Frustrated phagocytosis による肺がん）



Frustrated phagocytosis は、KE 1668 として登録されている。



繊維長に関する検討：Padmore et al. (2017) Biochim Biophys Acta. 1861: 58-67 等

（iii） Jorid SØRLI (National Research Centre for the Working Environment in Denmark)


肺サーファクタントの機能不全が、急性の肺毒性を生じる AOP（AOP302）について検討



KIE（KE1671）：物質と肺サーファクタントとの相互作用



KE1（KE1972）：肺サーファクタントの機能不全

（iv） Ulla VOGEL (National Research Centre for the Working Environment)


心臓血管系疾患 cardiovascular disease について検討している。



ディーゼル粒子等のヒト疫学のデータに基づき、mechanism of action を検討。肺での急性
反応は、心臓血管系疾患のリスクファクタである。



齧歯類の試験において、血漿中の急性期の蛋白 SAA が、アテローム性動脈硬化症
atherosclerosis と関係している。



acute の SAA を KE とした AOP は、AOP237 としてアクセプトされたもの。

（オ） AOP 文脈での代替試験法（in silico, in vitro）
（i）

Shareen DOAK (Swansea University)


PATROLS の概要紹介。
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2018/1/1～2021/6/30 (42 か月間) 、24 パートナー、 13 か国、€12.7 百万ユーロ。



Realistic and advanced な in vitro 試験の構築。例えば、肺毒性について、気液系で複数細
胞の共培養系とするなど。



肺 で は ： inflammation 、 fibrosis 、 cancer 、 mesothelioma に フ ォ ー カ ス 。 肝 臓 で は 、
inflammation、fibrosis、cancer を対象。



腸管や生態毒性の試験系も対象。



AOP の理解に基づく研究開発。より適切な試験の開発のため、predictive toxicology の改良
のため、regulatory confidence を高めるため。



（質疑において）MIE についてどのように理解を進めるのか？という質問に対して、特性の異
なる多数のサンプルの比較試験によるとの回答であった。また、手法のガイドライン化につい
ての質問に対して、今は SOP レベルだが、ISO や TG に展開したいとのことであった。

（ii）

Tomasz PUZYN (QSAR Lab)


これまで、バンドギャップによる金属酸化物の QSAR（Puzyn et al. (2011) Nat. Nanotechnol.
313, 15-23、Gajewicz et al. (2015) Nanotoxicology 9, 313-315）があった。



QSAR に AOP を導入。推定が合うことに、「なぜ合うのか」を追加。



pulmonary injury が fibrosis につながる AOP については、Labib et al. (2016): Part. Fibre
Toxicol. 13, 15 を参照している。



MWCNT の QSAR に関する論文が近々発表される（Jagiello et al (2019) submitted）。支配
的なパラメータは、Rigibility index（長さ／直径）。遺伝子発現解析と合わせて、CNT を分類
している。



MIE 発現のシミュレーションが重要。



（質疑では）CNT の構造 structure の影響については？という質問に対して、NanoSolveIT プ
ロジェクトで descriptor の探索を行っている（structure というより morphology と呼ぶ方が適当
かも、というコメントあり）とのこと。



開発された QSAR の適用範囲については議論中。他の繊維状ナノ材料への適用については
TiO2 とかへの適用を検討中とのことであった。

（カ） ブレークアウトセッション
（i）

Group 1 での主な議論
Q. ナノ材料に適した AOP の将来の開発やサポートデータとして何が必要か？


どの細胞系を使うか？
材料間のトレンドが合えばいい。しかし、系によって反応の出る材料が異なることもある。



過去のデータの質は？
質の評価は行う。ただ、材料によって、報告されている物理化学特性の種類が異なることがあ
る。



有害性の生物学は、ナノ材料でも化学物質でも同じはずである。ナノ特有なものは？
化学物質で構築されてきた AOP のナノ材料への適用を検討してはどうか。ただ、MIE につい
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てはナノ特有のものとして検討が必要である。


同じエンドポイントでも多様な in vitro 試験方法があるが、in vivo にもある。吸入暴露試験とか
気管内投与とかである。nanoAOP のデータベースでは、吸入や気管内投与なども入れてい
る。多くは肺炎症など似た影響が見られる。新しいデータを加えていくと、自然と吸入暴露が
増えていくだろう。



AOP の作り方は 3 種類ある。（A）MIE の同定からスタートして、どんな影響が生じるかを追い
かける、（B）AO からスタートして、それがどういうメカニズムで生じるかを調べる、（C）KE からス
タートして、それがなぜ起きるか、どんな AO をもたらすかを調べる。nanoAOP のケーススタデ
ィ（Halappanavar et al. 2019 NanoImpact）は（C）のアプローチである。



ナノ材料の MIE に関するデータベースを作るべきではないか。MIE はナノ特有のものが必要
である。ただし、試料調製や暴露のさせ方にも依存する。ナノ材料自体の特性と MIE との関係
も重要である。



biopersistency のことも重要ではないか。nanoAOP のケーススタディでは、体内で持続性の
あるものを対象とした。



H2020 では、データは最終的には公開である。ただ、研究プロジェクト途中では、実施してい
るコンソーシアム全体の了解が必要となるなど簡単ではない。repository site もあるが、入力
の質はいろいろである。オリジナルデータへのリンクが必要である。一方で、データを欲しい側
のニーズもいろいろ（生データが欲しい人も、集計データがあれば十分な人も）である。



omics データのように、データをアップする仕組みがあるといい。



3 つ の sub KE （ inflammation, oxidative stress, cell death ） に つ い て 、 試 験 系 の
harmonization は可能だろうか？
重要だが簡単ではない。引き続き検討が必要である。



KE: Tissue Injury に対して、他に sub KE になりそうなものがあるか？
なさそうである。



遺伝毒性は？
Cancer AOP にあったように、secondary だろう。



ナノの AOP 作成には、REACH ドシエ、ToxCast、nanoCommon のデータが使えるのではな
いか。



Ecotoxicity の AOP を作ることも重要である。



AOP に定量性を与えるためには、どのように試験すべきか（Characterization を含む）のガイ
ダンスが必要だろう。

（キ） まとめ（各ブレークアウトグループの議論の紹介。以下 Group1 以外）


Group2
Q. AOP フレームワークは、ナノ材料に関する意思決定に向けて、どのように進めることが可能か。


ランキングや、材料デザインのスクリーニングに使えるだろう。



将来は、重要な KE の同定に活用できるだろう。これは、研究者が regulator に貢献することを
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可能にする。


ネガティブデータも重要である（現在は、ネガティブデータは論文になりにくい）。



リスクとハザードの違いを認識すべきである。KE が生じたからといって必ずしも AO が生じると
は限らない。



omics データは、現在は必ずしも行政的に受け入れられていないが、予測性の向上のため引
き続き推奨する。



Group3
Q. ナノ材料の意思決定のための Integrate Approach to Testing and Assessment（IATA）の一部と
して AOP を使えるようにするため、どのようにして KE を念頭に置いた in vitro 試験を開発・採用でき
るか。


検証が必要である。ただし、どの程度の検証が必要かの議論はある。



KE の優先順位付けが必要ではないか。regulatory relevance の高いものから。



再現性が重要である。



3 つの sub-KE は、ブロードなもの（厳密に言えば異なる反応が混在しているということか）であ
り、複数の試験系が必要だろう。



試験系は、現時点ではガイダンス止まりだろう。

（２） EU 2020 プロジェクト「現実的なナノ材料有害性評価のための生理学的に固定されたツール
（PATROLS）」が主催するステークホルダーワークショップ
2019 年 9 月 12 日に、EU2020 プロジェクト「現実的なナノ材料有害性評価のための生理学的に固定
されたツール（PATROLS）」が主催するステークホルダーワークショップがパリ OECD ブローニュ支部会
議場で開催された。参加者は、各国から合計 60 名程度であった。日本からは国内専門家 1 名が参加し
た。以下にその概要を記す。
１） ワークショップの目的
本ワークショップの目的は、PATROLS プロジェクトの成果の現状を示し、ワークショップ参加者から意
見を募ることである。
２） アジェンダ
アジェンダの概要は以下の通りである。
(i)

PATROLS の未来像と戦略

(ii)

生物学的系におけるナノ材料の Characterization と in silico ハザードモデル

(iii)

C）先進的な in vitro 人組織モデルと生態毒性試験系

(iv)

D）ブレークアウトセッション

３） 議事等
ワークショップでは、以下の 3 つの問が設定された；
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① これらの試験で得られるデータを考慮に入れるためには何が必要か／これらの試験を用いること
にともなう不確実性を低減するのに何が必要か
② リスクアセスメントにおいてどのモデル／ツールに価値を見いだすか、なぜか、
③ ツールは、どのセクターでも使えるか、限定的なセクターのみか。AOP フレームワークは、ナノ材
料に関する意思決定に向けて、どのように進めることが可能か？
以下、各議事で得られた主な知見を記す。
（ア） PATROLS の未来像と戦略 by Shareen Doak; Swansea University Medical School, UK


European Comission のプロジェクトである。本プロジェクトの期間は、2018/1/1～6/30。



生理学的に基礎をおく（physiologically anchored）試験系の開発である。



人健康：肺、肝臓、腸管の現実的な予測的 predictive な 3D 組織モデル。生態：多世代や食
物連鎖を考慮した系。



実際の生物学的媒体中のナノ材料のキャラクタリゼーションや、試験における投与・暴露の in
silico モデルもある。

（イ） 生物学的系におけるナノ材料の Characterization と in silico ハザードモデル
（i）

Keld Alstrup Jensen (NRCWE, Denmark) Advances in Solubility, Dissolution and Reactivity
Testing in synthetic biological media and in vitro test systems for interpretation and NM risk
assessment


人工生体媒体中の溶解性について、実際の状態（例えば、pH や酸化状態）において分析す
べきである。



各種の系で、複数の酸化金属ナノ材料（TiO2、SiO2、ZnO など）の溶解性を比較している。



材料によって溶解性が異なるということは、read-across を行う時にどう反映させるのか？
体内や細胞に取り込まれた際のイオンと粒子とを考慮することになる。

（ii）

Jorge Mendoza (University of Namur, Belgium) Methodologies for characterizing complex in
vitro/in vivo/ecotox systems


PIXIE（Particle-Induced X-Ray Emission）の適用



複雑な系（例えば、ゼブラフィッシュの卵中）でのナノ材料の定量が可能。



ナノ材料の分散液調製のクロスチェックにも使える。

（iii） Lang Tran (Institute of Occupational Medicine, UK) In silico testing systems


in vitro 試験を、in vivo で知られていることに近づけることが大切である。肺と肝臓と腸管。



肺毒性については、DQ12、TiO2 等の酸化金属、MWCNT について in vitro と in vivo の比
較が行われてきた。



肺の炎症にはナノ材料のオーバーロードが関係している。用量のメトリクスとしては、表面積や
体積という議論がある。
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（ウ） 先進的な in vitro 人組織モデルと生態毒性試験系
（i）

Kirsty Meldrum (Swansea University Medical School, UK) Advanced in vitro human tissue
models, Lung (WP3)


参画している複数の機関で、異なる共培養系を検討している。Calu-3/MDMs or dTHP-1、
A549/dTHP-1、hAELVI/MDMs。



呼吸の動きを模して伸縮する系も検討している。



暴露は、μg/m2 の単位で、in vivo と合わせて設定している。暴露の方法は、気液系、エアロ
ゾル化、dry-powder。



急性影響（72 時間までの線維化促進サイトカイン、Viability, proliferation, membrane
integrity、ROS）と長期の影響（線維化影響：コラーゲン産生）を観察している。


（ii）

各種の酸化金属と MWCNT に適用。

Rob Vandebriel (RIVM, Netherlands) Liver (commercial & cell line models) and
gastrointestinal tract models


肝臓のモデル：3D の初代ヒト肝臓 microtissue：Primary human hepatocytes + Kupffer
cells + sinusoidal endothelial cells。Kupffer cell を加えることで、ナノ材料の有害性が増強
され、免疫反応が変化した。21 日までの反復投与が可能。最も進んだ系だがコストが問題で
ある。



腸管のモデル：Caco2/mucus/M-cell 共培養系。

（iii） Ulla Vogel (NRCWE, Denmark) In vivo benchmarking (chronic exposure studies)


PATROLS では、肺（炎症、線維化、がん、中皮腫）と肝臓（炎症、線維化、がん）にフォーカス
している。



発がん機序（Smith EHP 2016）のうち、遺伝毒性、酸化ストレス、慢性炎症は、ナノ材料への
暴露に関係している。



過去に、ナノ材料の粒径間比較、種間比較、ディーゼル粒子の疫学データの検討がされてき
た。これらから、ナノ粒子による肺がんの AOP を提案できるのではないか。



（質疑において）いろいろなデータが混在しすぎて、規制当局はこれを受け入れないだろうと
いう批判があった。

（iv） Lars M Skjolding (DTU, Denmark) Ecotoxicity testing – exposure control matters


生態毒性の試験では、試験中にナノ材料は変化する。



コントロールするのではなく、記述（キャラクタライズ）する、というアプローチとすべきである。



用量反応データを理解し、ナノ材料に特有なメカニズムを同定するには、用量も影響も多次
元で捉える必要がある。用量：媒体中総濃度、媒体中粒子フラクション、生体に付着した量、
生体に取り込まれた量。反応：一般的な反応、固体影響、細胞影響。

（エ） ブレークアウトセッション


最大の課題は、in vivo のデータが十分でないナノ材料において、in vitro の妥当性を判断で
きるかということ。
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in vivo があって in vitro を開発するという従来の考え方から、in vitro を開発し、その検証のた
めに in vivo 試験を行うという考え方になるべきではないか。



in vitro 試験は、段階的なスクリーニングという形で構成するのがよい。



多様な特性を持つナノ材料のセットを設けて検証するのがいい。



ナノ材料の特性範囲ごとに in vitro 系をつくるのではなく、ある系を構築し、その適用範囲を検
討すると考えてはどうか。一方で、どの endpoint を測るべきかという問題もある。
→ 材料特性の側から、試験系の側から、の両面で検討が必要だろう。



適用範囲の広い試験系がよい。というのも、材料開発は、つねに「新しい」材料を開発するの
だから。



in vitro 系は、それぞれの Mechanism of Action に対応している。それ以外の毒性もある。
→ omics のデータから、系を設計するというアプローチもあるかもしれない。



in vitro 試験は、in vivo での影響自体ではなく、あくまで、影響の Likelihood を示すものであ
る。

2 つのワークショップに参加した国内専門家からは、今後、我が国としても、ナノ材料のリスク評価に関
連する研究アクティビティ・ポテンシャルを改めて俯瞰し、また行政・企業のニーズを明確にした上で、多
様な研究アクティビティ・ポテンシャルをまとめていくような中期的な研究プログラムの設定の必要性が指
摘された。

（３） 安全なイノベーションアプローチ（SIA）ワークショップ
2019 年 12 月 18 日に、WPMN の安全なイノベーションアプローチ（SIA）プロジェクトに係るワークショ
ップがパリ OECD ブローニュ支部会議場で開催された。以下にその概要を記す。


Item1. WPMN の安全なイノベーションアプローチ（SIA）プロジェクトの概要
本ワークショップの目的について、プロジェクトの共同リードであるフランス、オランダ、BIAC より説明が

行われた。


OECD WPMN SIA プロジェクトの目的は、(i) Safe（r）-by-Design（安全設計）の概念を含む、安
全イノベーションアプローチの概念の実用的な説明を作成すること、(ii) リスク評価ツールと枠組
みのインベントリを開発し、a）業界がナノ材料およびナノ対応製品の「Safe（r）イノベーションアプ
ローチ」の実装を支援し、b）規制当局がナノ材料やナノ対応製品などのイノベーションがもたらす
規制上の課題を予測できるようにすること、である。



本ワークショップの目標は、(1) SIA プロジェクトの進捗と結果について WPMN に通知すること、
(2) safe（r）イノベーションアプローチを実装することの利点について認識を高めること、(3)この概
念を実践するためのインセンティブと障壁を議論すること、である。



SIA イニシアチブは、タスク 1－4 までがあり、タスク 1 は用語（terminology）、タスク 2 は安全設計
ツールと枠組みのインベントリ、タスク 3 は先見性、ホライズンスキャン、およびその他の方法論を
含む、認識と意思決定のための規制準備戦略のインベントリ、タスク 4 はレビューである。これまで
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本プロジェクトでは、各タスクについて、参加国からそれぞれの障壁について SbD（安全設計）の
インセンティブを提出し、それらをまとめた後、議論を行い、規制の準備に関する質問を出し、調
査結果をまとめた。サーベイランスは、上市前と上市後について意見出しを行い、カナダ、スイス、
オランダ、米国、フランス、ノルウェー等から回答が得られた。


本ワークショップでも、これから各タスクについて参加国から、規制への準備を妨げに係る意見出
しを行いたい。規制の準備のためのリソースや優先順位付け、移行のために規制をサポートする
特定の資金、信頼できる環境として、相談できる場などが必要である。例えば、EU の EMA には、
イノベーションタスクフォースと事前協議プロセスがある。アイルランドの食品安全局にも、イノベ
ーターがしばしば規制当局と対話することができる相談の場がある。



Item2. プロジェクト タスク 1：用語
「Safe（r）イノベーションアプローチ」の概念と、「Safe（r）by design（安全設計）」、「Regulatory

Prepareness（規制の準備）」、「Trusted environment（信頼される環境）」など、SIA アドホックグループ
によって合意された用語の他の説明が、EU－JRC のプレゼンテーションにより説明された。


文献に基づく調査では、文献の説明がどのように使われていたかにつて、共通の要素を特定し、
個々の記述の要素を分析した。



アドホックグループ間では、safe と safer と safer by design を区別して記述している可能性と、
safe と safer、ハザードと暴露、はナノテクノロジーのコンテクストのみで使用されているのかどうか、
SbD の柱あるいは SbD／SIA の範囲に属するものが何かが、主な議論のポイントであった。

タスク１の用語について、参加者から自由に規制への準備を妨げに係る意見出しを行った。


Item3. プロジェクト タスク 2：安全設計ツールと枠組みのインベントリー
Safe（r）-by-design 実装の障壁に関するインタラクティブな議論を含む、フレームワークとツールの国

際的インベントリについて、共同リードのフランス(INERIS)と BIAC からプレゼンテーションが行われた。


2019 年 6-9 月の調査の、背景、アンケート、代表団から受け取った回答、結果のグリッド分析の
結果が示された。



枠組み/ガイドラインおよびツールのインベントリについて、現在のステータスが示された。



ケーススタディでは、業界のタイヤイニシアチブ（プロジェクト成果文書のドラフト付属書）を行っ
た。



Safe（r）-by-design 実装の障壁（産業および科学の観点から）について報告された。



調査では、4 つの質問があり、そのうち 2 つは用語に関するもの、2 つは安全設計に関するもので
あった。



医療用ポリマーナノキャリアについての安全設計アプローチの実装に関するガイドラインが、
EMPA と NanoBiomat から出されている。



NanoREG2 の安全設計アプローチでは、生物製品市場について報告された。



ケーススタディであるタイヤイニシアチブについて、障壁とそれらの解決方法に焦点を当てた要
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約が報告された。OECD 文書の「ナノテクノロジーとタイヤ」は、タイヤの新しいナノ材料が車両の
環境への影響を減らすのに役立つ可能性があるが、潜在的な EHS リスクを管理する必要がある
と結論付けた。タイヤの取り組みによって克服しなければならない主な障壁は、タイヤの新たなナ
ノ材料の開発のためのアプローチにおける潜在的なリスクの違いによる障壁、EHS リスクと不確
実性についての利用可能な知識が不十分である可能性があるという事実による障壁、である。障
壁の解決のためのタイヤ産業による重要なポイントは、タイヤの新規ナノ材料の開発の個々のス
テップを中止または進める決定プロセスを構築すること、リスクと不確実性に関する懸念を考慮す
ること、規制面の進化を考慮に入れること、国際的に認められた組織、および/または他の専門家
と協力すること、タイヤの商品化を決定する前に最終検証を行うこと、タイヤイニシアチブが 5 ステ
ップを含む障壁を解決すること、である。なお、タイヤに新規ナノ材料を使用する場合には、EHS
情報が収集されなければならず、プロジェクトの開始前に、ナノ材料のタイヤのライフサイクル中
の潜在的な放出に関する異なるシナリオが評価されなければならない。障壁を解決するために、
個々のプロセス段階で作業が行われ、ステップごとに意思決定を停止または実行するための知
識が向上する。個別のステップは、以前のフェーズからの推奨事項を採用するべきである。
どのポリシーインセンティブが Safe（r）-by-design の実装を促進する可能性があるかについて、参加
者から意見出しを行った。


Item4. プロジェクト タスク 3：先見性、ホライズンスキャン、およびその他の方法論を含む、認識と意
思決定のための規制準備戦略のインベントリ
タスク 3 の共同リードである、オランダ（RIVM）とカナダから、先見性、ホライズンスキャン、その他の方

法論を含む、認識と意思決定のための規制戦略に関する国際的な目録と、実際の実装中に直面する障
壁に関する対話型の議論が進められ、どのようなインセンティブが規制の準備の実施を促進する可能性
があるかについて、参加者から自由な意見出しを行った。


Item5. おわりに
ナノテクノロジーの持続可能な開発を提供するために、革新プロセスの初期段階で障壁に熱心に対

処できるように、障壁が議論され、Item.2-4 から出された参加者からの障壁に関する意見をまとめるととも
に、次のステップについて説明が行われた。

（４） WNT プロジェクトに係る会議
１） WNT project 1.4: TG on Particle size distribution
2019 年 12 月 18 日に、WNT プロジェクト 1.4 の会議がパリ OECD ブローニュ支部会議場で開催さ
れた。日本がエキスパートを務めるプロジェクト会議である。ドイツの BAM と BAuA がリーダーを務める。
2019 年 4 月より Inter-laboratory comparison test (ILC)を実施しており、今回の会議では ILC 試験の現
状報告と TG Draft に関して各国からのコメントに関して議論した。日本からは、国内専門家 1 名が参加し
た。その概要を以下に記す。
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（ア） TG Draft に関して


Primary particle と Constituent particle に関して、多くの議論がなされた。TG のユーザーに分
かりにくいという意見があり、一方、ISO 80004-1-2-4-11 によれば、Primary particle は“original
source particle of agglomerates or aggregates or mixtures of the two”、 Constituent
particle は”identifiable, integral component of a large particle“と定義されている。問題は、TG
で扱う計測手法（Draft の Table 1 に記載された、EM、DLS、CLS、DMAS、PTA、SAXS、
sp-ICPMS、AFM）が計測できる対象が primary particle であったり、constituent particle であっ
たりすることにある。Sample preparation の仕方により分散程度に差が出て、計測される
constituent particle の大きさが異なってしまうことが十分予想される。”separable”という用語を
用いるかどうか？Table１に各計測手法で何を測っているのかを記載する、など意見が出された。
この件は今回の会議では決着せず、今後も継続審議される予定である。



DLS などの計測手法によっては、Agglomerate を一つの大きな粒子として計測するが、これを一
つの粒子とみなすのか否か。また Aggregate と Agglomerate を区別できるのか？を議論した。
報告者から、ISO/TC229/JWG2 では Aggregate/Agglomerate に関する Study group が設立さ
れ、この両者を区別して計測できるのかどうか議論がされている、ことを紹介し、本件も継続審議
となった。



計測すべき粒子数に関して、Draft ではサイズ分布の標準偏差が 1.5 以下では計測すべき粒子
数を 300 粒子、標準偏差が 1.5 以上では計測すべき粒子数を 700 粒子としているが、未知の試
料に関して標準偏差を知ることは難しい、というコメントがあった。全くその通りで、計測すべき粒
子数に関しても継続審議となった。



現在の Draft では sample preparation issue がない。逆にリーダーから、sample preparation
に関してどのくらいの詳細情報が必要かとの問いがあったが、分散は材料や目的に大きく依存す
るため、一般的なプロトコルを策定することは難しい。sample preparation に関しては別添文書
を準備することを検討することになった。

（イ） ILC 結果に関して
Preliminary な ILC 結果報告があり、議論した。試験粒子は Ag 粒子(17nm)、SiO2 粒子(20nm)、
SiO2 粒子(50nm)、ZnO 粒子(100nm)、PSL 混合粒子(90nm/125nm)、TiO2 粒子(250nm)、PSL 混合
粒子(80nm/800nm)であり、32 機関の参加があった。


SiO2 粒子では TEM、SEM、DMAS、DLS、CLS、SAXS 共に良く一致した計測値を示した。一
方、Ag 粒子に関しては電子顕微鏡法である TEM と SEM で 2 倍の値差があり、不可解な結果で
あった。参加機関の平均値なのか、ある特定の機関の測定値なのか、何が原因なのか、詳細な
解析は継続中とのことで、次回６月の WPMN 会議に結果報告を行う予定とのことであった。



今回の ILC では測定試料として、単分散した（凝集状態でない）綺麗な試料を用いているため、
各測定法ともによく一致した結果を出す傾向があるが、実際の工業ナノ材料は凝集した状態であ
るために、測定法によっては全く異なる測定値を示す可能性が大である。各測定法は何を測って
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いるのか？TG にしっかり記載しないとユーザーをミスリードする可能性があることを報告者から意
見した。
（ウ） 今後の予定
TG Draft に関しては１月中に追加コメントを募集後、電話会議を開催してエキスパートグループでコン
センサスを形成することになった。
２） WNT project 1.5：TG on Solubility/Dissolution
2019 年 12 月 18 日に、WNT プロジェクト 1.5 の会議がパリ OECD ブローニュ支部会議場で開催さ
れた。デンマークがリード、ドイツが共同リードするプロジェクトである。
溶解度は平衡状態での溶媒中の溶質のイオン濃度で記述される量、溶解速度は溶解度の時間変化
率であり、単位時間あたりの単位面積の透過量で記述される量で、肺や胃、細胞中のファゴソームを模し
た生物溶媒中（pH 及び温度を制御）での溶解度及び溶解速度を測定する TG である。
EU のプロジェクトである GOV4NANO において検討、比較試験を実施しているが、韓国 KRISS が参
加している。以下に概要を記す。


雰囲気ガス、pH、温度を制御した攪拌反応機中でナノ粒子を反応させ、溶媒中のナノ粒子粒径
を DLS で計測。その後 3kDa のフィルタリングを行い、溶解したナノ粒子の金属イオン濃度を測
定する。



消化器系を模した実験系は口腔内、胃、腸でそれぞれ pH と滞在時間を設定して、３連反応器で
測定している。



TiO2、Al2O3、ZnO、CeO2、SiO2 を用いて ILC 試験を実施中であり、途中経過を報告。試験は
継続中。



溶解速度は動的な測定であり、Continuous-flow system (CFS)で測定。この測定方法はミネラ
ルファイバーのクリアランスにも WHO２００２で採用されている。ISO/TR１９０５７に手法が記載され
ている。



TiO2、Al2O3、ZnO、CeO2、SiO2 を用いて ILC 試験を実施中であり、Standard Operation
Procedure(SOP)を策定する。

３） Update on the WNT Project 1.8 TG on Dustiness
2019 年 12 月 18 日に、WNT プロジェクト 1.8 の会議がパリ OECD ブローニュ支部会議場で開催さ
れた。日本からは、国内専門家 1 名が参加した。その概要を以下に記す。


非繊維状材料：7 つのナノ材料でのラボ間比較試験が進行中である。目的は、Dustiness のラン
キングと暴露評価での活用。回転ドラム、落下試験など複数の方法が用いられる。



繊維状材料：濃度、孤立繊維の存在、WHO fiber の間の関係は、材料による。



モデルでの活用：700g の CuO ナノ材料をヒュームフード内で使用した場面を想定した 2Box モ
デル。実測と概ね合う結果が得られた。



ATEX（Atmospheres Explosibles）リスク評価：2019 年 10 月にラボ間試験の参加が募られ、16
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ラボが参加することとなった。JRC が元締め。粒子密度やサイズなどの因子、Dustiness、ATEX
の関連性を検討する。


Dustiness については、過去の経験から、異なる試験方法では異なるランキングとなることが指摘
された。

262

５.

内分泌かく乱作用を評価するスクリーニング in vitro 試験法に関する調査

５.１. OECD/WNT（the Working Group of National Co-ordinators of the TGs programme）31
WNT31（31th Meeting of the Working Group of the National Coordinators of the Test Guidelines
Programme）が 2019 年 4 月 9 日-12 日にパリ OECD 本部会議場で開催された。以下にその概要を記
す（表 ５-1）。
表 ５-1 WNT31 の会議概要
1 日目: TUESDAY 9 April 2019, AFTERNOON
GENERAL AND PROGRAMME-RELATED ISSUES
14:00
Item 1
14:10
Item 2
ENV/JM/TG/A(2019)4
ENV/JM/TG/RD(2019)1
14:15
Item 3
ENV/JM/TG/M(2018)1

14:15
Item 4
ENV/JM/TG(2019)1

議題１：歓迎と開会
米国の代表者はオンラインでの参加になることが報告された後、自
己紹介を実施。
議題２：議事次第（案）の採択
アジェンダに関しては特に異論なく承認。
次年度は 4 月 21-24 日を候補としてブローニュで開催予定。
会期中に決定することし、最終日に後半の日程にすることで決定。
議題３：前回会合の議事要旨（案）の採択
特に異論なく承認。

NEW PROJECT PROPOSALS
議題４：SPSF 新提案
#12 (中期発がん試験：伊東法)
国立医薬品食品衛生研究所（以下、国衛研）の小川先生から伊東法
の方法論、精度等に関して説明。
肝臓のみを標的とすることによる coverage の低さへの指摘に対し、他
臓器の発がんもほぼ肝臓で捉えられることの回答を提示して、理解を
求めたが、BIAC、USA から動物削減への寄与が明白でないとのコメン
トあり。
オーストリアから肝発がんに限定されること、肝切除の実施など動物福
祉に反するとの指摘があった。EU 等から決定的でない点、実験実施上
必須の肝切除が動物愛護の点で最も問題である等の指摘があった。
非変異発がん物質が検出できる点に関しては現在 EU を中心に in
vitro IATA の開発を進めている。この点で in vitro IATA エキスパートグ
ループとの今後のディスカッションは有用とのコメントがあった。
現時点では in vitro 試験の非変異発がん物質検出法がない現状を考
えると本法の原理は非常に有用であり、GD の作成を行うこと提案。
新しく GD 作成の SPSF 作成を提案した。
#13(情動行動)
TG426（発達神経毒性）の改訂に関して EDTA AG からの提案。
現時点で検証試験を実施できる予算がないため、最終ゴールは TG の
改訂ではあるが次の段階として GD の作成することとし、新しく DRP 作
成の SPSF を提案。動物種の問題に関しても指摘があった。In vitro
DNT (Developmental Neurotoxicity) IATA のプロジェクトが動いてい
る (スウェーデン主導の 2020 プロジェクトと思われる)。これらのグルー
プとのディスカッションは有用である。金曜日までに改訂して再ディスカ
ッションすることを提案した。コラボレーションを歓迎する意見があった。
現時点ではコメントに対応すべき点が多くあり、合意に至らず。次年度
以降に再検討する。共同提案になる可能性あり。
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#14 Tg407 の改訂
γ-H2AX を 28 日反復投与試験に検査項目の一つとして追加すること
により、がん原性情報を得ることができる。ヒストン蛋白の一種で膀胱の
組織の免疫染色により膀胱癌の良いマーカーとなり得ることを国衛研の
小川先生から背景を説明。
標的が膀胱癌に限られることに抵抗が示されたが、今後、他の臓器に
も適用を広げられるように検討を進める計画があることを追加で説明。
現時点では改訂は時期尚早との意見あり。これらの新たなバイオマー
カー開発は in vitro IATA 開発への有用な情報になるとの歓迎する意見
もあった。現時点では TG 改訂をするには時期尚早である。
将来的に再提案することを事務局は提案した。
#17 - 線量選択のための速度論的に導出された最大線量の使用に関
するケーススタディの系統的レビューと評価、および最高線量データが
異なる規制当局によって使用されたかどうかの分析
リード国:米国
WNT としてはサポートする方向。
#20 - OECD TG 406 からの Buehler テストの削除
リード国:オランダ、デンマーク
提案国は他の手法の存在や動物の苦痛低減等の理由を述べたが、
規制上の必要性からネガティブな意見が多い。また、農薬などでは BT
での実施が必要になることも指摘された。エキスパートグループでのデ
ィスカッションも有用との意見があった。EU では将来的には Defined
Approach (DA)での評価になる方向。
#23 - 3D 皮膚モデルを使用した皮膚暴露の in vitro 遺伝毒性試験に
関する新しい OECD 試験ガイドラインの提案
リード国:ドイツ、フランス
日本からは承認するがワークスケジュールが遅く、スピードアップが
必要とコメントした。リード国は努力する旨回答。
End of day 1
2 日目: WEDNESDAY l0 APRIL, MORNING
DOCUMENTS SUBMITTED FOR APPROVAL
Series200-Effects on biotic systems/Documents on aquatic toxicity testing
9:00
Item 5
ENV/JM/TG(2019)2
ENV/JM/TG(2019)3
ENV/JM/TG/RD(2019)2
Slides Presentation
9:45
Item 6
ENV/JM/TG(2019)4
ENV/JM/TG/RD(2019)3

議題５：Xenopus Eleutheroembryonic 甲状腺アッセイ新 TG
Room document としてこれまでのコメント及び遅延コメントに対応し
修正した TG 案が示された。最大濃度等について意見が出されたが、
明朝までに、修正案を提示し再検討することとなり、翌日、修正案が提
出され承認された。
議題６：改訂 TG203 魚類急性毒性テスト・ガイドライン
2018 年の 9 月に二回目のコメントラウンドが実施され約 400 のコメント
が寄せられた。遅延コメントにも対応した修正 TG 案が示された。
順化条件等に関して様々なコメントがあり、順化中の死亡率の許容基
準、ANNEX2 Table 1 の試験魚のサイズ等に関して修正が行われ
た。また。日本から同表のマダイの表記部分に関して sea bream では
他の種を含むことになるため”Red sea bream”に変更することを提案
し、異論はなかった。
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Table 1 の飼育温度に関して他の TG との整合性に関してコメント。
翌日、修正案が提示され、修正部分に関し grammatical な指摘があ
り、coffee brake 中に修正案を作成し再検討し、承認された。
Coffee break

11:00
Item 7
ENV/JM/TG(2019)5
ENV/JM/TG/RD(2019)4
ENV/JM/TG/M(2019)1
(EG Sum Rec)

11:45
Item 8a
ENV/JM/TG(2019)6

Issues of general nature
議題７：テスト・ガイドライン中の保護要素のための優良ライセンス規範
についての指導原則
知的所有権で保護された要素を含む OECD のテストガイドライン
（以下 TG）にかかわる優良試験所基準（以下 GLP と省略）について、
基本原則（Guidance principles）の策定を進めてきたことが事務局から
説明された。昨年の SPSF 提出を経て、今回 WNT31 に最終案が提出
された。付属資料（Annex）も基本原則の一部として策定され、試験法
開発者の署名するフォームが設けられている。
基本原則の重要な要素は、保護要素の公平、合理的かつ非差別的
（FRAND）な条件に基づく使用を促すことにある。この観点から透明性
が重要視されており、基本原則の付属資料 2 には FRAND 宣言フォー
ムが設けられ、TG 開発者がフォームで表明した FRAND 条件を遵守し
ない場合 TG の削除もあり得る。なお、フォームの使用に伴う法律の解
釈を巡っては各国で状況が異なることから、OECD では法的アドバイス
に責任を負わないことに留意が求められる。
コメントを反映したガイダンス（Guiding Principles）案を提示。
全体的に好意的なコメントが多数であった。
欧州委員会からは各部局の担当する競争ポリシーに適合していると指
摘があり、その他各国からも透明性確保やガイドライン策定のスピード
アップに寄与するとコメントがあった。
フランスの提案によりパラ 61 に関して F/RAND 条件下でのライセンシ
ング不履行の場合は NC と OECD 事務局に報告することを明記するこ
ととして承認。状況によっては削除もあり得る。
承認された。
議題８a：性能準拠基準の必要性と活用
本項目では皮膚感作性に関する新たな試験法 GARD および
SENS-IS に関し、性能基準（PS）の開発が必要であるか議論が行われ
た。PS は独占を回避し、同様の試験法(me-too)の開発推進を目的に
作成されるが、両試験法では特許で保護された要素があり同様の試験
法の開発が困難である。PS なしで TG として認めるのであれば、独占
回避のため、GLP の履行、試験法開発者による宣言など、代わりの手
段が必要だと考えられるが、どのような手段が適切であるか事務局から
質問が投げかけられた。
現 時 点 で は皮 膚 感 作 に関 しては他 の 手 法 が 利 用 可 能 で あ り、
Option 1 が支持する意見が多かったが、翌日再度検討され、Option 3
を支持する意見も出された。

Item 8b
ENV/JM/TG(2019)6

OPTION 1: SPSF の決定の段階で、同じエンドポイントに対応するいく
つかの代替方法が利用可能な場合、ケースバイケースで PS の開発を
放棄するかしないかを決定する。たとえば、皮膚感作、眼刺激、皮膚刺
激および腐食については、in vitro アッセイが利用可能であるため、保
護された要素を含む新しい試験方法は独占的な状況を意味しない。
PS の代替手段についての議論で、各国からは、PS 開発の必要性
はケースバイケースで判断すべきであり、独占の問題は FRAND 原則
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の履行により解決可能で問題にはならない（真の問題は独占の濫用）と
いう意見が多く出された。同時に、EC などから、独占回避ではなく今後
の技術発展のため可能なら PS 開発が望ましいとの指摘も出された。
また、一部の試験法が FRAND に準拠していないことが指摘された。
EC からは、基本原則において FRAND 遵守宣言を試験法の利用者
だけでなく開発者にも義務付けるべきと主張があった。
コメントを受け事務局からは、独占自体が問題ではないこと、基本原
則や FRAND 原則が誰を対象としているかは明確であること、また
GARD と SENS-IS についても議論を進めていると回答・総括が行われ
た。
議題８b：クラウド・ソフトウェア／予測モデルにより得られたデータの行
政的受入れ
保護されたソフトウェアを用いて生成したデータの各国規制当局によ
る受入について事務局から説明があった。GARD においては、予測モ
デルが特許保護されておりブラックボックスのような状況となっている。
GLP inspector からも、特にソフトウェアのバージョンコントロールをはじ
め、サプライヤーの保証によりデータの一体性を保つ必要性、試験施
設とソフト提供者の間でサービス契約を結ぶ必要性などが指摘されて
いる。
このほか、GARD では機械学習はじめ AI の要素が盛り込まれている
ことから、AI 技術推進や透明性・セキュリティ等の確保に向けた OECD
の取り組みについても事務局から説明があるとともに、AI の研究開発促
進に向けて国の政策策定や国際協力を促す必要性が強調された。
その上で事務局より GARD に関して以下の質問が提示された。
• 以下の事項を妨げるギャップは残っているか：
– 試験方法の科学的ピアレビューの実施、
– 試験方法と生成されたデータの規制への承認、
– 保護されたクラウドベースの予測モデルの GLP コンプ
ライアンス
• 規制当局が CBI にアクセスするための条件として、機密保持契
約の署名を導入するのに十分受け入れ可能で透明性がある
か。
• ユーザーが予測の背後にある計算にアクセスできないことは許
容されるか。
各国からは、保護されたクラウド型予測モデルに関わる情報公開に
ついて、規制当局に示す必要があり、TG 承認後には公開されるべきだ
との指摘がある一方、開発に投資する中小企業などの立場を尊重する
べきとの意見も表明された。
ドイツからは GLP に関する専門家グループとの合同ミーティング開
催が有用という意見が出された。
午後にも議論が続き、PS が必要となる基準について、2020 年の
WNT に向けて専門家グループとの協議を進める方向性が事務局から
示された。
GARD とは別に SENS-IS についても議論や情報の必要性が指摘さ
れ 、 SENS-IS に つ い て も 試 験 法 の ユ ー ザ ー と 開 発 者 の 両 方 に
FRAND が適用されるべきだと指摘が各国から出された（現時点で
FRAND に関する Annex 2 はユーザーのみ対象）。事務局からは、
SENS-IS についてはユーザーと開発者の両方を対象にすると回答が
あった。
日本からは、今後 GARD や SENS-IS のような試験法を利用すること
を支持すると同時に、データの相互受け入れ（MAD）を進める上で透
明性や再現可能性が重要になるとコメントが出された。
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議論を元に事務局からは、より情報の揃っている GARD については
Peer review に進むが、SENS-IS については今後さらなる協議や検討
が必要で現段階では peer review に進まないという方向が示された。
PS については、ケースバイケースで判断という方向になった。
「Guiding Principle が、同様の試験法（me-too methods）開発に使
用する知的所有権のライセンスにも適用される」という文書が追加。
前日の議論の続きが行われた。GARD および SENS-IS については、
PS 作成が難しく PS は必須でないこと、ケースバイケースで必要性を判
断する方向で議論がまとまる一方、PS 作成が独占回避の目的でも、そ
れ以外の目的でも有用であるとの指摘も出された。FRAND 原則の順
守が重要であり、Annex にも FRAND に関する文言が追加。FRAND
不履行の場合 TG 削除の可能性があることが明記される。書面での協
議を経た後に GARD および SENS-IS の peer-review を進める方向と
なった。
Lunch break
２日目:
14:00
Item 9
Presentation

WEDNESDAY l0 APRIL, AFTERNOON
議題９：OECD TG 中でのヒト由来製品使用に関連する倫理問題ワー
クショップ結果
本件に関するワークショップが 3 月に実施された。この WS は特に
血清の供給に焦点が当てられた。現時点では供給可能な事業者は限
られることなどの問題がある。ヒト血清を使うことへの責任の共有（供給
者と CRO）が重要であり、短期的には要求項目に対するチェックリスト
の要求、ドナーへの臨床使用ではなくデータ取得に使用する点のイン
フォームドコンセントの実施、血清の証明の発行が必要。長期的にはト
レーサビリティーを確保するための仕組みを作る必要があるとの指針
が示された。
その上で以下の質問が提示された。
原則として、テストレポートのチェックリストの提出をサポートしている
か。
GLP 検査の観点からこれをどのように実装するか。
インフォームドコンセントモデルを国民の血液センターまたは政府レベ
ルで調和のために伝達することを支持するか。
さらなる作業、すなわち、期限切れ/余剰血液の供給源に関する推奨
事項の作成を支援し、ヒト血清供給のためのトレーサビリティスキーム
の開発に取り組んでいるか。
（はいの場合、SPSF が開発される）
ワークショップへの日本の参加の重要性が英国から示された。
本件は概ね支持された。また、日本からはウイルス感染や薬物の問
題で安全性の問題があり、トレーサビリティーは重要であることを発言
した。
Series400-Healthefftects

14:45
Item 10
ENV/JM/TG(2019)7(TG)
ENV/JM/TG(2019)8(VdnR)
ENV/JM/TG(2019)9(PR R)
ENV/JM/TG(2019)10(PS)
ENV/JM/TG/RD(2019)5(RC)

議題 10：改訂 TG442C：蛋白共有結合 AOP-KE を勘案した化学反応
皮膚感作性アッセイ（DPRA 及び ADRA 試験法）
Comment ラウンド、TC の実施、Late comment を経て修正された
TG 案を提示。特に異論なく承認された。
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15:30
Item 11
ENV/JM/TG(2019)11(TG)
ENV/JM/TG(2019)12(PS)
ENV/JM/TG/RD(2019)6(RC)
ENV/JM/TG/M(2018)5

議題 11：眼障害性評価用 in vitro Macromolecular 試験法新 TG
ESAC が既に指摘していた原材料の問題等に関し適切に対処され
ていないとして EU 等から承認に否定的な意見が出された。
指摘されている点について明確（point to point）にして対処した後、再
検討する方向となった。
未承認。
Coffee break

16:45
議題 12： Vitrigel hCE 眼刺激試験法新 TG
Item 12
ENV/JM/TG(2019)13(TG)
日本から誤植について修正したことを説明。特に異論なく承認され
ENV/JM/TG(2019)14(VdnR) た。
ENV/JM/TG(2019)15(PR R)
ENV/JM/TG(2019)16(PS)
ENV/JM/TG/RD(2019)7(RC)
Item 13
議題 13：RhCE を用いる眼刺激性試験法 TG492（MCCT, HCE を含
む）の改訂
ENV/JM/TG(2019)17(TG)
ENV/JM/TG(2019)18
特に異論なく承認された。
(VdnR+PRR)
ENV/JM/TG/RD(2019)8(RC)
Coffee break
Item 14
ENV/JM/TG(2019)19(TG)
ENV/JM/TG(2019)20
(VdnR+PRR)
ENV/JM/TG/RD(2019)9(RC)
Item 15
ENV/JM/TG(2019)22 (TG)
ENV/JM/TG/RD(2019)10
(RC)

議題 14： RhE を用いる皮膚刺激試験法 TG439（Skin+及び epiCS を
含む）
修正案が示され、特に異論なく承認された。

議題 15：RhE を用いる TG431 皮膚腐食試験法（LabCyte を含む）
日本から PS 改訂の依頼に関して真偽を確認。→真との回答があっ
た。
BIAC からリファレンスレンジ追加についてコメントがあったが、承認
された。
18h00: Cocktail

3 日目： THURSDAY 11 APRIL, MORNING
議題 16：3T3NRU 光毒性試験 TG432 改訂案
2004 年に承認された TG。昨年から改訂に向けた偽陽性を減らすた
めのワークプランとして作業が行われている。
ENV/JM/TG/(2019)23 (TG)
特に異論はなく承認された。
ENV/JM/TG/RD(2019)11
(RC)
9:30
議題 17：活性酸素種光毒性試験新 TG
Item 17
2016 年の WP に加えられた。2017-2018 年で二回のコメントラウン
ENV/JM/TG(2019)24
ドを実施。最終ドラフトは 2019 年の 1 月に提出。豪州からどのような場
ENV/JM/TG/RD(2019)12
面でこの TG は使うのかという質問があった。この点について来年には
光安全性 IATA のドキュメントを提出する用意があることを説明。
承認された。
10:00
議題 18：既存 TG の訂正
Item 18
特に異論なく承認された。
ENV/JM/TG(2019)25
9:00
Item 16

Coffee break
11:00

議題 19：2 日目文書承認可否のまとめ
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Item 19
SPSF
#4 - 製造ナノ材料のダスティネスの決定に関する TG
承認された。
#13 - Rodent Neurobehavioral test battery for incorporation into
the test guidelines, especially into TG-426
DRP 作成を目標にして提出された。2020 年 3Q までに DRP 作成を
目標に変更され、再提出の上で議論を再び行う方向となった。EU か
らは他のプロジェクトとの関わりもあり、現在承認する必要性を感じない
との意見もあった。一方で、英国等からは承認を擁護する発言があっ
た。また、BIAC からは動物種の問題が再提示されたが、その点につ
いても DRP に含めると回答があった。3R 問題も指摘されたが SPSF
に加えることで再改訂し、翌日結論を出すこととなった。
#22 – TG471 の改定
基礎となる論文が未受理の状況であることも考慮し、本件は未承認と
し、次年度以降の再提出となった。
SPSF 以外は各 Item の項目に記載。
Lunch break
3 日目: THURSDAY 11 APRIL, AFTERNOON
REVIEW OF WORKPLAN AND SELECTED ON-GOING PROJECTS
14:00
議題 20： 経皮吸収プロジェクトの進捗状況
Item 20
農薬の経皮吸収に関して情報提供を打診されていたが、未実施。追
ENV/JM/TG(2019)26
加で対処する予定。2017 年に、WNT は EFSA によって提案された「皮
膚吸収に関する GD28、GN156 および TG 428 の更新」に関するプロ
ジェクト提案を承認したことによるもので、その進捗と今後の方向性に
ついて議論された。
現時点では TG428 は農薬に特化しているが、以下の Option の選択
を事務局は提案した。
Option 1 プロジェクトを継続して GN156 を改訂し、農薬の範囲を維
持する
Option 2 プロジェクトを継続してすべての文書を改訂し、範囲を他の
セクター（特に化粧品）に拡大する
Option 3 TG428 の更新に優先的にプロジェクトを集中させる
現時点ではリソースの制限等から Option 1 の選択が現実的との判
断となった。他の Option の選択を希望する意見もあったため、今後の
状況を見て次回の WNT で再度議題とする。

269

14:45
Item 21
Presentation

議題 21：発達毒性用幹細胞の詳細評価報告の進捗状況
日本は現在発達毒性検出のための幹細胞を利用したアッセイに関
する DRP (Detailed review paper)を作成している。当該プロジェクトに
ついて概要説明、進捗状況の報告および議論が行われた。2016 年に
SPSF が提出された本プロジェクトは、他の試験法ともかかわりを持って
おり、第 1 段階で DRP を作成し、第 2 段階では TG 策定に向けたフィ
ージビリティスタディを行う。日本国外の専門家からも協力を得て、現在
WNT とともに作業を進めている。信頼性確保とバイアス低減の観点か
らシステマティックレビューを採用し、発達・生殖毒性に関する文献マッ
プを示し、AOP ベースの IATA・DA 策定を目標としている。
Hand-1 Luc の TG 化のためのフィージビリティースタディーの WP を
認める代わりに DRP 作成を依頼された経緯がある。現時点では全てを
日本で纏めるのは困難であるため、専門家を広く募り作成する計画とし
た。プレゼンテーションでは文書の章構成を提示し、2019 年の 7 月を
目処に事務局に草案を提出する計画であることを報告。
会場からは、様々な用途に利用可能などとして、作業の意義を高く
評価する声が相次いで出された。同時に、イギリス・オランダなどから、
プロジェクトに関わる専門家の選定プロセスに関する質問もあり、
Spealmann 博士のサジェスチョンを受けたことを説明した。透明性を確
保し WNT が専門家を選定することが望ましいという意見も出された。こ
の指摘に対し、現時点で選定した専門家の役割はドラフト作成であり、
今後、Ad-hoc グループによる Review や commenting round も予定さ
れていると回答した。
スウェーデンからは、iPS による ED 試験法の開発に取り組んでおり、
情報交換を希望する意向が表明された。
日本側から今後の予定も示され、Hand-1 Assay に関する議論を進
め、今年秋に DRP 策定に向けた SPSF を提出すること、また Hand-1
を利用する TG を提出する予定と説明があった。2019 年の秋には
hand-1 の SPSF を出したい旨、表明。DRP の Review は OECD の専
門で実施することを考慮する。
事務局からは、DRP 提出後、今後の情報共有に向けてウェブ会議
開催に協力する意向が表明され、他国からも合意を得た。
提出後の DPR は情報共有のため、DNT 関係などの専門家グルー
プにも提出される。

16:00
Item 22
Presentation

Item 23
ENV/J
M/TG(2019)30

議題 22：皮膚感作 Defined Approach ガイドライン進捗状況
2017 年に WP に加えられた案件。2018 に専門家会議を開催、不
確実性、適用範囲、ヒトデータの安定性と透明性、in silico の QA 等に
ついて議論。In silico は市販ソフトを OECD TB に置き換えることを提
案し、ケーススタディーを実施中。TG 案は 9 月頃に提出予定。TG は
30 ページ、140 ページの補足資料からなり、提出期限は 11 月の予
定。
in silico data データを GLP 試験に利用するためには、Reviewer
及び規制当局が以下の情報を入手できる必要がある。
•モデルが構築されているトレーニングセット／化学物質
•モデルアルゴリズム
•適用範囲
現時点の DA 検証のため、LLNA 及び人データによるれふぇれんす
データの確定が非常に重要な課題である。
議題 23：トランスジェニック齧歯類体細胞・生殖細胞遺伝子変異試験
TG488 改訂作業の進捗状況
2011 年にカナダから提案され、その後 SPSF の微修正が行われた
WP である。専門家会議の結果、変異の固定時間が異なるためサンプ
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17:00
Item 24
ENV/JM/TG(2019)27
ENV/JM/TG/M(2018)3
ENV/JM/TG/EDTA/M(2018)1

リングタイムが手法によって異なる。日本は体細胞に関して TG407 との
統合の可能性から 28＋1 を強く支持することを表明。＋1 は感度の低
下を懸念する意見があった。＋28 に関して根拠を確認したところ、専門
家会議で論文として示したとの回答。＋1 に関してはデータ不足として
否定的、次年度再検討する可能性あり。Germ cell では＋3 では不十
分。＋28 が適切（マウス）であるが、ラットでは根拠が不足。
議題 24: 作業計画上のその他のプロジェクト及び進捗状況報告
Project 2.47: New TG on Determination of Effects on Earthworms
in Field Studies
TG、Validation Report は準備中、今年度中に 2 回のコメントラウン
ドを経て、次回の WNT で承認を目指す。
Project 2.76 CYP induction:
現時点で CYP Induction の TG はない。WNT は医薬以外のものま
で適用範囲を広げること及び GD を要求。GD は必要であれば TG 承
認後に作成。長期的な目標は CYP Induction assay を内分泌活性物
質の in vitro 試験と組み合わせることにある。S9 を用いる実験の他、
HepaRG 細胞を用いた手法（Goliath project?）も候補で 20 物質ほど
のデータを取得した後、今年中に SPSF の提出を目指す。EU から手
法の論文化の要求あり。
Project 4.97: EDTA Activity: Detailed Review Paper on Retinoid
System
甲状腺のエキスパートを募っている段階。9 月までに 4 章までの草
案を EG に送付し。11 月に Face to Face 会議を実施、12 月-1 月に
draft DRP を提出。
Project 2.61：New TG Radar Assay – Rapid Androgen Disruption
Animal Replacement assay
タイトルは正確ではなく”Replacement”という単語を取り消すと表明。
次回の WNT で TG ドラフトについて議論を予定。
update on Project 4.93 ：New Test Guideline for the Pig-a Assay,
an in vivo Gene Mutation Assay Promoting the 3Rs Principles
進捗状況について簡単に報告があった。
今後 Peer review を予定。その後に、WNT での commenting round
を開催する。
オランダからは、専門家グループに誰が選定されるか質問があり、そ
の一覧が WNT に送付されると事務局から回答があった。
End of Day 3

FRIDAY l2 APRIL, MORNING
OTHER PROGRAMME-RELATED ISSUES
9:00
議題 25： AOP 開発プログラム：優先順位付け及び評価プロセスへの
Item 25
WNT のインプットの増大のための選択肢
ENV/JM/TG(2019)28
AOP 開発の prioritization は非常に重要。WNT と WPHA が
Presentation
priority setting に関して重要な役割を果たしている。本件を加速するた
め AOP プログラムに関する WPHA、EGMST を含むジョイントミーティ
ング、EGMST が 6 月に開催する予定。AOP の Reviewer に対しては
charged question を準備。
9:45
議題 26：バリデーション・ワークショップの成果：経験から学んだこと、今
Item 26
後の方向性
ENV/JM/TG/RD(2019)13
BfR/RIVM workshops
試験法の検証に関する最近の非 OECD ワークショップの結果と今
後の展望、ワークショップで特定された成果、重要なメッセージ、およ
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び 次 の ス テ ッ プ に つ い て 情 報 を 提 供 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ は 、 Berlin
（March 2017）と Bilthoven（June 2018）に行われその成果が報告さ
れ、どのように試験法の質を証明するか、検証を加速化するか、規制
での受け入れを促進するか等の課題に関して、新しいパラダイムを必
要性や検証における科学的信頼性及びケーススタディーの重要性な
どが示された。日本からの GD34 の改訂を目指すものか？とのコメント
に対しては No.と回答。

11:00
Item 27
Presentation

12:00
Item 28
Presentation

ICATM workshop
2018 年 10 月に Ispra で開催。参加者 31 人。
Vivo, vitro 手法の検証原理に関する討議が行われ、参考となる動
物実験データがない場合に手法の信頼性をどのように確保するか？
等に関して情報提供が行われた。試験法検証実施の過程で認められ
た一般的な問題点として、時間及びコストの問題、参照データの不
足、Gold standard への高度の依存、物質選定におけるバイアスの存
在、SOP の透明性の欠如、利害関係者の関与、IP の存在等があげら
れた。特に動物試験の参照データがない場合にはヒト臨床データが
重要、endpoint のメカニズムベースでの関連性 (AOP)が重要。
Coffee break
議題 27：特定国からしか参加の無い専門家会合：作業手続きを変える
べきか。
事務局から下記設問に関して意見交換が行われた。様々な意見が出
たが、特に結論なし。
遠隔参加の Webex は EG の通常の形態となったが、他にできるこ
とがあるか？
- 規制担当者との事前会議/電話会議を実施する必要がある。
当局だけが、個々の試験方法を超えて対処する必要がある問題を識
別するために組織されているか
- 横断的な問題からの EG の議題についての意見を提供するように
NC に招かれるべきか？
- 規制当局からの代表者の場合は、会議の 2 週間前に NC に警告
する必要がある。（会議の出席率が当局がしきい値に達しない場合な
ど）
- WNT のサブグループは、これが本当の問題である可能性がある
場所を探り、提案を思いつくようにする必要があるか。
- これは現在問題ではないと考えて、現状を維持すべきか
議題 28：新シリーズ・ウェビナー：初期報告及び将来採り上げるべきプ
ロジェクト／トピック
OECD 事務局では、IATA、DA、動物実験代替法などの分野でのコ
ミュニケーション強化に向けてウェブセミナーをシリーズ形式で開催し
ており、規制当局への対応に関する情報・意見収集などを目的に、
2019 年にもすでに 2 回開催している。
本 item ではウェブセミナーに関する簡単な紹介が行われた。
現在、以下の項目が次のテーマ候補となっている。
• Ecotoxicity testing, what’s in the pipeline at OECD?
• Sharing lessons learnt from the IATA case studies project?
• Projects to standardise methods for nanomaterials safety
testing?
• Projects to standardise methods and existing methods on
hepatic clearance, metabolism?
• Available non-animal OECD TGs for eye irritation/serious eye
damage?
• Available non-animal OECD TGs for skin sensitisation?
• On-going projects in the area of genotoxicity testing?
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• On-going projects on developmental (neuro-)toxicity?
2018 年 に オ ミ ッ ク ス 等 の 新 し い 技 術 、 新 し い 評 価 法 Defined
Approach、AOP に関する数件の webinar を開催。今のところ 200 人
が参加人数制限となっている。これらの Webinar は記録され後でみる
ことも出来る。
新興科学および試験・評価法に関するシリーズのウェブセミナーを予
定している。
会場からはウェブセミナーに関する賛意が広く示される一方、テーマ
選定について質問があり、バランスの取れた内容にすべきこと、動物
愛護や肝臓代謝、皮膚感作性・目刺激に関する GHS など具体的な
テーマの要望も出された。これに対し事務局は提案されたテーマを積
極的に検討すると回答した。また、OECD 非加盟国やそれらの国の関
連業界からも高い関心が寄せられており、カバーしていきたいと事務
局から表明があった。
議題 29：ナノ材料安全性試験分野のプロジェクトのハイライト及び
WNT が考慮すべきかも知れない問題

12:10
Item 29

2019 年 2 月に開かれた WPMN での議論の概要をもとに、ナノ安全
性試験他に関するプロジェクトの取り組み状況について事務局から簡
単に報告が行われた。
特に、REACH 規制改正でナノ材料が対象に追加されることを念頭と
したマルタプロジェクトをはじめとする動向、新たに正式に追加された
プロジェクトについて説明があった。今後の SPSF 提出やテレビ会議
などのスケジュールが示された。
さらに、次のステップとして、WPMN から WNT にアドバイスを求めると
いう形で以下の問題について討論に委ねられた。

ENV/JM/TG(2019)29
Presentation

1 TG の参考文献として挙げられている ISO の文書が無料で利用で
きない問題（物理化学特性など）
2 評価する試験法の適用可能性や有効性確認に必要なナノ材料の
数・種類に関する指針
事務局は今後、ナショナルコーディネーター（NC）からの意見を元にド
ラフトペーパーを作成し次のステップに関する提案を行う意向であり、
NC の関与を期待しているとコメントがなされた。

13:00
Item 30
13:05
Item 31

フランスやイギリスはじめ参加国からは、ISO との直接の対話を通じた
解決の重要性が指摘され、事務局としても ISO はビジネスモデルが
OECD と異なるものの、良好な関係を保っており進捗している、NC と
もコミュニケーションを取ることは可能だと回答した。また、TG に含ま
れる ISO 規格を改訂に合わせて自動的に更新する必要性や、TG の
ユーザーが ISO に使用料金を課される問題もあり、WPMN 内や WNT
との議論を通じて問題解決に取り組んでいるとの表明があった。
2 の問題については、一種類のナノ材料だけで TG 認証を進めていい
のかという問題提起があり、非常に多様なナノ材料の影響について研
究を進めているため、ケースバイケースで判断しつつ、カテゴリを考慮
しつつ多くのナノ材料を射程にいれるべきとの意見が出された。
議題 30： ビューローの指名
Michel (Germany), Miriam (UK), Kojima (JP)
Any other business
-

Report from SLR Level 1 workshop
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Presentation

-

Systematic literature review (SLR)
DNT project
Omics Guidance (EAGMST project)
Update on Malta projects
PBK Guidance (WPHA & EAGMST project)
MISA project by Eurometaux

議題 31：その他
デンマークが QSAR Project に関してショートプレゼン。
環境省より日本でヨコエビ（Hyalella azteca）を用いた底生生物試験
法の開発について準備しており、共同提案国や協力国を募る旨を発
言。フランスが協力を表明。その他、数カ国が前向きに考えるとした。
14h00: Meeting Closure

５.２. ESAC 第三者評価会議
アンドロゲン活性検出法 AR-CAULX の ECVAM 科学諮問委員会（ESAC）による第三者評価会議が、
JRC のイタリア／イスプラの会議室で開催され、国内専門家を派遣した。会議の概要を以下に示す。

（１） 背景及び目的
日本が世界に先駆けて開発したアンドロゲン活性を検出できる AR-EcoScreen は、2016 年に OECD
の TG458 として採択された。この度、当該試験法と同様の検出力を持つ試験法 AR-CAULX 法がオラン
ダで開発され、欧州動物実験代替法評価センター（EURL-ECVAM）におけるバリデーション研究が終了
した。これを受け、AR-CAULX 法を TG458 に追加収載することを目指し、EURL-ECVAM 科学諮問員会
（ESAC）でバリデーション報告書の第三者評価を行うための作業グループ（WG）が設立された。この WG
の目的は、TG 改定に必要な資料であるバリデーション報告書のもとにした評価報告書の作成である。
国内専門家は、この WG 会議に TG458 の改定に関与する OECD EDTA（内分泌かく乱物質検出法）
－NA（非動物実験）のメンバーとして参加し、評価に加わるとともに、AR-EcoScreen に関する情報を提
供する目的で参加した。

（２） 議事等
第三者評価は、事前に EURL-ECVAM により用意されたフォーマットに従い、事前に配布されたバリ
デーション報告書及びその添付資料をもとに実施された。
評価項目及び簡単な WG の回答を以下に示す。WG 会議では、試験法開発者（電話会議で参加）や
バリデーション実施者の意見を聞きながら、一つひとつの項目を全員で詰めていった。まだ詳細は固まっ
ていないことから、概要のみを示したが、全体的には本試験法は高評価であった。
最後にまとめられた最終提言を以下の（イ）に示す。これらの案は暫定であり、メールまたは必要なら
電話会議で修正・加筆された後、6 月初旬に開催される ESAC で議論された後、最終化される。来春の
TG458 改定（AR-CAULX を TG に追加する）に向けて、今秋にも EURL-ECVAM よるバリデーション報
告書とともに、第三者評価報告書は OECD に送られる予定である。
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１） WG の回答
（ア） 試験法の評価項目及び評価概要
a） 試験目的と計画
AR-CALUX 法は、受容体の二量体化と結合した後に DNA 活性化が引き起こされる分子開始事象
（アンドロゲン受容体への結合）を検出するように設計されている。試験法の測定指標は、DNA 転写によ
るルシフェラーゼ活性化である。レポーター遺伝子（トランス活性化）試験及びルシフェラーゼ応答の原理
は十分に確立されており（文書化されており）、科学的及び規制上で受け入れられている。内分泌活性及
びかく乱の評価に関する OECD TG（例えば、TG 455、TG 457 及び TG 458）にも同様の試験法が採用
されている（GD 150）。
b） 既存データの収集
バリデーション報告書に同意する。
c）

試験の間に集められたデータの質的な保証法

施設毎の結果は、GLP 及び ISO システムで保証されている。
d） 試験目的に使われるデータの質
種々のデータと適切な比較が必要との見解を示している。
e）

試験法の定義

SOP の種々の改訂が確認された。真のアンタゴニストと偽のアンタゴニストとを区別するための比較
R2 規則を用いた特異性試験は、価値ある追加的な統計的ツールとして考えられており、他の試験法にも
広範に利用されるべきである。
f）

試験材料

適切に選択されている。
g） 施設内再現性
施設内再現性は＞ 94％であった。ただし、施設間再現性と反復性の区別が計画に明記されていな
い。
h） 透明性
技術移転の計画や SOP の改訂が明確である。
i）

施設間再現性

施設間の再現性は＞ 94％であった。
j）

予測性と関連性

試験プロトコルで定義されているように、陽性または陰性の分類に基づいた試験法の感度、特異度及
び正確度は優れていた。アゴニストについては、感度は＞ 90％、特異度は 100％、正確度は＞ 93％で
あった。アンタゴニストについては、全てのパラメータは 100％であった。。一方、本法はステロイドホルモ
ンをも検出できるという特長を持つ。
k） 適用範囲
化合物のバリデーションセットは通常広範に使用されるており、他の ARTA のバリデーション研究から
入手可能なデータよりも多い。
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l）

性能標準

見解なし。
m） 一般的な使用の状態
この試験法は、スクリーニング目的、作用機構研究及びリスク評価、ならびに規制上の意思決定のた
めの情報を裏付けるために利用できる。ナノ材料及び医療機器材料の試験などの他の使用分野への利
用を広げるには、事前に定義された性能基準をもとにバリデーション研究が必要となる。
n） 他の考察
判定基準の変更にも同意する。
o）

結論

TG に相応しい試験である。
p） 推奨事項
SOP の改訂が必要との見解を再度示した。
（イ） 最終提言
2014 年に EURL ECVAM は、OECD の試験法ガイドライン（TG）を目指し、AR-CALUX 法のバリデ
ーション研究を開始した。2019 年 3 月、ESAC は AR-CALUX 法に関して第三者評価を実施し、EURL
ECVAM に科学的な意見を提供するよう正式に求められた。ESAC AR-CALUX 法作業グループ（WG）
は 2019 年 5 月に設立され、（1）この方法の科学的根拠、（2）バリデーション研究中で評価された全体的
な性能、（3）その妥当性、（4）適用性と制限について討議した。
ESAC WG の解析と結論は、すべての関連研究附属書及び補足文書を含む EURL ECVAM 研究バ
リデーション報告書に基づいて行われた。評価には、試験法開発者からの情報提供を促すための ESAC
WG からの直接的な要求も含まれている。
結果として、ESAC WG は次のように結論付けた。
1）AR-CALUX 法は、アンドロゲン受容体活性化を評価するための科学的に正しい方法である。
この試験法は、受容体の二量体化と結合した後に DNA 活性化が引き起こされる分子開始事象（ア
ンドロゲン受容体への結合）を検出するように設計されている。試験法の測定指標は、DNA 転写によるル
シフェラーゼ活性化である。レポーター遺伝子（トランス活性化）試験及びルシフェラーゼ応答の原理は
十分に確立されており（文書化されており）、科学的及び規制上で受け入れられている。内分泌活性及び
かく乱の評価に関する OECD TG（例えば、TG 455、TG 457 及び TG 458）にも同様の試験法が採用さ
れている（GD 150）。
2）AR-CALUX 法の性能特性は、それらが定義されている規制上の目的に適している。
施設内及び施設間の両方での試験法の再現性は＞ 94％であった。試験プロトコルで定義されてい
るように、陽性または陰性の分類に基づいた試験法の感度、特異度及び正確度は優れていた。すなわち、
アゴニストについては、感度は＞ 90％、特異度は 100％、正確度は＞ 93％であった。アンタゴニストに
ついては、全てのパラメータは 100％であった。これらの性能は、規制上の陽性または陰性を分類するた
めの堅牢な方法であることを示している。しかし、ステロイドホルモンをも検出できるという潜在能力を評価
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に取り入れることは価値があるかもしれない。
3) ヒトアンドロゲン受容体を介した経路に対する AR-CALUX 法の生物学的関連性は確立されてい
る。
4) 試験は一般に化学物質のアンドロゲンアンタゴニスト活性の測定に適用可能である。
この試験法は、スクリーニング目的、作用機構研究及びリスク評価、ならびに規制上の意思決定のた
めの情報を裏付けるために利用できる。ESAC は、この試験法は HTS（ハイスループットスクリーニング）
の使用に適していると考えた。化合物のバリデーションセットは通常広範に使用されており、他の ARTA
のバリデーション研究から入手可能なデータよりも多い。なお、化学物質の選択は OECD の VMG-NA の
支援によって選択された。
真のアンタゴニストと偽のアンタゴニストとを区別するための比較 R2 規則を用いた特異性試験は、価
値ある追加的な統計的ツールとして考えられており、他の試験法にも広範に利用されるべきである。
ナノ材料及び医療機器材料の試験などの他の使用分野への利用を広げるには、事前に定義された
性能基準をもとにバリデーション研究が必要となる。

５.３. 17th VMG-NA
VMG-NA（17th Meeting of the Validation Management Group for Non Animal Testing、第 17 回
非動物試験検証管理グループ会合）が 2019 年 11 月 7 日-8 日に OECD ホストによる Webex 会議とし
て実施され、国内専門家 1 名が参加した。以下にその概要を記す。


Item 1. Opening of the meeting and adoption of the draft Agenda


The VMG-NA will be co-chaired by Warren Casey (US) and Eszter Simon (CH)



Tour de table



The draft Agenda has been circulated and posted on the Clearspace site.

VMG-NA では Webex 会議は初めてだが、OECD 事務局から状況報告。数人の参加者にシステムト
ラブルがあるとのこと。新たな Call in No. が示された。
参加者は多いが、誰のシステムが work していないかを確認するため、全員のシステムの状況が確認
された。
Warren から opening remark. ARTA が今回の重要案件であることが紹介された。


Item 2. ARTA assays


Project 4.73 led by JRC (Anne Milcamps; 25 min)
o Validation of the AR CALUX assay
o Revision of TG 458 as a AR PBTG



Project 4.99 led by Korea (HeeSeok Lee; 25 min)
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o Validation of MMTV ARTA assay.
EU の試験系に関して、Anne から背景とディスカッション項目に関するプレゼンが行われた。
① Ecoscreen, ARCalux, Korean ARTA で検 証 を実施 してい る化 合物数が 異なるが 、
Proficiency chemical の表を 1 つにするか、分けるか？
→現状のままとする。
② TG455 に合わせて、報告の項に純度等の情報を追加。
③ AR-STTA、ARCALUX、Korean ARTA で報告書に記載する項目の相違点について統一す
る意見があった。各試験法はそれぞれ独自に開発されてきており、必ずしも統一する必要は
ないのではないかとコメントしたが、可能な限り統一する方がよいとの意見が多数であり、可
能な限り統一する方向で調整することとなった。
④ Specificity control のオプション化は行わず、AR Calux 及び Korean ARTA では義務とす
る。
⑤ 結果の説明中の試行数に関しては,本文中に移し、ここからは削除。
韓国の試験系に関して、Hee-Seok から TG の背景とディスカッション項目に関してプレゼンが行われ
た。
WNT のコメントの中に韓国の細胞の親細胞でヒトのレトロウイルスを産生するとの報告があり、安全上
の懸念が示された。
→韓国において、ウイルス産生に関する characterization の実施を検討する。今月末には終了させ
る。
今後、コメント対応を確定して 2 回目のコメントラウンドに進むこととなる。


Item 3. Update on Thyroid projects


Other updates (10 min)



JRC update on work to develop in vitro thyroid assays (Sandra Coecke; 30 min)

JRC から Thyroid 関連試験の進捗に関してプレゼンが行われた。
・ EU が開発を行っている TR 関連の in vitro 試験。
・ 2012 年に OECD が TR に関する scorping paper を発行。
・ その中で検証を進める必要があると判断される 17 試験法に関する検証を EU-NETVAL のもとで
9 カ国、14 試験機関が関与して専門家グループを結成して、chemical 選定や試験法の評価を
実施。
・ 検証は Part 1（技術的評価、SOP 案の作成、施設間再現性の評価）、Part 2（信頼性評価）のス
テップからなる。
・ 今後はセルバンクに関する SOP の作成、Part 1 は来年には報告可能。
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・ 検証のための物質選定はメカニズムごとに選定する必要があるため複雑であり、Part 2 のための
物質選定は 15 人の専門家によって、in vitro 及び in vivo の情報、ヒトの情報などを基に選定予
定である。


Progress from US (Mike Hornung; 20 min)

EPA から進捗報告が行われた。
・ TPO 阻害、ヨウ素化阻害、ヨウ素取り込み、甲状腺軸を基にメカニズムごとに合成系、シグナル伝
達等に関する試験法を開発中。
・ TPO 阻害は、市販の Peroxidase 用の基質を用いて HTP assay を構築、TPO の供給源はラッ
トの cytosol を用いるが、供給源に動物を使うことについて懸念が示された。
・ ヒト TPO を発現させた細胞を用いる方法についてコメントがあった。
・ Thyroid ホルモン合成系に関しては一用量で 1900 物質について測定済。


Korean project to develop new TR (HeeSeok Lee; 5 min)

韓国の甲状腺関連試験について報告された。
・ 甲状腺ホルモン活性測定用のレポーター遺伝子アッセイに関する進捗を報告。
・ 現在はアッセイの至適化を実施。
・ 62 物質でプレスクリーンを実施し、5 物質で陽性の結果が得られている。
・ 来年 SPSF を提出予定。その後、バリデーション開始予定。


Item 4. Update on metabolism work underway


CYP induction test method, JRC (Sandra Coecke; 10 min)

分化ヒト肝細胞での CYP 誘導試験について紹介があった。


Canadian assay development (Ella Atlas; 10 min)



H2020 Goliath Metabolic Disruption project (Miriam Jacobs; 10 min)

欧州の Goliath プロジェクトの紹介があった。
・ 本プロジェクトは代謝系かく乱化学物質(Metabolic Disrupting chemicals, MDC)の作用機序に
関する理解を深めること、確認された作用機序と有害作用に関連し、標的組織における主要な生
物学的機序に基づいて試験法の候補を開発すること、アッセイ候補について検証済み試験方法
に開発すること、MDC の試験法と評価に関する国際的に調和した統合アプローチ（IATA）を開発
することなどを目的としている。


Item 5. Update on use of quantitative concentration -response results from in vitro assays
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Summary of discussion at October ICATM workshop (Anne Milcamps/Warren
Casey/Hajime Kojima; 20 min)

議論なし。


Thought starter for WNT (Miriam Jacobs; 10 min)
o Possible dedicated TC following April WNT meeting.

議論なし。


Item 6. Updates on other work.


ER/AR in vitro assay development (HeeSeok Lee; 5 min)



TBD

・ Bioluminescence Resonance Energy Transfer (BRET) technology を用いた試験法に関する
報告。
・ 手法としては受容体結合を検出するもの。
・ 蛋白-蛋白相互作用（PPI）を検出する方法として FRET（Fluoressence resonance Energy
Transfer）があるが、BRET は受容体に nano luciferase を融合させた蛋白と、同様に Halo-tag
を融合させた蛋白を作製し、二者が会合したときの、化学発光の波長変化を検出する方法。
・ Traditional な受容体結合では RI 使用の問題や経済性の問題で開発を行っているとのこと。
・ 現在、手法の指摘化を実施。72 物質についてデータを取得。
・ 将来的に SPSF を提出予定。
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６.

ナノ材料の安全性評価試験法の活用に向けた課題の調査

６.１. 調査の目的等
（１） 経済産業省ナノ安全 PJ による気管内投与試験法の開発経緯と成果の発信状況等
１） 開発経緯
吸入性化学物質の有害性評価試験法のゴールドスタンダードは吸入暴露試験である。人の暴露形態
と同様な生理的投与であるが故に人の生体影響に関わる極めて重要な有害性情報を提供するが、その
反面、高額なコスト、大型設備の配置、専門スタッフの確保、多額の経費を行うこと、対象となる材料が大
量に必要になる。しかし、数多くの化学物質が存在するためにすべての化学物質に対して有害性評価を
行うことは困難である。一方、対象物質を直接注入する気管内投与試験は、既知量投与による用量反応
関係や生体反応機序の解明に適しており、経費も廉価で、大型設備等の不要であり、有害性評価試験
法への活用が有望視されているものの、有害性に対して十分な知見がなく、評価も限定的である。
そこで、経済産業省「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」プロジ
ェクト（以後、経済産業省ナノ安全 PJ）（平成 23 年度～27 年度）において、気管内投与試験方法（研究
開発項目②）が開発された。
２） 成果の発信等
同 PJ の成果は、その後、平成 28 年度～29 年度に国際標準化に向けた調査及び活動が行われ、そ
の成果は、国内において「気管内投与試験方法の手順書」として公開された。
また、海外に向けても 2019 年に「In Vivo Inhalation Toxicity Screening Methods for Manufactured
Nanomaterials」として成果の発信が行われた。
OECD WPMN においても、2018 年に開催された第 17 回・第 18 回会合において、気管内投与試
験法のガイダンス文書作成の提案等が行われた。しかし、OECD WPMN においては、提案内容に対し
て、気管内投与試験方法を含む簡便な吸入毒性試験方法の規制における位置づけの明確化が指摘さ
れ、吸入毒性試験に関するガイダンス文書（GD 39）の改定作業と重なったこともあり、いったん WPMN
の作業リストから削除されることとなった。なお、GD 39 は 2018 年 7 月に改訂され、本文中に気管内投与
試験方法について記載されるとともに、付録 VI として気管内投与試験方法の技術について紹介されるこ
ととなった。

（２） 経済産業省ナノ安全 PJ による成果
経済産業省ナノ安全 PJ においては、気管内投与試験法を使用する際の試験条件やデータ解釈上
の留意点について、同 PJ の「初期有害性情報取得のための低コスト・簡便な有害性評価技術の構築」の
成果として「気管内投与試験法を初期有害性情報取得の目的で用いる際のデータ解釈上の留意点」（平
成 28 年 3 月、学校法人 産業医科大学 産業生態科学研究所）をまとめて、公表している。
同報告の冒頭では、吸入暴露試験と気管内投与試験法について、以下に抜粋したように、吸入暴露
試験は吸入性化学物質の有害性評価試験法のゴールドスタンダードであるものの、吸入暴露試験法は
大型設備や取扱者の熟練、高額なコストが必要であり、数多くの化学物質すべてについて吸入暴露試験
により有害性評価を行うのは困難であることから、経費も廉価で大型設備等も不要であり、既知量投与に
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より用量反応関係や生体反応機序の解明に適した気管内投与試験法への活用が有望視されている、と
説明している。
吸入性化学物質の有害性評価試験法のゴールドスタンダードは吸入暴露試験である。ヒトの暴露形態と同
様な生理的投与であるが故にヒトの生体影響に関わる極めて重要な有害性情報提供を行うが、その反面、高
額なコスト、大型機器の設備、取扱者の熟練等が必要である。
しかし、数多くの化学物質が存在するためにすべての化学物質に対して有害性評価を行うのは、困難であ
る。一方、対象物質を直接注入する気管内投与試験は、既知量投与による用量反応関係や生体反応機序の
解明に適しており、経費も廉価で、大型の設備等も不要であり、有害性評価試験法への活用が有望視されて
いるが、有害性に対して十分な知見がなく、評価も限定的である。

同報告書では、「3.4 気管内投与試験において吸入暴露試験の結果に近づけるための留意点」を整
理している。留意点は、投与量、観察期間、肺内分布の不均一性、分散剤の使用、肺炎症、ナノ材料の
半減期、多臓器への移行、についてそれぞれ気管内投与試験と吸入暴露試験の結果に基づき留意点を
提示している。
投与量については、いくつかの物質について、気管内投与試験と吸入暴露試験を実施した結果に基
づき、肺炎症を示す用量、急性期における一過性の炎症を示す用量、等を比較検討し、肺毒性の低い
ナノ材料であっても、クリアランスの遅延と軽度の持続炎症のみられない最大投与量として 1mg/rat を提
示している。
観察期間については、一般的に行われている急性期の評価だけではなく、慢性期の評価も対象とし
て検討している。これは、高い肺毒性を有する吸入性化学物質の中には、炎症の発症が暴露直後には
著明でないものも存在するためであり、また、持続炎症が有害性を評価するための重要なエンドポイント
ではあるが、線維化も一過性でないことを確認することが重要であるとして、観察期間は、3 か月、または
6 か月まで観察することを提示している。
肺内分布の不均一性については、気管内投与では注入した懸濁液の広がる領域である末梢気道を
中心とした周囲の肺胞領域が肺内分布であるのに対して、吸入暴露では、吸入性粒子は、空気力学的
挙動や拡散等による肺内に沈着するため気管内注入した粉じんよりも肺胞の奥まで分布することが想定
されるとの前提から、両者の試験による肺内分布について実験結果と文献調査結果に基づき検討し、気
管内投与試験のナノ粒子の分布が、吸入暴露試験や人の暴露と多少の分布の差はあっても、おおむね
大差はないと考えられることを示している。
分散剤の使用については、気管内投与試験では吸入暴露試験と異なり分散剤を使用するため、分散
剤による影響も検討することが必要である。報告書によれば、分散剤は高濃度になるとそれ自体で肺の
炎症を誘発したとして、分散剤の濃度による肺内の炎症誘発性を調査し、懸濁液中の分散剤は低濃度
（0.1%以下）にすることが妥当であるほか、分散剤の中には炎症抑制作用を有するものもあることを提示
している。
肺炎症については、肺炎症に係る様々な濃度や量を測定した結果から、炎症能を有するナノ材料と
炎症能の低いナノ材料について、発現の上昇と持続性炎症について調査した結果から、炎症能を有す
るナノ材料については吸入暴露試験で発言が上昇し、気管内投与試験では持続性炎症を示す一方、炎
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症の低いナノ材料では、吸入暴露試験では発現の上昇がなく、気管内投与試験でも一過性の発現上昇
のみであることを示している。また、BALF（気管支肺胞洗浄液）の ALP 濃度は、炎症能を有するナノ材料
では気管内投与で上昇したが、炎症能の低いナノ材料では濃度上昇は示されなかった、としている。肺
の病理組織標本に関しては、肺胞におけるマクロファージや好中球の炎症細胞が、炎症能の高いナノ材
料では持続性の湿潤を認め、炎症能の低いナノ材料では一過性の炎症が認められ、線維化については
炎症性の高いナノ材料にのみ一過性が認められたことを示している。
ナノ材料の半減期については、気管内投与では bolus effect が起こること等から、両者の半減期は異
なり、気管内投与による半減期は、吸入暴露の半減期と同等か長くなる、ことを示している。
他臓器への移行については、実験結果と文献調査結果から、量的な問題はあるものの、脳以外の沈
着に関しては、気管内投与と吸入暴露における移行に差異はないように思われる、と説明している。脳へ
の沈着に関しては、鼻腔から嗅球を介して脳に移行することが考えられることから、気管内投与試験では
吸入暴露試験より移行しにくい可能性があり、気管内投与試験では、脳への移行は過小評価する可能性
がある、と指摘している。
こうした検討事項に基づき、気管内投与試験と吸入暴露試験の結果の類似と相違について、以下の
ようにまとめており、気管内投与試験の結果を、吸入暴露試験の結果に近づけるアプローチとしては、対
象物質の分散性の確保と過剰投与の回避、分散剤の低濃度での使用、多臓器への影響における脳以
外の臓器への影響の総合的評価、であると推測している。また、類似点から、両試験ともに半減期が著明
な遅延を起こさない程度の暴露状況で炎症を中心としたエンドポイントを評価し、気管内投与試験では持
続性炎症を、吸入暴露試験では炎症の亢進または持続性を判断基準とする場合には、吸入暴露試験で
炎症所見を示したナノ材料のランク付けは気管内投与試験での炎症のランク付けと一致する傾向にあり、
ナノ材料の有害性評価に気管内投与試験が有用である、と示唆しており、いずれにしても、気管内投与
試験は、一定の条件下で実施するならば、ナノ材料の有害性評価に有用であると結論している。
気管内投与試験と吸入暴露試験の結果の相違として、気管内投与試験では、１）bolus effect による人工的
反応、２）肺内分布の不均一性、３）肺からのクリアランスに閾値がないこと、４）多臓器のうち、脳や胎児への沈
着が少ないこと、５）高濃度の分散剤（Triton、Tween）は肺の炎症を誘発すること、などが我々の知見及び論
文の報告から認められた。よって、対象物質の分散性を確保すること、過剰投与を避けること、分散剤
（Triton、Tween）を低濃度（0.1%以下）にすること、多臓器への影響において、脳以外の多臓器の影響を総
合的に評価することが、気管内投与試験の結果が、吸入暴露試験の結果に近づけるアプローチであると推測
した（森本ら、2013 年）。
また、両試験の類似点として、肺毒性評価に炎症を中心としたエンドポイントが有効であること、ともに過剰
投与により半減期が遅延し、それに伴い炎症反応が亢進することが考えられる。両試験とも半減期が著明な遅
延を起こさない程度の暴露状況で炎症を中心としたエンドポイントを評価し、気管内投与試験では、持続性炎
症、吸入暴露試験では、炎症の亢進または持続性を判断基準とするならば、吸入暴露試験で炎症所見を示し
たナノ材料のランク付けは、気管内投与試験での炎症のランク付けと一致する傾向にあることから、工業用ナノ
材料の有害性評価に気管内投与試験が有用であることが示唆された（Morimoto et al. 2016）。

さらに、肺毒性評価に関しては、以下のようにまとめており、肺の炎症が慢性期において消失している
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場合はナノ材料の有害性は低く、慢性期において持続または進行する場合や、慢性期に新たな病理所
見を認める場合には、吸入暴露試験で検討する必要がある、として、慢性期における肺の炎症の違いに
より、気管内投与試験が有用であるか、吸入暴露試験を採用すべきか、の判断基準等を示している。
吸入暴露試験で炎症所見を示したナノ材料のランク付けは、気管内投与試験での炎症のランク付けと一致
する傾向にあることが示唆された。よって、肺の炎症が慢性期において消失している場合はナノ材料の有害性
は低いことが考えられる、一方、肺の炎症が慢性期において持続または進行する場合（BALF の好中球比率
や好中球数の持続または増加）、肺の慢性期に新たな病理所見（泡沫化マクロファージの湿潤、けい肺結節
像など（但し粒子の貪食像した肺胞マクロファージの軽度の肺胞内集簇は除く）を認める場合、吸入暴露試験
で検討する必要があると考える。

（３） 目的等
上記したように国内外での成果の発信等を行っているにも関わらず、国内において、同 PJ で開発さ
れた気管内投与試験方法のナノ材料の安全性評価への活用があまり進んでいないという実態がある。
そこで、同 PJ の開発成果である気管内投与試験方法の国内での活用拡大に向けて、関係者へのヒ
アリング調査を行い、活用の実態の把握とともに、活用拡大に向けての課題の抽出を行った。

６.２. 調査方法
気管内投与試験法の活用に係る課題を抽出・整理するために、国内で実施されているナノ材料を用
いた気管内投与試験が、どのような目的で実施されているかを文献調査と試験機関／専門家／企業へ
のヒアリング／アンケート調査により調べた。

（１） 文献調査
１） ナノ材料を用いた気管内投与試験の実施事例とその概要調査
文献検索により、国内でナノ材料を用いて気管内投与試験を実施している研究において、吸入暴露
試験ではなく、気管内投与試験法を選択した目的と、研究概要、研究全体の目的、を調査する。
文献検索に用いるデータベースは、「Google Scholar」とする。
２） 化学物質全般における安全性評価における気管内投与試験法の位置づけに係る調査
ナノ材料にこだわらず、化学物質全般について、安全性評価を目的とした気管内投与試験法を活用
状況について調査する。
３） 吸入暴露試験の代替法としての気管内投与試験の開発状況に係る調査
吸入暴露試験の代替法としての気管内投与試験の、国内における開発によりこれまでに公表された
成果や見解等を整理する。

（２） ヒアリング調査
上記（１）文献調査の結果をもとに、受託試験機関、専門家、企業等に対して、ヒアリング／アンケート
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調査を行う。
１） 受託試験機関等
気管内投与試験法の活用の実態を中心に、現状について把握するためのヒアリング／アンケート調
査を実施する。
２） 専門家
気管内投与試験方法の開発に携わる専門家を対象に、現在の気管内投与試験法の開発状況、国際
標準化及び活用拡大に向けて、試験法開発において今後取り組むべき事項等を中心にヒアリング調査
を実施する。

６.３. 調査結果
（１） 文献調査
１） ナノ材料を用いた気管内投与試験の実施事例とその概要調査
文献検索データベース「Google Scholar」を用いて、検索キーワードを日本語の「気管内投与」＋「ナ
ノ」に設定し、文献の検索を行った。引用文献、特許は除き、検索対象期間は特に設定せずに検索したと
ころ、521 件（2019 年 7 月 5 日時点）が抽出された。抽出結果の上位 100 件について、総説やレビュー
を除き、さらに 2010 年以降（過去 10 年程度を対象）に発表された文献を除いた 34 件について、試験物
質、調査／試験実施の目的と気管内投与試験実施の目的、を整理した。
（ア） 対象物質
試験対象としているナノ材料は、以下のように、TiO2、CNT、NiO を中心とした 10 材料であった（表
６-1）。
表 ６-1 試験対象としているナノ材料についての文献検索結果
対象物質
CNT
SWCNT
MWCNT
TiO2
NiO
ZnO

文献件数
15
1
12
11
8
4

対象物質
マグネタイト
シリカ
銀
磁性ナノ
CeO2

文献件数
3
3
3
2
1

上記材料は、いずれも国内外ともにナノ材料としての生産量が多く、その多くがナノ材料として比較的
早い時期から製品化された材料である。
（イ） 気管内投与試験法選択の目的
抽出された 34 件の文献について、気管内投与試験法を使用した目的について調査したところ、吸入
暴露試験の代替法としての気管内投与試験法の確立のために試験条件等を検討したものが 16 件、吸
入暴露試験の代替法として気管内投与試験を選択して試験を実施しその結果を解析しているものが 5 件、
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気管経由での毒性影響を調べるために気管内投与試験を選択し毒性評価を行っているものが 12 件、気
管内投与による影響を調査したものが 1 件、であった。なお、2010 年以前に発表された文献 1 件（2008
年）で、遺伝毒性解析のためのスクリーニング試験として気管内投与試験を実施した文献があった。（表
６-2）
表 ６-2 気管内投与試験法選択の目的に関する文献検索結果
気管内投与試験選択の目的
気管内投与試験の標準化／試験法確立のため
吸入暴露試験の簡易の代替法として（気管内投与試
験法と吸入暴露試験法の比較は実施していない）
気管内投与による影響を調査するため
気管経由での毒性影響を調べるため

件数
16
5
1
12

上記結果から、過去 10 年程度の期間でみれば、気管内投与試験法は、吸入暴露試験の代替法ある
いはスクリーニング等の簡易法として実施するための試験法確立の観点から実施しているものと、気管経
由で取り込まれるナノ材料の毒性評価を行うために実施しているものの 2 つに大別される。なお、後者の
気管経由で取り込まれるナノ材料の毒性評価も、吸入暴露試験の代替法または簡易法として、吸入によ
る影響を調べるために選択された試験法であり、前者も後者も吸入暴露試験の代替法として実施あるい
は実施を検討している点では共通している。
（i）

吸入暴露と気管内注入試験の比較研究例
上記検索期間後の 2019 年 7 月 15 日に、フランスやデンマーク、ノルウェー、フィンランドの国立研究

所の研究者による共同研究結果として、吸入暴露と気管内注入試験との比較を行った研究結果が公表
された。


Pulmonary toxicity of two different multi-walled carbon nanotubes in rat: Comparison between
intratracheal instillation and inhalation exposure. Gaté et al., Toxicol. App;. Pharmacol., 2019
上記論文は、2 種類の MWCNT を用いて、濃度 0.5 及び 1.5mg/m3 のエアロゾルにより、吸入暴露

（鼻部）試験と気管内投与試験を行い、その結果を比較した研究である。2 種類の MWCNT は長く太い
（NM-401；L4.0±0.37μm, φ67nm）ものと、短くて細い（NM-403；L0.4±0.037μm, φ12nm）を用い
て行っている。肺内の沈着量は、吸入後のほうが、注入による沈着量よりも少ないことを示した。どちらの
暴露方法においても、肺内の好中球流入が誘発され、DNA 損傷レベルの増加が観察された。投与用量
を考慮に入れると、吸入暴露による亜急性と、1 回の注入による結果は、非常に類似した炎症と DNA 損
傷反応を生じたことから、本研究では、MWCNT の気管内注入と吸入後の観察された用量依存性の炎症
反応は類似しており、沈着表面積により予測されることを示唆した。
また、本論文は、気管内注入が腫瘍は有害性の特定とランク付けのための価値あるアプローチである
可能性を仮定することにつながる、と結論付けている。
２） 化学物質全般における安全性評価における気管内投与試験法の位置づけに係る調査
ナノ材料に限定せず、化学物質全般において、安全性評価における気管内投与試験法がどのような
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位置づけにあるかを調査した。
気管内投与法は、天然鉱物繊維であるアスベストの代替として開発使用されている、人造鉱物繊維

1

のうち人造非晶質繊維について、欧州において発がん性の分類と包装表示に係り CLP 規則（旧
97/69/EC 指令）の中で、人造非晶質繊維の肺内の生体液に対する溶解性を判定する際の基準として採
用されている。これは、人造鉱物繊維が、肺内での対流性が高いほど健康影響リスクが高くなることが知
られており、EU では、生体内溶解性が一定基準以下の物質は、健康影響リスクが低いとして、4 条件の
いずれか 1 つを満足した物質は、発がん性分類の適用除外となり、表示等の対象物質に該当しない、と
するものである。
具体的には、CLP 規則の附属書 VI に以下のように規定されている。
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European parliament and of the council of 16 December 2008 on
classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Annex VI
Harmonised classification and labelling for certain hazardous substances
1. Part 1: Introduction to the list of harmonized classifications and labellling
1.1. Information listed for each entry
1.1.3. Notes assigned to an entry
1.1.3.1. Notes relating to the identification, classification and labelling of substances
Note Q: The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown that the substance fulfils
one of the following conditions:
 A short term biopersistence test by inhalation has shown that the fibres longer than 20 μm have a
weighted half-life less than 10 days; or
短期間吸入暴露による生体内耐久試験で、長さ 20μm 以上の繊維の荷重半減期が 10 日未満である
 A short term biopersistence test by intratracheal instillation has shown that the fibres longer than
20μm have a weighted half-life less than 40 days; or
短期間気管内投与による生体内耐久試験で、長さ 20μm 以上の繊維の荷重半減期が 40 日未満である
 An appropriate intra-peritoneal test has shown no evidence of excess carcinogenicity; or
適切な腹腔内投与試験で過大な発がん性の証拠がないことが示される
 Absence of relevant pathogenicity or neoplastic changes in a suitable long term inhalation test.
的確な長期間吸入暴露試験で、関連ある病原性変化もしくは腫瘍性変化がない

また、国内においては、平成 31 年 3 月に、毒物及び劇物取締法に係る、4-メチルベンゼンスルホン酸
の劇物指定に当たり、事業者から提出された 8%製剤の毒性データのうち、急性吸入毒性に係るデータ
について、急性気管内投与毒性で評価された値を、吸入暴露の代替する結果として採用し、最終的にそ
れらデータをもって、同物質及び製剤の劇物への指定を行った事例がある。これは、国内規制において、
気管内投与試験法の結果を、急性毒性に限って、吸入暴露試験の結果の代替と判断した事例である。

1

人造鉱物繊維は、人造非晶質繊維と人造結晶質繊維からなる。人造非晶質繊維には、ガラス長繊維、グラ
スウール、特殊用途のガラス微細繊維、スラグウール、ロークウール、アルカリアースシリケートウール、リフ
ラクトリーセラミックファイバー、が含まれる。また、人造結晶質繊維には、アルミナ繊維、ウィスカー類（チタン
酸カリウムウィスカ、炭化ケイ素ウィスカなど）が含まれる。
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３） 吸入暴露試験の代替法としての気管内投与試験の開発状況に係る調査
（ア） 気管内投与試験に係る文献推移
吸入暴露試験の代替法としての気管内投与試験法の開発状況については、長谷川（2014） 2により、
1920-2009 年までの実験動物の気管内投与と吸入暴露に関する論文の推移を調べた結果がある（図
６-1）。図 ６-1 は、Thomson reuters 社の Web of Science におけるキーワード検索によるデータである。
長谷川（2014）2 が記載しているように、吸入暴露は 1960 年代から、気管内投与は 1980 年代より報告数
が増加し、近年は気管内投与に関する報告が吸入暴露の 1/4 程度で推移している。

図 ６-1 長谷川(2014)2 による実験動物の気管内投与、吸入暴露に関する論文の推移（1920-2009
年）
最近では、経済産業省 PJ もあり、国内においてナノ材料を中心に、気管内投与試験法と吸入暴露試
験法の結果の関係を明らかにすることを目的とした試験が増加しつつある。
（イ） 気管内投与試験の吸入暴露試験の代替法としての有用性
長谷川（2014）2 では、吸入暴露試験の代替法としての気管内投与試験の有用性を検討しており、気
管内投与試験を吸入暴露試験と比較した際の利点と欠点が表 ６-3 のように整理されており、このような
相違により、気管内投与試験は呼吸器毒性を簡易的に検索する方法として有効であるが、種々の因子が
結果に影響を及ぼす手法であることに留意する必要があることが指摘されている。長谷川（2014）2 によれ
ば、気管内投与は急性期の肺病変を検索するための有効な手法であるが、慢性期の肺病変を検索する
場合には注意が必要と考えられる、と結論している。

2

長谷川也須子：呼吸器毒性評価のための気管内投与。労働安全衛生研究、7(1)、47-50、2014
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表 ６-3 吸入暴露試験と比較した気管内投与試験の利点と欠点（長谷川(2014)より）



利点
安価な器具で投与を実施することが可能
投与に要する被験物質が少量で済む

欠点
通常の人の暴露状況とは大きく異なるため、気管、肺
への被験物質の分布が違ったものとなる
気管内に被験物質を直接投与するため鼻腔などの上
部呼吸器の毒性評価には使えない
溶媒、分散媒、麻酔処理、投与手法の違いによる影響
をうけやすく、試験結果の比較が困難





（２） ヒアリング等調査
１） 受託試験機関等
安全性試験受託機関の中から、試験対象に化学品が含まれる機関で、吸入暴露試験に対応可能で
あると考えられる機関を抽出し、8 機関等に対してヒアリング調査への協力を依頼したところ、2 機関等か
らは気管内投与試験を実施していないとの回答が、また 2 機関等からは回答を得ることができず、最終的
に 3 機関等について、主にアンケート調査による調査を行うことができた。
（ア） アンケート等項目
受託試験機関等に対して確認する項目は以下のとおりとした。
① 企業からの気管内投与試験の問合せ状況
② 企業からの気管内投与試験の実施依頼状況と実施に至らない理由
③ 企業からの気管内投与試験検討の目的（研究段階、開発段階、上市段階、輸出準備、等）
④ 企業による気管内投与試験法の活用が進まない理由
⑤ 気管内投与試験法の国内での活用拡大のために取組むべき事項等
（イ） アンケート等結果
① 企業からの気管内投与試験の問合せ状況
試験機関 3 機関に対して、企業からの気管内投与試験実施可否の問合せ状況をヒアリングしたところ、
各機関ともに、企業からの気管内投与試験の実施検討等に係る問合せは非常に少なく、年間 1 桁台であ
るとの回答であった。
② 企業からの気管内投与試験の実施依頼状況と実施に至らない理由
上記①のように、気管内投与試験に係る問合せ自体が国内で非常に少ない中で、実際に実施まで至
った例がない、という回答もあったが、実施まで至った例があるとの回答が得られた試験機関でも、実施
件数が年間 1 試験未満である、との現状が確認できた。
①と②の状況からは、問合せを実施する企業等は、実際の試験実施を視野に入れて問合せしている
可能性が高いために、問合せ件数自体が少ないものと推定することもできる。しかし、その後、実際に試
験を実施した事例は、年間 1 試験未満であり、実質的にはほとんど実施には至っていない、ということを
示唆している。
実施に至らない理由については、コストの面と、規制上の位置づけ、にあるとの指摘があった。コストに
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ついては、外部試験機関にこのような試験を相談する企業等は、自社で試験が実施することが困難な企
業が多く、気管内投与試験が吸入暴露試験と比較すると安価であるとはいえ、見積段階で想定よりも高コ
ストである、と感じるケースが多いようである。一方で、試験実施の検討は開発段階で実施する場合も多
いため、サンプル量も少なく、予算も限られているケースが多いため、自社で安全性の検討が可能な規
模の企業では、自社の研究ベースで試験を実施しているケースもあるようである。
また、規制上の位置づけについては、国内の規制で気管内投与試験法が認められていないことや、
試験結果の評価に関して、NOAEL 等の結果を算出しても、その値を規制上どう位置付けて取り扱えばよ
いかが明確になっていない、ということが要因となっている可能性が指摘された。前者のコストへの理解に
ついては、規制上の位置づけが明確になれば、気管内投与試験法に対して企業からもコストに見合う価
値があると判断される可能性もある、との指摘もあり、コストと規制上の位置づけは、相互に関連性のある
課題であることが示唆された。
そのほか、気管内投与試験法自体がまだ確立していない、という点も指摘された。
③ 企業からの気管内投与試験検討の目的（研究段階、開発段階、上市段階、輸出準備、等）
企業からの試験実施に関する問合せの段階は、主に試験開発段階での相談で、開発品の吸入時の
安全性を評価したいという問合せが多いが、輸出段階で、輸出先のユーザーから指摘への対応もあった。
実際に試験を実施した事例は、製造段階での作業環境上の安全性確保のために有害性情報を得ること
を目的としたものや、ユーザーからの吸入時の安全性の指摘に対応したものであった。
④ 企業による気管内投与試験法の活用が進まない理由
企業による気管内投与試験法の活用が進まない理由は、上記②の試験実施に至らない理由とも共通
する部分が多く、気管内投与試験法自体がまだ確立しておらず、国内においては規制上の位置づけが
されていない点が挙げられる。また、国際的にも、OECD のガイドライン化に至っていないため、国内外と
もに気管内投与試験を実施しても、その結果の妥当性の判断が困難であり、規制機関でも試験結果を受
け入れてもらえない可能性が高いこと等が理由として挙げられた。また、コスト面についても、②でも指摘
されているように、規制上の位置づけが明確でなく、国際的にもガイドライン化が進んでいない状況では、
コスト高と理解される可能性が高く、企業にとって試験実施の検討に踏み切ることが難しい面があるようで
ある。
⑤ 気管内投与試験法の国内での活用拡大のために取組むべき事項等
試験機関からは、気管内投与試験法の国内での活用拡大に当たっては、上記②及び④にあげてい
るように、試験法の確立とガイドライン化により、どのラボでも実施可能なような手順が明確になるとともに、
規制での位置づけが明確になることが最も必要であるとの意見が出された。現状では、試験法がガイドラ
イン化されておらず、試験を実施したとしても、妥当性の判断が困難な状況であり、試験結果の活用も難
しいために、企業においても社内の自主管理や研究レベルにとどまらざるを得ない状況にあると考えられ
るとの意見もあった。
また、OECD での試験ガイドライン化を目指す場合、欧州では吸入暴露試験が主流であることから、
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国内での気管内投与試験の実績を増やし、その標準化に向けても日本が積極的に取り組んでいくことが
必要であり、そのような取組みにより、国内で気管内投与試験の実施が可能な試験機関も増えることが期
待できるし、試験機関における技術者の増加や技術の底上げが期待でき、OECD へのガイドライン化の
再提案時に、実績を示すことができる、との意見が出された。
なお、ある試験機関からは、国内における吸入暴露試験実施可能な施設が非常に少ないことも指摘
された。欧州では吸入暴露試験が主流であるため、吸入暴露試験が可能な試験機関も複数存在すが、
国内では吸入暴露試験が可能な施設は非常に限られている。しかし、コストや設備等のことを考えれば、
新たに吸入暴露試験の実施が可能な設備を導入する試験機関はほとんどないと考えられるため、国内
企業の中には、気管内投与試験を国内法において実施可能な試験法として認めてほしい、と考えている
企業もあるようである。
以上をまとめると、試験機関の立場からの意見として、企業の気管内投与試験法に対する一定のニー
ズはあるものの、国内規制における位置づけが確立していないこと、試験法のガイドライン等が整備され
ていないこと、が企業による気管内投与試験法の活用が進まない最大の理由である可能性が指摘された。
また、コストについても、吸入暴露試験に比べて安価であるとはいえ、開発段階で実施するには、規制上
の位置づけも確立していない中では、コスト高として見られ、自社で安全性試験を実施するような設備等
をもたない中小規模の企業にとっては、開発段階でかけられる予算に見合わないコストと判断され、敬遠
されている可能性が高いと考えられた。
２） 専門家
気管内投与試験の開発に関わる専門家として、以下の 3 機関にヒアリング調査を行った。


国立研究開発法人産業技術総合研究所



産業医科大学



国立医薬品食品衛生研究所

（ア） ヒアリング項目
専門家へのヒアリング項目は以下のとおりとした。
① 気管内投与試験法の位置づけについて
② 有効な気管内投与試験法の実施方法について
③ 気管内投与試験法の活用に向けて
（イ） アンケート等結果
① 気管内投与試験法の位置づけについて
専門家へのヒアリングからは、気管内投与試験法は、いずれもスクリーニングとして位置づけが大きい、
との意見であった。しかし一方で、気管内投与試験法については、試験法自体の有害影響（気管内に何
かを投与することによる有害性）と試験物質による有害影響を区別して考えることが必要であることから、
気管内投与試験法は、毒性評価には適していない、との指摘もあった。
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気管内投与試験法のスクリーニングの有用性を保つには、評価法の開発が必要であるが、現時点で
は、評価法は開発されておらず、気管内投与試験法の結果は、単なる試験結果であり、スクリーニングの
評価結果にはならない、との指摘があった。
② 有効な気管内投与試験法の実施方法について
専門家からは、気管内投与試験法の結果から、対象物質の有害性の有無を検討する有効な方法とし
ては、①毒性が既知の物質について、気管内投与試験を実施し、既知の毒性との相関を調べる、②吸入
暴露試験法と気管内投与試験法を同時に同じ物質、同じ条件（暴露条件等）で実施して比較する、の 2
通りがあるものの、どちらの試験法も、気管内投与試験自体の影響もあるため、吸入暴露試験と全く同じ
毒性の結果が得られるわけではないことに注意すべきである、との指摘があった。
また、「６－１．（２）経済産業省ナノ安全 PJ による成果」で「気管内投与試験法を初期有害性情報取得
の目的で用いる際のデータ解釈上の留意点」として報告書の内容を示したように、吸入暴露試験との比
較を行う際に考慮すべきポイントとしては、(1)評価項目、(2)投与量、(3)観察期間、(4)対象物質、に注目
した条件設定が必要である、とのコメントがあった。
③ 気管内投与試験法の活用に向けて


データの蓄積性

気管内投与試験法の活用に向けて、データの蓄積の必要性が指摘され、具体的には以下のようなコ
メントがあった。


吸入暴露試験に関しても、気管内投与試験に関しても、どちらも試験結果が限られており、まず
は①または②の方法により、気管内投与試験の結果を蓄積することが必要である。吸入暴露試
験の結果と比較して、気管内投与試験の結果が毒性に関して何%になると判断したのか、毒性
のある物質とない物質について、それぞれ毒性の有無の評価結果を蓄積することが必要である。



陰性や陽性のように明確な結果が得られない場合もあり、そのような場合にどう判断するのか、も
示すことができないといけない。



気管内投与試験法を肺内での蓄積性のあるような特定の物質などの限定的な条件に絞った使
用のための開発を進める場合にも、現状の試験データは少なすぎる。



現在は、化学物質の変異原性を検出するための試験方法で、発がんイニシエーターのスクリー
ニング法として使用される Ames 試験に関して、代謝により発がんする物質など、Ames 試験をす
り抜けて発がん性を示す物質があるものの、Ames 試験のデータが非常に多くあったことから、発
がん性の判断に使われるようになったことや、規制が先行したことも普及の一因である。気管内投
与試験は、Ames 試験のように、吸入暴露試験の代替法として使用するのは、現時点では試験
結果が少なく、かつ比較対象である吸入暴露試験の結果も Ames に比べれば非常に限られてお
り、両試験の結果を比較できない、というのも課題であり、試験データの蓄積のために、行政的な
仕組みが必要である。



吸入暴露試験か気管内投与試験か
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また、気管内投与試験法が吸入暴露試験法と比較した際に良い点としては、試験機関や試験実施に
当たっての設備のセットアップに係る時間が短いこと、吸入暴露試験では大型の設備が必要であるのに
対して、気管内投与試験ではそうした設備が必要ないこと、こうした理由から、気管内投与試験のほうが
吸入暴露試験に比べて廉価であること、等が挙げられた。また、気管内投与試験は、実験を行う作業者
の暴露がないという点で、作業者の安全が確保できるというメリットも指摘された。
そのため、例えば、開発段階に気管内投与試験で安全性をスクリーニング的に試験を行い、陰性であ
れば開発を前に進める等の製品開発に当たってのガイダンスのようなものがあれば、企業も使いやすい
かもしれない、とのコメントがあった。
ただし、欧米では吸入暴露試験が主流となっており、かつ吸入暴露試験を実施可能な施設も豊富に
あることから、日本のように吸入暴露試験を実施する施設が限られている状況とは異なり、吸入暴露試験
の代替法あるいはスクリーニング試験法としての気管内投与試験法の開発には関心がないが、日本でも
吸入暴露試験を実施可能になれば、気管内投与試験の開発を無理して進める必要がないかもしれない、
とのコメントもあり、国が吸入暴露試験を進めるのか、それとも気管内投与試験の開発を継続して行うのか、
の方針を決め、それに従って、実験施設を増やしたり、試験法の開発を進めたりすることが必要であり、日
本で開発されたナノ材料を日本の製品として海外に輸出することを考えるのであれば、日本国内で安全
性に関して試験できるような設備等を整えることが必要である、と指摘された。


最適な試験法開発に向けて

気管内投与試験にしろ、吸入暴露試験にしろ、ナノ材料に対する最適な試験法を開発することが必
要であり、そのためには、現在開発されているナノ材料がどのようなものがあるのか、それらがどのような用
途に対して開発されているのか、どこにどのようなナノ材料があるのか、等の現状を把握し、その上で最適
な試験法を検討していくことが必要であろう、との指摘があった。ナノ材料の開発／製品化の状況を確認
するためにも、ナノ材料の登録制度は必要であり、それ以外にも、安全性評価を行った結果を提出するよ
うなシステム、現行の規制において、サイズ報告を追加する等の検討も必要である、との意見が出され
た。
以上をまとめると、気管内投与試験法は、特定の物質に限って、投与量や観察期間、分散剤の濃度
等に関する一定条件の下で実施することで、ナノ材料の有害性評価（スクリーニング）に有用であり、気管
内投与試験の結果を吸入暴露試験の結果と比較することが可能になると考えられるものの、現状では、
比較対象の吸入暴露試験の結果も少なく、気管内投与試験の結果の有用性や物質や条件を絞った実
験条件を検討するための気管内投与試験自体の試験結果も限られており、気管内投与試験の試験条件
を検討するに当たって、データの蓄積が必須であることがわかった。また、データの蓄積を効率的に進め
るためには、行政によるデータ蓄積のための仕組みが必要である。
ただし、国際機関において試験法の開発をリードする欧米では、日本のように吸入暴露試験を行う施
設が限られている状況とは異なり、吸入暴露試験が主流であり、かつ吸入暴露試験を実施可能な施設も
豊富にあることから、吸入暴露試験の代替法やスクリーニングとしての位置づけでの気管内投与試験の
開発に対して関心が低く、日本国内の規制で採用していないにもかかわらず、敢えて気管内投与試験法
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を開発する意図が理解されないために、OECD 等での TG 化は現状困難である。したがって、日本として、
それでも気管内投与試験法の開発を進めるのか、あるいは吸入暴露試験を実施可能な施設の整備を進
めるのか、の判断も必要なのかもしれない。ただし、本報告書の「１．１（２）３)北欧閣僚評議会」による「①
ナノ材料への GHS 分類基準の適用性に関する報告書」に、「吸入テストからのデータが限られ散るかま
たは分類のための妥当な用量範囲をカバーしていない場合、どのようなまたどの状況下で、気管内投与
又は咽頭吸入からのデータが特定表記臓器暴露（反復暴露）（STAT RE）分類の支援のために使えるか
もしれないか調べられてもよい」とのコメントが提示されているように、欧州内でも気管内投与試験の一定
のニーズはある可能性がある。
さらに、最適な試験法を開発することが必要であるとの指摘はもっともであり、そのためには、現状、ど
のようなナノ材料がどこにあるのか、を把握することが必要であり、そのための調査とともに国内のナノ材
料の開発／製品情報を確認するための報告制度を既存の規制または新たな行政上の枠組みとして検討
することが急務であろう。既存の規制におけるナノ材料等のごく少量で効果が得られる物質の取扱いに
ついて、検討すべき時期にきているのかもしれない。
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６.４. 気管内投与試験法の活用に向けた課題の抽出
受託試験機関等及び専門家へのヒアリングを受けて、以下のように気管内投与試験法の活用に関し
て、試験機関及び専門家／研究機関から抽出された現状の問題点・課題点と、これら問題点・課題点の
解決に向けて行政としての取組み案を図 ６-2 に整理した。

図 ６-2 気管内投与試験法の活用に向けた立場別の課題等の整理
試験機関から抽出された問題点・課題点は、試験機関に試験を相談／依頼する民間等の企業の抱
える現状の吸入暴露試験法への課題点でもある。民間等の企業は、海外に自社製品等を輸出する場合
には国際的に、国内での流通を目的としている場合は国内規制で、それぞれ認められている試験法を用
いて試験することを基本的な前提としている。国際的には、吸入暴露試験法に関する OECD の TG が既
に整備され、欧米の主要諸外国の化学物質管理規制では、吸入性化学物質の有害性評価試験法のゴ
ールドスタンダードとして吸入暴露試験が位置付けられており、欧米にはこうした吸入暴露試験に対応し
た試験機関も多数存在している。これに対して、国内には吸入暴露試験を実施可能な施設は非常に限ら
れており、国内での吸入暴露試験の実施が容易ではない状況がある。また、吸入暴露試験は試験機関
が 2 年間と長期にわたること、試験設計にも時間を要すること、費用も高額であること等から、民間企業等
としては安易に実施できるものではない。こうした状況に対して、試験設計に要する時間が少なく、試験
費用も吸入暴露試験に比べれば安価であるという点から、気管内投与試験法の開発が期待されていた。
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しかし、国内で気管内投与試験法の開発を進めている間に、国際的な流れとしては、動物試験実施を限
定する動きが盛んとなり、欧米では動物を使った新たな試験法である気管内投与試験法の開発に対して
は消極的となりつつある。また、国内でも、気管内投与試験法に対しては、吸入暴露試験の安価な代替
法としての期待が大きかったため、気管内投与試験であっても 2 年間の動物実験を実施するためにそれ
なりのコストがかかることに対して、理解が得られていないという問題点もある。これには、気管内投与試験
の結果が条件によっては、吸入暴露試験の代替法として使用可能であることが現段階ではまだ明確に示
されていないことによるところも大きい。
こうした状況を踏まえると、まずは、吸入性化学物質の有害性評価試験法として、日本としては、気管
内投与試験法を吸入暴露試験法の代替試験法として将来的に規制に取り込むのか、それとも、国際的
に主流となりつつある吸入暴露試験法を採用するのか、について、国としての立場を明確にする必要が
ある。この検討により、気管内投与試験法を吸入暴露試験の代替法として開発を継続することが選択され
た場合には、吸入暴露試験の代替法として実施可能な気管内投与試験の物質や投与量、試験期間等
に係る詳細な条件設定を行うために、試験法開発プロジェクト等を立ち上げる等、気管内投与試験の開
発を加速させるための支援を行うことが必要となろう。なお、最終的には、国際的に気管内投与試験法を
一定条件の下で吸入暴露試験の代替法として採用可能であることを提示するか、国内規制の中で吸入
暴露試験の代替法として位置付ける等の取組みが必要である。ただし、現在の国内法では、ナノ材料自
体を報告／届出する枠組みは任意なものに留まり、かつナノ材料はサイズ故に生産量も一般化学物質と
比べて少量となり、既存の規制の枠組みにおいて報告／届出義務対象外となる可能性が高いこと等から、
既存の規制の枠組みの中で、ナノ材料等の有害性評価試験法として気管内投与試験法を位置付けるこ
とが困難な面もある。したがって、気管内投与試験法の開発・普及に当たっては、既存の規制の枠組み
についても並行して検討を行っていくことが必要であろう。
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添付資料-１

ナノ EHS に関する国内外の
安全情報及び規制動向
月次報告

JFE テクノリサーチ（株）

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」－4 月分
2019/4 JFE テクノリサーチ
1.
4 月の情報
1-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
1-1-1. CPSC は、2020 および 2021 年度のアジェンダと優先順位の公開ヒアリングを開催する
米国消費者製品安全委員会 (CPSC)は、2019 年 3 月 19 日に、2019 年 10 月 1 日に開始する 2020
年度と、2020 年 10 月 1 日に開始する 2021 年度の、CPSC のアジェンダおよび優先順位についてス
テークホルダー（利害関係者）すべてから意見を受けるため、2019 年 5 月 1 日に公聴会を開催するこ
とを発表する連邦政府官報（通知）を公表した。 CPSC は、次の質問にコメントを求めている：
1. CPSC が 2020 年度作業計画及び／または 2021 年度議会予算要求において、強調し、リソースを
投入することを考慮すべき優先事項は何か；
2. どのような活動を CPSC は 2020 年度作業計画及び／または 2021 年度議会予算要求において、
強調しないと考えるべきか；
3. CPSC はルールのどのような遡及的検討を 2020 年度作業計画及び／または 2021 年度議会予算
要求において、考えるべきか；
4. CPSC のプログラムは、CPSC の 2018-2022 年戦略計画で概説されている戦略的な目標に合わせ
る。
CPSC の 2020 年度予算要求は、以下の 4 つの機関の優先事項に基づいている：
(1) CPSC のリソースを最優先の消費者製品安全リスクに集中させる；
(2)違法な輸入品が米国市場に入ることを識別し、阻止するためのリスク評価方法論システムを運用し、
維持し、開発することによって輸入監視をサポートし続ける；
(3) フォーラム、諮問グループ、セミナー、ウェビナー、ステークホルダー－政府間の技術的な議論、ワ
ークショップを通じて、すべてのステークホルダーを参加させることによって、コラボレーション、アウト
リーチ、および教育を強調すること；
(4) ハザードを識別し評価し、識別されたハザードに対処する解決策を通知するために使用されるデー
タ分析のソースと種類を拡大すること。
CPSC は、2020 年度予算要求に提示されている優先事項に関するコメントを要求する。 また、CPSC
は、それが 2020 年度と 2021 年度に提案または進行中の安全標準の活動、規制、施行の努力に対し
て任意の変更や調整を行うことを検討すべきかどうか、についてもコメントを要求する。 コメントは、特定
の取組み項目が他よりも高く優先させるべきか、含めるべきでないか、または 2020 年度および/または
2021 年度の議題に追加されるべきかについてのコメントが、歓迎されている。
CPSC の 2018-2022 年度戦略計画は、CPSC は「消費者製品中のナノテクノロジーへのヒトへの暴露
に関連する不当なリスクに対処するための使命に責任を持つ唯一の機関である」と、記す。CPSC の規
模と予算を考えると、消費者製品におけるナノ材料の使用の影響を調査するために、幅広い政府、学術、
民間企業との提携は、ミッションの成功を達成するために重要な要素である。CPSC は、今後の作業は、
以下に焦点を当てていく、と述べている：
① 消費者製品からのナノ材料へのヒトの暴露を決定し、特徴づけるための堅牢な試験方法を開発す
ること；
② ナノ材料を含む製品の消費者使用を特徴付け、理解すること；
③ ナノ材料の放出とその暴露の可能性を決定するための製品試験手法を開発することにより、製造
者、特に中小企業へサポートを提供すること、
CPSC の 2020 年度予算要求によると、CPSC は、2019 年度と 2020 年度に消費者製品に影響を与
えるナノテクノロジーの研究または問題に関して作業するため、他の組織と の 3 つのコラボレーション
を確立、または維持する予定である。
口頭発表と書面コメントの依頼は、2019 年 4 月 17 日期限である。
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連邦政府官報；https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/19/2019-05102/commissionagenda-and-priorities-notice-of-hearing
CPSC の 2018-2022 年度戦略計画；https://www.cpsc.gov/s3fs-public/CPSC_20182022_Strategic_Plan.pdf
CPSC の議会への 2020 年度予算要求；https://www.cpsc.gov/s3fspublic/FY%202020%20Congressional%20Justification.pdf?2rDJohfEbN6lAgu5l_kLtcV3W1W_
JNqo
1-1-2. カリフォルニア州委員会、PEL レビューの優先案 1 リストのドラフトに超微粒二酸化チタンを含
める
カリフォルニア州労働安全衛生部(Cal/OSHA)の許容暴露限界 (PEL) の開発のための健康影響諮問
委員会 (HEAC) は、2019 年 6 月 4 日に会合する予定である。 会議の議題によると、HEAC は HEAC
レビューのための優先順位 1 物質の選択について議論する予定である。 HEAC は、10 化学物質から
成る 2019 年優先順位 1 リスト草案を掲載している。 リスト草案は超微粒子(< 100 ナノメートル (nm))
二酸化チタンを含む。HEAC によると、8 時間許容濃度は 1 立方メートル 当たり 0.3 ミリグラム(mg/m
3
) である。カリフォルニア州は、多くの気中浮遊汚染物質の PELs を採用しているが、二酸化チタンにつ
いては、カリフォルニア州規則コードのタイトル 8 のセクション 5155 の 表 AC-1 は、他で規制されてい
ない微粒子を参照している。他で規制されていない微粒子は、全ダストが 10 mg/m3、吸入可能画分は、
5mg/m3 である。すなわち一般の微粒子と同じ規制である。今回の、優先順位 1 リスト草案は、ランキ
ングのために使用される重要な考慮事項である各物質の要因を含んでいる。超微粒子 (< 100 nm) 二
酸化チタンは、「雇用者によって労働者に装着される場合、労働者の保護の強化に貢献できる [職業暴
露限界(OEL)] の値の実質的な変化」をもたらすべきであるとする、ファクター2 を付けてリストされてい
る。
会議議題；https://www.dir.ca.gov/dosh/DoshReg/5155-Meetings/Agenda-2019-06-04.pdf
2019 優先順位 1 リスト草案；https://www.dir.ca.gov/dosh/DoshReg/5155-Meetings/Priority-1-Listfor-review.pdf
カリフォルニア規則コードのタイトル 8 のセクション 5155；
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I016EA5A05F8211DFBF66AC2936A1B85A?viewTy
pe=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(
sc.Default)
1-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
1-2-1. EC の JRC は、ナノバイオテクノロジー研究室を含む科学実験室、施設を、学術・研究機関、
産業、および中小規模企業に対する呼びかけを開始する
欧州委員会 (EC) の共同研究センター（Joint Research Center、JRC)は、ナノバイオテクノロジー研究
室を含む科学実験室、施設を、学術・研究機関、産業、および中小規模企業(SME)で働く人々に開放し
ている。 JRC は、次の優先課題についてナノバイオテクノロジー研究所の利用の呼び掛けを 2019 年
2 月 1 日開始した。
・生物学的系(培地、蛋白質)との相互作用を含む、ナノ材料の特徴付け（キャラクタリゼーション）；
・複雑なマトリックス中のナノ材料とマイクロプラスチックの検出；
・マクロとナノ材料の表面化学分析；
・表面改質とナノ加工。バイオ センサー プラットフォームの特徴付け；
・付着性細胞の細胞培養。材料の生体適合性の研究。 ナノ材料の遺伝毒性、細胞毒性、および取込み
の研究を評価するための in vitro 試験。 トランスクリプトミクス；そして
・非-生物学的応用 (エネルギー、輸送) のための先進材料の特徴付け。
呼び掛けは、2019 年 5 月 3 日に終了する。
さらに JRC は、ナノバイオテクノロジー研究所のための次のトレーニングと能力構築トピックのために
3

2019 年 3 月 4 日に呼び掛けを開始した。
・動的光散乱法、ディスク遠心沈降、異なる検出器を用いた非対称・沈降フィールドフロー分画、分析用
超遠心分離機など最新の機器を使用する、ナノ材料寸法測定に関する実地トレーニング；
・ナノ材料-細胞間相互作用を研究するための、及び(in vitro 用量評価、ナノ材料と細胞試薬との相互
作用のような）ナノ材料特有の性質のためにアッセイ開発中に発生する落とし穴を強調するための、よ
く使用される in vitro アッセイの紹介;
・表面プラズモン共鳴および水晶振動子微量天秤テクニックを用いる生体分子の相互作用研究に関す
る実地トレーニング；
・ラマン分光法、エリプソメトリー、電子顕微鏡に関する実地トレーニング、及び TOF-SIMS; および/また
は XPS を用いる表面化学解析の紹介；そして
・単一粒子検出を含む、ICP-MS に関する実地トレーニング。
申請は、2019 年 6 月 3 日期限である。
1-2-2. EC 委員会は、合成非晶質シリカの溶解度に関する予備的見解についてコメントを募集
2019 年 3 月 15 日、欧州委員会 (EC) の消費者安全に関する科学委員会 (SCCS) は、合成非晶質シ
リカ(SAS)の溶解度に関するその予備的見解を公表した。 EC は、SCCS が、SAS は化粧品規制のナ
ノ材料の定義に照らして生物学的系中で可溶性 (100 ミリグラム/リットル (mg/L) 以上) または分解性/
非持続性であると考えているかどうかを諮問した。 この文書で提供されるデータと発表されている文献
で利用可能なデータを検討した結果、SCCS は、以下の結論を下した：
1.親水性の SAS 材料の溶解度の値は、水性媒体中で行われる溶解度試験、または強化された経済
協力開発機構 (OECD) 試験ガイドライン (TG) 105 (0.5% エタノール中)に従って、22 mg/L から 225
mg/L の範囲であると報告されている。後者のプロトコルは、いくつかの親水性の SAS 材料について、
溶解度を 10 倍増加させることが指摘されている。
2. 疎水性表面処理 された SAS 材料の溶解度値は、水性媒体中で行われる溶解度試験、または改良
され強化された OECD TG 105 プロトコル(すなわち、10% エタノールを使用して)に従って、0.4 から
180 mg/L の範囲であると報告されている。後者のプロトコルは、いくつか疎水性 SAS 材料の溶解度を
強く増加させることが指摘されている(173 倍まで)。
予備的見解は、それゆえ、親水性および疎水性 SAS 材料は、USP 38 (米国薬局方) と USP 38 NF33
で使用される用語に基づき、「不溶性」 (すなわち、以下 100 mg/L)から「非常に難溶性」(すなわち、100
mg/L から 1,000 mg/L)とみなされることができる、と述べる。予備的見解によると、化粧品規則におけ
るナノ材料の定義に関して、ドシエに含まれている (親水性または疎水性) SAS 材料はどれも可溶性と
みなすことはできない。 SAS 材料を生物学的系で分解性/非持続性とみなすができるかどうかを立証す
るのに役立つデータは提供されていない。
EC は、SCCS が SAS の溶解度をどの種類のシリカに適用されるかを示すことができるかを尋ねた。
予備的見解は、SAS 材料が以下の条件に従う場合、ドシエで報告されている溶解度の値が適用可能で
ある、と述べる。
・親水性 SAS: 最大 0.5%のエタノールを含む水性媒体に溶解した場合のシリカと水和シリカ
・疎水性表面処理 SAS: 最大 10%の エタノールを含む水性媒体に溶解した場合
・19.5～20.5℃の間の温度で、
・3 日間(親水性 SAS)から 49 日間まで (疎水性 SAS)の期間。
EC は、SCCS が SAS の溶解度についてさらに科学的な懸念があるかどうかを尋ねた。SCCS は、そ
の見解で考慮されている溶解度値が、SAS 材料が溶解度試験で使用されるものとは異なる条件下で
配合/使用されている状況－例えば、より少ない/非水性の配合物に、または異なる温度で使用される場
合、で有効ではない、と述べている。SCCS によると、他のサイズ/粒子関連パラメーターと関連した不溶
性材料に関する、化粧品規則の下でのナノ材料の定義の文脈で、ナノ構造材料の溶解度の問題は、化
粧品での使用のための視点で見られることが必要である。完全に可溶性の材料を除いて、ナノ構造材
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料について、SCCS は、「化粧品配合物中の所与の使用レベルで、これらの材料の一部がナノ粒子を
含む未溶解形態でまだ存在するかどうかを確立することが重要である。」と、述べている。 SCCS は、
溶解度試験に使用されるプロトコルは SAS 材料の溶解度に強い影響を与える、と指摘した。
この予備的見解に関するコメントは、2019 年 5 月 17 日期限である。
合成非晶質シリカ(SAS)の溶解度に関する SCCS の予備的見解；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o
_228.pdf
1-2-3. 登録と物質同定に関するガイダンスに適用可能なナノフォームのための ECHA PEG レビュー
付録ドラフトが公表された
欧州化学物質庁 (ECHA) は、ガイダンス文書、登録と物質の識別に関するガイダンスに適用可能なナ
ノフォームのための付録の草案を掲載している。ガイダンス草案はパートナー専門家グループ (PEG)
によってレビューされている。付録草案は、ナノフォームをカバーする登録書類を準備する登録者にアド
バイスを提供するために作成された。それは、提供されるアドバイスが、ナノフォームの登録および特徴
付けと関連する問題に対してナノ特有のアドバイスをカバーする、と述べている。付録草案は、ナノフォ
ーム に特有のアドバイスを提供することを意図しており、登録に関するガイダンスや、物質同定に関す
るガイダンスに示されている一般原則の適用性を排除するものではない。付録草案によると、この付録
にナノフォームに関する具体的な情報が与えられていない場合は、親ガイダンス文書が適用される。付
録草案の目的は、登録目的のための「ナノフォーム」という用語の解釈の方法に関するガイダンスを提
供し、登録ドシエの中で「ナノフォームのセット」を作成する方法に関してアドバイスを提供することである。
それはまた、ドシエにおけるナノフォーム及びナノフォームのセットの特徴付けに関して期待されることを
概説する。付録草案のセクション 2 は、ナノフォームの登録に関する一般的な要件について説明する。
セクション 3 は、ナノフォーム の概念およびナノフォームを他のものと区別する方法を説明し、セクション
4 は異なるナノフォームのセットを作成し、正当化する方法に焦点を当てる。2018 年に、欧州委員会
(EC) は、ナノ材料の情報要件を明らかにするため、化学品の登録、評価、承認および規制 (REACH)
規則のいくつかの附属書を改正した。
情報要件は 2020 年 1 月 1 日から適用される。
登録と物質同定に関するガイダンスに適用可能なナノフォームのための ECHA PEG レビュー 付録ドラ
フト;
https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/appendix_nanoforms_draft_to_peg_en.pdf/b
b84f0ca-7688-5293-604e-fb43982c7afd
パートナー専門家グループ (PEG)の構成;
https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/composition_of_peg_nanos_2019_en.pdf/f4
467624-a24c-0f3b-87f2-c237b7645b08
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
1-3.
1-3-1. Nanosafety に関するメキシコ-EU ワークショップのレポートが公開された
2019 年 1 月 22-24 日、nanosafety に関するメキシコ-欧州連合 (EU)ワークショップが開催された。 ワ
ークショップの目的は、リスク評価、リスク管理、および政策レベルに科学的な情報を取り込むという観
点から、メキシコとヨーロッパの研究コミュニティ間のより強いつながりを確立することであった。 ワーク
ショップ報告書によると、メキシコは EU の Horizon 2020 と 第 9 次 EU 枠組み計画に参加する資格が
あり、1 月のワークショップは、何が既に達成されたか、およびどこでそれぞれの知識とインフラストラク
チャから恩恵を受けることが出来るかを、メキシコと EU に知らせる意図であった。 ワークショップ報告
書は、次の重要なコラボレーションが確認された、と述べている。
1. International Advising Committee of the Sistema Nacional para la Evaluación Toxicológica de
Nanomateriales (SINANOTOX)のメンバーに、EU Nanosafety Cluster (NSC)の幾人かのメンバーを
招待すること；
2. 養成学校、ワークショップ、年次科学的な会議のような NSC 活動に SINANOTOX を従事させるこ
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と；
3. SINANOTOX メンバーにとって、ワーキンググループおよびタスクフォースのメンバーになること；
4. メキシコは EU からの資金を取得する資格があるので、例えば EU のプロジェクト提案にメキシコの
パートナーを参加させることで、SINANOTOX 研究グループと彼らの欧州カウンターパートとの間の直
接的な接触を促進すること。
5.二国間 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)資金を使って学生と教員同士の交
流を促進すること；
6. nanosafety に関する特別な呼びかけの開始を CONACyT において促進すること；
7. SINANOTOX のメンバーによって提案された毒性試験をレビューし強化するために NSC からの特
定のグループを招待すること；
8. SINANOTOX と Malta Initiative を結びつけること；
9. プロトコルと標準操作手順を共有すること；
10.データ処理と分析に関する小規模ワークショップまたは講座を組織すること；
11. 2020 年 1-2 月の NSC‐SINANOTOX の共同活動の 1 年間活動と結果を評価するための会議を
開催すること。
ワークショップレポート；https://www.nanosafetycluster.eu/uploads/EUMx%20Nano%20Meeting%20%2022-24%20Jan%202019%20%20FINAL%20REPORT%20F.%20Cassee%20%20A.%20De%20Vizcaya-Ruiz.pdf
国際的な動き
1-4.
1-4-1. 国際標準化機構(ISO)が二つの標準（技術報告書）を公開、出版した
① 環境マトリックス中のナノオブジェクトとそれらのアグリゲートとアグロメレート(NOAA)の測定のた
めの考慮事項に関する標準
この 標準（技術報告書；Technical Report（TR））は、製造された NOAA を分析するための環境サンプ
ルを採取する際のいくつかの考慮事項、製造された NOAA を天然由来の同じ組成のナノスケール粒子
のバック グラウンドレベルと区別するための考慮事項、および環境マトリックス中の製造されたナノ材料
の定量化を支援するための調製手順を提供する。
環境マトリックス中のナノ物体およびそれらの弱凝集体および強凝集体（NOAA）の濃度を決定すること
は関心をもたれている。 製造されたナノ材料（ＮＭ）は、製造工程からの放出およびその廃棄物の流れ、
ならびに市販品の使用およびそれらのリサイクルおよび廃棄のフローを介して環境に入る。
そのような測定作業には、分析を妨害したり結果を歪めたりする可能性がある天然物質の存在を理解
すること、環境が NM とどのような相互作用をするかに関する知識、および粒子の組成に固有の独自
の採集および分析技術に関する洞察が必要である。
本文書は、環境中の NOAA レベル、ならびに採集およびサンプル調製の方法を報告する公表された研
究のレビューを提供する。 また、空気、水、および堆積物のサンプリングに関する ISO ガイダンス、なら
びに、測定技術のマトリックスに関する情報については、この文書の「参考資料」のセクションを参照す
る必要がある。
製造された NM のすべてがここで説明されているわけではない。環境でそれらを調べた研究がまだ発
表されていない可能性があるためである。 一方、採集方法と分析前調製手順は、特定の環境マトリック
ス内の一部またはすべての NOAA で類似している可能性がある。さらに、環境から単離された NOAA
は、純粋な NOAA に使用されたのと同じ機器および分析技術を使用して特徴付け（キャラクタライズ）す
ることができる。 したがって、公表された研究の欠如は、いかなる環境マトリックスからも特定の NM を
採集し、存在する NOAA を測定する能力を排除するものではない。
生物相(biota;すなわち生物）も NM を隔離および／または変換することによってＮＭと相互作用し得る
ことが認識されているが、この文書の範囲が広すぎないように生物相の分析は意図的に排除される。
しかし、生物相の影響を見逃すべきではない。 そのような考慮は、この後の技術報告書の一部となる可
能性がある。
法律事務所 Bergeson & Campbell によれば、この標準は「環境中のナノ材料測定に関する産業
コンソーシアム（Industry Consortium for Environmental Measurement of Nanomaterials：
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ICEMN）Bergeson & Campbell の子会社（B&C(r) Consortia Management, L.L.C.）が同コンソ
ーシアムを運営した。
」の成果であり、同コンソーシアムには環境中のナノ材料測定手法の向上
を目指す産官学のステークホルダーが集まっていたという。
なお、標準の常として、全文は購入しなければ見られず、価格は 118CHF(スイスフラン)である。
本技術報告書の名称；Nanotechnologies -- Considerations for the measurement of nano-objects
and their aggregates and agglomerates (NOAA) in environmental matrices
ISO/TR 21386:2019 のプレビュー； https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:21386:ed-1:v1:en

② グラフェンおよび関連する 2 次元材料の特性マトリックスおよび測定技術に関する標準
2019 年 3 月、ISO は、標準 ISO/TR 19733:2019「ナノテクノロジー－グラフェンおよび関連二次元
(2D) 材料の特性と測定手法のマトリックス」を出版した。グラフェンが 2004 年に発見されて以来、それ
は機械的強度、剛性、弾性、電気と熱の高伝導性と光透過性など、その最高レベルの材料特性による
アプリケーション研究とデバイス業界で最も魅力的な材料の一つになっている、と ISO は述べる。ISO
によると、グラフェンの応用はフレキシブルタッチパネル、有機発光ダイオード (OLED)、太陽電池、スー
パーキャパシタ、電磁シールドで現在のデバイス開発技術の多くを置き換えることができるだろう、と期
待される。材料特性のより深い理解を得る、および高品質で大量生産する方法を見つけるために、大学、
研究機関、研究所はグラフェンと同様に関連する 2D 素材を研究している。しかし、これらの革新的な材
料を完全な実用化につなげるために、重要な材料特性の特徴付け（キャラクタリゼーション）と測定技術
が標準化され、グローバルに認識される必要があることが本質的に要求される。標準では、標準化され
る必要があるグラフェンと関連する 2D 材料特定の特性の特徴付け（キャラクタリゼーション）と商業的
に入手可能な機器による測定技術がマトリックスの形で編成されている。 ISO は、マトリックスがグラフ
ェンと関連する 2D 材料の特徴付け（キャラクタリゼーション）と測定において必要な国際規格を開発す
る初期ガイドとして役立つことができるだろうと示唆する。なお、価格は 88CHF(スイスフラン)である。
名称；Nanotechnologies -- Matrix of properties and measurement techniques for graphene and
related two-dimensional (2D) materials
ISO/TR 19733:2019 のプレビュー； https://www.iso.org/standard/66188.html?browse=tc
ナノ材料の安全性に関する情報
1-5.
1-5-1. ナノサイエンスとナノテクノロジー応用のリスク評価に関する EFSA ステークホルダーワークシ
ョップが開催
欧州食品安全機関 (EFSA) は、食品と飼料チェーンにおけるナノサイエンスとナノテクノロジーのアプリ
ケーションのリスク評価に関するガイダンスの実施に関するステークホルダーワークショップを 2019 年
4 月 1-2 日に開催した。2018 年 7 月に、EFSA はナノサイエンスとナノテクノロジーのアプリケーション
の安全性を評価する方法に関する新しいガイダンスを公開した。ガイダンスは、新規食品、食品接触材
料、食品及び飼料添加物、農薬をカバーし、2011 年に以前のガイダンスを発表して以来行われている
新しい開発を考慮している。 ワークショップは、オープンに議論して、EFSA ガイダンスの実施に関する
経験を共有するために、ステークホルダー、EFSA とその専門家のための機会であり、人と動物の健康
に焦点を当てた。 ワークショップには、60 人の参加者が出席し、ガイダンスを実施する際に直面してい
る課題を討論し、よい実行例（good practice）を共有した。ステークホルダーは、ガイダンスのいくつか
のセクションについて提案を行った。これは、EFSA のナノテクノロジー作業部会による検討のために指
摘されたものである。 EFSA はワークショップから以下のプレゼンテーションを公表した。
・「食品と飼料チェーンにおけるナノサイエンスとナノテクノロジーのアプリケーションのリスク評価に関す
る EFSA ガイダンス」Reinhilde Schoonjans、EFSA;
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%201%20_%20Reinhilde%20Sc
hoonjans.pdf
・「規制対象製品(REPRO)の領域における申請者を支援するために」Remigio Marano、EFSA;
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%202%20_%20Remigio%20Mar
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ano.pdf
・「食品と飼料チェーンにおけるナノサイエンスとナノテクノロジー のアプリケーションのリスク評価に関
する EFSA ガイダンスの概要」Francesco Cubadda、Istituto Superiore di Sanità (ISS)のコンソーシ
アム(イタリア)、作業グループのメンバー;
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%203%20_Francesco%20Cuba
dda.pdf
・「E171 と E174 中のナノサイズ粒子フラクションをキャラクタライズするための分析方法論の検証と実
施」Jan Mast, Sciensano;
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%204%20_%20Jan%20Mast.pdf
・「E171 (二酸化チタン)と E172 (鉄酸化物) に関する報告書-研究からの分析的視点」David
Brizzolara、二酸化チタン製造業者協会 (TDMA ) & TC E172;
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%205%20_%20David%20Brizzo
lara.pdf
・「EFSA GD に関連する実施の問題: ステークホルダーから受けた質問」Hubert Rauscher、Joint
Research Center;
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%206%20_IntroSession_Stakeh
older%20Questions.pdf
・「マトリックスにおけるキャラクタリゼーションと定量化: 4.3-4.4 章に焦点を当てる、溶解度と分解/溶解
速度を含む」Francesco Cubadda、ISS (イタリア)、WG メンバー;
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%207%20_%20IntroSession_Fr
ancescoCubadda%20%26%20StefanWeigel.pdf
・「ナノ材料の物理化学キャラクタリゼーション」Jürgen Nolde (Bjoern Braun が発表)、Evonik
Resource Efficiency GmbH (ドイツ);
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%208_%20Bjoern%20Braun.pdf
・「食品および飼料原料提出: 粒子サイズの重要性－ナノテクノロジーに関する EFSA のガイダンスを
理解し解釈する」Nigel Baldwin、Intertek (イギリス);
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%209%20_%20Nigel%20Baldwi
n.pdf
・「経口暴露評価とハザード識別/キャラクタリゼーションをカバーする 5 及び 6 章に焦点を当てる」Alicja
Mortensen、作業環境のための国立研究センター(NRCWE) (デンマーク);
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2010%20_IntroSession_Alicja
%20Mortensen%20%26%20Agnes%20Oomen.pdf
・「粒子の腸管吸収」Klaus Weber、AnaPath GmbH (スイス) と Nils Krueger、Evonik Resource
Efficiency GmbH (ドイツ);
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2011%20_Klaus%20Weber%2
0%26%20Nils%20Krueger.pdf
・「EU の食品規制におけるナノ材料」Takis Daskaleros、欧州委員会 (EC)、DG SANTE 食品処理技
術及び新規食品ユニット;
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2012%20_%20Panagiotis%20
Daskaleros.pdf
・「産業において直面したボトルネックとナノ材料のリスク評価における学際的なアプローチ: 規制の観
点」David Carlander 博士、ナノテクノロジー産業協会 (NIA) (ベルギー)；
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2013%20_%20David%20Carla
nder.pdf
ワークショッププログラム；https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/190401-ag.pdf
1-5-2. プラスチック暴露は世界的な健康危機をもたらしている、と NGO が報告している － 添加物の
健康への影響はほとんど無視されている
プラスチックとその人の健康への影響はよく理解されておらず、「世界的な健康危機」をもたらしている、
と国際 NGO のグループによる報告書は述べている。
報告書「プラスチックと健康：プラスチック惑星の隠されたコスト」は、健康影響評価が、プラスチックの中
の何千もの添加物とプラスチックのライフサイクルのあらゆる段階でのそれらのふるまいを無視して、製
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品のプラスチック成分にもっぱら焦点を合わせてきたと言う。報告書は、「プラスチックの影響を評価し対
処するための現在の狭いアプローチ」を「不適切かつ不適当」としている。
「プラスチックのリスクを理解し、それに対応し、それらのリスクに直面して情報に基づいた決定を下すに
は、プラスチックが人の健康に与える影響の全範囲を評価するための完全なライフサイクルアプローチ
が必要である。」と報告書は言う。
著者の一人である国際環境法センター（Ciel）の環境保健局長の David Azoulay は、サプライチェーン
とプラスチックの国境、大陸、海洋を越えた影響のため、「いかなる国もこれらの影響からから自国民を
効果的に保護することはできず、プラスチックの有害なライフサイクルに完全に対処するためのグロー
バルな手段は今日も存在していない。」と述べている。「各国は、プラスチックの生産、使用、および廃棄
を世界中で削減することを含む、プラスチックの健康危機に対する包括的な対応を発展させるために、
現在の世界的な議論の機会をとらえる必要がある」と彼は言う。

過小評価された問題
同報告書によると、プラスチック添加剤は「過小評価されている問題」である。 多くのプラスチック添加剤
による人の健康への悪影響を特定した研究は疑問の余地はない、とそれは付け加える。 「人の健康に
は重大なリスクがあり、予防的アプローチが必要である。」
ポリマーを製造するために製造工程において、開始剤、触媒および溶媒を含む、化学添加剤を使用す
ることができるが、一方で、安定剤、可塑剤、難燃剤、顔料および充填剤を含む機能を与えるために他
の添加剤が使用される。 いくつかは、光分解を抑制し、強度、剛性および柔軟性を高め、あるいは微生
物の増殖を防ぐために使用されている。報告書によれば、「これらの添加剤の大部分はポリマーマトリッ
クスに結合しておらず、そしてそれらは低分子量であるために、容易に浸出する」という。化学添加物の
うち、フタル酸エステル系可塑剤、ビスフェノール A、抗菌剤、ポリ臭素化難燃剤が「特に懸念される」と
報告は述べている。
「プラスチックの焼却なども含めて、これらの添加剤が放出されると、それらは環境中に残留し、食物連
鎖の中に蓄積する。」
報告書によると、多くの人の健康への影響は結論が出ているが、吸入された化学添加物や「プラスチッ
ク粒子に蓄積された毒物」に関連するものはまだ明らかにされていない。
「プラスチック生産が増加するにつれて、この暴露は増加するだけである」と、それは警告する。 2050
年までにプラスチック生産量が 4 倍に増加すると推定されている。
プラスチックは残留性有機汚染物質(POP)か？
同報告書によれば、プラスチックはストックホルム条約では残留性有機汚染物質（POP）としては正式に
認められていないが、その材料の「特性およびその化学添加物および汚染物質は公認の POP と同じく
らい有害であり、同様の特性を示している 。」これらの特性は、以下を含むと報告書は言う；
・持続性プラスチックのマイクロおよびナノプラスチック粒子への分解は、海洋生物相による取り込みを
促進することから、それらが食物連鎖に蓄積することを示している。
•プラスチックポリマー中に存在する化学添加物や汚染物質の中には、内分泌かく乱特性を示すものが
あり、極端に低い用量で有害な場合がある。
・「新鮮な」プラスチック廃棄物が絶え間なく流出しており、海洋生態系に有意な持続性があることを示し
ている。
同報告書は、意図的に添加されたマイクロプラスチックに対する Echa の最近の規制提案は「POPs 分
類をサポートする」と付け加えている。
Echa の提案によれば、マイクロプラスチックの持続性と悪影響や生体内蓄積の可能性は「懸念の原
因」である。
「一旦放出されると、それらは環境中で非常に持続的になる可能性があり、何千年も持続し、事実上除
去することが不可能である」と提案は付け加えている。
報告書の著者と所属組織;
David Azoulay-国際環境法センター（Ciel）；
Priscilla Villa-アースワーク（Earthworks）；
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Yvette Arellano – テキサス環境正義の弁護者（Texas Environmental Justice Advocacy）；
Miriam Gordon - アップストリーム（UPSTREAM）;
Doun Moon -焼却炉代替のグローバルアライアンス（Global Alliance for Incinerator Alternatives
(GAIA)）;
Kathryn Miller and Kristen Thompson - エクセター大学（Exeter University）
報告書; https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/02/Plastic-and-Health-The-Hidden-Costsof-a-Plastic-Planet-February-2019.pdf
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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
2019/ 5 JFE テクノリサーチ
2.
5 月の情報
2-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
2-1-1. 連邦政府の 2020 年度予算大統領案発表、EPA は 27.6 億ドル減額、化学品関連は統合
3 月 11 日、大統領府行政管理予算局（OMB）は 2020 会計年度（2019 年 10 月 1 日～2020 年 9 月
30 日）の予算教書（大統領案）を発表した。裁量的経費 1の合計は 1 兆 3,128 億ドルで、2019 年度額
（推定：約 1 兆 3,367 億ドル） 2と比較すると、240 億ドル（1.8％）の減額 3が提案されている。環境保護
庁（EPA）予算については約 61 億ドルが提案されており、成立すれば、2019 年度額（推定：約 88 億ド
ル） 4から約 28 億ドル（31％）と大きな減額となる。OMB は、予算教書発表のプレスリリースで、今回の
予算案策定における優先課題の一つに、「連邦政府による無駄な歳出の削減」を挙げている。
図表 1：連邦政府予算（裁量的経費）大統領案の大まかな内訳（単位：10 億ドル）
2019 年度～2020 年度比較
2019 年度
2020 年度
推定
要求
金額
割合
$1,336.7
$1,312.8
-$24.0
-1.8%
連邦政府合計
$716.0
$750.0
$34.0
4.7%
国防関連
$620.7
$562.8
-$58.0
-9.3%
非国防関連
$8.8
$6.1
-$2.8
-31.2%
EPA 合計

出典：2020 会計年度大統領予算教書 5を参考に作成
大統領予算教書に合わせて EPA が発表した補足資料によると、EPA のプログラムの内、化学品規制
に関わる「有害物質リスク評価・防止（Toxics Risk Review and Prevention）」分野については、中心的
な「化学品リスク評価・低減（Chemical Risk Review and Reduction：CRRR）」プログラムへの予算集
約が図られている。具体的には、CRRR は 531 万ドルの増額とする代わりに、「内分泌かく乱物質スク
リーニング（EDSP）」「汚染防止（Pollution Prevention：P2）」「鉛リスク低減（Lead Risk Reduction）」の
3 プログラムについては予算廃止を提案している。有害物質規制法（TSCA）の 2016 年の改正に伴う
移行作業を担う CRRR に人的リソースを集めると同時に、予算廃止される各プログラムの必須業務（法
定義務がある必要最低限の業務など）は EPA の既存業務 6の範囲内で継続すると説明している。
図表 2：EPA の有害物質リスク評価・防止分野予算案の内訳（単位：千ドル）
2019 年度 2020 年度 2019 年度～2020 年度比較
推定
要求
金額
割合
$92,521
$66,418
-$26,103
-28.2%
分野合計
CRRR
$61,105
$66,418
$5,313
8.7%
EDSP
$7,553
$0
-$7,553
-100.0%
$11,236
$0
-$11,236
-100.0%
汚染防止
$12,627
$0
-$12,627
-100.0%
鉛リスク低減

出典：2020 会計年度大統領予算教書 EPA 付属資料 7を参考に作成

1

法定の歳出義務が無く、連邦議会が毎年金額を決める経費。
2019 年度予算は連邦議会での成立が難航し、年度が開始した 2018 年 10 月 1 日から 2019 年 2 月 15 日に予算が
成立するまでの間、前年度レベルで連邦政府に予算を継続付与する継続決議（continuing resolution）によって維持され
てきた。この推定値は仮に 2019 年度 1 年分の予算をこの継続決議に沿って付与した場合の金額を指す。
2019 年度予算の成立状況については以下の連邦議会ウェブページを参照：
https://www.congress.gov/resources/display/content/Appropriations+for+Fiscal+Year+2019
3
国防予算を 340 億ドル（4.7%）増額し、それ以外の予算を 580 億ドル（9.3%）減額する。
4
同上（仮に 2019 年度 1 年分の予算を継続決議に沿って付与した場合の金額）
5
Table S–8. 2020 Discretionary Overview by Major Agency
6
EDSP は殺虫剤プログラム、汚染防止は各関連プログラム、鉛塗料関連業務は CRRR がそれぞれ指名されている。
7
大統領予算教書 EPA 付属資料 P340～354「Toxics Risk Review and Prevention」
2
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なお、化学品関連以外も含む EPA 予算案全体について、連邦議会下院エネルギー商務委員会の環
境・気候変動小委員会が、公聴会を 4 月 9 日に開催して EPA 長官のアンドリュー・ウィーラー（Andrew
Wheeler）氏に説明を求めている。なお、連邦議会では、2018 年 11 月の中間選挙の結果を受けて、上
院では共和党、下院では民主党が多数を占める「ねじれ議会」となっており（詳細は 2019 年 1 月号参
照）、今回の公聴会が行われた下院での多数派党は民主党である。
公聴会の冒頭では、同小委員会のポール・トンコ委員長（Paul Tonko：民主党、ニューヨーク州選出）と
同小委員会のランキングメンバー（共和党筆頭）であるジョン・シムカス議員（John Shimkus：イリノイ州
選出）の他、フランク・パローン エネルギー商務委員長（Frank Pallone：民主党、ニュージャージー州
選出）がそれぞれ演説した後、ウィーラー長官が証言した。民主党のトンコ小委員長とパローン委員長
が、EPA の 31％の予算削減はトランプ政権が環境保護を優先課題とみなしていない証であるとしてこ
れに反対したのに対し、共和党のシムカス議員は重複や無駄な負担を作る規制やプログラムは排除す
べきであるとして大統領予算案を歓迎した。また、ウィーラー長官は、今回の予算案が、無駄な公費歳
出や規制による負担を減らしつつ、必要不可欠な分野に継続して投資する、トランプ政権の決意を表す
ものであるとして、政権交代後の EPA の成果を説明しつつ、これを擁護した。なお、冒頭演説の後、小
委員会メンバーの各議員による質疑応答があった。その中で、シムカス議員は改正版 TSCA への移行
に合わせて新規化学品の審査・承認が滞っていることについて質問し、ウィーラー長官は政権交代に伴
い EPA から人材が流出したことが原因の一つであると述べた。同長官は今後人材を改正版 TSCA へ
の移行に必要な業務に集めることで、遅延を減らす努力をしていくと約束した。
2020 会計年度の連邦政府予算および歳出内容は今後、連邦議会下院と上院がそれぞれ発案・協議し、
2019 年 9 月 30 日までの可決を目指す。
2020 会計年度予算教書（大統領案）：
OMB プレスリリース：https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/administration-presentspresident-trumps-fiscal-year-2020-budget-request/
予算教書原文：https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/budget-fy2020.pdf
2020 会計年度 EPA 予算（大統領案）付属資料：https://www.epa.gov/sites/production/files/201903/documents/fy-2020-congressional-justification-all-tabs.pdf
連邦議会下院エネルギー商務委員会 環境・気候変動小委員会 公聴会ウェブページ（公聴会ビデオ、
冒頭演説原稿、配布資料が閲覧可能）：https://energycommerce.house.gov/committeeactivity/hearings/hearing-on-the-fiscal-year-2020-epa-budget
2-1-2. NIOSH は、提案された、工業ナノ材料の労働安全衛生実践を調査する、情報収集プロジェクト
に関するコメントを求めている
2019 年 4 月 23 日、労働安全衛生研究所(NIOSH)は、提案された「工業ナノ材料の労働安全衛生実
践の調査」と題した情報収集プロジェクトに関するコメントを募る連邦公報告示を公表した。 プロジェクト
の目的は、職場におけるナノ材料の安全な取り扱いのためのガイドラインとリスク軽減実施への
NIOSH の貢献の妥当性と影響を評価することである。告示によると、NIOSH は作業を行うために請負
人を調達しようとしており、2019 年夏までに契約するスケジュールである。 告示は、プロジェクトの下で
の研究は、工業ナノ材料に関連する、製造、配送、加工、調合、使用、またはサービスを提供する企業
を調査する、と述べている。 プロジェクトの下で、次のアクティビティとデータ収集が実施される：
・企業プリコール。サンプル企業は、調査を完了させる人を特定し、ナノ材料を取り扱うかどうかを確
認することを約定する。
・調査。メールオプション付き、web ベースのアンケートが、企業になされる。 調査の目的は、彼らの
NIOSH 資材の使用と工業ナノ材料に関する労働安全衛生実践について会社から直接に、知るこ
とである。
行政管理予算局(OMB) は、（以下に）役立つコメントに特に興味がある：
1. 情報の提案された収集が、情報が実用的な有用性をもつかどうかを含む、NIOSH の機能の適切
な遂行のため必要かどうかを評価する；
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2. 使用された前提条件と方法論の妥当性を含む、提案された情報の収集の負担についての NIOSH
の推定の精度を評価する；
3. 収集される情報の品質、有用性、および明瞭さを向上させる；
4. 適切な自動化された、電子的、機械的、または他の技術的な収集技術、または情報技術の他の形
態、例えば回答の電子提出を許可する、の使用によってを含む、応答する人の情報収集の負担を
最小限にする；そして
5. 情報収集コストを評価する。
コメントは、2019 年 6 月 24 日期限である。
提案の連邦公報；https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/23/2019-08149/proposeddata-collection-submitted-for-public-comment-and-recommendations
2-1-3. FDA は店頭取引の日焼け止め医薬品の規則案のコメント期間を延長する
2019 年 4 月 18 日、食品医薬品局 (FDA) は、非処方箋、店頭販売の (OTC) 日焼け止め薬の最終モ
ノグラフを施行する、2019 年 2 月 26 日規則案に対するコメント期間を延長することを発表する官報告
示を公表した。 規則案は、OTC 日焼け止めモノグラフ製品が安全かつ効果的として一般に認められ
(GRASE)、不正表示されないことを FDA が提案する条件を記述する。FDA は以下のトピックに関して
コメントを募集する：
・OTC 日焼け止め製品での使用のために使用または提案されている特定のナノ材料や各種のナノ
材料；
・サポーティングデータを伴う、OTC 日焼け止め製品でのナノ材料の使用に関連付けられている日
焼け止め製品についての安全性、有効性、または品質に関する懸念；
・OTC 日焼け止め製品での使用に対する特定のナノ材料の仕様や制限についての要求、および、
提案；
・科学的情報を裏付けるとともに、OTC 日焼け止め製品での使用が許可されるべきではないと思わ
れる任意の特定のナノ材料；そして
・OTC 日焼け止め製品でのナノ材料の使用に対する FDA の規制提案アプローチおよび/または代
替規制アプローチ。
コメントは 2019 年 6 月 27 日期限である。
コメント期間の延長を公表する連邦公報；
https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/18/2019-07710/sunscreen-drug-products-forover-the-counter-human-use-extension-of-comment-period
2-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
2-2-1. フランスは 2020 年頭に二酸化チタン食品添加物を禁止する
2019 年 4 月 17 日、生態学的遷移と連帯省（Ministry of Transition Ecology and Solidarity））は、フラ
ンスが食品添加物 E171 (二酸化チタン;主としてナノ粒子の形態)を含む食品が上市されることを 2020
年 1 月 1 日から禁止することを発表するプレスリリースを行った。プレスリリースは、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(ANSES)からの 2019 年 4 月 15 日意見（オピニオン）を挙げている。 ANSES によって確立
された専門家のグループは、E171 の経口投与毒性試験に関する文献レビューを実施し、2017 年以来
発表された 25 の研究を特定した。ANSES は、E171 添加剤の安全性に関する不確実性を排除するに
は新しい情報がない、と結論付けた。E171 の毒性に関するよりよいキャラクタリゼーションと欧州レベ
ルで現在進められている研究を待つ間、ANSES は、ナノ材料なしで、機能と効率の面で安全で同等で
ある製品を奨励することによって労働者、消費者、および環境の暴露を制限することを目的としたナノ材
料に関する以前の一般的な勧告を繰り返す。省のプレスリリースによると、禁止に関する命令は署名さ
れているし、できるだけ早く公表される。E171 は欧州連合 (EU) レベルで認定されているため、フランス
は、欧州委員会と他の EU 加盟国に命令を通知し、10 日間以内に会合を開くことになる。
プレスリリース；https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dioxyde-titane-ladditif-e171-sera-interditdans-denrees-alimentaires-partir-du-1er-janvier-2020 （フランス語）
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ANSES のオピニオン；https://www.anses.fr/en/content/food-additive-e171-anses-reiterates-itsrecommendations-consumer-safety
2-2-2. JRC と産業界は、ナノ材料の分類スキームを作成する
EU の共同研究センター (JRC) の科学者は、粒子サイズ測定技術の能力に関連したナノ材料の分類ス
キームを作るため産業界及び学界と作業してきた。
市販製品でのナノ材料の存在の増加は、それらの規制の必要性を引き起こした。EU で、医療機器、殺
生物剤、新規食品および化粧品に関する規制は明確にナノ材料に取り組んでおり、改正附属書が採択
されれば、同じことが REACH 下でも予想される。
この分野での法の範囲及び実行の違いがあるが、用語「ナノ材料」のすべての定義は 1 つの共通の特
徴である、粒子サイズを共有する。
十数個のサイズ測定方法が材料測定に利用できる。科学者たちは、材料の種類、化学組成、次元、サ
イズおよび多くのその他のカテゴリを含むマトリックスを開発した。これらは、さまざまな種類の顕微鏡、
分光分析法、その他の技術と組み合わせられる。
JRC の科学者は、「どの技術がどの材料とどの用途に使えるかに関して合意することが必要である」と
感じていた。各粒子サイズ計測技術は適用範囲があり、すべての材料に適している技術はない、と研究
者は言う。
研究者によると、新しいスキームは、ナノ材料の適切な識別を可能にし、規制当局、業界、消費者によ
って同様に受け入れられる可能性を秘めている。
「このようなスキームを構築することは、ナノ材料の規制、評価を容易にし、ナノ材料の安全な貿易を促
進する」と彼らは言う。
スキームは、雑誌 Nanoscale Advances に論文として、公表されている。
公表論文（オープンアクセス）；A technique-driven materials categorisation scheme to support
regulatory identification of nanomaterials：Nanoscale Adv., 2019, 1, 781–791
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/NA/C8NA00175H#!divAbstract
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
2-3.
特に無し。
国際的な動き
2-4.
2-4-1. OECD の化学物質安全および生体安全の進行状況レポートは工業ナノ材料に関する作業の
更新を含む
経済協力開発機構(OECD) の化学物質安全と生体安全（バイオセーフティー；Biosafety）の進行状況
レポートの 2019 年 4 月号には、工業ナノ材料の安全性を判断するための OECD の作業の更新が含
まれている。
同報告書は、ナノ材料に対する OECD テストガイドラインの適用可能性が工業ナノ材料に関する作業
部会(WPMN)の作業の主要な関心事であり続ける、と指摘する。
WPMN は、工業ナノ材料をテストするに関連する 3 つの新プロジェクトに関して作業することに合意し、
（以下に）取り組むこととした：
(1) (生態) 毒性研究ための生物学的試料中のナノ粒子の濃度測定；
(2) 環境媒体中のナノ材料の溶解速度の測定(動的方法) ；
（3)工業ナノ材料の生態毒性の測定のためのテストガイドライン 201、202、203 の使用のための補
足ガイダンス。
作業は、ナノ材料のトキシコキネティクスに取り組むためのプロジェクト提案の開発だけでなく、生物持
続性/生物耐久性の工業ナノ材料に関する情報の集積（コンパイル）を完成させることを続けていく。
さらに、WPMN は、ナノ材料に対するすべてのテストガイドラインの開発のために関連する多くの問題
(すなわち、試料調製及び用量測定に関するガイダンスを更新することおよびグルーピングに関するガイ
ダンスにおけるナノ材料の区分)を識別した。
報告書は、暴露測定と暴露軽減に関する WPMN の作業の目的は、暴露測定と軽減のためのガイダン
スについての情報交換 (または開発)をすることである、と述べている。
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WPMN は、3 つの相補的なプロジェクトに取り組んでいる:
(1) 工業ナノ材料への職業暴露を評価するための規制および非規制モデルのグローバル対応能力を
評価すること；
(2)ナノ材料への消費者暴露を評価するために使用される利用可能なツールとモデルの集大成；
(3)工業ナノ材料への環境暴露を評価するために使用される利用可能なツールとモデルの集大成。
これらのプロジェクトは、3 つの対象集団: 労働者、消費者、そして環境に対するナノ材料暴露を推定す
るために使用可能な暴露モデルの性能を評価することを目的とする。モデルの評価を行うために、
WPMN は、「構造化された形式で暴露データを収集/生成している。」
WPMN の 2019 年 2 月会合で、暴露評価に関する作業部会とのコラボレーションで考慮されることにな
る作業の潜在的な分野だけでなく、それらが化学物質試験概要を報告するための既存 OECD 調和テ
ンプレート(OHT)によって収集されることができるように暴露データを構造化する方法を議論した。
報告書によると、WPMN は、フランス、オランダおよび Business at OECD (BIAC) が率いる、プロジェ
クト「より持続可能な NMs とナノ応用製品のための「より安全な技術革新アプローチ」への移行に向け
て： 既存のリスク評価ツールとフレームワークの概要、および工業環境でのそれらの適用性」を実行し
続けていく。報告書は、WPMN は、このプロジェクトの成果が、この場合ナノ材料とナノ応用製品からも
たらされる革新によって課される規制上の課題を予測する知識を促進できると期待している、と述べて
いる。
報告書には、今後の以下のナノ材料に関するワークショップと会議がリストアップされている：
・2019 年 9 月 10-12 日、ナノ材料のリスク評価と分類のための有害転帰経路(NanoAOP)開発の
推進に関するワークショップ；
・2019 年 12 月 16-18 日、WPMN ロードマッププログラム作業 (およびそれに続くプロジェクトのた
め会議)；
・2020 年 6 月 16-19 日、WPMN 第 20 回会議。
OECD の Biosafety の進行状況レポート; http://www.oecd.org/env/ehs/progress-report-onchemical-safety-and-biosafety-april-2019.pdf
2-4-2. ISO は、製造環境の混合ダスト中のナノ粒子サイズ範囲にある非晶質シリカとカーボンブラック
の気中濃度を定量化する方法を刊行する
国際標準化機構 (ISO)は、標準 ISO/TS 21361:2019「ナノテクノロジー－製造環境の混合ダスト中の
ナノ粒子サイズ範囲にある非晶質シリカとカーボンブラックの気中濃度を定量化する方法」を発行した。
標準は、産業製造環境の混合ダストとして収集した大気試料中のカーボンブラックおよび/または非晶質
シリカの粒子を定量化し、識別するためのガイドラインを提供する。
ガイドラインは、大気試料の採取および粒径と元素組成の両方で大気試料中の粒子のキャラクタリゼー
ションを記述する。
ISO は、記述される技術がカーボンブラックと非晶質シリカに対するものであるにも関わらず、6 ナノメー
トル (nm)から 2.5 マイクロメートル (μ m)のサイズの範囲内にあり、透過電子顕微鏡(TEM)/走査型電
子顕微鏡 (SEM) で観察でき、エネルギー分散分光法 (EDS) によって化学的にキャラクタライズするこ
とができる場合、他の種類の粒子の測定に技術を適用できる、と指摘する。
ISO は、この方法論は、この程度の感度を持って、サイズによってナノ粒子への化学物質特有の暴露を
定量化するために利用可能な方法の 1 つを表している、と述べている。
このサイズ範囲の化学物質の暴露を、化学種を明らかにし定量化できる他の既存方法の多くは、質量
ベースであり、従ってこのサイズ範囲の粒子の（少ない）質量と比較したとき、質量ベースの検出限界が
高いため、使用が制限される。
さらに、ISO によれば、他のサンプリング方法は標準で記述されている技術に従っているかもしれない
が、この目的のために評価されたり検証されたりしていない。
ISO は、この方法論は、ナノ材料に対する職業暴露評価サンプリング戦略、特に暴露のためのホットス
ポットが他の方法を使用して特定され、そして、その暴露の性質の理解に関心がある事象で、より高い
階層のステップとして実施されるだろう、と示唆している。
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分析の結果は、労働者の潜在的な健康上のリスクを理解するため、使用可能になった、健康のベンチ
マークと比較するために使用されることができる。さらに、それは、必要なとき、製造工程の非常に早い
段階で適切な個人用保護具 (PPE)を選択する際に役に立つかもしれない。
この標準の購入価格は、88 スイスフラン。
標準 ISO/TS 21361:2019 プレビュー；https://www.iso.org/standard/70760.html?browse=tc
2-4-3. IARC モノグラフの優先順位に関する勧告に、多層カーボンナノチューブ、ナノ材料が含まれる
世界 18 カ国からの 29 人の科学者の諮問グループは、2020－2024 年の間の国際がん研究機関
(IARC) モノグラフプログラムの優先順位を勧告するために 2019 年 3 月 25-27 日に会合を持った。
諮問グループは、公募の推薦の呼びかけに対する回答を評価し、2014 年に開催された同様の諮問グ
ループ会議からの残りの勧告優先順位を含む、170 以上の独自の候補作用物質を検討した。
諮問グループは、証拠の動向と作用物質の類型の両方によって、優先度勧告の作成を通知するため、
すべてのノミネートされた作用物質を審議した。 諮問グループは、広い範囲の作用物質を、評価のため
の高、中、または低優先度をつけて勧告した。諮問グループは、ヒトへの暴露の証拠と発がん性を評価
するための入手可能な証拠の程度に基づいて優先度を割り当てた。 ヒトへの暴露の証拠または発がん
性を評価するための証拠のない作用物質はさらなる検討の勧告はされなかった。
識別された優先順位と関連している作用物質はまた評価に値するだろうと認識していたと、諮問グルー
プは指摘する。 さらに、発がん性の危険性を示す新たな関連する証拠が今後 5 年間で利用可能になる
場合、追加の作用物質は、考慮に値するかもしれない。
IARC は、勧告は Lancet Oncology（ランセット・オンコロジー）誌、「IARC モノグラフのための優先順位
に関する諮問グループ勧告」中で公表された、と 2019 年 4 月 18 日に発表した。IARC モノグラフです
でに評価され、高い優先度の評価が勧告されている作用物質のリストは、多層カーボンナノチューブ(5
年間の後半以内の評価実施を助言)を含んでいる。 中位の優先順位の作用物質のリストには、ナノ材
料、「例えば、二酸化チタンまたはナノシリカ」が含まれる。
4 月 17 日発行 The Lancet Oncology 誌へのリンク（オープンアクセス：要 Subscription）；
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30246-3/fulltext
2-4-4. Nanosafety での EU－米国の優先順位に関するワークショップレポートが公開された
2019 年 3 月 5-6 日、「Nanosafety における EU‐米国協力の促進」に関するワークショップがハーバー
ド大学で開催された。 ワークショップレポートによると、ワークショップは、2 つの主要な質問に答えるこ
とを意図した：
・nanosafety とその他の高度な材料における今後の研究の優先事項は何か；そして
・nanosafety における欧州連合 (EU)‐米国協力優先事項のための機会は何か。
議論は 2013 年報告書、ヨーロッパ 2015‐2025 年における Nanosafety: Towards Safe and
Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations（安全で持続可能なナノ材料とナノテク
ノロジーの技術革新に向かって）、および米国国家ナノテクノロジーイニシアチブ (NNI)に参加している
米国連邦政府機関によってコーディネート（調整）された、現在の Nanosafety 活動の実施状況に基づ
いていた。 学界、業界、および政界からの 30 人以上の参加者は、今後の Horizon Europe の観点か
ら欧州委員会 (EC) と関連する米国資金調達機関両方に共有されることになる推奨事項を起案した。
次の 7 つの研究優先事項が識別された：
・環境や人への危険（ハザード）；
・新たなナノ材料と潜在的なリスク；
・新たな材料のバランスの取れたリスク・ガバナンスをサポートする社会科学と自然科学研究；
・ナノ情報科学（Nanoinformatics）；
・環境と人集団レベル両方での暴露評価；
・標準的な方法論、参照材料、および調和；そして
・ライフサイクル/変換/バリューチェーン/管理（stewardship）。
また、議論の間、ワークショップ参加者は EU‐米国の連携を推進するため次の潜在的な手段を強調し
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た：
・既存プロジェクトとの連携；
・若手科学者の交換や研究者の移動性；
Horizon 2020 および将来の Horizon Europe への米国の参加。
米国環境保護庁 (EPA)、国立環境衛生研究所 (NIEHS)、国立科学財団 (NSF) および他の連邦
機関は、EU 主導の Nanosafety プログラムへの米国の参加を資金援助してよい；
・共同 EU‐米国研究プログラムの確立；
・マルタイニシアチブの促進と米国への開放；
・将来の潜在的な European Cooperation in Science and Technology (COST)‐の様なプロジェク
ト；そして
・賞による刺激（Inducement prizes；例えば Horizon 2020 では、定められた課題に最も効率的に
応えた人に現金で賞（Inducement prizes と称する）が与えられる）。
ワークショップレポート；https://www.nanosafetycluster.eu/uploads/Workshops/EUUS%20Priorities%20in%20Nanosafety%20report.pdf
2013 年報告書:ヨーロッパ 2015‐2025 年における Nanosafety；
https://www.nanosafetycluster.eu/uploads/files/pdf/report159.pdf
ナノ材料の安全性に関する情報
2-5.
2-5-1. ドイツの BfR レビューは、どのようにナノ毒性学が複雑さと「闘う」かを明かにする
ナノ毒性学の最近のレビューは、理解と機構的方法両方のギャップを識別してきており、研究者は、ほ
ぼ 10,000 の論文がトピックに関して公開されているにもかかわらず、大量の工業ナノ材料を放出する
一般的なプロセスの例を見出すことが困難であることを確認している。
これは、「まだ工業ナノ材料生産に関連付けられている大規模な「ナノ」製造業の不足」があるためであ
る、とドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) の科学者とドイツ(マックスプランク研究所、シュツッツガルト大
学)および米国（MIT）の学者は述べている。
彼らの全体的な結論は、この研究分野がその信じられないほどの複雑さと戦う、ということだった。彼ら
は、これらの材料が生物系と相互作用する方法の基本的なプロセスを完全に理解するために必要な多
大な努力に特に言及した。
Toxicology Mechanisms and Methods で公表されたレビューは、多くの in vitro 実験で特定されたリス
クが実際の暴露へリンクさせるために外挿される場合、部分的に非現実的に見えることを見出した。例
えば、文献において毒性があるとの結果は必ずしも実際のリスクやハザードと一致しない。
また、彼らは in vivo 実験を調査し、サイズや表面状態などのナノ物性での非常に微妙な違いが驚くべ
き変化をもたらし得ることを見つけた。これらの変化を理解することは、依然として大きな課題である、と
付け加えた。
データの再現性も、モデリング機器、統一プロトコルおよび理論的な理解の欠如だけでなくバッチ間変
動を含む、多くの理由に関わる問題として認識された。著者は、これに取り組むことが優先されるべきで
あると言う。
ナノ製品の使用が増加しているために、「ナノ毒性学研究は将来のより安全なナノ材料を開発するため
に社会にとって絶対不可欠である」、と研究者達は言う。
「研究コミュニティは、 ナノ毒性学と消費者製品中でのナノ材料の使用の急増による、ナノ毒性と公衆衛
生の危機（ハザード）に関連してまだ存在しない不測の問題を予測するためにビジョンを開発する必要
がある、と彼らは結論付ける。
雑誌に公表された論文（オープンアクセス）；Review of emerging concepts in nanotoxicology:
opportunities and challenges for safer nanomaterial design; Ajay Vikram Singha et
al.,TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS：2019, VOL. 29, NO. 5, 378–387
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15376516.2019.1566425
2-5-2. ナノ材料のライフサイクルにわたる健康と環境リスクを研究する新規プロジェクトがドイツで開
始
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新規ナノ材料の、全生涯（全耐用期間）にわたる健康と環境リスクを研究する新規プロジェクトが 5 月初
めに開始した。共同研究プロジェクト「InnoMat.Life」は、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)によって運営
されている。
ナノ材料は、日焼け止めローション中の UV フィルター、織物中の汚れ防止剤および家具中の難燃剤を
含む広くさまざまな用途で使用されている。
「安全研究が関係するところでは、ナノ材料は今まで主に個別に調べられてきたが、それらの意図され
た用途に関してはされていない。実際の生活で、さまざまな形で発生し、製品では、それらは通常他の
材料と組み合わされているため、これでは不十分である」と BfR 所長 Andreas Hense は言った。
Nanosafety 研究は、研究されている、単層カーボンナノチューブとグラフェンを含む、少数のより高度な
材料である、第一世代ナノ材料に主に焦点を当ててきた。
このプロジェクトは、さまざまな形やサイズのナノ粒子だけでなくハイブリッド材料を含めるように研究を
拡大していく。それは、また、積層構造を使用する、3 D プリントなどの物質の構造を変更する工業プロ
セスも調べていく。
プロジェクトは 200 万ユーロ以上の費用がかかり、ドイツ連邦教育科学・研究技術省によって資金提供
される。公共機関、学界と業界からの 10 のパートナーは、人の健康及び環境リスクの効率的な評価の
ための基準を確立するために協力している。
プレスリリース；
https://www.bfr.bund.de/en/press_information/2019/13/innomat_life__increased_safety_for_novel
_materials-240544.html
2-5-3. ドイツは、新規 (ナノ) 材料の人の健康の評価および環境リスクについての基準を確立する研
究プロジェクトを発表
2019 年 4 月 29 日、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) は、InnoMat.Life、新規 (ナノ) 材料の人の健康
の評価および環境リスクを効率的に評価するための基準を確立する共同研究プロジェクトを発表した。
連邦教育科学研究技術省は、BfR によってコーディネートされ、公共機関や学界、業界からの 10 のパ
ートナーを含むプロジェクトに 222 万ユーロの資金を提供している。BfR は、今まで nanosafety 研究は、
第一世代ナノ材料、すなわち、主に、ナノ銀、酸化チタン、酸化亜鉛などの純粋物質の丸い粒子に主に
焦点を当てていた、と述べている。しかし、実際の生活では、はるかに多くの材料が使用されている。 2
つ以上の物質から成るハイブリッド材料がしばしば適用され、ナノ粒子は多くの様々な形状を有すること
ができる。
多くの工業的に使用される材料は、ナノメートルからマイクロメートルの広いサイズ分布をカバーする。
また、BfR によると、多くの工業用途は、3 D プリンターで製造される多層集合体のように、製造または
使用時にその構造を変更する材料システムに基づいている。
InnoMat.Life は、研究の焦点を拡大し、棒、小板、繊維などの他の形状とサイズを持つ材料(第 1 の領
域）だけでなく、3 D 印刷用の金属やポリマー粉末などの幅広い粒度分布を持つ材料（第 2 の領域）を
含む、新しい材料クラスに取り組む。第 3 のフォーカス領域は、2 つ以上の物質から作られるハイブリッ
ド材料を含む。
BfR によると、InnoMat.Life の主な目標の 1 つは、それらのハザードポテンシャルに関して新規材料を
一緒にグループ化できるような基準カタログを確立することである。これは、人と環境に対する暴露ポテ
ンシャルを考えることによってもなされる。 プロジェクトは、合成から処分まで、材料の全ライフサイクル
を考慮する。
BfR のプレスリリース；InnoMat.Life: Increased safety for novel materials(13.2019),
https://www.bfr.bund.de/en/press_information/2019/13/innomat_life__increased_safety_for_novel
_materials-240544.html
2-5-4. EC の JRC は医薬品中のナノ粒子の測定に関する論文を出版
欧州委員会 (EC) の共同研究センター (JRC) は、2019 年 5 月 10 日に、Journal of Controlled
Release の 2019 年 4 月 10 日号で「ナノ粒子使用医薬品の粒径分布測定、EUNCL と NCI-NCL の共
同意見。直交する測定と段階ごとに複雑になる測定を組み合わせる段階的なアプローチ」と題した論文
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の公開を発表した。JRC は、フランス Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA)、スイス Eidgenössische Material- und Prüfungs-Anstalt (EMPA)、米国国立がん
研究所のナノテクノロジーキャラクタリゼーション研究所 (NCI- NCL)、およびアイルランドのトリニティ・カ
レッジの研究者との緊密な連携で、ナノ医薬品の粒度分布を測定するための一般的な戦略を開発して
きた。
JRC によると、「低解像度技術によってサンプルの完全性と安定性を評価するための迅速予備ステップ
は、簡単なバッファーと複雑な生物媒体の両方で実行される補完的な高解像度のサイズ測定の組み合
わせが後に続く。」この仕事は、NCI- NCL と欧州ナノ医療評価研究所 (EUNCL) との間のコラボレーシ
ョンの一部である。 JRC は、これは「粒子径分布の高品質、正確な測定」につながっている、と述べてい
る。粒度分布の測定を含むナノ医薬品の評価のための標準操作手順は公に利用可能であり、EUNCL
と NCI- NCL は、「最先端の」キャラクタリゼーションプラットフォームへの幅広いアクセスを提供している。
JRC News:Science update(2019/May10)；https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/measuringnanoparticles-medicinal-products
論文；F. Caputo et al.: Measuring particle size distribution of nanoparticle enabled medicinal
products, the joint view of EUNCL and NCI-NCL. A step by step approach combining orthogonal
measurements with increasing complexity, Journal of Controlled Release 299 (2019) 31-43
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365919301130
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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
2019/6 JFE テクノリサーチ
3.
6 月の情報
3-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
3-1-1. ニューヨーク州環境保全局家庭用クレンジング製品情報開示プログラムの実施延期を発表
2019 年 6 月 12 日、ニューヨーク州環境保全局（NYSDEC）は、2019 年 7 月 1 日から 2020 年 1 月 1
日まで、家庭用クレンジング製品情報開示プログラム（開示プログラム）の実施を遅らせると発表した。
NYSDEC は、2019 年 6 月 12 日の Environmental Notice Bulletin で、2020 年 1 月 2 日からの開始
に延期すると述べた。その通知によれば、NYSDEC は「製造者に対してウェブサイトのデザインに協力
したり、ウェブサイトや安全データシートのコンプライアンスの疑問に答えたりするであろう。」NYSDEC
は、「製造者が 可能な限り最善の方法でこのプログラムを実行するよう、コミットし続ける。」
2019 年 1 月号で既報のとおり、NYSDEC は先に 2019 年 7 月 1 日から 2019 年 10 月 1 日までの情
報開示プログラムの施行における 3 ヶ月の遅れを発表した。また、2018 年 7 月に、NYSDEC は 情報
開示プログラムでは、ニューヨークで販売されている洗浄剤の製造業者に対し、化学成分を開示し、懸
念化学物質の正式なリストに掲載されている成分を自社のウェブサイトで特定することを求めている。
開示プログラム認定書およびプログラム方針によると、ナノスケール材料である各成分について、ナノス
ケール材料を説明する用語を開示する必要がある。 例えば、ナノスケール材料が炭素である場合、本
開示は「ナノスケール」炭素という用語を使用すべきである。 NYSDEC のプログラム方針は、「ナノスケ
ール材料は、ナノスケールで製造または処理された報告可能な化学物質の[有害物質規制法（TSCA）]
の定義を満たす化学物質である、と述べている。その定義は、一部には、TSCA のセクション 3 で定義
されている、25°C および標準大気圧で固体の化学物質であり、凝結物及び凝集物を含む、 少なくとも
一次元で 1〜100 ナノメートルのサイズ範囲にある、粒子の形で製造または加工されている、また、そ
のサイズのために独特で新規な特性を示すように製造または加工されている、報告されるべき化学物
質である。報告されるべき化学物質には、凝結体や凝集体を含む粒子のうち、重量基準で 1％未満の
サイズの粒子が 1〜100 ナノメートルの範囲内で製造または加工された化学物質は含まれない。」
延期の通知が掲載されている Environmental Notice Bulletin；
https://www.dec.ny.gov/enb/20190612_not0.html
家庭用クレンジング製品情報開示プログラム；https://www.dec.ny.gov/chemical/109021.html
開示プログラム認定書およびプログラム方針；
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/cleansingprodfin.pdf
3-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
3-2-1. Echa MSC は CoRAP の下での暴露測定の要請に合意する－自動車ブレーキ パッド中のナ
ノ材料のための試験
Echa（欧州化学物質庁） の加盟国委員会 (MSC) は、加盟国がコミュニティ ローリング アクション プラ
ン (CoRAP) の下での物質評価中に暴露情報を要求できることを決めた。
しかし、REACH の登録および承認は使用と暴露データを含むため、物質評価プロセスが暴露データを
要求する「最も効率的または効果的な」方法であるかどうかに関して疑問が残る、と MSC 議長 Watze
de Wolf は述べた。
5 月 14-16 日の会合で、MSC は酸化亜鉛とチタン酸カリウムに関する物質評価例を討論した。評価加
盟国として、ドイツは、ナノ酸化亜鉛の使用に関する特定の情報を要求しており、MSC も、長期環境毒
性試験に合意した。
「試験は亜鉛イオンが毒性の原因であるかどうか、またはナノ形態（nanoform）自体が、毒性を強めるこ
とができるのかを決定するために十分である」と de Wolf 博士は述べた。
一方、フランスは、自動車用品、自動車ブレーキ パッドで使用されているチタン酸カリウムを評価してい
る。その物質は、生体内持続性の世界保健機関 (WHO) 基準を満たす繊維を含むことがある。
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そのような繊維は、5 ミクロンよりも長く、3 ミクロン以下の直径と 3:1 を超える長さ-直径比を有する。
「WHO 繊維は発がん性の可能性がある、そして問題はそれらが登録された物質の使用から、または、
それらが使用されるアプリケーションから形成されるかどうか、または登録されている物質が WHO 繊
維の或る量を既に含んでいるかどうかである」と de Wolf 博士は述べた。
フランスは、ブレーキ パッドの使用をシミュレートし、繊維を探す新しい試験を要求している。MSC は、
ブレーキ パッドが川下使用者によって製造されるだけかもしれないことを考えて、登録者が情報を提供
すべきかどうかについて議論した。登録者は、「これが彼らの管理の範囲を超えない場合シミュレーショ
ンテストを実行する必要がある」と de Wolf 博士は述べた。その他の場合は、「WHO 繊維が生成されな
いことを確認することは川下ユーザー次第だ」と付け加えた。
試験がこれらが生成されるまたは製品中に 0.1% を超えるレベルであることを示す場合、90 日間慢性
吸入毒性試験も必要とされるであろう。
MSC agenda for 64th meeting Echa の加盟国委員会 (MSC) の 64 回会合のアジェンダ；
https://echa.europa.eu/documents/10162/26095063/draft_agenda_msc-64_en.pdf/0ecc7247f16f-d59d-47c6-391c29e14082
3-2-2. 欧州委員会、化粧品中のナノ成分に関するデータを探す
欧州委員会は、2019 年 6 月 11 日に化粧品規制の枠組みの下で、ナノ形態のいくつかの成分に関す
るデータの募集を発表した。
EU の執行部は、利害関係者に以下の材料について、データ要件に従って、安全性に関する科学的情
報を求めている。
・金（ナノ）、
・金コロイド（ナノ）、
・白金（ナノ）、
・白金 コロイド（ナノ）、
・銅（ナノ）、
・銅コロイド（ナノ）。
欧州委員会は、上記のナノ粒子が皮膚吸収を通してまたは粘膜を通過して細胞に入る可能性について
懸念がある、と述べている。
委員会は消費者安全に関する科学委員会（SCCS）に完全なリスクアセスメントを実行するように命じた。
コンサルテーションは 6 月 11 日から 11 月 10 日まで行われる。
欧州委員会のデータ募集のリリース；http://ec.europa.eu/growth/content/call-data-ingredients-usedcosmetic-products_en
3-3.
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
3-3-1. SweNanoSafe は REACH の下でナノ材料の登録を助けるための無料 Web ツールを開始す
る
2019 年 5 月 16 日、Nanosafety のためのスウェーデンのナショナル・プラットフォーム(SweNanoSafe)
は、eREACHNano、「ナノ材料カバーする規制に関する十分な社内の専門知識が不足しているかもし
れない中小企業を助けることに焦点を当てた新しいウェブツール」の利用が可能になることを発表した。
このウェブツールは、以下を含む化学物質の登録、評価、認可および制限 (REACH)規則のガイドライ
ン文書に従って ナノ形態（nanoforms） に対するデータ要件を説明する：
・ナノ材料の定義；
・ナノ材料のタイプ；
・既存の REACH ガイダンスのナノ材料固有の付属書の概説；
・ナノ材料の物理化学的キャラクタリゼーション；
・ナノ材料の試験；
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・ナノ材料の暴露とリスク評価。
SweNanoSafe は、ナノ材料に対する情報要件を明らかにした 2018 年 12 月の改正にはまだ含まれて
いないことに言及している。 情報要件は、2020 年 1 月 1 日から適用される。 情報要件は、2019 年後
半に開始される web ツールの後続バージョンに含まれる。
同様の発表は、デンマーク EPA も行っており、プレスリリースで、デンマーク EPA は、北欧閣僚評議会
の化学、環境、健康に関する作業部会と、国際的なソフトウェア開発およびエンジニアリングコンサルタ
ント会社の DHI が、当ウェブツールに資金提供していると述べた。
SweNanoSafe の発表；https://swenanosafe.se/ereachnano-free-web-tool-launched-to-help-withregistration-of-nanomaterials/
Web ツール eREACHNano；http://ereachnano.dhigroup.com/
デンマーク EPA のプレスリリース（デンマーク語） ；
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/maj/ereachnano-gratis-vaerktoej-til-atregistrere-nanomaterialer/
3-3-2. スウェーデンのナノ安全性研究プログラムが第 2 段階に入る
ナノ材料に関連するリスクを評価するためのスウェーデンの主要な研究プログラムは、その物質が環境
中でどのように変化するか、およびそれに対応する影響に焦点を当てる第 2 段階に入った。
スウェーデンの戦略的環境研究財団（Mistra）の環境ナノ安全プログラムは、フェーズ 1 では、製品から
意図せずに発生するナノ粒子ではなく、「工業的に製造された」ナノ粒子を対象としている。
スウェーデンの国家ナノ安全プラットフォーム、SweNanoSafe に関する発表によると、変換
(transformation)に関する作業に加えて、リスク評価に関する勧告と助言が準備される予定である。研
究者らは、ナノ材料からの保護を確実にしながら、イノベーションをいかに維持することができるかという
疑問に答えることを目指す。
Mistra は、2014 年から 2018 年にかけてのフェーズ 1 に 40 百万スウェーデンクローナ（3.76 百万ユー
ロ）を提供した。そして、フェーズ 2 に 50 百万スウェーデンクローナ（4.7 百万ユーロ）を提供する。
このプログラムは、ルンド大学の生化学および構造生物学の上級講師であるプログラムディレクターの
Tommy Cedervall 氏の管理のもと、Chalmers 工科大学から Lund 大学へとその基盤を移しつつある。
SweNanoSafe の発表；
https://swenanosafe.se/swedens-largest-nanosafety-research-programme-mistra-environmentalnanosafety-launches-phase-two/?q=%2Fswedens-largest-nanosafety-research-programmemistra-environmental-nanosafety-launches-phase-two%2F&allow-cookie=1
Mistra 環境ナノ安全の HP;
https://www.mistra.org/en/research/mistra-environmental-nanosafety/
3-3-3. オーストリア科学アカデミーが安全設計（Safe-by-Design）概念の NanoTrust 文書を公開
オーストリア科学アカデミーのテクノロジーアセスメント研究所は、「安全設計(Safe-by-design)―イノベ
ーション・プロセスにおける安全面の早期統合」と題する NanoTrust 文書を公開している。文書は、ナノ
固有の安全設計 (SbD) 概念に焦点を当て、材料、製品、またはプロセスの設計における健康や環境安
全配慮を統合するアイデアの背後にある概念の概要を示している。SbD は、全体の製品開発プロセス
の早い段階で及び、全体の製品開発プロセスを通じて、安全性の問題を考慮することを目指している。
文書によると、SbD のナノ固有の概念は、新しいナノ材料や製品の開発における初期段階で環境と人
の健康への潜在的リスクについて現状の不確実性に対処することが意図されている。SbD 概念の基本
的な前提は、リスクは、材料、製品、ツール、およびテクノロジーの選択を通じて、それらを可能な限り安
全にすることにより、減らすことができるということである、と文書は述べている。これらの要因の選択を
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制御するために介入することが未だ可能な場合、製品開発段階に、特に注意が払われる。予防原則に
沿えば、イノベーションプロセスにおける安全性の早期統合が一般に望ましいと考えられる。文書による
と、近年、多くのプロジェクトは SbD の概念と産業界でのその実用的な遂行に専ら供されている。 安全
性に関連する問題に対して早期に焦点を当てるなどの、その概念の強みと並んで、実用性に関する多く
の課題が特定されている。 文書は、SbD の使用の自発的な性質が、事業に何らかの目に見える追加
の利点がなくても、ユーザーの費用と時間の支出を増加する、ことを注記する。現在、したがって、「イノ
ベーションプロセスにできるだけ早く安全性を含めようとする努力は一般的に非常に積極的に受け止め
られるが、ナノ固有の SbD 概念は、実行することが困難と考えられねばならない。」文書は、ナノの文
脈の中で SbD に取組んだ、または取組んでいる欧州連合 (EU) と国家レベルでのプロジェクトの概要
を含んでいる。
文書「安全設計―イノベーション・プロセスにおける安全面の早期統合」；
http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x003aa569.pdf
3-4.
国際的な動き
3-4-1. OECD は、Tour de Table を含む製造ナノ材料の安全性に関するシリーズの新しいレポートを
公表
経済協力開発機構 (OECD)は、製造ナノ材料の安全性に関するシリーズの次のレポートを掲載してい
る：
・製造ナノ材料の安全性に関する代表団の進展－Tour de Table:
Tour de Table は、 2019 年 2 月の OECD の製造ナノ材料に関する作業部会(WPMN) の 第 19 回会
議の機会に代表団によって提供された情報を編集している。 それは製造ナノ材料に関連する活動だ
けでなく、国際レベルでのナノテクノロジーに関する他の活動についての関連情報を要約することを目
指している。Tour de Table は代表団によって報告された法規制の動向に関して以下に詳細を提供す
る；
・製造ナノ材料のリスク評価の決定を通知するための物理化学的決定フレームワーク: この文書は、所
与の種類のナノ材料のキャラクタリゼーションと同定のために重要と考えられる所与の物理化学的パ
ラメータを測定するのにどの試験方法が適切かに関するガイダンスを提供する；そして
・ナノ材料の測定とレポート作成のための指針: 物理化学パラメータ: OECD は、これに、データの有用
性と比較可能性を最大化するために、一貫性のあるデータ報告 (サンプル調製及び測定プロトコルに
関する詳細を報告することを含む)の促進に加えて、研究の実施を改善するのを支援することを意図し
ており、以下の 4 つの透明なアプローチを提供する： (1)データ生成のための重要な目的のコミュニケ
ーションを支援する；(2) 適切な方法の識別を容易にする；(3)方法の限界を正確に指摘する；そして(4)
ナノ材料の評価に関連する目的に対処する良いレポート作成実践を強調する。
Tour de Table からのハイライトは以下のとおり：
カナダ：カナダは、商取引におけるナノ材料の環境と人の健康リスク評価をガイドするために使用される
リスク評価の枠組みを現在開発中である。 カナダは、2019 年春 までに一般化されたリスク評価枠組
み案を完了する予定だった。 さらに、カナダは、後日、ハイレベルな枠組みに関する専門家協議を計
画している。
欧州連合(EU)：ナノ材料の定義に関する勧告(2011/696/EU)の欧州委員会 (EC)見直しに続いて、EC
は勧告の「若干の修正」を予測した。 EC は、考慮された変更についての公開協議を計画した「が、着
手が延期されている」。公開協議は 2019 年後半に行われる可能性があり、その時点でより多くの情
報も利用可能になるだろう。何らかの変更があるまでは、既存の勧告を使用するべきである。
フランス: フランス労働災害防止のための国立研究安全研究所(INRS)は「製造ナノ材料に関連する職
業上のリスクの防止に専念する」以下の研究を継続している：
・5 つの毒性研究 (主に動物の吸入による実施)；
・職業上の暴露のキャラクタリゼーションに関する 5 つの研究；
・集合的防護装置 (ろ過) に関する研究。
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2019 年に、INRS は非晶質ナノ構造シリカへの職業暴露に関連する早期影響のバイオマーカーの
主要な疫学的研究を開始する予定である。
ドイツ: 2019 年に、連邦環境庁(UBA)は、欧州市場にある先端材料と化学物質安全性規制の文脈にお
けるリスク評価との関連性、に関する知識を促進することを目指した新しい研究プロジェクトを開始し
ようとしている。トピック会議は、2019 年秋/冬、2020 年夏と 2021 年春に予定されている。また、
UBA は、環境媒体中でのナノ材料の溶解度と溶解速度を測定する静的及び動的な標準的な方法の
開発に焦点を当てる研究プロジェクトを開始する予定である。 両方の方法は、OECD テストガイドラ
インに含められることが意図されている。 プロジェクトは約 3 年の期間で 2019 年 10 月に開始する
予定である。
韓国： 2019 年 1 月の消費者向け化学製品および殺生物剤安全法 (K-BPR) の施行に伴って、環境省
(MOE)は、人、動物、環境に及ぼす殺生物製品に含まれるナノ材料の影響に関する評価報告書を提
出することを法令で定めている。 ナノ材料を含む殺生物製品の場合、物質の名前は、物質名の前に
括弧で「ナノ」という単語を表示する必要がある。
タイ： タイ食品医薬品局 (タイ FDA)」は、「ナノ粒子を含む製品認証を真剣に検討し始めている。」 それ
は、ナノ粒子とラベルに関してそのスタッフの意識トレーニングを実行するために、NANOTEC の支
援を求めている。 タイ FDA は、安全意識を高めるための NANOTEC との共同作業契約を開始した
いと述べた。
米国: 米国環境保護庁 (EPA) は、5 つの量子ドットと金属酸化物の少量免除のレビューを完了した。
EPA は、「不合理なリスクを防ぐために人と環境の暴露を限定した条件の下での免除を許可した。」
製造ナノ材料の安全性に関する OECD シリーズの目的は、人健康と環境安全性に関する OECD の
活動に関連する最新の情報を提供することである。
Tour de Table の我が国の活動についての記述を以下に掲げる。（全文）
1.10 日本
1.10.1. 人の健康と環境の安全に関する国内の動向
経済産業省は、2010 年に経済産業省のウェブサイトで安全性試験データおよび製造されたナノ材料の
管理方法に関する情報を公表した (日本語のみ）。そのような情報は製造業者によって自発的に提供さ
れ、毎年更新された。 経済産業省は、2018 年に最新情報を公表した。
1.10.2. グッドプラクティス文書に関する開発
ISO / TC 229（Nanotechnologies）の P メンバーとして参加する国内メンバー団体である日本工業規
格委員会（JISC）は、TC 229 / JWG 2（測定および特性評価）の主催者(Convenor)と書記(Secretary
を指名した。TC229 / JWG2 では、JISC は（ANSI、米国規格協会と）共同で、プロジェクトグループ 22
「粒子径と ENV / JM / MONO（2019）11│39 区分外 透過型電子顕微鏡を用いた形状分布測定」（IS
21363）を主導している。 そして今、DIS 投票も承認された。
JISC が「非対称流と遠心力場流動分別を用いたナノ物体の分析」を主導し、今、これが出版された。
JISC はプロジェクトグループ 25「個別化セルロースナノフィブリルサンプルのキャラクタリゼーション」
（TS 21346）を主導している。
TC229 / WG3（ナノテクノロジーの健康、安全、および環境の側面）では、JISC が新しい作業項目提案
「光吸収測定を用いたカーボンナノ材料の細胞取り込みの定量化方法」（TS 23034）を主導している。
産業技術総合研究所（AIST、産総研）は、単層カーボンナノチューブ技術研究協会（TASC）のメンバー
として、「カーボンナノ材料（カーボンナノチューブおよびグラフェン）の放出および暴露を評価するための
ガイド）」の英語版を発表した。 ） "2018 年 4 月にウェブサイト上で利用可能になった：
https://en.aistriss.jp/assessment/6315/。
1.10.3. ナノ材料の人の健康および/または環境安全面に対処するように設計された研究プログラムま
たは戦略
・ナノ材料のライフサイクル側面に関する研究または戦略についての情報、ならびにナノが可能にした
アプリケーションの環境および健康へのプラスおよびマイナスの影響。
・OECD 以外の国々を含む、多国間ベースでのナノテクノロジーに関する現在または将来の活動。
経済産業省は、産総研と 5 つの研究室が参加した気管内注入の手順に関する国内の研究室間比較研
究を完了した。肺葉への点滴注入ナノ材料の分布の再現性および短期間の炎症応答が調べられた。
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製造されたナノ材料の吸入毒性試験のための in vivo での短期暴露方法に関する以前に提案された実
現可能性研究(feasibility study)に関して、プロジェクトの範囲(scope)で再検討中である。
経済産業省は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託を受け、産総研と 4 つの CNF 製造会社
が実施する 3 年間のプロジェクト「セルロースナノファイバーの安全性評価方法の開発」（JFY 20172019）を主導している。このプロジェクトでは、CNF の分析、ハザード評価、および排出/暴露評価のた
めの方法が開発されている。 得られた結果に基づいて、CNF 関連企業における自主的な安全性評価
を支援するためのガイダンス文書が発行されるであろう。
厚生労働省は、2003 年以来、健康および労働科学研究助成金を通じて、いくつかのナノ材料の人の健
康面に関する研究を推進してきた。 2018 年度には、人の健康に関するナノ材料のハザードの評価と処
分の方法を開発する基礎研究を含む、4 つの研究プロジェクトが進行中である。
2011 年度から、環境省（MOE）は、環境運命と生態毒性の理解を通して、製造されたナノ材料の環境リ
スクに彼らの努力を集中してきた。2018 年度、MOE は、TiO2、銀、CNT などの製造されたナノ材料の
生態毒性に関する既存の文献の収集とレビューを続け、それらの粒子サイズに起因する有害な影響を
特定した。（ 40│ENV / JM / MONO（2019）11 区分外）
環境（すなわち、大気および地表水）中の製造されたナノ材料を測定するための方法論を開発する目的
で、 2017-18 年度で、カーボンアナライザー、ラマン分光法、および SEM からの情報を統合することに
よって、CNT を大気中のバックグラウンド炭素と区別するための下限を決定する、実験の試みがなされ
てきた。
製造ナノ材料の安全性に関する代表団の進展(Developments in Delegations on the Safety of
Manufactured Nanomaterials — Tour de Table);
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2019)11&d
oclanguage=en
製造ナノ材料のリスク評価のための決定を通知するための物理化学的決定フレームワーク(PhysicalChemical Decision Framework to Inform Decisions for Risk Assessment of Manufactured
Nanomaterials);
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2019)12&doclan
guage=en
ナノ材料の測定とレポート作成のための指針(Guiding Principles for Measurements and Reporting
for Nanomaterials: Physical Chemical Parameters);
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2019)13&d
oclanguage=en
3-4-2. ISO は抗菌銀ナノ粒子の特徴と測定方法のガイダンスを出版
国際標準化機構 (ISO) は、標準 ISO/TS 20660:2019「ナノテクノロジー－抗菌銀ナノ粒子－特性の仕
様及び測定方法」を出版している。標準は、ナノテクノロジーにおける抗菌適用を意図される粉末やコロ
イド形状の銀ナノ粒子のための特性の仕様と関連する測定方法のガイダンスを提供する。 ISO は、標
準は購買者に抗菌効果を持つ銀ナノ粒子の物理化学的特性を提供することにおいて生産者を支援す
ることが意図されている、と述べている。 ISO は、標準は製造または使用中に健康及び安全性問題に
固有の考慮事項をカバーしていないことを注記している。（88 スイスフラン）
標準「Nanotechnologies — Antibacterial silver nanoparticles — Specification of characteristics
and measurement methods」のプレビュー；https://www.iso.org/standard/68771.html?browse=tc
3-5.
ナノ材料の安全性に関する情報
3-5-1. 木材防腐剤中の銅は肝臓毒性を誘発する可能性がある－人々がナノ粒子を摂取することがで
きるという懸念
げっ歯類の研究によると、抗菌剤および木材防腐剤として使用される酸化銅（CuO）および炭酸銅
(Cu2CO3(OH)2)ナノ粒子は、摂取すると複数の臓器に変化を引き起こすことに加えて、肝臓毒性を誘
発する可能性がある。
オランダの国立公衆衛生環境研究所（RIVM）の Wim De Jong が率いる、学術界および産業界の欧州
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のグループ(著名な毒性研究者、P.Wohlleven, V.Stone, F.Casse らを含む)は、人々が手から口への移
動で、化学物質を摂取することができると仮定して、銅化合物の経口毒性を推定した。
銅は、土壌媒介真菌に対して有意な効果を示す唯一の殺生物剤であるため、土壌と接触して木材を処
理するために最も広く使用されている殺真菌剤である。 それは、水生生物に対して比較的高い毒性を
示すが、人を含む哺乳類に対する効果は最小のため、好ましい木材防腐剤である。
固体炭酸銅は、加圧処理中に木材に浸透することができる粒径を生成するために粉砕によって「微粉
化」する必要がある。結果として生じるサイズ分布は、「かなりの」割合のナノ粒子を含んでいる、と研究
著者らはジャーナル Nanotoxicology で述べている。 しかしながら、彼らは「この微粉化炭酸銅の経口
毒性について入手可能な刊行物はない」ことを見出すことができた。
両方のナノ粒子は、肝臓損傷を示す、血液学的パラメータおよび臨床化学マーカーの変化を誘発した。
消化管、腎臓、およびリンパ系臓器（脾臓、胸腺）における臓器損傷は、酸化銅ナノ粒子と比較して炭酸
銅についてより深刻であった。研究者らは、胃と腸の両方の条件におけるナノ粒子の溶解特性を調べた。
一次粒子は同時に腸内で収縮および凝集して大きな構造になるため、研究者らは「銅イオンと粒子状ナ
ノ形態の両方が、観察された毒性の潜在的な原因物質と見なすべきである」と結論づけた。
チームは銅化学物質のベンチマーク線量を計算したが、銅イオンが「主な毒物である可能性が高い」硫
酸銅の無影響量（NOAEL）と「驚くほど似た」値を与えた。
研究者らは、銅イオンが銅ナノ材料の毒性のメカニズムにおいて重要な役割を果たす可能性があること
を示唆している。彼らのデータはまた、免疫システムがこれらの銅イオンによって「重大な影響を受ける」
可能性があることを同定したが、それは銀ナノ粒子に関する彼らの発見と一致している。
「ナノ材料の脾臓への潜在的に高い移動性を考慮して、免疫系はナノ材料の毒性の標的となる可能性
があり、より特定的な毒性評価のための考慮が必要である」と彼らは書いている。
彼らは彼らのデータが木材防腐剤の許容される一日摂取量を導き出すのに役立つかもしれないと示唆
している。
この記事は 2019 年 5 月 30 日に修正され、炭酸銅ナノ粒子が微粉化プロセス中に生成されることを明
確にした。
論文（フリーアクセス）Wim H. De Jong et al.,NANOTOXICOLOGY 2019, VOL. 13, NO. 1, 50–72;
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17435390.2018.1530390
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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」－7 月分
2019/7 JFE テクノリサーチ
4.
7 月の情報
4-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
4-1-1. NNI は、その将来に関するワークショップの登録を開始する
2019 年 8 月 1-2 日、国家ナノテクノロジー イニシアチブ (NNI)は、「NNI の将来: ステークホルダーの
ワーク ショップ」を開催する。 NNI は、イニシアチブの 4 つの目標をサポートする動的なナノテクノロジ
ーエコシステムを育て、前進する上で極めて重要な役割を果たしてきている：世界水準の研究を進める；
商品化を育てる；研究インフラを開発し持続する；ナノテクノロジーの責任ある開発を支援する。 この基
盤上に構築し、ナノテクノロジーのコミュニティからの専門家は、ナノテクノロジー企業が次の 15 年にわ
たって繁栄するために必要な主要要素に関する彼らの将来展望を共有していく。
具体的には、全体でビジョンを議論した後、以下の 8 分野に分かれて、ニーズとニーズを支えるメカニズ
ムを討論する。
 水と環境、
 エネルギー、
 ナノ医療、
 エレクトロニクス、
 食料と農業、
 センシング／インターネット、
 宇宙と自動車、
 インフラストラクチャー
NNI の将来；ステークホルダーワークショップ；
https://www.nano.gov/2019stakeholderworkshop
4-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
4-2-1. EC はハイドロキシアパタイト (ナノ) とナノ銅とコロイダル銅に関する科学的意見を要求する
2019 年 6 月 25 日、欧州委員会 (EC) の消費者安全科学委員会 (SCCS) は、2 つの科学的意見（オ
ピニオン）の要求：ハイドロキシアパタイト (ナノ) と銅 (ナノ) とコロイダル 銅(ナノ)を告示した。ハイドロキ
シアパタイト(ナノ)の要求書によると、EC はナノ形態でハイドロキシアパタイトを含有する化粧品につい
ての 17 届出を受け取った。EC は、届出によると、この成分は、異なる濃度と仕様の、皮膚 (スキンケ
ア)と口腔衛生(歯磨き粉、口内洗浄剤)製品を含む、リーブオン（塗布のまま）とリンスオフ（洗い流し）の
皮膚および口腔化粧品、両方で使用されている、と述べる。EC は、ナノ粒子が「経皮的に及び粘膜を通
過して吸収され、細胞に入る可能性があるため」、ナノ 形態でのハイドロキシアパタイトの使用について
懸念している。EC は、届出で報告されたハイドロキシアパタイトのナノ形態の安全性評価を実施するこ
とを SCCS に要求する。
銅 (ナノ) とコロイダル(ナノ) の要求書によると、EC はナノ形態で銅 (31 届出) 及びコロイダル銅 (5 届
出) を含有する化粧品についての 36 の届出を受け取った。 提出された届出によると、両方の成分は、
濃度と仕様が異なる、肌、爪、キューティクル、髪、頭皮を含むリーブオン及びリンスオフの化粧品、およ
び口腔衛生製品中にナノ形態で使用される。 EC は、ナノ粒子が「経皮的に及び粘膜を通過して吸収さ
れ、細胞に入る可能性があるため」、ナノ 形態での銅とコロイダル銅の使用について懸念している。EC
は、届出で報告された銅とコロイダル銅のナノ形態の安全性評価を実施することを SCCS に要求する。
ハイドロキシアパタイト (ナノ)の要求書（mandate; 権限による正式の命令書）；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs20
16_q_033.pdf
銅 (ナノ) とコロイダル(ナノ) の要求書；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs20
16_q_032.pdf
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4-2-2. 欧州連合理事会は、持続可能な EU 化学物質政策戦略の政治的ガイダンスを提供するため
化学物質に関する結論を採択
2019 年 6 月 26 日、欧州連合 (EU) 理事会は、「持続可能な EU 化学物質政策戦略の開発に関する
政治的ガイダンスを提供」することを意図した化学物質に関する結論を採択した、と発表した。2019 年
6 月 26 日のプレスリリースは、結論では、化学品の登録、評価、認可および制限(REACH)規則、内分
泌かく乱物質、ナノ材料、医薬品のトピックに特に取り組む、と言及する。プレスリリースによると、理事
会は、それらの「年間トン数が 1 トン/年のしきい値を下回っているので REACH の下でこれまで登録さ
れなかった」ナノ形態の物質の特徴づけ（キャラクタリゼーション）、有害性（hazard）、暴露の可能性に
関する利用可能な研究データを収集し、作成する欧州化学品庁 (ECHA)の任務を拡張するように、欧
州委員会 (EC)に要求する。また、理事会は、EU は「2017 年に発足したナノ材料に関する EUObservatory（EUON）のパフォーマンスと影響を評価することを ECHA に定期的に求める」べきである、
と述べている。
以下に「結論」の詳細を紹介する；
欧州理事会は 6 月 26 日、持続可能な EU 化学物質政策戦略の策定に関する政治的ガイダン
スを提供する化学物質に関する結論を採択した。結論は特に REACH、内分泌かく乱化学物質、
ナノ材料および医薬品のトピックを取り上げている。
この結論の中で、欧州理事会は、人の健康と環境を、化学物質の健全な管理を通じて保護する
必要性を強調している。また、EU の化学物質関連法の一貫性と有効性を高めるために、EU の法
律全体にわたって化学物質リスク評価と化学物質管理を改善し主流化する必要性を強調している。
また、子供や妊娠中や授乳中の女性などの脆弱なグループの保護を調整するための適切なメ
カニズムを開発する必要性を強調している。これには、神経毒性や内分泌攪乱化学物質を含む懸
念物質に関する EU 関連法規への一貫したリスク管理要件の導入が含まれるべきである。
理事会を構成する各国の閣僚は、グリーンで持続可能な化学物質及び化学物質でない代替物
の促進、並びにこれに関する研究及びサービスに基づくビジネスモデルを求めている。
欧州理事会は、懸念物質を置き換えるために中小企業を支援する必要性を強調し、消費者が
情報に基づいた選択を行えるようにするための情報に対する権利を強調している。
理事会はまた、人の健康と環境を保護するために適切な行動をとることを可能にする、新たに出
現する化学物質のリスクを特定するための EU レベルでの早期警告システムの開発と実施を支持
する。
理事会は、無毒性環境のための EU 戦略をさらに遅滞なく開発することを委員会に要請し、包括
的な長期的に持続可能な EU 化学物質政策のための明確な目的を提案する。それは、欧州委員
会に対し、無毒性環境のための EU 戦略に対するフォローアップ措置を実施し、化学物質に関連し
た将来の課題に取組むように、第 8 次環境行動計画のコミットメントの提案に含めるよう求める。
理事会はまた、持続可能な資金調達と ECHA の資金調達の必要性を強調し、他の立法分野への
関与を呼びかける。
結論では、以下のトピックも取り上げられている：
 医薬品：欧州理事会は、医薬品およびその残留物から環境へのリスクを低減するための具
体的かつ野心的な行動を加速することの重要性を強調している。
 REACH：欧州理事会は、委員会と ECHA に対し、2019 年 12 月までに REACH の一式文
書遵守に関する行動計画を策定するよう要請する。 理事会はまた、REACH の承認および
制限手続を改善することの重要性を強調している。
 ナノ材料についての使用とばく露に関する情報を収集し、この点に関してリスク評価と検証
済み試験方法を更新および改善する必要性を強調する；委員会に対し、ナノ材料の定義に
関する勧告の見直しを終え、必要に応じてそれを改訂し、法的拘束力のある定義によって
すべての法律においてナノ材料が一貫して識別され対処されることを確実にするよう要請
する。
2017 年に ECHA がナノ材料に関する EUON を 2020 年までの使命で立ち上げたことに
留意する；年間のトン数が 1 トン/年のしきい値を下回っているためにこれまで登録されてい
なかった物質の特徴づけ（キャラクタリゼーション）、有害性（ハザード）および潜在的ばく露
に関する研究データを収集して利用可能にするために ECHA の任務を拡大し、ECHA に、
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EUON のパフォーマンスと影響を評価するよう定期的に依頼するように委員会に要請する。
内分泌かく乱物質：理事会は、内分泌かく乱物質へのばく露を最小限に抑え、技術的にも
実用的に可能な限りより安全な化学物質による代替を促進することにより、人の健康と環
境を高レベルで保護し、明確かつ具体的な措置を講じた行動計画とそれを実施するための
野心的なスケジュールを、遅滞なく提供するよう委員会に要請する。

プレスリリース；
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/26/council-conclusions-onchemicals/
結論の本文；http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/en/pdf
4-2-3. EUON の検索ツールは、EU 市場にある 300 以上のナノ材料を収録している
EUON は、2019 年 7 月 3 日、そのウェブサイトにナノ材料のための新しい検索ツールを追加したこと
を発表した。 EUON によると、それは、規制当局には、利用可能なデータのより良い概観（View）を形
成することができるように、消費者には、化学物質安全情報へのアクセスを与えることができるようにす
る。検索ツールは、REACH 規則の下でそれらの登録書類中の企業によって提出されたデータ、化粧品
規則の下で化粧品製品中の原料として使用されるナノ材料に関して収集されたデータ、ベルギーとフラ
ンスの公共国家ナノ材料インベントリーのデータを複合している。
EUON によると、検索ツールは、使用者が現在 EU 市場にあるナノ材料を簡単に検索できるようにする。
検索結果は ECHA の EU に登録された化学物質のデータベースにリンクされていて、EUON は、「最
初に、詳細な安全性とキャラクタリゼーションデータだけでなく、それらの特性、物質に関する要約された
情報、が簡単に見付けられる。」と述べている。
EUON は、ナノ材料の定義とトン数報告しきい値における違いのため、任意の単一のデータソース中の
ナノ材料の存在は、それらの全てのデータソース中に存在することを意味しないことを注記する。 データ
ソースは報告ルールとスコープの違いを有し、データソースのいずれかの中で報告された材料を ECHA
のデータベース中の物質と常に一致させることは不可能である。
EUON は、一致が不可能な場合、オリジナルのデータソース中の材料は報告されていない、としている。
EUON によると、EU 市場に 300 以上のナノ材料がある一方、現在、37 だけが既存の REACH 登録
によってカバーされている。
EC は、 EU で製造、又は、輸入されるナノ材料に対する明示的な義務を含めるために、REACH 情報
要件を改正した。 新しい要件は、2020 年 1 月に発効し、より公然と入手可能な情報となるであろう。
EUON の概観記事；
https://euon.echa.europa.eu/da/view-article/-/journal_content/title/search-for-over-300nanomaterials-on-the-eu-market
340 のデータを収録したデータベース；
https://euon.echa.europa.eu/search-for-nanomaterials
4-2-4. EU は 5 つの新しいナノ安全性プロジェクトを 3 千万ユーロで委託する
EU は、「設計による安全(Design by Safe)」概念の適用によるナノ材料の安全性に関する 5 つの新プ
ロジェクトに資金を提供するために 三千万ユーロ以上を提供している。
設計による安全原則の下、設計者は開発プロセスの早い段階でハザード識別とリスク評価を統合する
ことを目指している。
プロジェクトの 2 つは、計算手法によるアプローチに焦点を当てる。NanoInformaTIX は、世界中から
の 36 パートナーを有し、工業ナノ材料のリスク評価のための持続可能な情報科学フレームワークを開
発している。「ツールは、研究からもたらされる新しいデータだけでなく、最近十年に生成された工業ナノ
材料の特性に関するかなりの量のデータを基にするであろう」と、そのウェブサイトは説明している。
NanoSolveIT は、ナノ材料のための試験と評価に関する統合的アプローチ(Iata)を開発することによっ
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て「最先端をはるかに超える ナノ情報科学を進歩させる」ことを目指している。これは、スタンドアローン
のオープンソフトウェアとクラウドベースのプラットフォームを通じて実現されていく。両方のプロジェクト
は、2023 年 2 月まで資金提供される。
2 つの他のプロジェクト、NANORIGO と RiskGONE、は、ナノテクノロジーリスクガバナンスフレームワ
ークに焦点を当てる。これらもまた、2023 年 2 月まで資金提供される。
Gov4Nano は、2022 年 12 月までに持続可能な Nano Risk Governance Council を設計・確立してい
く。
これらのプロジェクトは全て、ナノ固有の規制問題に対応するためのテストガイドラインとガイダンス文書
を開発し、改正することを目指す、マルタイニシアチブを直接支援する。
また、多くの今後の EU 研究資金募集は、マルタイニシアチブを支援する。これらの募集は、材料設計
に一層焦点を当てる予定である、Horizon Europe への移行に橋を架けていくことが期待される。
EU は現在、提出の第 2 段階にあり、設計メトリクスによる安全に焦点を当てる、研究提案、NMBP-152019、のための募集に対して 12 の提案を受け取った。
公募は、文書基準に取り組む NMBP-34-2019 と多成分ナノ材料の設計による安全に取り組む NMBP16-2020 を含む。前者は、9 月の期限付きの一段階募集である。後者は多段階募集でその一次締め切
りは 12 月である。
さらに、EUON は、来年にいくつかの nanosafety プロジェクトを完了させることを期待している。これら
には以下が含まれる：
» 次世代ナノ材料のための市場の取引状態に関する研究；
» 生殖・発生毒性に関する研究の批評的レビュー；
» 経皮吸収を決定する要因とそれらの評価ツールの批評的レビュー。
先月、Echa、欧州環境機関 (EEA) 、技術プラットフォーム SusChem を含む、オランダ政府、学界、業
界からの専門家の「非公式作業グループ」は、「材料と化学品のための設計による安全：欧州 Horizon
における革新プログラムにむけて」と題したレポートを公開した。
NanoInformaTIX の HP; http://www.nanoinformatix.eu/
NanoSolveIT の HP; https://nanosolveit.eu/
NANORIGO の HP; https://cordis.europa.eu/project/rcn/220129/factsheet/en
RiskGONE の HP; https://riskgone.wp.nilu.no/
Gov4Nano の HP; https://www.gov4nano.eu/
SAFE-BY-DESIGN FOR MATERIALS AND CHEMICALS Towards an innovation programme in
Horizon Europe：レポート「材料と化学品のための設計による安全：欧州 Horizon における革新プログ
ラムにむけて」；https://orbit.dtu.dk/files/185948991/Van_der_Waals_2019a.pdf
4-2-5. REACH「ナノ形態（nanoform）」の Cefic 解釈は「再交渉」の非難を招く
REACH の下での用語「ナノ形態」の業界団体の解釈は、達成するために 8 年掛かった合意を「再交渉
する」ことを試みているという非難につながっている。
7 月 1 -2 日の REACH と CLP (Caracal)の会議のために所轄当局に提出された「テクニカルペーパ
ー」の中で、欧州化学工業連盟 Cefic は、複数のナノ材料製品グレードは、特定の状況では、単一のナ
ノ形態に対応できる、と言う。それは EU でナノ材料を扱う企業が、ナノ材料特有の REACH 附属書改
正にどのようにアプローチするかを示すため、その意見表明は重要である。附属書改正は、2019 年 12
月に採択され、2020 年 1 月 1 日に施行される予定である。
しかし、NGO Center for International Environmental Law (Ciel) は、「「実行を容易にすることを」装っ
て」、Cefic は合意を「再交渉」することを試みている、と言う。
2019 年、連盟は広く改正を歓迎し、それらは業界のためにより予測可能な規制環境を創出し、ナノ材
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料が「標準化された方法」で扱われることを保証するのに役立つだろうと言った。
しかし、また、それは、検証された試験方法及び実験室での準備の不足のため、新しい試験データが間
に合うように準備できないかもしれない懸念を生じさせた。このテクニカルペーパーで、連盟は、改正に
関する「問題と可能な解答」の範囲を特定する。
「Cefic は、それらが附属書 VI のセクション 2.4 で定義されたナノ形態のための物理化学パラメーター
に適切に当てはまる場合、ナノ形態は、同じ物質のいくつかの製品グレードを含むことができることを明
確な言葉で示すことが必要あると考えている」と、ペーパーは述べている。
「他の解釈は、単一商品グレードレベルでの情報が必要になることがあるという理解につながる可能性
がある。REACH は物質に基づいた規制であり、それ故に、個々の市場製品に基づく情報を必要とする
ことは、ナノ材料のための凹凸のある場を創ることになるだろう。」
改正は、データ提出の目的のために「セット」の中にナノ形態のグループ化のオプションを含める。しかし、
このアプローチを取る登録者は、グループ化のための「適切な正当化」を提供しなければならない。
またペーパーは（以下のように）述べている：
» 規制当局は、類似したナノ形態の大きなセットの形成と、異なるエンドポイントのためには異なるセ
ットの形成を支援すべきである；
» 契約実験室は、プロトコルに適応し、スタッフを訓練する時間を必要とする；
»規制当局は、附属書中で数回使用される用語には、「適切な正当化」の例を提供すべきである；
» 登録者は、まだ開発下にあるテストガイドラインとガイダンス文書を考慮するため、書類中で既存デ
ータまたはフレーズ「提案された試験、未だ入手可能でないデータ」を使用できる必要がある；
» 吸入は、ナノ材料にとって摂取に比べて、「暴露のより妥当な経路かもしれない」;
» 追加の物理化学的パラメーターに対する当局からの日常的な要求は「受けることができない」;
»「決定的なガイダンスが欠落しているので」、2020 年 1 月 1 日までに登録書類中で REACH 附属
書改正を実行することは業界にとって「不可能」である。
Ciel’s Geneva office のマネージング弁護士 David Azoulay は、Chemical Watch 誌に、Cefic によっ
て提案された多くの「ソリューション」は、登録者のための情報要件を減らすだろう、と語った。彼らは、書
類中に既に別の形態または形態のセットのために使用されたデータセットを使用して、一つの物質の形
態中に頻繁に含ませることを登録者に許すことによってこれを行うだろう。ナノ材料の特定の物理化学
的性質を特定の毒性学的転帰とリンクさせることは現在可能ではないために、これは問題がある、と彼
は付け加えた。したがって、規制当局は市場にあるすべての製品の安全性を完全に評価することがで
きないだろう。「Cefic は、附属書改訂は彼らが積極的に関与させられた長い交渉の結果であったことを
無視するふりをする... 彼らが合意と妥協をもって直接争ってきた彼らの要求のほとんどが、みな受け入
れられなかったと見られる必要がある。」
Echa の広報担当者は、ナノ形態の概念は加盟国当局、市民社会団体 Cefic を含む業界の代表者と
「広く」議論されてきた、と述べた。さらに、その概念は、最近のパートナー専門家グループ (PEG)会議
で「明確に合意された」。「我々は、現在のガイダンス案は Cefic の技術文書で言及されている点だけで
なく、業界によって起こされる懸念の多くに取り組んでいる、と考えている」と Echa の広報担当者は言っ
た。「Echa のガイダンスによると、登録者は、それらが同じ物理化学パラメーターや狭い変動しかない
場合、最小限の正当化をもって、セット中に異なるナノ形態を一緒にグループ化できる。セット中に割り
当てられた場合、セットの境界のみがキャラクタライズされる必要があり、その内のすべてのナノ形態は
必要ない」と広報担当者は言った。
Cefic の Technical paper;
http://files.chemicalwatch.com/Cefic%20Caracal.pdf
4-3.
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
4-3-1. 「ナノテクの規制の見通し、課題および必要性、インドへの特別な言及とともに」の紹介
Mansi Mishra, Ramineni Harsha Nag（インド工科大学）らによる Ecotoxicology and Environmental
Safety 171 (2019) 677–682 に掲載された、標題のレビュー論文は、ナノテクノロジー一般だけでなく、
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農業における応用にも触れ、一般的にナノテク規制を論じる中でインドにおける規制の現状にも、言及
している。以下にその概要を紹介する。
ナノテクノロジーは、食品包装、畜産業、環境および産業への応用のさまざまな分野で新しい展望を開
き、現代の最も興味深い産業現象の 1 つとなっている。ナノテクノロジーは、技術をより持続可能で環境
にやさしく、そして正確に応用するという課題に取り組むための選択の技術として浮上している。他の分
野ではナノテクノロジーの研究と応用は着実に勢いを増しているが、農業や道具加工においては同じこ
とが主流の研究には未だ入っていない。 ナノテクノロジーの環境にやさしい特性に目を向けると、有害
生物を防除、無力化、または殺すのに使用される従来の農薬の代わりとして、より安全な農薬製剤の開
発のために、その役割が急速にステップアップしている。より安全な害虫管理の選択肢と見なされてい
るが、それでも、それらが、食物連鎖の一部であり、動物と人の双方にとって有害であり、全体的に食料
安全保障にとって有害であるという懸念を示す十分な研究証拠がある。
公共の安全性の観点から、農業におけるナノ粒子（NP）の保護されていない突然の拡大適用は、作物
の生産および貯蔵におけるそれらの使用が有益であることを考えると、食物、水質、農場労働者および
非標的有益生物に関してナノ農薬に対する懸念を提起する。歴史的に、農業は非常に少ない化学物質
で、そしてもっと多くの天然資源で行われた。 大規模な洪水や干ばつのために 1940 年代になると、迅
速な植物保護のための代替案が探索され、グリーン革命のアイデアが世界の多くの地域で歩み始めた。
グリーン革命の間、作物の保護と生産のために化学物質が多用された。環境と人々への悪影響を認識
して、科学者と農民は持続可能な農業のために環境にやさしい代替技術に取り組み始めた。 害虫管理
のための生物学的防除の使用は、主流の農業においてその方法を見出した。 現在では、その正確さと
持続可能性のために、徐々にマクロテクノロジーからナノテクノロジーに移行している。
バイオテクノロジーと連携したナノテクノロジーの発展は、様々な分野におけるナノ材料の分野を著しく
拡大した。 ナノテクノロジーは、植物が栄養分を吸収する能力を高めるための新しいツールで農業に革
命を起こす可能性がある。 NP は生細胞内で分子レベルの相互作用を持ち、農業におけるナノテクノロ
ジーは NP を含むため、これらの粒子は作物にいくつかの有益な効果を与える。植物の成長における/
および植物病害の抑制のための NP の使用は、脂質、ポリマーおよびエマルジョンのような固体および
非固体形態で添加剤（例えば銀 NP）および活性成分（例えば TiO2）として NP が使用される最近の通
例である。
農業において将来の技術に使用される可能性のあるナノ材料の巨大な開発の可能性が未だ存在して
おり、それらはまだ探求されていない。潜在的な利点を提供することに加えて、NP に関連する潜在的な
課題についての大きな懸念がある。 NP に関する安全上の懸念に対処するために、強力な規制システ
ムを開発する必要がある。現在、ナノ規制を維持することをテーマとして焦点を当て始めた国はほとん
どない。インドのような農業や生物多様性の国にとって、ナノ規制の規範を確立し、ナノテクノロジーに
安全な技術網をもたらすことは、非常に重要である。
植物保護のための NP を開発するための新しくより安全な手段を探求するために、生物学的合成は、
真菌、ウイルス、酵母、細菌、放線菌および植物を用いることによって、伝統的な方法に対する魅力的
な代替法として浮上している。
微生物中で起こる NP 合成メカニズムが完全には理解されていないことから、各種類の微生物が、特定
のサイズと形態を持つ NP の形成を最終的に決定づける、pH および温度などの環境要因の強い影響
を有する特定の金属イオンで異なる挙動を示し、相互作用する傾向があるため、深刻な懸念をもたらし
た。植物細胞における NP の生体内変化、経路および蓄積の影響、NP の遺伝伝達、短期および長期
の標的および非標的生物に対する影響、蓄積した NP の栄養レベルの影響などに焦点を当てた研究は
非常に限られている。 NP とその応用に関連する深刻な知識のギャップがあるため、環境、農業と食物
連鎖における NP の保護されていない合成と応用を防ぐために、規制処置がよく定義されることは非常
に重要である。
外部環境と人の健康は本質的に関連している。 持続性および非持続性の有毒物質は、短期および長
期の生活に影響を与える。ほとんどの研究は、植物種レベルでの短期間の高用量ばく露に焦点を当て
ている。 多くの製造されたナノ材料の環境に対するリスクと利点について広範な議論と進行中の研究
が行われてきた。NP の殺菌特性はそれを環境に優しい技術の最前線に置いた。 現在、NP は抗菌性
および抗真菌性の農薬として将来的に潜在的な範囲を見いだしている。それらの全身的作用様式に注
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目すると、それらが有糸分裂細胞分裂、種子発芽および植物における実生成長のような細胞の正常な
機能と相互作用すること等についての懸念がある。世界中の認証および毒性試験機関のほとんどが毒
性について活性成分を試験しているが、市販のカプセル封入製品は試験していない。 このため、ナノ農
薬の環境影響の予測が過小評価される。
人の健康に対するナノ材料の適用の潜在的なリスクに関する 2 つの重要な考慮事項は、環境と労働者
の安全性、そして次にナノテクノロジーの倫理的、法的、そして社会的影響に関する懸念である。 いくつ
かの認識が世界的に生み出されており、いくつかの国が NP の製造もしくは適用またはその両方を部分
的に規制することを試みている。
インドは、ナノテクノロジーの研究と出版で、中国とアメリカに次ぐ 3 番目にある。 科学技術省を通じて
ナノミッションに 100 億ルピーを投資するという政府のビジョンは、分野を超えた優先技術として浮上し
ているナノテクノロジーの良いサインである。インドは生物多様性の国であるので、それは環境中の NP
の保護されていない放出が起こることによる潜在的な危険性を持っているかもしれない。インドは人工
NP の安全な職業ばく露限度に関する規制を発令すべきであり、インドは隣接国と国境を接しているの
で、NP およびその応用に関する独立した規制方針を立案し、実施することは非常に重要である。ごく最
近、科学技術省は、研究、実験室および産業における NP の安全な取り扱いのためのガイドラインとベ
ストプラクティスを発表した。 これは確かに、より組織化され、ナノ適用とナノテクノロジーに備えるため
の歓迎すべきステップである。
ナノテクノロジーは革命的な科学であり、エレクトロニクス、エネルギー、医学、ライフサイエンスの分野
で多くの新しいアプリケーションを導入している。 しかし、その独特の性質のために、植物に対する NP
の毒物学的効果について多くの研究が行われてきたが、それでも植物に対する NP の有益な効果の実
現に焦点を当てた研究は不完全なままである。人の健康に影響を与える産業、環境、農業のあらゆる
面でナノテクノロジーが最先端の技術として登場する前に、産業、貿易、およびアプリケーションの規制
基準の策定に十分な注意を払うことが不可欠である。多くの国が規範の開発に取り組み始めてきてい
るが、南アジアの亜大陸ではインドが主導権を握り、独立したナノテクノロジー政策を策定するべきであ
る。このレビューを通して、著者らは、特に植物からの NP に関する研究の重要性、および NP との関係
で植物の生理学的、生化学的、および分子的メカニズムを理解するために必要なより厳密な研究を強
調することを目指している。
科学技術省の DST（科学技術局）によって発行されたガイドラインは確かにこの方向への第一歩である
が、カバーされるべき長い道がある。 FSSAI（インド食品安全基準局（Food Safety and Standard
Authority of India））のような規制機関も、食物連鎖における NP の開発と応用の明確な規範を築くた
めに前進するべきである。持続性および非持続性の有毒物質は、短期および長期で生命に影響を与え
る。 ほとんどの研究は、植物種レベルでの短期間の高用量被ばくに焦点を当てている。今、研究は異
なる条件下で長期的に NP の全身的影響に焦点を当てる必要がある。 外部環境と人の健康は本質的
に関連している。
論文へのアクセス（有料、アブストラクトあり）；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651318313848
国際的な動き
4-4.
4-4-1. EC JRC は、ナノ材料のための OECD テストガイドラインに貢献する
欧州委員会 (EC)の共同研究センター (JRC) は、2019 年 6 月 6 日、経済協力開発機構(OECD)のナ
ノ材料の安全性評価のテストガイドラインの開発への貢献に関するプレスリリースを発行した。
プレスリリースによると、JRC からの科学者は、早くから OECD の製造ナノ材料に関する作業部会
(WPMN) の議論に積極的に参加してきている。 プレスリリースは、テストガイドラインプログラムの国家
コーディネーターの OECD 作業部会(WNT)は、テストガイドラインの最終的な開発、討論、および採択
を担当し、JRC は「WPMN とこのグループ間のリンクとして重要な役割を果たす」と、述べる。
JRC は、テストガイドラインに関する WPMN の作業は、以下を含む、と指摘する：
ナノ材料のキャラクタリゼーション、環境中でのそれらの運命、および可能な遺伝毒性影響に対処する、
現在開発が進められて 4 つの新しいテストガイドラインと 5 つのガイダンス文書；
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2019 年 4 月に開発が承認された環境運命または可能な感作影響に対処する、6 つより多くの新しい
提案；および人の健康と環境に及ぼす可能な影響に対処するテストガイドラインやガイダンス文書のた
めの 8 つの追加提案の議論と準備。
詳細は、Regulatory Toxicology and Pharmacology の 2019 年 6 月号中の論文、「ナノ材料試験デー
タの相互受け入れを確保するための規制試験のために OECD テストガイドラインを開発する」の中で
入手可能である。(K.Rasmussen, P.Kearns, M.González et al.; Regulatory Toxicology and
Pharmacology; Volume 104, June 2019, Pages 74-83)
JRC のプレスリリース；
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/jrc-contributes-oecd-test-guidelines-nanomaterialssafety-assessment
論文（オープンアクセス）；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230019300534?via%3Dihub
ナノ材料の安全性に関する情報
4-5.
特に無し。
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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」－8 月分
2019/8 JFE テクノリサーチ
5.
8 月の情報
5-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
5-1-1. 化学物質管理のための職業暴露バンディングプロセスに関する NIOSH 報告は、ナノファイバ
ーとナノ粒子に取り組んでいる
国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、2019 年 7 月 10 日に新しい技術レポート、「化学物質のリスク
管理のための NIOSH 職業暴露バンディング（Occupational Exposure Banding:OEB）プロセス」の利
用が可能になったことを発表した。
NIOSH は、「その毒性およびその化学物質への暴露に関連する健康への否定的帰結に基づくカテゴリ
ーに個々の化学物質を割り当てる自主的なプロセス」として職業暴露バンディング（OEB）を記述する。
技術レポートは、「割り当てのための、簡単な手順、明確なルールを伴うプロセスを提供し、幅広い職場
の設定で使用することができる。」 セクション 3.14、「エアロゾルの特別なカテゴリーの検討」は、ナノファ
イバーを含む繊維およびナノ粒子；液体エアロゾルのための推奨事項を含む：
繊維：レポートは、繊維や他の高アスペクト比粒子は「それらのジオメトリ （寸法） に依存している独特の
空気力学的特徴を有し、それらの気道内への堆積に影響を与える」と記す。さらに、物理的形状と繊維
のサイズは、それらの毒性学的特性と標的細胞とのそれらの相互作用の性質に直接影響を与えること
ができる。
レポートは述べる：「これらの複雑さは繊維に対して Tier 3 評価を使用することを要求し、OEB において
Tier 1 と Tier 2 の基準は勧められない。 ナノ材料のためのいくつかの有害性（ハザード）バンディング
フレームワークは、生物学的持続性のある、堅いナノファイバーに対して最も厳しいバンドを割り当てる
ことを推奨した。」
ナノスケール固相粒子：レポートは、実証データと（例えば、様々な国内基準で適用されているような）人
工ナノ粒子のためのコントロールバンディングスキーム内で有害性バンディング手順の適用をサポート
するために使用されてきているメカニズムの仮説を記述する。 同じ論理的根拠を使用して、NIOSH は、
職業暴露バンディング プロセスが、ナノ粒子に適用されるときに、次のように変更されることを推奨す
る：
難溶性ナノ粒子：毒性データが化学物質のナノスケール形態のために特別に開発された最大無毒性
量(NOAEL) を含む場合、NIOSH の職業暴露バンディングプロセスは変更なしで使用されることがで
きる。
データが化学物質のマイクロスケールフォームのみに対して入手可能である場合、バンドの割り当て
は、難溶性ナノスケール物質はそれらのマイクロスケール同等物よりもより有毒である可能性がある
ことを前提に、次のより厳格なバンドへ移されるべきである（例えば、大きさの１桁の違いで）。レポー
トは、データが物質のマイクロスケールフォームのみで利用可能な場合、いくつかの他のバンディング
スキームもまた （大きさの桁の違いによっての暴露を抑えるために） より厳格なバンドを勧める、と記
す。
水溶性ナノ粒子：レポートは、データが増加する全粒子の表面積と難溶性ナノ粒子の毒性の増加の
間の関連付けを支持する、と述べる。 粒子の溶解度が増えると、OEB がナノ粒子に固有の特徴によ
る強められた毒性を考慮する必要があまりないかもしれない。
レポートは、フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)と国際標準化機構 (ISO) コントロールバン
ディングスキーム中で、ナノ粒子特定の毒性を考慮せず、水溶性粒子は溶質の毒性に関して取り組
まれる、と記す。
しかし、粒子の毒性と溶解性との関係における不確実性を考え、NIOSH は、「それとは反対にデータ
のない状態で、すべてのナノ粒子は溶解度に関係なく同じ方法で扱われるべきである、と推奨する」
データが薬品のマイクロスケールフォームに対してのみ利用可能な場合、NIOSH は次の段階のより
厳格なバンドに割り当てをシフトすることを推奨する。
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レポートは、ナノスケール繊維およびナノスケールチューブの毒性が化合物の他の形態から大幅に異な
る可能性があるため、職業暴露バンディングプロセスは「これらの化学物質の毒性を完全にかつ正確に
捉えていないかもしれない」と記述した、ことに注意する。NIOSH は、Tier 1 と Tier 2 は使用されるべき
でない、代わりに Tier 3 評価が他の繊維に対して記述されているように必要とされる、と述べる。
レポートによると、NIOSH は職業暴露限度(OEL) とナノ材料のための OEBs を得るための科学の状態
を現在評価しており、また、生物学的作用機序と物理化学的性質に基づくナノ材料のための有害性カテ
ゴリーを開発するためのプロセスおよびデータを調べている。
注）コントロールバンディング；化学物質を取り扱う作業ごとに、「化学物質の有害性」、「物理的形態（揮
発性/飛散性）」、「取扱量」の 3 つの要素の情報から、リスクの程度を４段階にランク分けし、一つの物
質に一つのバンドを割り当て、そのバンドに応じた一般的な管理対策を示すほか、一般的に行われる作
業については、より具体的な実施事項を示す（管理手段シート）ことができるツールである。
Tier はその手法の適用基準を示し、Tier1 はデータが少ない状況で、健康影響を可能性について定性
的な同定を行う。 Tier2 は信頼性のあるデータから、半定量的、より正確な評価を行う段階で、Tier3 は
根拠の重みを考慮した全データに基づいて結果の信頼性を伴う評価を行う。
NIOSH プレスリリース；
https://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-07-10-19.html
NIOSH 刊行物の知らせ（レポートの PDF にリンク）；
https://go.usa.gov/xyKTt
5-1-2. ACGIH® は、2020 年に Carbon Nanotubes の TLV®を続行しない
アメリカ合衆国産業衛生専門官会議（American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH®)）化学物質の限界閾値 (TLV®-CS)委員会は、2019 年リスト上へのカーボンナノチューブや
検討中のその他の化学物質/物理的作用因子を含めた。検討中リストに載せることは、TLV® CS 委員
会が限界閾値 (TLV®) の開発のためにカーボンナノチューブを選択したことを示した。 2019 年 7 月 30
日、ACGIH® は 2 つの階層の検討中リストのリリースを公表した。
第 1 階層は、開発プロセスでのそれらのステータスに基づいて、次の年に、意図された変更の通知
(Notice of Intended Changes；NIC)又は確定の意図通知(Notice of Intent to Establish ；NIE)として
繰り上がるかもしれない化学物質と物理的作用因子（レーザー、熱、騒音、放射線など）をリストする。
第 2 階層は、前に進まないが、来年の検討中リスト上に残っていくかまたはリストから削除される、それ
らの化学物質と物理的作用因子で構成される。カーボンナノチューブは、第 2 階層に含まれる。カーボ
ンナノチューブが 2020 年検討中リストに含まれている場合、利害関係者は、実質的なデータやコメント
を提出する機会を持つことになる。
プレスリリース；https://www.acgih.org/news/news-item/2019/07/30/acgih-announces-release-oftwo-tier-under-study-list-2019
２階層検討中リスト；
https://www.acgih.org/tlv-bei-guidelines/documentation-publications-and-data/under-studylist/chemical-substances-and-other-issues-under-study-tlv
5-1-3. NNI の未来：ステークホルダーワークショップの Webcast が利用可能に
2019 年 8 月 1-2 日、米国国家ナノテクノロジーイニシアチブ (NNI) は、「NNI の未来：ステークホルダ
ーワークショップ」を開催した。 NNI は、イニシアチブの 4 つの目標：世界水準の研究を進める；製品化
を育てる；研究インフラを開発し、持続する；ナノテクノロジーの責任ある開発を支援する、をサポートす
る動的なナノテクノロジーエコシステムを育て推進する上で極めて重要な役割を果たしている。この基盤
上に構築され、ナノテクノロジーコミュニティからの専門家は、ナノテクノロジー企業が次の 15 年にわた
って繁栄するために必要な主要要素の視点を共有した。 NNI は、以下のセッションのビデオを掲載して
いる：
第 1 日、歓迎と序説、
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セッション１ 基調講演：ナノテクノロジー企業の未来展望；ノースウェスタン大学、John Rogers
総会パネル討論；モデレーター：
Andrew Schwartz, U.S. Department of Energy (DOE);
Norman Scott, Cornell University;
Dawn Bonnell, University of Pennsylvania;
Sudipta Seal, University of Central Florida; and
Alan Seabaugh, University of Notre Dame.
分科会セッション； モデレーター；
Stacey Standridge, National Nanotechnology Coordination Office (NNCO).
Town Hall 討論；モデレーター；
Lisa Friedersdorf, NNCO
第２日
商業化パネル；モデレーター；
Matthew Laudon, TechConnect Ventures;
Leonardo Spanu, Shell;
Matthew Hull, Virginia Tech and NanoSafe, Inc.;
Alexis Wells Carpenter, AxNano, LLC; and
Jennifer Shieh, White House Office of Science and Technology Policy (OSTP).
分科会セッション；モデレーター；
Antti Makinen, U.S. Department of Defense (DOD).
ワークショップの総合;モデレーター；
Paul Westerhoff, Arizona State University;
Quinn Spadola, Georgia Institute of Technology;
Ahmed Busnaina, Northeastern University; and
Jeff Nelson, Sandia National Laboratories.
ワークショップ総括
全てのセッションを含むライブビデオ；
http://www.tvworldwide.com/events/nanotech/190801/default.cfm?id=17550&type=flv&test=0&liv
e=0
5-1-4. 物理化学的特性に関連した工業ナノ材料の吸入の影響に関する NNI セミナーの受付開始
国家ナノテクノロジーイニシアチブ (NNI) の 2019 年 9 月 10 日、「物理化学的特性に関連した工業ナノ
材料の吸入の影響」に関するウェビナーの登録が始まった。スピーカーは、Nicholas School of the
Environment and Duke Global Health Institute, Duke University、Junfeng (Jim) Zhang 博士であり、
米国環境保護庁、William Boyes 博士が司会をする。 NNI は、工業ナノ材料(ENMs) と肺内膜液及び
細胞の間の相互作用が肺組織と肺機能への影響を決定する上で重要な役割を果たす可能性がある、
と述べる。
どのように ENMs の物理化学的特性がこの相互作用とそれに伴う生物学的影響を与えるかを調べる
ため、Zhang 博士のチームは、銀と炭素の ENMs の in vitro、in vivo および計算による研究を統合し
た。
NNI によると、結果は、ENMs と肺内膜液及び細胞の間の相互作用は物理化学的特性 (例えば、サイ
ズ、荷電、溶解及び硫化) を変化させ、結果的に細胞内取り込み、細胞毒性、生物反応性に影響を与え
る、ことを示す。生物学的応答の大きさとプロファイルは、細胞の種類と動物モデルだけでなく、物理化
学的特性に依存する。実験的研究で観察された応答のいくつかは、毒物動力学モデルを用いて予測す
ることができる。 参加者は、Zhang 博士が質疑応答時間の間に、答えるための質問を提出することが
できる。
ウェビナーの通知；
https://eventsna12.adobeconnect.com/content/connect/c1/1305935587/en/events/event/shared/2466529397/e
vent_landing.html?sco-id=2466396499
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ウェビナーへの登録用紙；
https://eventsna12.adobeconnect.com/content/connect/c1/1305935587/en/events/event/shared/2466529397/e
vent_registration.html?connect-session=na12breezrvoqwhmq2gpmxd3q&scoid=2466396499&_charset_=utf-8
5-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
5-2-1. EFSA が二酸化チタン(E 171)のための EU 仕様の改正案に関する科学的意見を公開
2019 年 7 月 12 日、欧州食品安全機関 (EFSA)は、その「粒度分布に関連する追加パラメータを含め
ることに関する二酸化チタン(E 171)のための EU 仕様の改正案に関する科学的意見」を EFSA
Journal で公開した。「意見（オピニオン）」は、二酸化チタン (E 171)の、粒度分布に関連する追加パラ
メータの包含に関する欧州連合 (EU) の仕様の改正を支持する関係する事業者によって提供されたデ
ータの評価に対処する。
「意見」によると、食品中で食品添加物として使われている二酸化チタン (E 171)は表面処理されず、コ
ーティングされていない。
「意見」は、関係する事業者が、「中央最小フェレー（Feret）径が 100 nm 以上と 100 nm 以下の構成粒
子数が 50% 未満、の仕様；両ケース共に電子顕微鏡（EM）によって測定される。」を含めるために、E
171 の EU 仕様を修正することを提案している、と述べている。
食品添加物及び香料に関する EFSA パネルは、データを確認した後、「100 nm 以下の中央最小フェレ
ー径の粒子が構成粒子数の 50% 未満と同等の、中央最小フェレー径が 100 nm 以上、という仕様は、
現在の EU 仕様中に挿入されるべきであると結論付けた。」
「意見」によると、パネルは、E 171 の以前の EFSA の評価中でなされた結論と識別された不確実性は
有効なままである、と決定した。 パネルは、不確実性のレベルを減少させるため以前の「意見」の中で
推奨されているようなさらなる研究の必要性を改めて表明し、関係する事業者がキャラクタライズされた
E 171 を用いた追加の研究を遂行していることを認める。食品添加物として使用される二酸化チタン(E
171) の潜在的な毒性に関する 4 つの新しい研究の EFSA の 2018 年レビューに関する詳細は、本月
報（「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」）の 2018 年 8 月分の
1-2-1.項目で参照できる。
注）フェレー径とは、一定方向の 2 平行線で粒子をはさみ、その間隔を粒子径とするもので、電子顕微
鏡で撮影した像からの粒度分布測定に良く用いられる。

Scientific opinion on the proposed amendment of the EU specifications for titanium dioxide (E
171) with respect to the inclusion of additional parameters related to its particle size distribution.
EFSA Journal, 2019; 17(7):5760
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5760
5-2-2. ECHA は化学物質データベースを更新し、ナノ材料の可視化を向上させる
欧州化学物質庁 (ECHA) は、2019 年 7 月 3 日、いくつかの新機能と改善が、物質 Infocard 中の新し
い情報を含む、その化学物質データベース中で今、公に利用可能である、と発表した。
ECHA は、物質が ナノ形態（nanoform） で欧州経済領域 (EEA) 市場に配置されているか、そしてナノ
材料のための欧州連合 (EU) Observatory(EUON)へのリンクを提供しているかどうかを示す、新しい
ナノ材料形態セクションを持つ物質 Infocard を更新してきた。
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本調査報告 2019 年 7 月分に掲載された記事 1-2-3．にあるように、EUON のナノ材料のための検索
ツールを使って、EU 市場にある 300 以上のナノ材料に関する情報を見出し、ハザードデータにリンクす
ることができる。 検索は、化学品の登録、評価、承認および制限 (REACH) 規則登録、化粧品原料届
出ポータルとフランスおよびベルギーの国家インベントリーのデータを使用する。
ECHA ニュースリリース；
https://echa.europa.eu/-/major-update-to-echa-s-information-on-chemicals-database
5-2-3. EC 委員会は合成非晶質シリカの溶解度に関する最終的な意見を公開
2019 年 7 月 3 日、欧州委員会 (EC)消費者安全科学委員会 (SCCS)は、合成非晶質シリカ(SAS)の
溶解度に関する最終的な意見（オピニオン）を公開した。EC は、SCCS が、化粧品規則のナノ材料の
定義に照らして、生物系において SAS 材料が可溶性 (100 ミリグラム/リットル (mg/L) 以上)または分
解性/非持続性である、と考えているかどうかを諮問した。この文書中で提供されるデータと発表された
文献中で利用できるデータを考慮して、SCCS は以下の結論を下した：
親水性 SAS 材料の溶解度の値は、水溶液中で、又は増強された経済協力開発機構（OECD）テストガ
イドライン (TG) 105 (0.5% エタノール)に従って実施された溶解テストに対して 22 mg/L から 225 mg/L
の範囲で報告されている。後者のプロトコルは、いくつかの親水性 SAS 材料に対して 10 倍溶解度を
増すと指摘されている。
疎水性表面処理 SAS 材料の溶解度の値は、水溶液中で、又は修正増強された OECD テストガイドラ
イン (TG) 105 (すなわち、10% のエタノールを使用して) に従って実施された溶解テストに対して 0.4 か
ら 180 mg/L の範囲で報告されている。後者のプロトコルは、いくつかの疎水性 SAS 材料の溶解度を
著しく増加させる(173 倍まで) と指摘されている。
予備的意見は、親水性および疎水性 SAS 材料は、それ故、USP 38（United States Pharmacopeia；
米国薬局方） と USP 38 NF（National Formulary；処方集）33 で使用される用語に基づき、「不溶性」
(すなわち、100 mg/L 以下) から「極めて僅かな可溶性」(すなわち、100 mg/L から 1,000 mg/L)とみな
すことができる、と述べる。最終的な意見によると、化粧品規則中のナノ材料の定義について、書類に
含まれている (親水性または疎水性) SAS 材料のどれも水溶性とみなされることができない。SAS 材
料が生物学的系中で分解性/非持続性とみなすことができるかどうかを確立することを助けるために提
供されたデータはない。
EC は、SCCS がこの溶解性がシリカのどの種類に適用されるかを示すことが出来るかどうかを質問し
た。最終意見は、SAS 材料が以下の条件に従う場合、書類中で報告される溶解度の値が適用される、
と述べる：
親水性 SAS: 0.5% エタノールを含む水溶液中に溶解された場合シリカとシリカ水和物;
疎水性表面処理 SAS: 10% エタノールまでを含む水溶液中に溶解された場合；
19.5 から 20.5 ℃の間の温度で；
3 から 8 の間の pH レベルで；そして
3 日間 (親水性 SAS) から、49 日(疎水性 SAS)までの期間で。
EC は、SCCS が SAS の溶解度についてさらなる科学的な懸念を有するかどうかを質問した。SCCS
は、意見において検討された溶解度値が、SAS 材料が溶解度試験で使用されるものとは異なる条件の
下で処方/使用される状況―例えば、より少ない/非水系処方でまたは異なる温度で使用される場合、で
検証されていない可能性がある、と述べる。
SCCS によると、他のサイズ/粒子関連パラメーターと共に不溶性材料に関連する、ナノ化粧品規則の
下での定義の文脈で、ナノ構造材料の溶解度の問題は、化粧品で使用するための視点で見られる必要
がある。
完全に溶ける材料を除いて、ナノ構造材料に対して、SCCS は、「これらの材料の或る割合が化粧品処
方における指定された使用レベルでナノ粒子を構成する不溶の形態でまだ存在しているかどうかを確
立することは重要である。」と述べる。
SCCS は、溶解度テストのために使用されるプロトコルは SAS 材料の溶解性に強い影響を持っている、
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と指摘した。
SCCS の合成非晶質シリカの溶解度に関する最終的な意見；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o
_228.pdf
5-2-4. ドイツ化学工業協会が、ナノ材料を含む廃棄物の安全な回収と処分に関するガイダンスを公表
2019 年 8 月 1 日、ドイツ化学工業協会 (VCI) は、ナノ材料を含む廃棄物の安全な回収と処分に関す
るガイダンス文書が利用できることを発表した。 VCI によると、ナノ材料を含む廃棄物はナノ材料の生
産や使用中に生成されることがある。このような廃棄物は、物質、混合物、または製品の生産で；製品
の加工と修理で；またはそれらのライフサイクルの終わりでの製品の処分で；発生する可能性がある。
ガイダンス文書は、次のトピックに取り組む：
・法的枠組み；
・規制要件からの結論；そして
・ナノ材料を含む廃棄物の安全な回収又は処分：
・廃棄物の回収又は処分；
・廃棄物状態にある物質の危険特性についての情報を収集すること；
・サプライチェーンに沿ってのコミュニケーション；そして
・廃棄物の危険度の決定
VCI の化学物質安全、ナノ材料の安全ガイダンス；
https://www.vci.de/vci-online/themen/chemikaliensicherheit/nanomaterialien/2012-02-09-sichereentsorgung-von-abfaellen-die-nanomaterialien-enthalten-vci.jsp
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
5-3.
5-3-1. 北欧閣僚評議会がナノ材料への GHS 分類基準の適用性に関する報告書を発行
2019 年 5 月、北欧閣僚評議会は「ナノ材料への GHS 分類基準の適用性」と題するワーキング ペーパ
ーを発表した。プロジェクトの目標は、国際的な科学研究の進行状況を考慮して、工業ナノ材料への化
学品の分類とラベリングの世界調和システム (GHS) の適用性をレビューすることだった。
報告書は、工業ナノ材料に関する経済協力開発機構 (OECD)作業部会 (WPMN)が工業ナノ材料のテ
ストプログラムの下でのナノ材料に関する多くのデータを生成し、蓄積してきたことを指摘する。これらの
データは、さらにいくつかの事前選択されたナノ材料: 単層カーボンナノ チューブ (SWCNT)、ナノ二酸
化ケイ素、ナノ銀、ナノ酸化亜鉛のために評価された。さらに、生成されたデータに対する GHS 分類基
準の妥当性は、最初のスクリーニングが分類の必要性を示す 5 つの健康ハザードクラスのために評価
された。
最後に、該当する場合は、ナノ材料の妥当な分類が評価された。妥当な有害性クラスごとに、ナノ材料
の利用可能な試験データが要約され、以下に関して評価された：
・試験方法の適用性；
・GHS 基準の適用性と提案された分類；
・識別されたデータギャップや不確実性；
・GHS 基準の改正またはさらなるガイダンスの必要性。
報告書は、次の全体的な観察と意見を提示している：
・一般に、5 つの評価された有害性クラスのための現在の GHS 分類基準は、SWCNT、ナノ二酸化
ケイ素、ナノ銀、ナノ酸化亜鉛に関する生成されたデータに適用できることが分かった。
・毒性の違いは、さまざまな種類/特性の異なる分類に結果としてつながる、同じナノ材料のさまざま
な種類/特性 (例えば、生産方法 (例えば、二酸化ケイ素) または不純物プロファイル (例えば、
SWCNT) に関連して)の間に存在する。
・特定標的臓器毒性―反復暴露 (STOT RE) は、標的臓器として特に肺を考慮した、すべてのナノ材
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料を検討するべき、高い関連性のある有害性クラスと見なされる。
・膨大なナノ材料 (例えば、比較的高い比表面積と低密度を有するナノ材料)に対して、高用量レベル
でのテストは技術的に実現できないかもしれない。したがって、急性毒性分類と GHS 基準値に従
って STOT RE 分類のためのすべての関連する用量レベルをカバーする OECD テストガイドライ
ン (TG) 方法に一致させてテストすることは可能でないかもしれない。これは、特に、吸入経路を介
するテストに関連している。
・急性毒性と STOT RE に対して、質量ベースの用量メトリックに基づく GHS 基準は嵩高いナノ材料
に適用されることができるが、しかし、症状がより軽い有害性カテゴリーに対応する用量レベルは
技術的に達成されることはできない。別の用量メトリック (例えば、比表面積または粒子数濃度) は
毒性の差異化とナノ材料の分類を可能にするためのより良いメトリックになるかどうか調べるのが
良いであろう。
・反復吸入暴露に関するほとんどの試験が STOT RE 分類のデータを確立することよりむしろ最大無
毒性量(NOAEC) /最小毒性量(LOAEC) レベルの識別と毒性 (例えば、様々な炎症性マーカー)の
初期兆候の検討に焦点を当ててきたことが指摘される。だから、STOT RE 基準と比較して大抵非
常に低い暴露レベルが使用されてきた。 したがって、ナノ材料の適切な STOT RE 分類を評価す
るにはデータギャップがある。
・STOT RE 分類を支援するものとして、分類の目的のための非常に低い暴露レベルでの標的臓器
における、炎症兆候/マーカーまたは軽度/中等度の病理組織学的影響を使用する有害転帰経路
(AOP)又は作用機序 (MOA) アプローチ を使用する方法が考慮されるべきである。
・また、吸入テストからのデータが限られているか又は分類のための妥当な用量範囲をカバーしてい
ない場合、どのようにまたどの状況下で、気管内投与又は咽頭吸引からのデータが STOT RE 分
類の支援のために使えるかもしれないか調べられても良い。
ナノ材料への GHS 分類基準の適用性；
https://www.norden.org/en/publication/applicability-ghs-classification-criteria-nanomaterials
国際的な動き
5-4.
特に無し
ナノ材料の安全性に関する情報
5-5.
5-5-1. 暴露データの欠如が、ナノ材料の環境評価を妨げる
EU の Horizon 2020 プログラムによって資金供給されたスイスの調査によると、いくつかの工業ナノ材
料（ENMs)は、現在のデータを用いた環境リスク評価のためのグループ化ができない。
単一の ENM は、毒物学的に重要であるその固有の特性の変化に基づいて、多くの異なる形態―いわ
ゆる「ナノ形態（nanoforms）」― を取ることができる。しかし、すべてのナノ形態のために完全な環境リ
スク評価を実施することは、時間がかかり、コストがかかるだろう。
グループ化とリードアクロスはよく答えとして挙げられている。グループ化は、一般的に ENMs のハザー
ド関連の側面に焦点を当て、粒子サイズや結晶形のようなそれらの固有の特性に基づいてそれらをカ
テゴライズする。
しかし、いかなるハザードベースグループのリスク評価も、さらに構成要素の形態に対する環境放出と
暴露データを要求する、とスイス連邦材料科学技術研究所 (Empa)の Henning Wigger と Bernd
Nowack は言う。研究者たちは、二酸化チタン、カーボンナノチューブ、酸化アルミニウムを含む、ENMs
の異なる nano-forms への暴露を見てきた。
彼らは、生産量に関する情報を収集し、ライフサイクルを通じての環境放出を予測するためにモデル化
を使用した。それから、彼らは、環境リスク評価のための標準として、予想影響及び無影響濃度 (Pec
及び Pnecs) を導出した。Pec を Pnec で割ってリスクキャラクタリゼーション比 (RCR) を与え、1 より低
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い RCR 値は環境に即時のリスクを示さない。
研究者たちは、同じ ENM の nanoforms に対して、RCR が数桁の大きさで異なることがあることを見
付けた。例えば、光触媒ナノ酸化チタンと光安定ナノ酸化チタンは、Pec と Pnec の推定値においてか
なりの相違を示した。
これらの結果は、いくつかの ENMs とそれらの nanoforms は、それらの放出プロファイルと有害影響に
基づいてグループ化とリードアクロス概念でクラスター化されることができないことを意味する、と彼らは
示唆する。
機能性にリンクさせること
雑誌 Nanotoxicology において、研究者たちは、「環境暴露モデル中の最も影響力のあるパラメーター」
として生産量に関する情報を記述するが、nanoform の機能性にリンクされたそのような情報を収集す
ることは、「常に現実的ではない」、と書く。
「我々の仕事の主な問題は、市場での製品中で使用される ENMs の実際の形態に関する情報を取得
することである。機能性とアプリケーションが明らかにリンクされていない場合、我々は問題を有する。多
くの ENMs に関して、これは事実である。現在私はこの問題を解決する方法を思い描けない。」と
Nowack 教授は言った
研究者たちは、グループ化概念は異なる ENMs とそれらの nanoforms に対して、ハザードと暴露の両
方の側面に焦点を当てて、慎重にテストされるべきである、と勧める。
雑誌論文(有料)；Henning ；Wigger & Bernd Nowack；Nanotoxicology, Volume 13, 2019 - Issue
5, 623-643：アブストラクト；
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17435390.2019.1568604?scroll=top&needAccess=t
rue&
5-5-2. 二酸化セリウムナノ粒子は肺炎症を引き起こす、と英国の研究が示唆
英国公衆衛生庁(PHE) によって導かれた英国のげっ歯動物の研究によると、二酸化セリウムナノ粒子
を吸い込むことは、長期的な健康影響の可能性を有する肺の炎症を引き起こす可能性がある。
結果は、同ドイツ政府機関によって共同資金提供された大規模な BASF のげっ歯動物研究を反映して
いる。2019 年 4 月に公開された研究は、二酸化セリウムナノ粒子の吸入は、低用量であっても、数ヶ月
持続する肺炎症―「驚くべき、予期しない」と記述される結果を生じることを見出した。
PHE の放射線、化学、環境ハザードセンターの Chang Guo が率いるチームは、ナノサイズ二酸化セリ
ウムクラスター（凝集体）への短期吸入暴露が、暴露後まだ 7 日後で示した肺の「有意な」炎症影響を
誘発させることを見出した。
二酸化セリウムは、二酸化チタンと同じクラスに位置づけられる、難溶性粒子(PSPs)を構成する。この
材料は、染料、プラスチック中の紫外線吸収剤として、エレクトロニクスにおけるシリコン基板のための
研削加工材料、燃料効率を高めるための触媒ディーゼル添加剤として、を含む、広い範囲の用途を持
つ。
研究室の研究は、燃料添加剤を用いる様々なエンジンが二酸化セリウム粒子を排出することを示してき
ている。ナノ粒子が、添加剤として燃料で使用されることが知られている場所における大気中で検出さ
れ、吸入の後に続く潜在的な健康影響についての懸念がある、と英国の研究者は雑誌
Nanotoxicology で書いた。しかし、二酸化セリウム吸入研究のほとんどは、車から排出されるものより
もサイズが大きい粒子を使用してきている、と彼らは付け加えた。
英国チームは、週 4 日間、、1 日 3 時間、8 ナノメートルの一次粒子径を持つ二酸化セリウム粒子にラ
ットを暴露させた。彼らは、 3 日後に増加し、サイトカインと呼ばれる免疫細胞化学物質の上昇したレベ
ルに対応した、有意な炎症性応答を観察した。肺中の脂肪の分析が、脂質の含有レベルで著しく少ない
という変化を示し、これは特定の細胞と経路に対する影響を示すかもしれない、と彼らは示唆する。
結果は、ナノサイズのエアロゾルを使う数少ない既存の研究と「広く一致」しているが、「我々のより小さ
い粒子に対してより大きい生物学的効力を連想させる」と研究者は書いた。また、彼らは、長期的な影
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響の可能性が「さらなる調査に値する」ことを示唆する。
チームは、より小さい粒子が食細胞と呼ばれるゴミを貪食する細胞によってクリアされる効率がより小さ
い可能性があり、「長期暴露と集積につながる」ことを示唆する。
研究は、PHE からの支援で、英国の自然環境研究評議会と医学研究評議会によって資金提供された。
2017 年に、EU の Nanoreg プロジェクトのために、ストックホルムの Karolinska 研究所によって実施さ
れたグループ化研究は、二酸化セリウムナノ材料が細胞に毒性を示さなかったが、炎症を引き起こした
ことを見出した。
ドイツは、コミュニティローリングアクションプラン (Corap) の下で、広く分散的に使用されている、発がん
性と変異原性が疑われる物質として二酸化セリウムを評価している。その 2015 Corap 根拠文書は、
物質の nanoform がバルク形態を置き換えていくことと、nanoform の新しい使用方法が識別されていく
ことを予測している。
論文（オープンアクセス）；
Pulmonary toxicity of inhaled nano-sized cerium oxide aerosols in Sprague–Dawley rats；Chang
Guo et al., NANOTOXICOLOGY 2019, VOL. 13, NO. 6, 733–750;
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17435390.2018.1554751?needAccess=true
Corap 下の二酸化セリウム；
https://echa.europa.eu/documents/10162/02056497-051a-489f-b8a4-8e5720d0212e
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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」－9 月分
2019/9 JFE テクノリサーチ
6.
9 月の情報
6-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
6-1-1. “ナノのすべてを Lisa E. Friedersdorf,博士とともに”を聞ける新しい Podcast Episode
2019 年 8 月 15 日、Bergeson & Campbell 事務所の「化学物質の全て」ポッドキャストのエピソード,
“ナノのすべてを Lisa E. Friedersdorf,博士とともに”の中で、“Nano and Other Emerging Chemical
Technologies Blog”を発行している Lynn L. Bergeson は、all things nano を討論するため、National
Nanotechnology Coordination Office (NNCO)のディレクター、Friedersdorf 博士と直接話し合った。
彼らの会話の中で、Friedersdorf 博士は、ナノテクノロジーの研究と開発を促進し、ナノテクノロジーに
ついて人々を教育し、ナノの潜在的な環境・安全・健康への影響を理解することによってナノの責任ある
発展を確保するための政府プログラムである国家ナノイニシアチブ (NNI)の中心目標と課題を分かりや
すく述べた。
Friedersdorf 博士 は、NNCO での彼女の仕事が、ナノテクノロジーの適用と実行に利用可能な何十億
ドルの資金が効率的で、投資に対する最大のリターンを招き、他の国際的なナノの取り組みと連携され
る方法で割り当てられるのをどのように直接助け、確実にするかを説明した。また、彼らは、農業と化学
品生産の分野のための技術の潜在的な将来のアプリケーションだけでなく、ナノテクノロジーのための
素晴らしい驚くべき、ユニークなアプリケーションのいくつかを討論した。
“ナノのすべてを Lisa E. Friedersdorf,博士とともに”；https://www.lawbc.com/podcasts/all-thingsnano-with-lisa-e.-friedersdorf-ph.d
6-1-2. NIOSH はナノテクノロジー研究センターの業績と今後の活動に関する 1 ページ文書を発行
2019 年 8 月 20 日、米国労働安全衛生研究所(NIOSH)は、「連邦産業衛生安全出版、研究、合衆国」
に掲示し、ナノテクノロジー研究センター(NTRC)に関する、1 ページにまとめた文書（ワンページャー）を
掲載した。
NTRC は、工業ナノ材料への暴露の人の健康に及ぼす潜在的な影響を理解し、暴露を制御または排
除する方法を開発するための研究を行う。 NTRC は、「産業が安全かつ責任を持って将来に向けて動く
ことを支援するため」次の分野に焦点を当てている:
・ナノ材料を製造し、使用する労働者に対する潜在的な健康リスクの理解を深める；
・ナノ材料への職業暴露を防ぐ；そして
・高度な材料および製造プロセスからの潜在的な労働者の健康リスクを評価する。
NTRC の成果には、改訂版ドラフトの CIB(Current Intelligence Bulletin)「銀ナノ材料への職業暴露か
らの健康影響」のピアレビューとステークホルダーのレビューの完了が含まれる。 本月報 2019 年 2 月
分で報告されているように、NIOSH は、「ナノテクノロジー労働力を守り続ける：2018-2025 のための
NIOSH ナノテクノロジー研究計画」、と題する文書を発表した。 NTRC の今後の活動は以下のとおり：
・最新の CIB:「銀ナノ材料への職業暴露からの健康影響」の発行;
・プロテオミクス、メタボロミクス、バイオインフォマティクスアプローチを用いた暴露および疾患のバイ
オマーカーの評価;
・ライフサイクルを通じてナノ材料によって提示される危険とリスクの実用的な「現実世界」評価を開発
するため業界と協力する；
・経済協力開発機構(OECD)および国際標準化機構(ISO)技術委員会(TC)229 と共に国際基準の開
発に参加する:例えば；
・OECD 試験ガイドライン 110－粒子径分布/繊維の長さと直径の分布の測定－をサポートするラ
ウンドロビンテスト;
・混合ダスト産業環境における気中浮遊ナノオブジェクトの同定と定量;
・市販のナノ材料含有ポリマー複合材料からのナノ材料の放出を定量化する方法の評価;そして
・吸入毒性研究のためのナノ材料の肺負荷測定。
公表された 1 ページ文書；https://www.cdc.gov/niosh/docs/2019-147/default.html
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CIB:「銀ナノ材料への職業暴露からの健康影響」
https://www.regulations.gov/docket?D=CDC-2016-0001
研究計画最終版原文「Continuing to Protect the Nanotechnology Workforce: NIOSH
Nanotechnology Research Plan for 2018-2025」：
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2019-116/pdfs/2019-116.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2019116
NIOSH の 2018-2025 ナノテクノロジー研究計画；
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2019-116/default.html
6-1-3. NIEHS 基金による研究はグラフェンシールドが蚊に刺されるのをブロックする兆候を見つけた
2019 年 8 月 26 日、国立環境衛生研究所(NIEHS)は、NIEHS 資金提供研究の結果が、グラフェンは
防虫剤中の化学物質と防護服の代替物となること示す、と発表した。 研究「グラフェンのバリア層を通じ
ての蚊咬合予防」は、全米科学アカデミー紀要に掲載された。
要旨によると、研究者は、グラフェンフィルムは軽い繊維系生地のために蚊咬合からの保護になるかも
しれない、と仮説をたてた。研究者は、生きている蚊実験、針の浸透力測定と機械的穿刺現象の数学的
モデリングの組み合わせて、グラフェン膜と蚊種ネッタイシマカの基礎的相互作用を検討した。要旨は、
結果は乾燥状態のグラフェンやグラフェン酸化物ナノシート薄膜が、生きている人の皮膚への蚊の噛み
つき行動を抑制するのに非常に効果的であることを示す、と述べている。
驚いたことに、行動試験は、主要なメカニズムは機械的穿刺抵抗ではなく、むしろホスト化学センシング
との干渉である、ことを示す。研究者は、干渉が「ヤブカ属がグラフェン膜の下に閉じ込められる皮膚関
連分子誘引物質を検出するのを防ぎ、噛みつき行動の開始を防止する分子バリア効果がある」ことを提
案する。外部膜表面上に人の汗や水を配置することは分子バリア効果を回避させる。 このシナリオで、
要旨は、「グラフェン酸化膜が水を吸収し、保護作用のない機械的に柔らかいゲルに変換する一方、元
の状態のグラフェン膜は穿刺抵抗-機械的バリア効果-を通じて防護作用が続く」と述べている。
NIEHS のニュースリリース；
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2019/august26/index.cfm
論文“Mosquito Bite Prevention through Graphene Barrier Layers”へのアクセス；
https://www.pnas.org/content/early/2019/08/20/1906612116
6-1-4. 裁判所は、NY の家庭用クレンジング製品情報開示プログラムが無効であることを認め、
SAPA に準拠するように NYSDEC に指示する
2019 年 8 月 27 日、ニューヨーク州最高裁判所は、家庭用および商業用洗浄製品協会(HCPA)とアメリ
カクリーニング研究所(ACI)が提供するニューヨーク(NY)家庭用クレンジング製品情報開示プログラム
(開示プログラム)に対する異議申し立てに対して決定を出した。本月報 2018 年 6 月分で報告している
ように、開示プログラムは、ニューヨークで販売されている洗浄製品の製造業者に化学成分を開示し、
それらのウェブサイト上の化学物質の権威あるリストに表示される成分を特定することを要求する。 開
示プログラム認定書及びプログラム方針によれば、ナノスケール材料である各成分について、ナノスケ
ール材料を記載した用語を開示しなければならない。
HCPA と ACI は 2018 年 10 月にニューヨーク州環境保全局(NYSDEC)に対して訴訟を起こし、開示プ
ログラムはガイドラインと言うよりむしろ規則であり、国家行政手続法(SAPA)に違反して設立され
たと主張した。その決定で、裁判所は、開示プログラムが「無効」であると判断し、SAPA に準拠す
る指令で NYSDEC に問題を付託した。 裁判所決定に関する詳細は、Bergeson & Campbell 事
務所の 2019 年 8 月 30 日のメモ「「無効」と裁定された NY 環境保全家庭用品情報開示プログラ
ム」に記載されている。
開示プログラム認定書及びプログラム方針；
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/cleansingprodfin.pdf
裁判所決定に関する Bergeson & Campbell 事務所のメモ；https://www.lawbc.com/regulatory45

developments/entry/ny-department-of-environmental-conservation-household-cleansing-productinf
6-1-5. 大統領の 2020 年予算は NNI のために 14 億ドル以上を要求する
2019 年 8 月 30 日、国家ナノテクノロジーイニシアティブ（NNI）は、大統領の 2020 年度予算要求に対
する補足を公表した。 この補足は、21 世紀ナノテクノロジー研究開発法の下で要求される NNI の年次
報告書として機能し、米国国防総省(DOD)がそのナノテクノロジー投資に関して報告する要件に対処す
る。NNI によると、大統領の 2020 年予算は NNI のために、「将来のブレークスルーにつながる基礎研
究、早期応用研究、技術移転の取り組みへの継続的な投資」のために 14 億ドル以上を要求する。
2001 年の NNI の発足以来、2020 年要求を含め、NNI は約 290 億ドルの支援を受けており、「アメリカ
国民に役立つ技術的ブレークスルーへのその知識の転移だけでなく、ナノスケールで物質を制御する
我々の基本的な理解と能力を促進する投資の継続的な重要性」に反映させる。大統領の 2020 年予算
は、11 機関でのナノスケール科学、工学、技術研究開発(R&D)を支援する。 最大の投資を行っている
5 つの連邦組織(全体の 96%を占める)は次のとおり：
・保健福祉省(HHS)/国立衛生研究所(NIH)(生命と物理科学の交差点におけるナノテクノロジーベー
スの生物医学研究)；全米科学財団(NSF)(科学と工学のすべての分野にわたる基礎研究と教育)；
・エネルギー省 (DOE) (新しい、改善されたエネルギー技術の基礎を提供する基礎および応用研
究)；DOD (防衛と軍民両用の能力を進歩させる科学と工学の研究)；そして
・商務省(DOC)/国立標準技術研究所（NIST）(ナノテクノロジーのための測定・製造ツールの基礎研
究開発、分析方法論、計測、基準)。
この補足は、プログラムコンポーネント領域 (PCA) ごとの機関計画と優先事項の予算情報とハイライト
を表示している。これは、以下の 4 つの NNI 目標に向けた進捗の例を含む：
・世界クラスのナノテクノロジー研究開発プログラムを推進する；
・商業的および公共的利益のために製品への新しい技術の移転を促進する；
・ナノテクノロジーを進歩させるために教育リソース、熟練した労働力、動的なインフラとツールセットを
開発し、維持する；そして
・ナノテクノロジーの責任ある開発を支援する。
大統領の 2020 年予算要求の補足；https://www.nano.gov/2020budgetsupplement
6-1-6. CDC は、工業ナノ材料の労働安全衛生慣行を調査する NIOSH プロジェクトの提案に関する
追加コメントを求める
米国疾病管理予防センター(CDC)は、「工業ナノ材料の労働安全衛生慣行の調査」と題する提案された
情報収集プロジェクトに関する追加の 30 日間のコメント期間を提供するため、2019 年 9 月 11 日に連
邦公報告示を公表した。(84 Fed. Reg. 47957) 2019 年 5 月の本月報に記載されているように、2019
年 4 月 23 日に、CDC は提案された情報収集プロジェクトに関するコメントを募る連邦官報告示を公表
した。 CDC によると、2019 年 4 月の告示に対してコメントは提出されなかった。プロジェクトの目的は、
職場における工業ナノ材料の安全な取り扱いのためのガイドラインとリスク軽減プラクティスに対する国
立労働安全衛生研究所(NIOSH)の貢献の妥当性と影響を評価することである。
告示は、このプロジェクトの下での研究は、工業ナノ材料に関連するサービスを製造、流通、組み立て、
配合、使用、または提供する企業を調査していく、と述べている。 プロジェクトの下で、以下の活動とデ
ータ収集が行われていく：
・企業の事前呼び出し。サンプリングされた企業は、調査に回答する人を特定し、同社が工業ノ材料
を扱うかどうかを確認するため、連絡される。
・調査。メールオプションを使用した Web ベースのアンケートが、企業に対して行われる。 この調査
の目的は、NIOSH 材料の使用と、工業ナノ材料に関する労働安全衛生慣行について、企業から
直接学ぶことである。
管理予算局(OMB)は、以下の点で役立つコメントに特に興味を持っている：
1.情報が実用的な有用性があるかどうかが含まれる、提案された情報の収集が NIOSH の機能を適
切に機能させるために必要かどうかを評価する。これには；
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2.提案された情報の収集の負担の NIOSH の推定の正確性を評価する。これには、使われる方法論
と想定の検証が含まれる；
3. 収集されていく情報の品質、有用性、および明確性を強化する；
4. 適切な自動化、電子的、機械的、またはその他の技術的収集技術またはその他の形態の情報技
術、例えば回答の電子送信を許可することを含む、の使用を通して、対応者にかかる情報収集の
負担を最小限に抑える；そして
5. 情報収集コストを評価する。
追加のコメント募集期間を提案する連邦公報告示（9・11）；
https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/11/2019-19633/agency-forms-undergoingpaperwork-reduction-act-review
情報収集プロジェクトに関するコメント募集の連邦公報通知(4/23)；
https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/23/2019-08149/proposed-data-collectionsubmitted-for-public-comment-and-recommendations
6-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
6-2-1. EC は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとしての酸化亜鉛ナノ形態のための 3 つのコーテ
ィングに関する科学的意見を求める
2019 年 8 月 19 日、消費者安全科学委員会(SCCS)は、皮膚適用化粧品中の紫外線(UV)フィルターと
しての酸化ナノ亜鉛のための 3 つのコーティング－メチコン、シリカ、イソステアリン酸に関する科学的
意見を求める欧州委員会(EC)からの要請を公表した。SCCS は、以前に、ナノ酸化亜鉛およびコーティ
ング、トリエトキシカプリリルシラン、ジメチコン、ジメトキシジフェニルシラントリエトキシカプリリルシランク
ロスポリマー、およびオクチルトリエトキシシランをレビューした。 SCCS は、日焼け止め中の UV フィル
ターとして、その意見の中で提示される特徴を有して、25%までの濃度でのナノ酸化亜鉛の使用は、「日
焼け止め製剤中の UV フィルターとしての皮膚上での使用のリスクは全く無いか、または限られている」
と考えられる、と結論付けた。
意見でカバーされていない他のコーティングの使用に関して、SCCS は、「他の化粧品成分は、現在の
意見でカバーされているナノ材料と比較して、それらが SCCS に対し、安全であることが実証され、挙動
および/または効果に関連する粒子特性に影響を与えない限り、コーティングとして使用されることがで
きる」と結論付けた。
その要請で、EC は、以下について尋ねる:
・SCCS は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとして使用するナノ酸化亜鉛のコーティングとして、
最大濃度 3%のメチコンの使用を安全と考えているかどうか；
・SCCS は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとして使用するナノ酸化亜鉛のコーティングとして、
8%シリカと組み合わせて適用された場合、最大濃度 3%のメチコンの使用を安全と考えているか
どうか；
・SCCS は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとして使用するナノ酸化亜鉛のコーティングとして、
2.0%トリエトキシカプリリルシランと組み合わせて適用された場合、最大濃度 4%のイソステアリン
酸の使用を安全と考えているかどうか；そして
・SCCS は、皮膚適用化粧品中の UV フィルターとして使用される場合、上記の材料でコーティングさ
れたナノ酸化亜鉛の使用に関するさらなる科学的懸念を有しているかどうか。
SCCS への意見の締め切りは、2020 年 3 月である。
SCCS の要請；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs20
16_q_034.pdf
前回レビューされたナノ酸化亜鉛に関するオピニオン；
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_
137.pdf
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6-2-2. デンマークがナノ材料リスク評価に関するポータルを開設する
デンマーク雇用省の傘下の研究所が、ナノ材料とナノ含有製品のリスクマネジメントに関する情報プラッ
トフォームを提供するガイダンスを公開する。
国立研究センターの作業環境ナノリスクガバナンスポータルのユーザーは、消費者にだけでなく、自然
及び作業環境に対するリスクを評価し、監視するためにデータを検索し、ツールを使用することができる
ようになる。
10 月 10 日にオープンするポータルは、次のツールを使用する：
・ナノテクノロジーにおける潜在的な新たなリスクや動向のスクリーニング；
・ナノ材料とデータシート構造の識別；
・質的および量的なリスク評価と管理；そして
・リスクの監視、管理、および誘導。
それは、プロセスをサポートするアドバイザーだけでなく、技術的ナノ材料を開発、生産または使用する
企業や機関の保健及び安全性の組織をターゲットとする。
5 月に、北欧閣僚理事会は、中小企業 (SMEs) が REACH の下でナノ材料を登録するのを支援するた
め、無料のオンラインツールを作成した。そのツール e-REACHNano は、ナノ材料の規制に関する十
分な社内の専門知識を持たない小規模な企業を支援することを目的とする。
プレスリリース（デンマーク語）；
http://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2019/kursus-i-ny-portal-til-risikoledelse-af-nanomaterialer
6-2-3. NanoSafety Cluster 週間中にナノリスクガバナンスポータルに関するコースが開催される
デンマークの国立労働環境研究センター(NFA)は、ナノ材料のリスク管理のための新しいポータルであ
る caLIBRAte Nano-Risk Governance Portal,において、2019 年 10 月 10 日にコースを開催する。
NanoSafety Cluster 週間は、2019 年 10 月 7 日~10 日にデンマークのコペンハーゲンで開催され、以
下を含む：
・2019 年 10 月 7 日：caLIBRAte 最終会議—ナノ材料のリスク評価とガバナンスに関する信頼構築
・2019 年 10 月 8 日~9 日：オープンカンファレンス: in silico nanosafety 評価に向けて― 実験的と
計算的アプローチの統合；そして
・2019 年 10 月 10 日: 3 つの平行イベント：
・NanoSafety Cluster オープンミーティング、ワーキンググループミーティング、および運営グループ
ミーティング
・caLIBRAte Nano-Risk Governance Portal の導入とトレーニング、およびリスク評価および管理ツ
ールのサポート；そして
・分析的キャラクタリゼーションにおける意思決定のためのツールの導入とトレーニング。
Nano-Risk Governance Portal は 2019 年 10 月に開始され、 欧州連合(EU)の Horizon 2020
Research and Innovation Program による caLIBRAte プロジェクトを通じての資金提供を受けて、ナノ
リスク・ガバナンスをサポートするための最先端の「ワン・ストップ・ショップ」サイトとなる。 ポータルは以
下を提供する：
・ナノ材料およびナノ対応製品、それらの安全性、および異なるステークホルダーのリスク認識に関す
る適格で信頼できる情報；
・水平スキャニング、ナノ材料の識別、リスク評価、リスク管理、意思決定支援、および可能な限りパフ
ォーマンステストによって徹底的にテストおよび検証された職場モニタリングのためのツール；
・直接アクセス情報のための、特にナノリスクガバナンスツールをサポートするためのケーススタディ
および適格な材料、ハザード、暴露測定データへのアクセス；そして
・ナノ材料及びそれを含む製品の工業生産の確立だけでなく、研究開発に関するガイダンスやグッド
プラクティス情報。
登録ユーザーは、データを検索し、環境、作業環境、および消費者への特定のナノ材料またはナノ含有
製品のリスクを評価および監視するためのツールを使用するために、ポータルを使用できる。 ポータル
は、ナノ材料を開発、生産、または使用する機関や企業の労働安全衛生組織のメンバーやこのプロセ
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スをサポートするアドバイザーを対象としている。
NanoSafety Cluster 週間；https://www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-week-2019-710-october-2019-copenhagen-denmark/
ナノ材料のリスク管理のための新しいポータルのコース（デンマーク語）；
http://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2019/kursus-i-ny-portal-til-risikoledelse-af-nanomaterialer#0
ナノリスクガバナンスポータル；http://www.nanocalibrate.eu/nano-risk-governance-portal
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
6-3.
特に無し。
国際的な動き
6-4.
6-4-1. ナノ材料の溶解速度と分散安定性に関する OECD のガイダンス文書ドラフトが公開された
「影響と暴露評価のためのナノ材料の溶解速度と分散安定性に関するデータの試験と解釈のためのガ
イダンス文書」の WNT(Meeting of the National Co-ordinators of the Test Guidelines Programme)
コメントのための一次ドラフトが公開された。
これは、WNT コメントのために配布される最初のドラフトである。 これには、既に行われた専門家のコメ
ントラウンド（2019 年 4 月から 5 月）で提供されたコメントが含まれる。修正されたドラフト、クリーンで追
跡された変更バージョン、および受信したコメントへの回答が制限付きサイトで利用可能になった。
WNT は 2019 年 9 月 19 日までにこのドラフトをレビューし、コメントを提供するよう請われている。
2013 年にベルリンで開催された OECD 専門家会議（OECD 2014a）では、環境における溶解速度と分
散安定性はナノ材料の重要なパラメーターであり、テストガイドライン（TG）はこれらのパラメーター用に
開発されるべきであるとされた。これらのパラメーターはしばしば相互にリンクされているため、包括的な
ガイダンス文書（GD）も有益であることが認められた。
TG 318（OECD 2017）で、製造されたナノ材料の、シミュレートされた環境媒体中での分散安定性は
2017 年に公開された。
環境媒体への溶解速度に関する TG の開発は、OECD WNT プロジェクト 3.10 として 2014 年のテスト
ガイドラインプログラムのワークプランに含まれる（最新バージョン OECD 2018）が、これまでに終了で
きなかった。
一方で、水および生体液での溶解速度試験に関連する他の方法および環境中の変換（WNT プロジェク
ト 1.5 および WNT プロジェクト 3.16）は、WNT 作業計画に含まれていた。
したがって、進歩を図るために、WNT プロジェクト 3.10 の現在のドラフト文書、科学文献、および GD
29（OECD 2001）を含む、入手可能な情報に基づく包括的な GD の溶解関連コンテンツを構築すること
が結論付けられた。
短期的には、バッチおよび動的フロースルー法の実験ステップと手順に関するガイダンスと、それらをナ
ノ材料に使用する場合の意思決定支援を提供する（第 2 章）。
上記の WNT プロセスが完了し、TG が利用可能になった後、この GD の更新が必要になる場合がある
かもしれない。
この GD は、特にこれらの方法のパフォーマンスと結果に対するさまざまな実験条件の影響に関して、
上記のエンドポイントに対処する方法のガイダンスを提供する。 さらに、この GD は、結果の解釈をサ
ポートすることを目的としている。
第 2 章では、バッチ試験とフロースルー法に基づいた溶解度と溶解速度の決定、及び得られた試験結
果の評価と報告の方法に関するガイダンスを提供する。
TG 318 の特定のガイダンスは、その TG で説明されているよりもさらなる実験条件、ヘテロ凝集を説明
するガイダンス（セクション 3.3）、及び付着係数の導出（セクション 3.4）を含む第 3 章に記載されている。
後者の問題に対処するために、利用可能な科学文献から知識の現状がとりこまれた。 さらに、エンドポ
イントに対応するデータの解釈と表示に関するガイダンスが提供されている。
更なるナノ特有の運命および効果試験および評価戦略のための TG 318 を使用した、溶出試験および
分散安定性の試験によって生成されたデータの使用については、第 4 章で説明される。試験戦略はセ
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クション 4.2 で説明される。さらに、その 2 つのエンドポイントの相互の影響について議論される。つまり、
分散安定性は溶解速度に影響し、逆もまた同様である。
第 5 章では、この GD は、溶解モデルの出力データを使用して、暴露モデルの入力パラメーターを導出
するための分散安定性テストに関する推奨事項を提供する。
第 6 章では、他の OECD TG および GD に関連するこの GD の使用に関する情報を提供する。これに
は、水生生物および底質の毒性試験で予想される GD（セクション 1 を参照）および魚のナノ材料の見
かけの蓄積可能性で予想される GD（セクション 6.3 参照）が含まれる。
土壌および堆積物中のナノ材料の運命の推定は実施が難しいため、GD は土壌および堆積物中のナノ
材料を模倣するために環境条件を変化させることにより、分散安定性および溶解速度のスクリーニング
の可能性に関するアドバイスも提供する（セクション 6.2 を参照） そして OECD TG 312 のための予想
されるナノ固有 GD にリンクする。
ナノ材料の溶解速度と分散安定性に関する OECD のガイダンス文書ドラフト;
https://www.oecd.org/env/ehs/testing/1st-WNT-Draft-GD-on-dissolution-and-dispersionstability_July%202019_clean.pdf
6-5.
ナノ材料の安全性に関する情報
6-5-1. 食品添加物二酸化チタンの特性と市販食品中の運命
韓国のソウル女子大学の黄（Ji-Soo Hwang）らの「食品添加物二酸化チタンとその市販食品中の運
命」と題した論文が Nanomaterials 2019, 9, 1175 に掲載された。二酸化チタン（TiO2）は、食品産業で
最も広く利用されている食品添加物（E171）の 1 つである。 ナノテクノロジーの開発とともに、E171
TiO2 中および市販の食品中のナノ構造粒子の存在に関する懸念が高まっている。
本研究では、市販の E171 TiO2 粒子の、粒径分布を含む物理化学的特性を調査し、続いて実験で確
認した手法で、市販食品中の TiO2 の同定と定量化を行い、その後細胞毒性と腸管輸送の評価を行っ
た結果を報告している。
材料；4 つの異なるメーカーの 5 つの食品グレード E171 TiO2 製品がテスト材料として提供され、T1－
T5 の番号が付けられた。一般グレードのバルクおよびナノ TiO2 は、それぞれ Sigma-Aldrich（米国ミ
ズーリ州セントルイス）および Alfa Aesar–Johnson Matthey Co.（ドイツ、カールスルーエ）から購入さ
れた。粒子のストック溶液（1 mg / mL）は、蒸留水（DW）に 30 分間分散させ、実験の直前に、5 分間超
音波処理して調製された。国際ブランドの TiO2 を含む市販製品（チューインガム、キャンディ、チョコレ
ート、ゼリー、ソース、スナック）は、2018 年に韓国ソウルの市場から購入された。
食品添加物二酸化チタンの特性測定；市販の食品添加物 E171 TiO2 粒子の結晶構造は、XRD パタ
ーンによって決定され、全ての TiO2 粒子は、有意な有機部分を含まないアナターゼ型であることがわ
かった。SEM 画像は、不規則でランダムな形状の粒子を示し、平均一次粒子サイズは 118.29±
25.80–169.30±29.82 nm であり、100 nm より小さい粒子が 1〜22％の粒子サイズ分布（下表）であっ
た。5 つの食品添加物 TiO2 粒子間で平均一次粒子サイズの統計的差異はなかった。 一方、一般グレ
ードのナノ TiO2 の平均粒子サイズは 51.45 ±11.63nm で、100％が 100 nm よりも小さかった。一方、
一般グレードのバルク TiO2 は、食品添加物の TiO2 粒子と比較して、統計的に同等の粒子サイズであ
った。
サンプル名
平均径(nm)
分布 (数 %)
<100 nm
100–200 nm
>200 nm
T1
150.10 ±19.35
1
96
3
T2
165.32 ±30.68
3
80
17
T3
169.30 ±29.82
1
76
23
T4
122.49 ±23.31
12
88
ND
T5
118.29 ±25.80
22
74
4
130.63 ±31.07
14
84
2
バルク
51.45 ±11.63
100
ND
ND
ナノ
※ND;検知せず

動的光散乱（DLS）の結果は、TiO2粒子のZ平均サイズが285.30 ± 6.68–345.27 ± 4.45 nmで、すべ
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ての粒子の流体力学的直径の100％が100 nmより大きかった。したがって、水溶液中のTiO2粒子の流
体力学的直径は、SEMで測定された一次粒子サイズよりもはるかに大きかった。以上の結果から、T3
とT4はそれぞれ、さらなる研究のための代表的な最大粒子と最小粒子として使用された。
模擬食品中の二酸化チタンの特性測定と定量分析；市販食品中の酸化チタンの分析方法の信頼性を
チェックするため模擬食品中の二酸化チタンの特性測定と定量分析を行った。硝酸―過酸化水素分解
によって、二酸化チタンの形状、粒度はほとんど変化しなかった。二酸化チタンの硫酸溶解後TiをICPAESで分析した結果も全て90％以上の収率が得られた。食品マトリクス中のTiも検出限界以下であった。
市販食品中の二酸化チタンの特性測定と定量分析；食品添加物TiO2粒子は、模擬食品で確立された
方法に基づいて、キャンディ、チョコレート、チューインガム、ゼリー、ソース、スナックなどのさまざまな市
販製品から特性決定および同定された。SEM画像は、硝酸/過酸化水素処理によって市販の食品から
回収されたTiO2粒子が、元のTiO2と比較して、有意な分解なしに類似の形状と粒子サイズ分布を持っ
ていることを明らかにした。DLSの結果は、市販製品から回収されたTiO2粒子の流体力学的直径は、
242.53±45.60－461.47±6.76 nmの範囲で、元の値とほぼ同じであることを示した。EDSを使用した
元素分析により、市販の食品から回収された粒子にTiが存在することが確認された。一方、定量分析に
より、TiO2含有量は1.09－9.87 mg/gの範囲であり、0.11－0.99％（wt/wt）であることが明らかになった。
細胞増殖の抑制、膜損傷、コロニー形成；異なるサイズ分布（T3およびT4）の食品添加物TiO2の短期
の細胞増殖および膜損傷に対する影響を、WST-1に24時間暴露した後のヒトの腸内Caco-2細胞およ
び乳酸脱水素酵素（LDH）漏出アッセイで、それぞれ評価した。一般グレードのバルクおよびナノTiO2も
比較研究に使用された。 結果は、すべての食品グレードおよび一般グレードのTiO2粒子が24時間後に
細胞増殖または膜の完全性に影響を与えなかったことが実証された。
コロニー形成に対する食品添加物TiO2の長期的な影響もクローンアッセイで調査し、一般グレードのバ
ルクおよびナノTiO2と比較した。結果は、粒子サイズの分布や種類に関係なく、14日間の暴露後、テス
トした最高濃度（250 µg/mL）ですべてのTiO2粒子がコロニー形成能力をわずかに阻害したことを示し
ている。
ROSとアポトーシス誘導；酸化ストレス誘導に対する食品添加物TiO2（T3およびT4）の可能性を、細胞
内ROSを測定することにより評価した。 アポトーシス誘導は、アネキシンV-FITCでも確認された。アネ
キシンV-FITCは、細胞表面に露出したホスファチジルセリンに結合し、アポトーシスの初期マーカーとな
る。生細胞に取り込まれない色素であるPIを死細胞マーカーとして使用した。 結果は、すべての食品グ
レードのTiO2と一般グレードのバルクおよびナノTiO2が、24時間の暴露後に125 µg /mLを超える濃度
でROSを有意に誘発したことを示した。異なる種類の粒子間でROSの生成に有意な差は見出せなかっ
た。
一方、すべてのTiO2粒子は、テストした最高濃度1000 µg/mLで24時間の暴露後、アポトーシスまたは
壊死をわずかに引き起こし、一般グレードのバルク、一般グレードのナノ、T3、およびT4 TiO2粒子で、
それぞれ約7.9、11.9、6.8、および12.5％の総アポトーシスまたは壊死細胞を示した。
腸管輸送メカニズム；粒子は、吸収されるためには腸上皮バリアを越えて輸送されなければならない。
食品添加物TiO2（T3およびT4）および一般グレードのバルクおよびナノTiO2の腸内輸送メカニズムを、
2つの異なる培養モデル（2Dモデル、Caco-2単層および3Dモデル、FAE）で調査した。前者と後者は、
それぞれパイエル板のパッチの上にあるFAEで見つかったマイクロフォールド（M）細胞と腸の密着結合
（タイトジャンクション;TJ）を表している。結果は、すべての粒子が主にM細胞によって輸送されることを
示したが、Caco-2単層を通る輸送の有意な増加も見られた。M細胞とCaco-2単層の両方による輸送を
組み合わせたすべてのTiO2粒子の総輸送量は非常に低く、0.12〜0.14％を示した。 腸内輸送量およ
びメカニズムに対する粒子サイズまたは粒子タイプ（食品または一般グレード）の影響は見出せなかっ
た。
注）M細胞または小襞細胞（Microfold cell, M cell）とは、パイエル板を覆う濾胞被蓋上皮の吸収上皮細
胞間に散在する細胞である。膜状の微絨毛を有する。
タイトジャンクション（密着結合；TJ）は、上皮や内皮における細胞間接着に関わる装置であり、その主た
る機能の1つは、細胞間を強固に接着して、細胞層にバリア機能を付与することである。
著者らは結論に、これらの調査結果は、食品業界でのTiO2の適用とその潜在的な毒性の予測に役立
つ、と書いている。
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論文（Food Additive Titanium Dioxide and Its Fate in Commercial Foods；Nanomaterials
(Basel). 2019 Aug 16;9(8). pii: E1175. doi: 10.3390/nano9081175）；
フリーアクセス；https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6724087/
要旨；https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31426388
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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」－10 月分
2019/10 JFE テクノリサーチ
7.
10 月の情報
7-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
7-1-1. NNI は、工業ナノ材料への労働者、消費者暴露の評価に関する 10 月 8 日ウェビナーの登録
を開始
国家ナノテクノロジー・イニシアティブ(NNI)は、2019 年 10 月 8 日に「工業ナノ材料に対する労働者と消
費者への暴露の評価」に関するウェビナーを開催する。 ナノ材料の環境、健康、安全への影響
(nanoEHS)に関する NNI の 2019 シリーズの一部であるウェビナーは、職場と消費者環境における工
業ナノ材料(ENM)の潜在的な影響の評価と管理におけるツール、技術、成果を検証する。NNI によると、
プレゼンテーションは、暴露のバイオマーカーの開発を含む ENM への暴露の潜在的な影響を理解す
る上での課題、類似点、および主要な進歩に関する洞察を提供していく。国立労働安全衛生研究所
(NIOSH)科学統合部門のディレクターPaul Schulte 博士、および消費者製品安全委員会(CPSC)の健
康科学局の毒物学者 Joanna Matheson 博士が講演し、NIOSH ディレクターJohn Howard 博士が司
会する。 ウェビナーの視聴者は、質問と回答の期間中にパネリストが回答するための質問を提出する
ことができる。 提出された質問は、受け取った順序で考慮され、NNI のウェブサイトに掲載される場合
がある。 登録が必要である。
NNI は、2019 年 nanoEHS シリーズ「ナノインフォマティクスの国際的な調和:収斂（convergence）とチ
ームサイエンスのケーススタディ」の最終ウェビナーを 2019 年 11 月 12 日に開催する。 講演者には、
デューク大学の Christine Hendren 博士と、Pennsylvania Bio Nano Systems LLC の Fred Klaessig
博士を含む。
工業ナノ材料への労働者、消費者暴露の評価に関するウェビナー；
https://eventsna12.adobeconnect.com/content/connect/c1/1305935587/en/events/event/shared/2519110276/e
vent_landing.html?sco-id=2519064401&campaign-id=
ウェビナーの開催予定を含む NNCO(ナノテク調整局；The National Nanotechnology Coordination
Office)の Web ページ；https://www.nano.gov/PublicWebinars
7-1-2. L. L. Bergeson と C. N. Hutton のナノテクノロジーと規制の確実性に関する共著論文
米国弁護士協会(ABA)の科学技術法のセクションによって出版された The SciTech Lawyer の 2019
年秋号は、ナノテクノロジーの特集で、Lynn L. Bergeson（ナノについてのブログを発行している
Bergeson & Campbell, P.C.の代表）と Carla N. Hutton（同事務所の規制アナリスト）による共著論文
「ナノテクノロジーと規制の確実性はかつてないほど近づいている」が含まれる。ナノスケールの技術と
その結果として生じる技術革新は、長い間、科学者や発明家の想像力、規制当局の精査、非政府組織
や消費者監視人(watchdog)の不安を捉え続けてきた。しかし、過去 10 年かそこらで、科学的および規
制のコミュニティがこれらの最初の懸念を和らげる信頼できる仕事をしてきたという説得力のあるケース
を作ることができ、したがって、ナノ対応製品の実用化によって起こされる世界的な災難を予想した否定
論者(naysayer)に対して勝利を主張することができる。論文は、米国環境保護庁(EPA)と米国食品医薬
品局(FDA)が、ナノ材料が人の健康と環境にリスクを及ぼさないことを確実にするために、彼らの既存
の権限をどのように使用しているかの概要を提供する。 完全な論文はセクションメンバーのみが利用で
きる。
The SciTech Lawyer の 2019 年秋号、特集目次；
https://www.americanbar.org/groups/science_technology/publications/scitech_lawyer/2020/fall/
論文；Nanotechnology and Regulatory Certainty Closer Now Than Ever（Free webcast にリンク）；
https://www.americanbar.org/groups/science_technology/publications/scitech_lawyer/2020/fall/na
notechnology-and-regulatory-certainty-closer-now-ever/
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7-1-3. NIOSH ナノテクノロジー研究センターは、工業ナノ材料の製造業者、流通業者、組立加工業者、
製剤業者、およびユーザーからの入力を求めている
NIOSH eNews の 2019 年 9 月号の最終アイテムによると、NIOSH は、工
業ナノ材料に関連する製造、流通、製作、製剤化、使用、またはサービスを提供する会社へ調査を配布
するために、RTI インターナショナルと協力している。アイテムは、調査の目的は、職場で工業ナノ材料
を安全に取り扱うためのガイドラインとリスク軽減プラクティスに対する NIOSH の貢献の影響を評価す
ることである、と述べている。NIOSH は、調査からのフィードバックを活用して研究課題を通知し、ナノマ
テリアル労働者の安全と健康を管理するためのガイダンスの妥当性を高めていく。アイテムは、調査は
完了までに約 20 分しかかからないことを記している。Adrienne Eastlake、aeastlake@cdc.gov は、あ
らゆる質問の連絡先である。
NIOSH eNews Volume 17, Number 5 (September 2019)（最終項目を参照）；
https://www.cdc.gov/niosh/enews/enewsv17n5.html
7-1-4. EPA は多層カーボンナノチューブ(ジェネリック)のために SNUR を提案する
2019 年 10 月 11 日、米国環境保護庁(EPA)は、製造前通知(PMN)の対象となった多層カーボンナノチ
ューブ(ジェネリック)を含む 31 の化学物質に対する重要新規使用規則(SNUR)を発表した（84 Fed.
Reg. 54816）。 EPA は、8 つの化学物質が EPA によって発行された有害物質管理法(TSCA)に基づく
命令の対象となると指摘している。 その内、多層カーボンナノチューブ(ジェネリック)の TSCA セクション
5(e)命令の発効日は 2019 年 5 月 3 日だった。EPA によると、多層カーボンナノチューブ(ジェネリック)
は、他の材料または製品の機械的特性又は電気伝導性を改善し、および光吸収特性のために、エレク
トロニクスのような発熱システムでの熱伝達、熱貯蔵、熱放出、および一般的な温度管理で使用される。
提案された SNUR は、EPA は、カーボンナノチューブ類似体に基づく肺毒性、及び同物質が低濃度で
天然有機物の存在下にある場合の水生毒性に関する懸念を特定した、と述べている。EPA は、合理的
な評価を可能にする十分な情報がない場合、同物質が人の健康と環境に対する危害の不当なリスクを
提示する可能性があるという所見に基づき、TSCA セクション 5(a)(3)(B)(ii)(I)および 5(e)(1)(A)(ii)(I) の
下での同意命令を発行した。 これらのリスクから保護するために、TSCA セクション 5(e)命令は以下を
要求する：
・潜在的な経皮暴露がある場合経皮暴露を防ぐために労働者による個人用保護具の使用；
・吸入暴露の可能性がある場合、吸入暴露を防ぐために、少なくとも指定防護係数(APF)50 を有する
国立労働安全衛生研究所(NIOSH)認定人工呼吸器の使用；
・粉塵、蒸気、ミスト、またはエアロゾルを生成する応用で、その方法が密閉されたプロセスで行われ
ない限り、同 PMN 物質を使用することを控える；
・PMN に記載されているようにのみ同 PMN 物質の加工と使用；
・表面水への同 PMN 物質の放出はしない；
・焼却または埋め立てによってのみ処分。
提案された SNUR は、これらの保護措置の欠如を「重要新規使用」として指定するだろう。 コメントの締
め切りは 2019 年 11 月 12 日である。
提案された SNUR；
https://www.federalregister.gov/documents/2019/10/11/2019-21720/significant-new-use-rules-oncertain-chemical-substances-19-3f
7-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
7-2-1. ECHA エグゼクティブディレクターは EUON Nanopinion Post を最初に始める
ナノ材料のための欧州連合(EU)オブザーバトリー (EUON)は、「Nanopinion」セクションを創設した。
「Nanopinion」は、EU 市場にあるナノ材料に関して、政策立案者や当局から業界や市民社会に至るま
でのさまざまな貢献者からの彼らの仕事や優先事項に関する意見を募っている。2019 年 9 月 16 日に
掲載された最初のアイテムは、欧州化学物質庁(ECHA)のエグゼクティブ・ディレクターBjorn Hansen
によって書かれた「EUON:過去、現在、未来」である。 ECHA は、2019 年 7 月に、EUON がどんな点
で成功したのか、またどんな点で EUON を主催し維持する義務の残りの年数で改善できるかを評価す
るために、中間レビューを終了した。 Hansen は、レビューは、次の必要性を含め、EUON が改善でき
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る分野を強調した、と記す：
・コミュニケーションを強化する；
・専門家のためのナノ材料に関するより詳細な情報を提供する；そして
・ナノ材料に関するより簡素化された情報を一般に提供する。
EUON に 2 つのデータベース、NanoData(ナノテクノロジー知識ベース)と eNanoMapper(ナノ材料の
リスク評価のためのデータとツールを持つ)を組み込むことに加え、EUON も、話題の問題に関する新し
いデータを生成し、既存の研究を補完することを目的として、さまざまな安全性に関する独立した研究を
作り出す。 Hansen によると、EUON は次世代ナノ材料に関する研究を最終的に準備し、3 つの新しい
研究に取り組んでいる：
・ナノ材料の経皮吸収を決定する要因と経皮吸収の評価のための利用可能なツールのクリティカル
レビュー；
・ナノ材料の生殖と発達毒性に関する研究のクリティカルレビュー；そして
・一般大衆の間でのナノ材料の理解。
2019 年７月報の記事 1-1-2.に記載したように、EUON は、最近、化学物質の登録、評価、認可、およ
び制限(REACH)規則の下で登録書類として企業が提出したデータ、化粧品規則の下で化粧品の原料
として使用されるナノ材料について収集されたデータ、ベルギーおよびフランスの公的な国家ナノ材料イ
ンベントリーからのデータを組み合わせる検索ツールを開始した。Hansen は、ナノ材料に関する入手
可能なデータは「REACH のための新しい情報要件が発効する 2020 年時点で指数関数的に増加し、
EUON に様々な関係者のためのより多くのデータを提供する」と予測する。 業界は、REACH 登録書類
の更新を通じて、この新しい情報を提出していく。EUON は、ステークホルダーとパートナーに対し、「ナ
ノ材料を用いて行うあらゆるもの、それらの安全性とそれらの利益に関する彼らの意見を共有するため
に」Nanopinion を使うように奨める。 Nanopinion ポストで貢献したいステークホルダーは、EUON に連
絡する必要がある。
Bjorn Hansen の「EUON:過去、現在、未来」；
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/asset_publisher/jyZzQmR9Vyq0/blog/euon-pastpresent-and-future
ECHA の EUON 中間レビュー；
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/24095696/050719_evaluation_nano_observat
ory_en.pdf/04466705-48a8-b759-b719-5a503b180034
7-2-2. EUON 研究は、次世代ナノ材料のための EU 規制フレームワーク準備を見つける
2019 年 9 月 19 日、EUON は、「次世代」ナノ材料を調査し、ナノ材料を識別するための現在の法的要
件の実施だけでなく、EU の化学物質規制において、現在使用されている用語が技術的な課題を提起
する可能性があるかどうかを判断することを委託研究した結果を発表した。
研究の目的は:
・ナノ材料の世代毎の既存の定義を収集すること；
・異なるナノ材料を異なる世代に明確に並べ替えできるように、これらの定義を改良すること；
・上市または上市に近い第二またはより高い世代のナノ材料のインベントリーを確立すること；そして
・見つかった次世代ナノ材料を記述するために、化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)
規則の改訂された附属書 VI に含まれる識別および特徴付けパラメータの用語である「物質」、「混
合物」、「成形品」の適合性を評価すること。
EUON によると、調査結果は、REACH の下で「規制枠組みが、近い将来、これらの材料を取り扱うた
めに完備されているが、さらなるガイダンスは、ナノ材料を登録する企業に利益をもたらすだろうことを
示している」。
その研究は、ナノ材料とその用途の両方を特徴付けるいくつかのパラメータのさらなる明確化、および
オブジェクトが REACH の下の物品であるかどうかを判断する方法に関するガイドラインが、単純なナノ
粒子からより複雑な組立構造までの異なるナノ材料の特定の例によって補完されることができることを
推奨する。
EUON は、ECHA が REACH 附属書の改正に続いてナノ材料の識別に関するガイダンスを更新してい
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る、と述べている。 更新されたガイダンスは、2019 年後半に公開される予定である。
注）ここでいう「ナノ材料の世代」とは、Roco（2018）による；
G1;受動的ナノ構造（～2000－2005）
G2;能動的ナノ構造（～2005－2010）
G3;ナノシステムのシステム（～2010－2015）
G4;分子的ナノシステム（～2015－2020）
G5;NBIC((nano-bioinfo-cogno)統合技術プラットフォーム（～2020－2025）
G6;ナノシステム収束ネットワーク（～2025－2030）
EUON の発表；
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/tittle/study-finds-eu-regulatoryframework-ready-for-the-next-generation-of-nanomaterials
委託研究；
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/24095696/190919_euon_study_next_generat
ion_nanomaterials_en.pdf/d5ecd96d-e016-720a-54ef-574fe392c82a
7-2-3. ECHA は、ナノ形態のために更新された REACH 情報要件に関して 11 月にウェビナーを開催
する
2019 年 11 月 12 日、 ECHA は、REACH 規則の下でのナノ形態(ナノフォーム)に関する改正情報要
件に関するウェビナーを開催する。本月報 2018 年 12 月分に記載したように、欧州委員会(EC)は、
2018 年 12 月 3 日、ナノ材料の情報要件を明確にするために複数の REACH 附属書に修正を採用し
たと発表した。 改正された要件は 2020 年 1 月 1 日から適用される。 ECHA は、更新された附属書は、
新しい概念: ナノ形態と同類のナノ形態のセットを導入する、と述べている。また、更新された REACH
附属書 VI は、物質のナノ形態に対する特定のキャラクタリゼーションパラメータを定義する。 2019 年
11 月 12 日ウェビナーの最初の部分は、ナノ形態とは何か、また同類のナノ形態のセットを構築する方
法を説明する。 また、ナノ形態のキャラクタリゼーションのためのデータ要件を満たす方法を説明する。
2 番目の部分は、ナノ形態のキャラクタリゼーションパラメータを報告するための新しい国際統一化学情
報データベース(IUCLID)フィールドを紹介し、異なるフィールドの使用方法に関する実用的な例を示す。
また、参加者は ECHA のエキスパートから質問を受ける機会がある。
ウェビナーの開催通知と登録フォーム；
https://echa.europa.eu/-/revised-reach-information-requirements-for-nanoforms-are-you-ready7-2-4. ECHA はナノ材料の新しい REACH 要件に備えるよう企業に要請する
ECHA は 2019 年 10 月 8 日にプレスリリースを発表し、2020 年 1 月 1 日までに、企業は REACH 規
則の下で欧州連合(EU)市場にあるナノ材料に関するより多くの情報を提供する必要があることを企業
に思い出させた。新しい情報要件は、REACH の下で登録の対象となる物質のナノ形態（ナノフォーム）
を製造または輸入する企業に関連する。 本月報 2018 年 12 月分で報告したように、欧州委員会(EC)
は、以下の明確化と新しい規定を導入するために、いくつかの REACH 附属書を改訂した：
・登録によってカバーされるナノ形態またはナノ形態のセットの特徴付け（キャラクタリゼーション）(附
属書 VI);
・化学安全評価(附属書 I);
・登録情報要件(附属書 III および VII-XI);及び
・下流ユーザーの義務(附属書 XII)。
ECHA は、目的は企業が人の健康と環境のためにナノ形態の安全な使用を実証するのに十分な情報
を提供することを保証することである、と述べる。改正は、ナノ形態をカバーするすべての新規および既
存の登録に適用される。 ECHA は、登録者が 2020 年 1 月 1 日までに既存のドシエをナノ形態固有の
情報を用いて更新することを期待する、と書いている。
ECHA は、新しいナノ固有のガイダンスは、企業が附属書 VI の変更に準拠するのを助けることを目的
としている、と述べる。さらに、ECHA は、変更を反映するため、ナノ形態とナノ形態のセットの間のリー
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ドアクロスに関するガイダンスを更新している。 ECHA は、2019 年末までに両方の文書を準備する予
定である。また、ECHA は、人の健康と環境のための 2017 ECHA ガイダンスを更新している。ECHA
によると、経済協力開発機構(OECD)は、ナノ形態に関して生成されたデータが信頼性が高く、規制基
準を満たしていることを確実にするために、REACH の下で使用される既存のテストガイドラインの一部
を改訂している。 改訂された REACH 附属書の概要と利用可能な試験方法は、ナノ材料のための
EUON のウェブサイトで入手できる。
2019 年 10 月 30 日、IUCLID は、ナノ形態とナノ形態のセットの特徴を報告するための新しいデータフ
ィールドを使って更新していく。 2019 年 10 月 30 日以降、ナノ形態にある物質をカバーする登録を提
出する意図がある登録者は、ナノ形態またはナノ形態のセットに関する完全なキャラクタリゼーション情
報を提供する必要がある。ECHA によると、完全性チェックは、ナノ形態のセットがセットを作成する正
当性があるという検証を含んでいなければならない。 前と同様に、IUCLID ツールは、これらのナノ形態
またはナノ形態のセットを、ドシエの他の部分中のそれらの特性およびハザードに関する関連データとリ
ンクする手段を含んでいる必要がある。 ECHA は、ナノ形態に関する情報を提出する企業は、以前の
バージョンを用いて正常な提出を準備することができないため、新しいバージョンの IUCLID を使用する
必要がある、と述べる。
本月報 1-2-3. に記載しているように、ECHA は 2019 年 11 月 12 日にウェビナーを開催し、ナノ形態と
ナノ形態のセットを識別して報告することに関するガイダンスを紹介している。 ウェビナーの間、企業は
ECHA のエキスパートから直接アドバイスを受ける機会を得ることができる。 ECHA は、ヘルプデスク
は企業が新しい要件に備えるのを支援するために利用できる、と述べている。
ECHA のプレスリリース
https://echa.europa.eu/-/get-ready-for-new-reach-requirements-for-nanomaterials
REACH 改訂に関する EUON のウェブサイト；
https://euon.echa.europa.eu/reach-test-methods-for-nanomaterials
7-2-5. EUON はナノテクノロジーとの社会的関与強化に関する Nanopinion を発表する
2019 年 10 月 7 日、EUON は、「ナノテクノロジーとの社会的関与の強化」と題する GoNano
（Governing Nanotechnologies through Societal Engagement ）の Lise Bitsch による Nanopinion を
発表した。 Bitsch 氏は、ナノテクノロジーやその他の重要な可能な技術の研究とイノベーション分野の
担い手が社会的関与に注意を払う必要がある理由について、いくつかの議論を提示する。 Bitsch 氏は、
Horizon 2020 プロジェクト GoNano を例に挙げ、何が社会的な取り組みであるかを説明している。
ナノオピニオン「Strengthening societal engagement with nanotechnologies」；
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/asset_publisher/jyZzQmR9Vyq0/blog/strengtheningsocietal-engagement-with-nanotechnologies
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
7-3.
特に無し。
国際的な動き
7-4.
特に無し。
7-5.
ナノ材料の安全性に関する情報
7-5-1. EPA がフィラメント中にカーボンナノチューブを使った 3D プリンティングについて調査
2019 年 9 月 10 日、EPA の科学問題ニュースレターが発行され、その中に「3D プリンティングをキャッ
チアップしていく:EPA の研究者は新しいプラスチック排出研究に基づいて構築する」と題する記事が含
まれている。記事によると、EPA の科学者達は、消費者製品安全委員会(CPSC)との合意を通じて、3D
プリンターの使用の増加が人の健康に意図しない有害影響を及ぼす可能性があるかどうかを調査して
いる。 EPA は、3D プリンティングからの揮発性有機化合物(VOC)の影響に関する研究が行われてきて
いる一方、どれも、特定の添加剤が 3D プリンティングフィラメントに導入された場合、どのように排出が
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変化するかを考えてきていない、と述べる。科学者たちは、カーボンナノチューブ含有物の有無の両方
で販売される一般的に利用可能なフィラメントを研究し、VOC 排出が 2 種類の製品の間で変化したか
どうかを判断した。 科学者たちは、3D プリンティング中に行われる可能性のある、プラスチックの異なる
加熱、溶融、成形をシミュレートすることを目的とした様々な条件下で、カーボンナノチューブフィラメント
からの VOC 放出を定量化し、特徴付けた。科学者たちは、以下のように結論付けた：
(1)カーボンナノチューブ（CNT）を用いたフィラメントが、数キログラムの材料を印刷するユーザーに
吸入の危険をもたらす可能性のある 2 つの新しい VOC ガスを放出した；
(2)印刷温度の上昇は、VOC 排出量の増加に最も大きな影響を及ぼし、その後、材料を加熱する時
間の長さが増加した；
(3)カーボンナノチューブフィラメントは、印刷されたプラスチックの微粒子中の特定の VOC ガスを「ト
ラップ」する可能性がある。
フィラメント内に CNT が存在すると、ほとんどの実験条件下で総 VOC 放出量が低下したが、α-メチル
スチレンやベンズアルデヒドなどの最も危険な VOC の放出が増加した。（ABS 樹脂を使用） 本研究
では、3D プリンティングでの CNT ナノコンポジットの使用に関連するリスクの増加が確認されている。
記事は、ナノ材料への暴露と健康への影響を理解するための EPA の研究は、機関間ナノテクノロジー
イニシアチブ(NNI)の一環として行われている、と指摘する。 3D プリンターナノ材料に関する研究を行っ
ている他の NNI メンバーには、CPSC と国立標準技術研究所(NIST)がある。
EPA の 3D プリンティングに関する調査の発表；
https://www.epa.gov/sciencematters/keeping-3d-printing-epa-researchers-build-new-plasticemissions-study
研究論文；Phillip M. Potter ら；Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 8, 4364-4370;
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b00765
7-5-2. アレルギーのリスク：皮膚で初めて検出された刺青針からの金属粒子ニッケルとクロムを含む
粒子がリンパ節に入る
刺青針からの金属のマイクロおよびナノ粒子は、皮膚およびリンパ節に沈着する可能性がある。 これは、
ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）の研究者と国際的なパートナーチームの結果である。
刺青針はスチール製であるため、ニッケル（6〜8％）とクロム（15〜20％）も含まれている。 現在、研究
チームは、刺青インクに白色顔料の二酸化チタン（TiO2）が含まれている場合、使用中に金属粒子が針
から摩耗し、皮膚に浸透する可能性があることを実証した。ニッケルとクロムは針から機械的に放出さ
れ、皮膚に入る。 その後、これらの粒子はリンパ節に移動できる。
これまで、主にニッケルとクロムで汚染された着色顔料（刺青インク）が金属関連の刺青アレルギーを引
き起こすと考えられていた。
この新しい研究により、研究者は現在、刺青針でさえ健康上のリスクをもたらすという証拠を提供してい
る。 さらに、身体の汚染はニッケルとクロムで増加する。 今後の研究では、これらの金属の追加摂取が
アレルギーを引き起こす可能性をどのように高めるかを調査する。
刺青とその成分に対するアレルギー反応は、刺青の最も一般的な副作用である。 研究結果に基づいて、
科学者は、特に重金属で汚染されたカラー顔料がこれらのアレルギーの引き金になっていると推測した。
刺青の針にはニッケルとクロムが含まれているが、皮膚への金属沈着への影響はまだ研究されていな
かった。
BfR が率いる国際チームは現在、この研究のギャップを埋めた。 研究者はまず、シンクロトロンを用い
たナノ X 線蛍光（XRF）を使用して、人の皮膚とリンパ節のサンプルを分析した。それらは、健康上の異
常が知られている刺青のあるドナーから供給された。 これらのサンプルの結果は、アレルギーを経験し
た刺青のある患者の皮膚およびリンパ節からのデータと比較された。
研究の第 2 部では、研究チームは、ある場合には黒のインク（カーボンベース）で、また別の場合には
摩耗性がある TiO2 インクで、豚の皮に刺青を入れた。 両方の顔料は以前に検査され、スチール粒子
を含まないことがわかっていた。
両方の分析の結果は次のことを示している。ナノサイズおよびマイクロサイズの金属粒子は、TiO2 含有
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インクを使用した刺青針から放出される。 この効果は、黒インクでははるかに低かった。金属粒子には
ニッケルとクロムが含まれ、刺青のある皮膚に永久的に沈着し、一部はリンパ節に輸送される。アレル
ギー反応に苦しむ患者の分析されたサンプルで、研究者チームは炎症を起こした皮膚に着色顔料（酸
化鉄）と摩耗した鋼粒子の両方を検出した。結果は、刺青針を使用すると、ニッケルやその他の重金属
が体内に入り、アレルギー反応を引き起こす可能性があることを示している。金属関連の刺青皮膚アレ
ルギーの場合、刺青針から削り取られた粒子の正確な効果を評価するには、さらなる研究が必要であ
る。
BfR について
ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）は、ドイツ連邦食糧農業省（BMEL）のポートフォリオ内にある科学的
に独立した機関である。食品、化学物質、製品の安全性に関する問題について、連邦政府と連邦政府
に助言している。 BfR は、評価の課題に密接に関連するトピックに関する独自の調査を実施している。
BfR の発表；
https://www.bfr.bund.de/en/press_information/2019/33/allergy_risk__metal_particles_from_tattoo
_needles_detected_in_the_skin_for_the_first_time-241920.html
研究論文（オープンアクセス）（Ines Schreiver et al. , Particle and Fibre Toxicology, volume 16,
Article number: 33 (2019);
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-019-0317-1
7-5-3. 生物学的に合成された金属ナノ材料の遺伝毒性と抗遺伝毒性の系統的レビュー：グリーンナノ
粒子は臨床マーケティングに対して十分安全か？
グリーン合成した金属ナノ粒子の遺伝毒性に関するレビューが発表された。
背景と目的：研究により、生体金属ナノ粒子（MNP）の重要な生物医学的可能性が解明されたが、生体
MNP の使用に関連する有害性（ハザード）を調査することは非常に重要である。証拠は、遺伝毒性が
突然変異、発癌、および細胞死を引き起こすことを示している。
材料と方法：したがって、生物学的に合成された MNP の遺伝毒性効果を、in vitro および in vivo モデ
ルを介して、調査したオリジナルな研究を体系的にレビューする。以下のデータベースでオンラインで公
開された文献をスクリーニングすることにより、記事を体系的に収集した。 Cochrane、Web of Science、
PubMed、Scopus、Science Direct、ProQuest、EBSCO。
結果：ほとんどの研究は MCF-7 癌細胞株で実施され、植物合成はすべての研究で MNP 調製への一
般的なアプローチであった。菌類は、MNP 合成に適用される 2 番目に主要なリソースであった。 合計
80.57％の研究で、サイズが 50 nm 未満の生体 MNP が合成された。
Ag、Au、ZnO、TiO2、Se、Cu、Pt、Zn、Ag-Au、CdS、Fe3O4、Tb2O3、および Si-Ag NP の遺伝毒性
が評価された。研究の 68.79％で作製された AgNP と 12.76％で作製された AuNP は、含まれている
論文で合成および評価された 2 つの最も主要な生体 MNP であった。
結論：このレビューで収集された研究の中で、いくつかの研究は生体 MNP の抗遺伝毒性の影響を報
告したが、ほとんどは特定の濃度で、用量または時間依存性の生体 MNP 遺伝毒性を報告している。
著者らの知る限り、これは生物学的に合成された MNP の遺伝毒性を体系的に評価し、遺伝毒性デー
タの貴重な要約を提供する最初の研究である。結論として、著者らの研究は、生物学的に合成された
MNP の遺伝毒性はケースバイケースで変化し、合成パラメータ、生物学的ソース、応用アッセイなどに
大きく依存することを示した。収集されたデータは、これらのナノ製品の研究室から臨床市場への移行を
必要とすることを示している。
論文（オープンアクセス）；H. Barabadi et al., Medicina 2019, 55(8), 439;
doi:10.3390/medicina55080439
www.mdpi.com/journal/medicina
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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」－11 月分
2019/11 JFE テクノリサーチ
8.
11 月の情報
8-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
8-1-1. ナノインフォマティクスのグローバル調和に関する NNI ウェビナーの登録が開始される
国家ナノテクノロジー・イニシアティブ(NNI)の 2019 年 11 月 12 日のウェビナー「ナノインフォマティクス
（ナノ情報科学）のグローバル調和: 収束とチームサイエンスにおける事例研究」への登録が始まった。
ナノ材料の環境、健康、安全への影響(nanoEHS)に関する NNI の 2019 年シリーズの一部であるウェ
ビナーは、「米国、ヨーロッパ、その他の地域における、関与し合い協力するコミュニティが,
どのようにナノテクノロジーが産み出した製品の持続可能な設計と堅牢な規制上の意思決定を支援す
ることができるインフラを提供してきたかを共有していく」。発表者は、キュレーション（情報収集/整理）、
データベース設計、オントロジー（概念化）開発における進歩を強調し、そして例えば欧州連合(EU)-米
国ロードマップナノインフォマティクス 2030 や、どのようにナノインフォマティクスコミュニティが予測
nanoEHS および設計による安全機能化のための計算モデリング基盤を設定するための標準化に貢献
したか、のような実用的なナノインフォマティクスの出力（産出物）について議論する。
発表者は、デューク大学ナノテクノロジー環境影響センター(CEINT) の Christine Ogilvie Hendren 博
士および Pennsylvania Bio Nano Systems の Fred Klaessig 博士を含む。ウェビナーの視聴者は、質
問と回答期間中に発表者が回答するための質問を送信できる。提出された質問は受け取った順序で検
討され、NNI のウェブサイトに掲載される場合がある。
NNI は、ウェビナー参加者は、2019 年 11 月 14 日に開催される nanoEHS 研究への eNanoMapper
の実用化に関するナノテクノロジーワーキンググループ(Nano WG)ウェビナーにも興味を持っている可
能性があると指摘している。
ウェビナー「ナノインフォマティクスのグローバル調和: 収束とチームサイエンスにおける事例研究」；
https://eventsna12.adobeconnect.com/content/connect/c1/1305935587/en/events/event/shared/2532106912/e
vent_landing.html?sco-id=2543487910
nanoEHS 研究への eNanoMapper の実用化に関するウェビナー；
https://ncihub.org/groups/nanowg/calendar/details/2588
8-1-2. 「 NNI からの物語」の最新エピソードで特集された Lynn L. Bergeson
国家ナノテクノロジーイニシアティブ(NNI)ポッドキャスト・シリーズ最新エピソード「NNI からの物語」は、
Lynn L. Bergeson が登場する。 Bergeson 女史は、ナノテクノロジーと法律の交差点について、彼女の
見解を共有する。国立ナノテクノロジー調整事務所(NNCO)の所長、Lisa Friedersdorf 博士が、
Bergeson 女史の話を引き出す。 NNI の認可 15 周年を記念して、NNI は毎週月曜日に新しいポッドキ
ャストエピソードを発表している。各エピソードでは、アカデミア、政府、産業界の専門家が、ナノテクノロ
ジーの主要な研究開発の進歩と NNI がナノテクノロジー分野をどのように変えたかについて、彼らの視
点を共有する。
Lynn L. Bergeson は、ナノテクノロジーについてのブログを発行している Bergeson & Campbell, P.C.
の代表である。
NNI ポッドキャスト・シリーズ最新エピソード；
https://www.youtube.com/watch?v=wfcI2Xxj5mA&list=PLy4wjGabGUTaZmMjh5uAL2_Me0wPTf
Grm&index=2&t=0s
「NNI からの物語」；
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy4wjGabGUTaZmMjh5uAL2_Me0wPTfGrm
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8-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
8-2-1. EUON は、今後の研究で取り組むためのトピックを求めている
欧州連合(EU)ナノ材料ズオブザーバトリー(EUON)は、2019 年 10 月 15 日、今後の研究で取り組むこ
とができるトピックを求める、と発表した。 EUON は、一般大衆や研究コミュニティが関心を持つナノ材
料に関する知識ギャップに対処することを意図して、毎年最大 3 つの研究を行っている。
EUON は、次に対処する研究を探している、と述べる。：
・ナノ材料のハザードおよびリスク評価、ナノ材料への暴露、又は労働者の安全と保護を含む、ナノ材料
の健康と安全性に関する質問；
・ナノ材料の使用を取り巻く特定の問題;または
・EU 市場を中心としたナノ材料市場に関する情報。
EUON によれば、研究の範囲は、ナノ材料一般、特定のナノ材料、またはナノ材料の定義されたグルー
プに関してである。 研究は 3~9 ヶ月以内に実行できるはずである。 EUON は、この場合、研究は「机
上の研究と調査に基づくもので、実験室の研究を必要とするものではない」と指摘している。 提案期限
は 2020 年 1 月 15 日である。 EUON 事務局は、すべての提案を評価するであろう。 選択された提案
は、EUON の既存の調達チャネルを通じて行われる。 EUON は、その結果（アウトカム）と研究報告書
をウェブサイト上で公開していく。
EUON の発表；
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/have-your-say-on-future-studieson-nanomateria-1
8-2-2. EC 委員会が化粧品中のナノ材料の安全性評価に関するガイダンスを公表
2019 年 11 月 4 日、欧州委員会(EC)消費者安全科学委員会(SCCS)は、化粧品中のナノ材料の安全
性評価に関する最新のガイダンスを公表した。ガイダンスは、化粧品中のナノ材料の安全性評価に関
する SCCS の 2012 ガイダンス(SCCS/1484/12)を更新したもの。それは安全性評価の主な要素、一
般的な考慮事項(セクション 2)、材料特性評価(セクション 3)、暴露評価(セクション 4)、ハザード識別と
用量応答特性評価(セクション 5)、およびリスク評価 (セクション 6)をカバーする。 ガイダンスは、以下の
トピックに関する、化粧品に使用することを目的としたナノ材料の安全性評価のための主な推奨事項を
含む：
定義：ナノ材料の規制上の定義は、化粧品規則(EC)第 1223/2009 中、第 2 条(1)(k)に記載されている。
SCCS は、小さな粒子からなる材料の安全性を評価する際に、申請者も EC の勧告(2011/696/EU)を
考慮に入れるべきであることを提案する。 SCCS は、「新しいまたは既に承認された化粧品成分がナノ
材料としてそれを定義するための基準を満たす場合、それはナノスケールの特性に関連するデータに
基づいて安全性評価の対象となる」と記している。
材料特性評価：少なくとも、申請者は、所与のナノ材料に関連するすべての指定されたパラメータに関
する特性評価データを提供する必要がある。 ガイダンスによると、ナノ材料特性評価は、毒性評価のた
めに、原料段階、化粧品製剤、および暴露中に行う必要がある。 ガイダンスは、SCCS が、製造プロセ
ス、表面改質、および最終化粧品にナノ材料を統合するための準備ステップの詳細な説明を安全評価
プロセスへの入力として要求する可能性があることを記している。
暴露評価：ナノ材料の安全性評価は、非ナノスケール成分の場合と同じ手順に従うが、ナノスケールの
側面に関する特別な考慮事項を伴う。 ガイダンスによれば、SCCS は、ナノ材料に対する経皮および経
口暴露の計算方法は、従来の化粧品成分への暴露の計算と実質的に異ならないという見解である。 ガ
イダンスは、ナノ材料を含むエアロゾルへの暴露の計算はより困難であるかもしれないと記している。
ハザード識別/用量応答特性評価：SCCS は、局所的および全身吸収の場合には全身的な影響に関す
る毒性学的研究からのデータを要求する。 ガイダンスによると、ハザード識別/用量応答特性評価のた
めのナノ材料の試験は、ナノ関連の側面を考慮して行われなければならない。
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安全性評価：ガイダンスは、歴史的に、化粧品成分の安全性のマージンの計算は、全身暴露量(SED)
の観点からの内部暴露の推定値に加えて、測定された毒性学的出発点(POD)に基づいてきていること
を指摘している。 ガイダンスは、欧州連合(EU)の化粧品成分および/または製品の動物実験に関する
禁止によって、新しい化粧品成分の全身的な悪影響に対する POD の導出が不可能であるか、例外的
な場合にのみ可能である可能性があることを認める。ただし、他の非化粧品規則に準拠するために取
得されたデータは、利用可能な場合に使用し、提出される必要がある。 その他の場合、申請者は、異な
る代替(非動物)方法から関連情報とデータを組み立て、化粧品成分の安全性をサポートする全体的な
証拠の重みを構築するためにデータを統合する必要がある。
SCCS は、ナノ材料の安全性研究の発展する性質により、将来的に新しい科学的知識を考慮してガイ
ダンスを改訂する可能性があると指摘している。
化粧品中のナノ材料の安全性評価のガイダンス；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o
_233.pdf
8-2-3. Echa が REACH ナノ材料コンプライアンスチェックで懸念物質を優先するーコンプライアンス
チェックは 2020 年に開始される
Echa は、以前に懸念が特定された物質に優先順位を付けることにより、来年ナノ形態を対象とする
REACH 登録関係書類のコンプライアンスチェックを開始する、と述べた。
企業は、1 月 1 日までに、EU 市場のナノ形態（ナノフォーム）に関する REACH 関係書類に詳細な情報
を提供するよう求められている。これは、欧州化学工業協会(Cefic)が「極めて厳しい」と述べてきた締切
りである。物質のナノ形態は、EU のナノ材料の定義を満たす形態である。 単一の登録書類には、粒子
サイズ、結晶相、表面処理などの物理化学的特性の点で異なる複数のナノ形態が含まれる場合がある。
REACH 付属書は昨年、登録者がヒト健康と環境のためのナノ形態の安全な使用を実証するのに十分
な情報を提供することを確実にするために改訂された。 この修正は、ナノ形態を対象とするすべての新
規および既存の登録に適用される。コンプライアンスチェック用のナノ形態の識別と優先順位付けにつ
いては、「他の物質と同じ原則が適用される」と Echa は言った。「これは、彼らの選択が懸念に基づい
ていることを意味する」と、そしてこの作業は、コミュニティローリングアクションプラン（CoRAP）にリスト
されているナノ形態物質と「慎重に整合される」であろうと、同機関は付け加えた。これらのナノ形態で得
られた経験に基づいて、2020 年末に向けて、他のナノ形態のコンプライアンスチェックがさらに増えるで
あろうと Echa は述べた。
Cefic は、1 月の提出期限を尊重することの実現可能性に疑問を呈している。
化学物質管理専門誌 Chemical Watch へのコメントで、Echa は、「準備する時間が短い」ことと「複雑さ
はまだ残っている」ことを認め、数年続くと予想される既存の OECD 試験方法の改訂作業を引用した。
しかし、「法的期限は設定されており、尊重される必要がある」と付け加えた。企業が試験提案を必要と
するさらなる試験を実施する必要がある場合、同機関は「これは、登録書類に明確に示されるべきであ
る」と付け加えた。Cefic は、「ナノ材料の登録を可能にするソリューションを見つけるための最近の
Echa の努力を高く評価する。」そして、業界は登録に応ずるために「最善を尽くす」と付け加えた。また
実際的な課題は残っており、これらは徐々に対処する必要があると付け加えた。
Echa は、11 月 6〜7 日に REACH および CLP の所管官庁の会議（Caracal）に先立って配布された文
書で、新しい要件の実行に関する活動を概説した。これは、物質評価と企業から提出された試験提案に
関する情報に基づいて、将来のコンプライアンスチェックを準備すると述べている。 また、登録書類に、
ナノ形態の固有の特性を特徴付ける「関連性と信頼性のある」情報がどのように含まれているかを監視
するであろう。ナノ材料専門家グループ（NMEG）は、書類の品質のレビューに貢献するだろうと文書は
述べている。 また、2020 年後半に向けて、NMEG の使命は、ケース固有のアドバイスを提供する作業
を調整するためにさらに修正される予定である。2019 年末までに、Echa は、企業が附属書 VI データ
要件の変更に準拠するのに役立つ新しいナノ固有のガイダンスをリリースすることを計画しており、ナノ
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形態またはナノ形態のセット間のリードアクロスに関するガイダンスを更新する。2020 年の第 1 四
半期に、ヒト健康に関連する情報要件に関するガイダンスの改訂版の利害関係者とのコンサルテーショ
ンを開始し、その後、同四半期に開始される環境情報要件の改訂を開始する。
Caracal 文書；http://files.chemicalwatch.com/09%20%20CA_69_2019_Update%20ECHA%20preparedness%20implementation%20amendments%2
0REACH%20Annexes%20for%20nanoforms.DOCX.pdf
8-3.
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
8-3-1. “木”から車ができた！？環境に優しい「セルロースナノファイバー」は鉄の 5 倍の強度で重さ
は 5 分の 1
2019 年の 10 月 24 日～11 月 4 日まで東京ビッグサイトで開催されていた「東京モーターショー」にお
いて、自動車メーカーなどが車の可能性を感じさせる近未来的な数々のコンセプトカーを出展する中、
ひと際異彩を放ち大勢の来場者の目を引いていたのは、環境省のブースにあったスーパーカーであっ
た。この自動車を視察に訪れた小泉進次郎環境相も驚きと期待を口にした。
「実際にボンネット持ちましたけど、片手で持てるボンネットを持ったのは初めてです。木の国日本です
から、そこに向けても大きな希望になると思います。」（小泉進次郎環境大臣）
小泉環境大臣が口にした“木”というキーワード。スーパーカーの内装には一部木材が使われているが、
それだけではないという。「このスーパーカーは木から造った車なんですね。より正確に言うと木材の半
分を占める『セルロースナノファイバー』という材料を使って“硬い軽い材料”を作る。これでボンネットだ
とかバックウィンドウといったところも、全部、植物由来のセルロースナノファイバーという材料で作って
いる。」（製造に携わった京都大学 矢野浩之教授）「セルロースナノファイバー」とは、樹木などの植物
に含まれる非常に細い繊維のことで、その単位は数 10nm（ナノメートル）、髪の毛の数万分の 1 という
細さである。
セルロースナノファイバー材料の作成工程は、木材のチップを加工し、紙の原料となるパルプを作成、こ
のままだと、強度はほとんどない。このパルプをさらに特殊な薬品でほぐし、セルロースナノファイバー
の密度を上げることで、鉄の 5 倍の強度を持ちながら、5 分の 1 の軽さの材料となる。課題は製造コス
トだったが、矢野教授ら京都大学と京都市産業技術研究所などの共同研究で発見されたのが、「京都プ
ロセス」と呼ばれる加工方法である。セルロースナノファイバーをプラスチックに混ぜて強化するには、
紙の原料にもなるパルプを一度ほぐしてセルロースナノファイバーにしたあと、プラスチックに混ざるよう
に加工する必要がある。そこで、矢野教授らはパルプ自体を加工し、プラスチックに混ぜたときにパルプ
がほぐれて均等に混ざるように改良。工程を 2 つ減らして製造コストを 10 分の 1 までカットした。「コスト
を大きく下げられるとわかったので、自動車関連の会社が興味を持ってくれて、実際にそれで車が造れ
るのかやってみよう、ということになった。セルロースナノファイバーを使った材料を使うことで、この車に
して 2 割くらい軽量化ができている。それで燃費が 1 割くらい向上する。その分 CO2 の排出が減る。だ
から“環境省の造る”スーパーカーなんです。」（京都大学 矢野浩之教授）
強度が変わらず、したがって安全性も保たれ、軽量で環境に優しい材料に期待がもたれる。
YAHOO!ニュース；https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191118-00010000-mbsnews-sctch&p=1
国際的な動き
8-4.
8-4-1. 層状粘土ナノ材料の特性付けと測定方法を特定する ISO 標準が発表された
国際標準化機構(ISO)は、標準 ISO/TS 21236-1:2019「ナノテクノロジーズ —粘土ナノ材料 —第 1 部:
層状粘土ナノ材料の特性付けと測定方法の仕様」を発表した。 この標準は、層状粘土ナノ材料を粉末
および化学的に変性したもので測定する特性を特定し、関連する測定方法を記載している。 標準の要
約によると、層状粘土ナノ材料のための多数の産業用途がある。粘土ナノ材料用途の広い範囲を考え
ると、様々な基本的な特性が否定できない役割を果たす。 要約によれば、これらの特性は、層状粘土
ナノ材料の提供者によって測定され、報告される。ISO は、これらの基本的かつ基礎的な特性の決定は、
異なるアプリケーションのためのこれらのナノ材料の売り手と買い手の間のコミュニケーションを容易に
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する、と述べている。 これらの特性は、ナノコンポジット、紙、インク、精製、触媒のような、すべての工業
用層粘土ナノ材料用途のために考慮されている。基本的な特性に加えて、層状粘土ナノ材料の他のい
くつかの任意特性が測定され、売り手と買い手の間の合意に従って報告される。 ISO は、この標準が
健康、安全、環境問題を扱わないことを指摘している。
ISO/TS 21236-1:2019；https://www.iso.org/standard/70216.html?browse=tc
本 ISO のプレビュー；https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:21236:-1:ed-1:v1:en
8-4-2. ナノテクノロジーとナノプラスチックに関する規制科学に関する 2019 年世界サミットについての
入手可能なアジェンダと要旨
2019 年 9 月 24 日~26 日、欧州委員会(EC)共同研究センター(JRC)は、ナノテクノロジーとナノプラス
チックに焦点を当てた 2019 年世界規制科学サミット(GSRS19)を開催した。GSRS19 は、規制科学研
究のためのグローバル連合と共催し、ナノテクノロジー研究と、方法、標準、アプリケーションを含む規
制上の意思決定を強化する役割を取り上げた。 さらに、GSRS19 は、ナノプラスチックをよりよく理解す
るための方法とアプローチも導入した。
GSRS19 は、本会議および並行セッションで次のトピックに取り組んだ。
・ナノテクノロジーとナノプラスチックに関する世界的な規制科学の展望；
・新しい、フォローオン（追加）のナノ医薬品のための規制研究ニーズ；
・ナノ材料の安全性評価；
・農業/食品/飼料分野におけるナノテクノロジー；
・ドキュメンタリー基準および参照材料；および
・ナノプラスチックに関する課題。
JRC によると、議論は、これらの分野で何を達成する必要があるか；規制科学における研究のギャップ
や優先順位、およびこれらにどのように対処できるか；国際的なパートナー間の効果的なコラボレーショ
ンを促進するために、どのようなプラットフォーム、メカニズム、実践のコミュニティ、およびネットワークが
存在するか(または開発する必要があるか) 、に焦点を当てた。JRC は GSRS2019 アジェンダと要旨を
公表している。
ナノテクノロジーとナノプラスチックに関する 2019 年世界規制科学サミット(GSRS19)；
https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/global-summit-regulatory-science-2019nanotechnology-and-nanoplastics-hosted-jrc
GSRS2019 のアジェンダと講演の要旨；https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/gsrs19-agendaand-abstract-online-after.pdf
8-4-3. ドイツ環境庁は先端材料会議を開催する
ドイツ環境庁(UBA)は、2019 年 12 月 5~6 日に「先端材料－第 1 回テーマ会議」を開催する。 UBA は、
「意図された応用のために特性が向上した、不均一な新規または改良材料のグループ」という定義で、
「先端材料」という用語を使用する。 UBA によると、これらの新しい材料の一定の数のために、潜在的
なリスクは、その化学的同一性によって導出されないかもしれないが、また、その物理的および形態学
的特性によって決定されるかもしれない。したがって、UBA は、現在の化学物質安全性評価のために
確立された規定および手段が依然としてこれらの材料の適切なリスク評価を可能にするか、または適応
の必要性があるかどうかを検証する必要がある、と述べる。 さらに、これらの材料が他の関連する環境
分野内で課題を備えているかどうかを確認する必要がある (例えば、廃棄の問題を引き起こす可能性
がある、またはリサイクル能力を制限する可能性がある)。UBA は、規制当局、科学、産業、非政府組
織の代表者を含む利害関係者を一連のテーマ会議に招待している。 第 1 回テーマ別会議の目的は、
多数の先端材料とその潜在的応用に関する概要を発表することである。 さらに、これらの材料の関連
性とそれらを分類または定義する可能性について議論する。 追加の会議は、2020 年 6 月と 2021 年 5
月に開催予定である。
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先端材料－第 1 回テーマ会議」開催要領；
https://www.umweltbundesamt.de/service/termine/advanced-materials-1st-thematic-conference
8-5.
ナノ材料の安全性に関する情報
8-5-1. ChemSec はナノ材料を SIN リストに追加する
化学の専門家組織 ChemSec は、いわゆる SIN リスト－世界のサプライチェーンで回避すべき 900 以
上の有毒化学物質の集積－に産業化学物質の最新の追加することを明らかにした。 SIN リストへの最
新の追加により、多くのブランド、化学物質の生産者、製造業者、そしてダウ・ジョーンズの持続可能性
指数、UNEP、その他の影響力のある機関が続き、持続可能な化学物質管理の新しい基準を設定する
ことが期待される。
新たに追加された物質には、過フッ素化化学物質、略して PFAS と呼ばれる、大いに議論された化学物
質のグループがある。これらは調理パン、食品包装、デンタルフロス、耐水性の衣服などの幅広い製品
に使われ、 現在、世界中で数千の異なる PFAS が使用されている。それらの多くは、持続性、移動性、
有毒化学物質（PMT）として識別される化学物質の新たに認識されたカテゴリーに属する。 それらの特
定の特性と大量の工業的な使用のために、これらの物質は現在、世界中の地下水と飲料水に広まって
いる。 PMT 化学物質は、この SIN リストの更新で具体的に特定される 2 つの化学グループの 1 つで
ある。「これらの化学物質は、現在の法的基準に正確には一致していないため、規制を免れている。 こ
のカテゴリーで最もよく知られている化学物質はフッ素化合物であり、自然界では分解しないため、しば
しば「永久化学物質」と呼ばれる。これらの物質をどのように規制するかについての議論はまだ進行中
であるが、賢いメーカーはすでにそれらを段階的に廃止し始めているはずである」と、ChemSec の SIN
リストのプロジェクトマネージャー、アンナ レンキスト博士は述べている。
SIN リストへの化学物質の 2 番目の追加は、話題の別のグループ；ナノ材料に属する。 工学的に作ら
れたナノ形態は、EU の化学物質規制 REACH で法的にカバーされているが、これまでのところ、登録
要件の定義を確立することに焦点が当てられてきた。 一方、ブランドと製造業者は、ナノ材料のハザー
ド管理にどのようにアプローチするか不確かであった。SIN リストには、よりよく研究されたナノ材料の 1
つであるカーボンナノチューブが含まれるようになった。 1990 年代に最初に工業化されたこれらの製品
は、耐久性のある軽量材料の製造、導電率の向上、超黒色顔料としての使用、水の浄化などに使用さ
れている。「いくつかの研究により、カーボンナノチューブが肺がんを引き起こすことが示されている。 こ
の小さなチューブは、アスベストにやや似た経過で炎症を誘発する。生殖毒性も観察されている。 これ
まで、ナノの安全性に関する議論は、より多くの研究が必要であるという事実に焦点を合わせてきた。し
かし、ここに、これらの材料は使用すべきでないと言うのに十分な科学がある完璧な例がある。」とレン
キスト博士は言う。
ナノ材料を定義する最も簡単な方法は、「1〜100 ナノメートルの粒子サイズのもの」である。ナノ粒子は、
人工的（工学的）であるか、自然または偶然により形成される可能性がある。 設計されたナノ形態は
REACH で法的にカバーされているが、定義と登録の要件が長年議論されてきたため、実施は遅かっ
た。しかし、2018 年 11 月に、特性測定、登録要件、試験方法などの側面を明確化する REACH 附属
書が合意された（2020 年に施行される）。次のステップは、この最初のナノ材料を非常に懸念の高い物
質（SVHC）として識別することである。ナノを特別なものにしているのは、ナノサイズの粒子は、同じ材
料の大きな粒子でできている場合に対して非常に異なる特性を持つことができるということである。これ
が、イノベーションの観点から非常に興味深いことである。 しかし、化学物質または材料の「バルク」形
態について知っていることから、ナノ材料の安全性について特定の結論を引き出すことができない理由
もある。ナノ材料がナノサイズであるというだけで、本質的に危険であると言うことはできない。 しかし、
ナノ材料の危険な特性に関する知識とデータは非常に不足している。 これにより、ナノ材料の安全性に
関するユーザーと消費者の間に不確実性が生じる。データが不足している場合、予防策は前に進むた
めの合理的な方法である。ただし、よく研究されているナノ材料の 1 つはカーボンナノチューブである。
1990 年代に最初に工業化されたカーボンナノチューブは、それ以来非常に有望な材料と見なされてき
た。すべての有望性が実現されているわけではないが、耐久性軽量素材の製造、導電性のため、超黒
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色顔料として、および浄水のため、などに使用されている。いくつかの研究は、カーボンナノチューブが
肺癌を引き起こすことを示している。 小さなチューブは、アスベストにやや似た経過で炎症を誘発する。
がん研究の国際機関である IARC は、特定のタイプのカーボンナノチューブを発がん性物質として分類
している。他の研究では、生殖毒性も観察されている。 カーボンナノチューブは自然環境で劣化しない
ため、持続性があることも知られている。カーボンナノチューブ（CNT）にはさまざまな形態がある。 それ
らは、シングルウォール（SWCNT）、ダブルウォール（DWCNT）またはマルチウォール（MWCNT）であ
る。 それらはもつれたり、長くなったり短くなったりする。生産プロセスでは、多くの場合、異なる形態の
カーボンナノチューブと触媒が混在する。 カーボンナノチューブを精製するにはさまざまな方法があるが、
きれいな製品を入手するのは複雑で費用がかかる。2019 年、ChemSec は発がん性があり、持続性が
あり、おそらく生殖毒性があるため、カーボンナノチューブを SIN リストに追加した。
ChemSec のプレスリリース；https://chemsec.org/new-chemicals-on-the-sin-list-challenge-theglobal-supply-chain/
8-5-2. 一般的に使用されるプラスチック注射器中に予測不可能な量のナノ粒子が残存することは、ナ
ノ医療の精度とナノ毒物学研究の正確度を危うくする可能性のある投薬量の不確実性をもたら
す
放射性標識 TiO2 ナノ粒子の懸濁液を使用した最近の動物実験では、大きな値で変動性の高い放射能
画分が使い捨てのプラスチックシリンジに保持されていた。投与後に、負荷量の 10％から最大 70％が
シリンジ中にまだ存在していた。結果として、動物に有効に送達されたナノ粒子の用量は、シリンジに装
填されたナノ粒子の名目上の用量よりもしばしばはるかに少なかった。このナノ粒子保持の高い変動性
は、正確に事前定義された用量の適用を危うくするもので、通常は適用用量として設定されるシリンジ
に供給された用量を臓器および組織の容量で正規化するときに主要なエラー源となる。放射標識された
7 種類の酸化物と金属ナノ粒子に、一般的に使用される 6 種類のシリンジを使用して、対照研究が実
施された。この目的のために、シリンジに所定量のナノ粒子懸濁液をロードし、放射能を測定し、シリン
ジから懸濁液を放出し、空のシリンジで放射能測定を繰り返した。最も高い保持値は、ツベルクリンタイ
プのシリンジで TiO2 ナノ粒子懸濁液を使用した場合に見出された。最悪の場合、ナノ粒子の 6.6％〜
79.1％がシリンジに保持された。インスリンタイプシリンジで同じナノ粒子懸濁液を使用すると、保持量
が 1.4％から 20.6％に低下した。アモルファスシリカナノ粒子の最大保持率は 8％で、Au ナノ粒子の場
合は 5.1％であった。in vivo 動物イメージング研究から収集されたさらなるデータは、シリンジでのナノ
粒子の保持は、ナノメディシンでの可能性のある用途について調査されたエキソソーム、ポリマーソーム、
タンパク質ベースのナノ粒子などのナノ粒子の実験にも影響することを示している。保持は非常に変化
するため、単純なシリンジ保持係数を適用しても、実効的に適用される用量を決定することはできない。
この研究は、問題に注意を喚起し、その起こりうる規模と予測不可能な変動性を示す。緩和戦略として、
シリンジタイプとナノ粒子懸濁液の特定の組み合わせがナノ粒子保持の影響を受けるかどうかを確認し、
必要に応じて保持を最小化する異なるシリンジタイプを選択するために、異なるシリンジタイプでの適切
なチェックを提案する。
Uwe Holzwarth、Wolfgang G. Kreyling ら；Frontiers in Pharmacology；November 2019 | Volume
10 | Article 1293 （doi: 10.3389/fphar.2019.01293） オープンアクセス；
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2019.01293/full
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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」－12 月分
2019/12 JFE テクノリサーチ
9.
12 月の情報
9-1.
米国におけるナノ材料の規制動向
9-1-1. NNI がナノテクノロジー起業家ネットワークの立ち上げを発表
国家ナノテクノロジーイニシアチブ(NNI)は、2019 年 11 月 19 日、ナノテクノロジー起業家ネットワーク
(NEN；Nanotechnology Entrepreneurship Network)「ナノテクノロジーの商業化に関心を持つ起業家
を支援することに関心のある新しいコミュニティ」の立ち上げを発表した。NNI によれば、NEN は、新し
い、熟練した起業家を、彼らをサポートするために利用可能な人々やリソースとともにもたらす。 NNI は、
NEN がナノテクノロジーの商業化を進めるベストプラクティスと、技術開発経路に沿って学んだ教訓を
共有するためのフォーラムを提供する、と述べている。活動は、毎月のポッドキャストシリーズ、ウェビナ
ー、ワークショップ、タウンホールディスカッションを含むだろう。 シリーズの初回ポッドキャストは、ナショ
ナルナノテクノロジー調整事務所(NNCO)ディレクターLisa Friedersdorf と Veelo Technologies の最高
経営責任者で創設者の Joe Sprengard との会話を特集する。Sprengard は起業家としての彼の遍歴
を討論し、彼が始めたときに受け取ったアドバイスを共有する。
NNI の NEN 創設の発表；https://www.nano.gov/nanoentrepreneurshipnetwork
NEN 開始の Podcast；https://www.youtube.com/watch?v=LcXdwFkISzw&feature=youtu.be
9-1-2. EPA がカーボンナノ材料(ジェネリック)のための最終 SNUR(PMN P-10-366)を発行
米国環境保護庁(EPA)は、2019 年 11 月 25 日、製造前通知(PMN)の対象となるカーボンナノ材料(ジ
ェネリック)(PMN P-10-366)を含む 22 種類の化学物質について、最終重要新規使用規則(SNUR)を発
行した（84 Fed. Reg. 64754）。 その活動を開始する少なくとも 90 日前に EPA に通知するために、
SNUR によって、重要新規使用として指定された活動のために、これらの化学物質のいずれかを製造
(輸入を含むように法令で定義)または加工しようとする人は、EPA が通知の審査を行い、通知に対して
適切な判断を行い、その決定によって要求される措置を講じるまで、重要新規使用のための製造また
は加工を開始することができない。 最終的な SNUR は 2020 年 1 月 24 日に発効する。
カーボンナノ材料(ジェネリック)(PMN P-10-366)の最終的な SNUR の要件は、それらが反応(硬化)さ
れた、または完全に反応(硬化)されたポリマーマトリックスに埋め込まれた、永久固体ポリマー、金属、
ガラス、またはセラミック形態に埋め込まれた、又は 40 CFR セクション 720.3(c)で定義されている物品
（成形品）に完全に埋め込まれた後の物質の量には適用されない。重要新規使用は次のとおり：
1. 職場での保護。セクション 721.63(a)(1),(a)(2)(i)及び(ii)、(a)(3)~(5)(呼吸器は、N-100、P-100 また
は指定防護係数が 50 以上の R-100 フィルタを装備した国立労働安全衛研究所認定空気清浄、タイ
トフィットフルフェイスレスピレーターを提供しなければならない)、 (a)(6)(粒子状物質(固体または液体
液滴を含む))、(どの人が合理的に暴露される可能性が高いかを決定する場合、セクション
721.63(a)(a)(1)および(4) に必要に応じてエンジニアリング抑制措置(例えば、操作の囲いまたは閉
じ込め、一般および局所換気)または管理された抑制措置(例えば、職場の方針および手順)は、可能
な場合には、暴露を防ぐために考慮され、実施されなければならない)、及び(c)において指定されて
いる要件。
2. 産業、商業、消費者活動。セクション 721.80(k)、(l)、(q)、および(y)(1)において指定されている要件
(物質が液体樹脂の形態である場合)。製造または加工のサイト外で物質の粉末形態を加工または使
用することは重要新規使用である。
3. 水系への放出。 セクション 721.90(a)(1)、(b)(1)、および(c)(1)において指定されている要件。
発行された最終重要新規使用規則(SNUR)；https://www.federalregister.gov/d/2019-24946
9-2.
EU におけるナノ材料の規制動向
9-2-1. EUON が欧州の職場におけるナノ材料に関する Nanopinion を発表
2019 年 11 月 12 日、欧州連合(EU)ナノ材料オブザーバトリー（EUON)は、「欧州の職場におけるナノ
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材料:リスクは何かまたそれらはどのように管理され得るのか？」と題する、欧州労働安全衛生機関
(EU-OSHA)の Elke Schneider によって書かれた Nanopinion を発表した。Schneider は、EU レベル
では、ナノ材料とその潜在的なリスクを管理するための要件は、他の有害物質を管理するためのものと
同じである、と述べる。 EU の枠組み指令の下で、雇用者は労働者の安全と健康に対するすべての潜
在的なリスクを評価し、適切な予防措置が講じられることを確実にする必要がある。
化学物質の登録、評価、認可、制限(REACH)および分類、表示、および包装(CLP)の両方の規則は、
製造業者と輸入業者が安全な使用を実証するためのデータをコンパイル（編集）し、必要に応じて生成
することを要求している。Schneider は、職場においてを含むナノ材料を安全に使用するために、ナノ材
料に関する十分な情報が生成されることを確実にするため REACH が修正された、と指摘している。
Schneider によると、EU の労働安全衛生法の重要な要素は、雇用者が以下の STOP 原則に従って、
職場のリスク評価を実施し、予防対策の階層にそった予防措置を確立しなければならないということで
ある：
・危険物質の代替(または排除)(Substitution)；
・技術的対策(Technical measure)；
・組織的な措置(Organizational measure)；および
・個人的な保護措置(Personal protection)。
Schneider は、多くの EU 加盟国が「ナノ材料に関連するリスクを管理するための追加要件を含めてい
るかもしれない独自の国内法を持っている」と指摘する。 Schneider の記事は、利用可能なツールとガ
イダンスのリストを含んでいる。
EU の職場におけるナノ材料に関する Nanopinion;
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/asset_publisher/jyZzQmR9Vyq0/blog/nanomaterials-ineurope-s-workplaces-what-are-the-risks-and-how-can-they-be-managed9-2-2. EC が化粧品に使用されるナノ材料の最新カタログを公開
欧州委員会(EC)は 2019 年 11 月 15 日、欧州連合(EU)市場で化粧品に使用されるナノ材料の最新カ
タログを公表したと発表した。EC は 2017 年 6 月に初めてカタログを公開した。 カタログは、2018 年
12 月 31 日現在、化粧品通知ポータル(CPNP)を通じて責任者（responsible persons; 市場に製品を
出している自然人又は法人）が EC と共有する情報をまとめている。 カタログは、紫外線(UV)フィルター、
着色料、防腐剤として使用される 27 のナノ材料をリストしている。EC によると、カタログはまた、化粧品
のカテゴリおよび予測可能な暴露条件を示す。 EC は「この最新のアップデートは、EU の化粧品に使
用されるナノ材料の正確な概要を提供する」と述べている。 カタログは、「一部の通知された物質の状
態に関して不確実性がある可能性がある」と記している。EC は、一部の物質が複数の機能を持つこと
を指摘している。 EC は「このカタログは情報提供のみを目的としており、特に認可されたナノ材料のリ
ストではない」と述べている。 プレスリリースによると、EC は引き続き EU の国当局および業界関係者
と協力して、責任者が提出したデータの質を向上させていく。
EC の発表；https://ec.europa.eu/growth/content/commission-publishes-updated-cataloguenanomaterials-used-cosmetics_en
「化粧品中のナノ材料のカタログ」へのリンク；https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38284
9-2-3. JRC は、EU におけるナノテクノロジーを利用した健康製品の規制に関連する課題を特定する
白書を発表
欧州委員会の共同研究センター(JRC)は、最近、「ナノテクノロジーを利用した健康製品に対する規制ニ
ーズの期待」と題する白書を発表した。 白書は、現時点では「ナノテクノロジーを利用した健康製品に対
する特定の規制枠組みは存在しないが、現在の規制慣行は、そのような製品の特異性を十分にカバー
するために追加のガイダンスを要求する」と指摘している。 この白書は、ナノテクノロジーを利用した健
康製品の規制に関連する次の主な課題を特定する：
・ナノテクノロジーを利用した健康製品は、それらの作用機序に応じて、医薬品または医療機器として
規制されている。このような製品の複雑さの増加とサイズに関連する特性により、主要な作用機序を
決定するのが困難な場合があるため、規制の道筋の選択は困難かもしれない。
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・現場での急速な進歩と堅牢なデータセットの欠如により、規制情報ニーズに関する限られたガイダ
ンスのみが現在利用可能であり、この最初のガイダンスにおいて特定された要件がすべてのナノテ
クノロジーを利用した健康製品の信頼性の高い特徴付けと評価に対して十分であるかどうかという
疑問が残っている。製品の品質、安全性、有効性に関する必要な情報を生成するには、標準化され
た試験方法が利用可能である必要がある。
・特定のナノ医薬品の特許が期限切れになると、イノベーター製品のジェネリック版が、市場へのアク
セスを要求してくる。物理化学的特性は、ナノテクノロジー利用製品にとって非常に複雑であり、高
度な製造プロセスを通じて達成される可能性があるため、製品の等価性を評価する現在の規制慣
行では不十分かもしれない。後続する製品の類似性が実証されることができる方法に関するより多
くのガイダンスが必要であり、このような製品の(バイオ)等価性を評価する適切な標準化された方法
が開発される必要がある。
・ナノ材料の欧州連合(EU)の定義は、ナノテクノロジーを利用した医療機器に適用され、それらの分
類と規制要件の概要を示すであろう。しかし、定義と分類規則の履行は、ナノ材料への内部暴露を
定義する必要性をもたらし、追加の課題をもたらす。
白書は、それが強調する規制上の課題が「ナノテクノロジーを利用した健康製品の分野で規制科学を進
めるための研究プロジェクトと関係するコミュニティの意志をガイドするべきである」と述べている。
JRC の白書発行を報じる EU SCIENCE HUB(白書がダウンロードできる)；
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic-reports/anticipation-regulatory-needsnanotechnology-enabled-health-products
9-2-4. ECHA が、ナノ形態物質を登録するための新しい、ガイダンス文書更新版を発表
欧州化学物質庁(ECHA)は、2019 年 12 月 3 日、登録および物質識別に関するガイダンスに適用され
るナノ形態の新しい附属書を開発したと発表した。 ECHA によると、それは ECHA のガイダンスを、ナ
ノ材料に適用される 2020 年 1 月 1 日に発効する化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)
規則の改正付属書と一致させる。新ガイダンス文書は、ナノ形態という用語について説明し、ナノ形態
のセットを構築して正当化する方法に関するアドバイスを提供し、報告される必要がある特性情報につ
いて説明する。
ECHA は、新しいガイダンス文書のアドバイスを反映させるために、QSAR および化学物質のグループ
化に関するガイダンスに適用されるナノ形態のための附属書を更新した。ECHA は、更新はまた、異な
る(セットの)ナノ形態の物質の間のハザードデータの使用を正当化するために、ナノ形態のセットを作成
することとリードアクロスの間の違いを明確にしていると述べる。ECHA は、2020 年中に人の健康と環
境情報の要件に関する既存のガイダンスを更新し続けると指摘している。これから登録者が新しい情報
要件を満たすようにサポートするため、利用可能なテストガイドラインおよびその他の認識された方法と
標準の最新の概要が、欧州連合ナノ材料オブザーバトリー (EUON)で入手できる。
ECHA のナノ形態の物質を登録するための二つのガイダンス文書の発表通知；
https://echa.europa.eu/-/updated-guidance-for-registering-substances-in-nanoform
登録および物質識別に関するガイダンスに適用されるナノ形態の新しい附属書；
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/how_to_register_nano_en.pdf/f8c046ec-f60b4349-492b-e915fd9e3ca0
QSAR および化学物質のグループ化に関するガイダンスに適用されるナノ形態のための更新附属書；
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/appendix_r6_nanomaterials_en.pdf/71ad76f
0-ab4c-fb04-acba-074cf045eaaa
REACH 情報要件と利用可能な方法についての EU オブザーバトリーの「概観」；
https://euon.echa.europa.eu/reach-test-methods-for-nanomaterials
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9-2-5. EUON はナノ材料の設計による安全アプローチに関する Nanopinion を発表
2019 年 11 月 12 日、欧州連合(EU)ナノ材料オブザーバトリー (EUON)は、「イノベーター、規制当局、
市民－透明で、権限を与えられ、安全なイノベーションを通じて公衆の信頼を築く」と題する Nanopinion
を発表した。 欧州委員会(EC)の Carlos Eduardo Lima da Cunha は、より安全な製品を市場に提供す
るために、ナノ材料のような新技術への設計による安全アプローチを EU がどのように支援しているか
を説明する。Lima da Cunha は、EU が 15 年以上にわたりナノ材料の開発を監視し、資金を提供して
きたと指摘し、人の健康と環境に対するそれらの潜在的な害を理解することに特に焦点を当てている。
Lima da Cunha によると、その知識を安全で機能的な方法でナノ材料を使用し、設計するために適用
する時期である。Lima da Cunha は、「経済、産業、社会がより緊密に統合され、パーソナライズされた
製品やサービスが増え続ける傾向にある社会では、ヨーロッパにおける新しい高度な(ナノ) 材料の開発
は、より速く、より安全な製品を欧州の人に提供するために設計による安全アプローチを使用して、イノ
ベーション試験設備（テストベッド）で行われる作業に大きく依存してくる。」と述べる。
「イノベーター、規制当局、市民－透明で、権限を与えられ、安全なイノベーションを通じて公衆の信頼を
築く」と題する Nanopinion；https://euon.echa.europa.eu/nanopinion//asset_publisher/jyZzQmR9Vyq0/blog/the-innovator-the-regulator-and-the-citizen-building-publictrust-through-transparent-empowered-and-safe-innovation
9-2-6. JRC が測定によるナノ材料の識別に関する報告書を発表
欧州委員会(EC)の共同研究センター(JRC)は最近、ナノ材料の定義に関する EC 勧告(2011/696/EU)
の実施を支援することを目的とした、「測定を通じてのナノ材料の識別」と題する政策報告書を発表した。
これは、以前の定義の中で使用される概念と用語に関する政策報告書のための JRC 科学のフォロー
アップである。
本報告書は、ナノ材料の定義に従って、測定によるナノ材料の識別に取り組み、粒子状物質がナノ材料
であるかどうかを評価する際に考慮すべき選択肢と論点について議論する。 JRC によると、粒子材料
を評価すべき主な基準は、粒子の外形寸法の数ベースの分布の中央値である。測定される粒子は、こ
れらの粒子が互いに別々に見えるか、凝結体または凝集体の一部であるかに関係なく、材料の構成粒
子である。 JRC は、測定によってナノ材料を識別する主なステップは、材料に関する情報を収集するこ
と、測定方法の知識を得ること、方法と材料のマッチング、サンプル調製、測定/分析、決定(ナノ材料/非
ナノ材料)である、と述べている。
JRC は、粒度測定を評価するには、測定の仕様、測定技術の物理的原理、適用されたサンプル調製プ
ロトコル、カバーされたサイズ範囲、および EC ナノ材料定義に従った材料の信頼できる分類を行うため
のデータ分析手順が必要である、と指摘する。JRC は、ナノ材料の識別に関する妥当な技術的知識を
用いてユーザーを支援することができるフローチャートを含め、検討すべき例と実用的な選択肢を提供
している。
「測定を通じてのナノ材料の識別」と題する政策報告書；
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/identificationnanomaterials-through-measurements
EC のナノ材料定義(2011/696/EU)；
https://nanotech.lawbc.com/2011/10/ec-adopts-recommendation-on-definition-of-nanomaterial/
JRC の、EC のナノ材料定義の中で使用される概念と言葉に関する政策科学報告書；
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113469/kjna29647enn.pdf
その他諸国におけるナノ材料の規制動向
9-3.
特に無し。
国際的な動き
9-4.
9-4-1. 第 9 回ナノカンファレンスが 2020 年 10 月に開催される
持続可能なナノテクノロジー機構(SNO)とナノテクノロジー、産業及び環境保健(NanOEH)委員会は
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2020 年 10 月 4 日~6 日に第 9 回ナノカンファレンスを開催する。 会議は、次を取り上げる：
・グリーン/先進的な合成材料と製造；
・ナノ医療、ナノドラッグ、医薬品および医療用途；
・ヒトに関連するナノ毒性学；
・生態毒性学；
・職業及び環境暴露評価；
・グローバルな課題；
・持続可能な水処理と修復；
・運命と輸送；
・持続可能な食料と農業；
・持続可能性とエネルギー；
・デバイスとセンサー；
・疫学；
・教育パネル；そして
・規制と政策。会議はコロラド州デンバーで開催される。
第 9 回ナノカンファレンス開催を報ずる Bergeson & Campbell, P.C.の Blog;；
https://nanotech.lawbc.com/2019/12/9th-nano-conference-will-be-held-in-october-2020/
9-4-2. NADH 酸化のためのナノ粒子の光触媒活性を試験する方法を特定する ISO 標準が決定
国際標準化機構(ISO)は、標準 ISO 20814:2019「ナノテクノロジー －NADH 酸化のためのナノ粒子の
光触媒活性試験」を発表した。 標準は、紫外線(UV)誘導ニコチンアデニンジヌクレオチド水和物
(NADH)酸化を測定することによって、生理的に妥当な条件下の水性環境中に懸濁されているナノ粒子
(NP)の光触媒活性(PCA)の測定方法を特定する。ISO によれば、測定はナノ材料の光毒性の可能性
を評価するものである。方法は、NP 凝結体および凝集体にも適用できる。 ISO は、粒子および表面
PCA 測定のための既存の標準試験方法(ISO 10676 および ISO 10678 を参照)は、有機染料を生体
適合性のない指標として使用しながら、大きな試験量および/または長い測定期間を必要とするため、光
毒性につながるナノ材料 PCA を測定するために直接適用可能ではない、と述べている。
標準 ISO 20814:2019「ナノテクノロジー －NADH 酸化のためのナノ粒子の光触媒活性試験」
https://www.iso.org/standard/69298.html?browse=tc
ナノ材料の安全性に関する情報
9-5.
9-5-1. EC は白金と金のナノ形態に関する科学的意見を求める
2019 年 11 月 22 日、欧州委員会(EC)の内部市場・産業・起業家精神・中小企業総局(SME)は、消費
者安全に関する科学委員会(SCCS)に 2 つの科学的意見を求めた：
・白金(ナノ)-コロイド白金(ナノ)( CAS No. 7440-06-4、EC No. 231-116-1)およびアセチルテトラペプ
チド-17 コロイド白金(ナノ)(CAS および EC No.なし)に関する科学的意見の要求：及び
・金(ナノ)-コロイド金(ナノ) (CAS No. 7440-06-4、EC No. 231-116-1)、金チオエチルアミノヒアルロン
酸(ナノ)( CAS No. 1360157-34-1, EC No.なし)、およびアセチルヘプタペプチド-9、コロイド金 (ナ
ノ)(CAS および EC No.なし) に関する科学的意見の要求。
白金(ナノ)-コロイド白金(ナノ)とアセチルテトラペプチド-17 コロイド白金(ナノ)に関する科学的意見の要
求は、EC がナノ形態での白金(10 の通知)とコロイド白金(8 通知)( CAS No. 7440-06-4、EC No. 231116-1)を含む化粧品のための 18 の通知を受け取った、と述べる。EC は、ナノ形態でのアセチルテトラ
ペプチド-17 コロイド白金(CAS および EC No.なし) を含む化粧品のための 13 の通知を受け取った。
EC は、ナノ粒子が経皮または粘膜を横切って吸収され、細胞に入る可能性があるため、ナノ形態での
白金コロイド白金およびアセチルテトラペプチド-17 コロイド白金の使用に懸念がある、と述べている。
金(ナノ)-コロイド金(ナノ)、金チオエチルアミノヒアルロン酸(ナノ)、アセチルヘプタペプチド-9、コロイド金
(ナノ)に関する科学的意見の要求は、EC がナノ形態での金(68)通知)とコロイド金(168 通知)( CAS No.
7440-57-5, EC No. 231-165-9)を含む化粧品のための 236 の通知を受け取った、と述べている。EC
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は、ナノ形態での金チオエチルアミノヒアルロン酸(CAS No. 1360157-34-1、EC No.なし)を含む化粧品
のための 11 の通知を受け取った。 EC は、ナノ形態でのアセチルヘプタペプチド-9、コロイドゴールド
(CAS および EC Nos.利用できない)を含む化粧品のための 18 の通知を受け取った。EC は、ナノ粒子
が経皮または粘膜を横切って吸収され、細胞に入る可能性があるため、ナノ形態での金-コロイド金、金
チオエチルアミノヒアルロン酸、およびアセチルヘプタペプチド-9、コロイド金の使用に懸念を持っている、
と述べている。
各意見の締め切りは受領から 6 ヶ月である。 SCCS は、2019 年 10 月 30 日から 31 日の本会議で委
任状を採択した。
白金（ナノ）コロイド白金に関する科学的意見の要求；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs20
16_q_037.pdf
金チオエチルアミノヒアルロン酸、およびアセチルヘプタペプチド-9、コロイド金に関する科学的意見の
要求；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs20
16_q_036.pdf
9-5-2. NTP が Sun Innovations 製の長い多層カーボンナノチューブの毒性研究に関する技術報告
書を発表
2019 年 12 月 5 日、全米毒性プログラム(NTP)は、Sprague Dawley (Hsd:Sprague Dawley® SD®)
ラットと B6C3F1/N マウスへの吸入によって投与された長い多層カーボンナノチューブの毒性研究に関
する NTP 技術報告書が利用可能であると発表した。
2003 年、ライス大学生物環境ナノテクノロジーセンターは、ナノスケール物質を毒性評価のための一群
の物質(a class of substances)としてノミネートした。 推奨された研究は、「材料の純度と安定性の関数
として、カーボンナノチューブ(単層または多層)のような高アスペクト比材料の吸入毒性学をキャラクタラ
イズすることを含んでいた。
技術報告書の要約によれば、「長期吸入毒性および発癌性研究が比較的短い期間で実行されていた
ので、剛性のある 多層カーボンナノチューブ(MWCNT)、代表的な長くて薄い MWCNT がこれらの研究
のために選ばれた。」 24 の異なる長くて薄い MWCNTs の評価に続いて、NTP は、「可用性、高純度
(97%)、および残留ニッケル触媒の低量(0.52%重量)であることに基づいて、」1020 の長い多層カーボ
ンナノチューブ(L-MWNT-1020; Sun Innovations, Fremont, CA)を選択した。
要旨は、立方メートル当たり 0.3 ミリグラム(mg/m3)が、L-MWNT-1020 の無毒性量(NOAEL)と考えら
れている、と述べている。技術報告書は、この研究で使用された暴露濃度は、呼吸可能な 8 時間の時
間加重質量平均(TWA)濃度として立方メートル当たり 1.0 マイクログラム(μg/m3)の元素状炭素のカー
ボンナノチューブ(CNT)についての国立労働安全衛生研究所(NIOSH)が提案した推奨暴露限界(REL)
よりも約 100 倍高かった、と指摘している。技術報告書によると、「NIOSH の研究者は、また、CNT お
よびナノファイバーの多数の米国メーカーにおける暴露を評価し、最大 0.4mg/m3 の MWCNT の吸入
可能な暴露を報告した。」 技術報告書は、肺における MWCNT の長い半減期と持続性を考えると、
「そのようなレベルでの暴露の短い期間でさえ、慢性的な高レベルの暴露につながるだろう。したがって、
本研究で決定された悪影響無観察レベル(0.3mg/m3)は推奨暴露限界より約 300 倍高いが、職業上の
設定で観察される範囲内であり、CT への職業的暴露に伴う潜在的な健康リスクに関して有益である
(informative)可能性がある。」と、述べている。
要旨は、30 日間の吸入によって L-MWNT-1020 に暴露されたラットおよびマウスにおいて毒性的に関
連性があると考えられる所見をまとめた詳細なチャートを含んでいる。
Sprague Dawley（Hsd：SpragueDawley®SD®）ラットおよび B6C3F1 / N マウスへ吸入により投与さ
れた 1020 の長い多層カーボンナノチューブの毒性研究に関する NTP 技術報告書;
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/st_rpts/tox094_508.pdf
72

ライス大学生物環境ナノテクノロジーセンターがノミネートした、毒性評価のための一群のナノスケール
物質；https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/chem_background/exsumpdf/nanoscale_508.pdf
研究結果のアブストラクト；
https://ntp.niehs.nih.gov/publications/reports/tox/000s/tox094/index.html?utm_source=direct&utm
_medium=prod&utm_campaign=ntpgolinks&utm_term=tox094abs
NIOSH のカーボンナノチューブとナノファイバーの労働者暴露に関する最新情報広報(CIB);
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2013-145/default.html
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「ナノ材料に係る諸外国の規制動向及び安全性情報に関する情報収集」－1 月分
2020/1 JFE テクノリサーチ
10.
1 月の情報
10-1. 米国におけるナノ材料の規制動向
10-1-1. NIOSH は、OELs の開発の評価のために、工業ナノ材料に関する情報を求めている
国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、2019 年 12 月 17 日に連邦官報告示を公表し、カテゴリ職業暴
露限界(OEL)を開発する中で評価するために工業ナノ材料(ENM)の毒物学的および物理化学的データ
に関する情報を要請している（84 Fed. Reg. 68935）。本号 1-1-3.②に記載しているように、NIOSH は
ENM のハザードまたは安全性に関する利用可能な科学的証拠に基づいて、カテゴリ OELs を開発す
る予定である。 NIOSH は、ENM への職業的暴露の可能性のある有害な健康リスクを評価するために、
公表された及び未発表の報告書や研究結果を含む情報の取得を目指している。情報は、告示が連邦
官報に公開されてから 60 日後に提出されていく。NIOSH は、「個々の化学物質に対する OEL の開発
は、関連する研究を特定し、OEL の導出を支持できる様々な一連の証拠をキャラクタライズするために、
ヒトおよび動物の利用可能な科学的データの批判的なレビューを含む」と述べる。NIOSH は、急性、亜
慢性、または慢性のデータ；これらの ENM の物理化学的特性評価；ENM の生物学的メカニズムおよ
び毒性影響に関するその他の情報を含むがこれらに限定されない、ヒト、動物、および細胞の毒性デー
タを求める。NIOSH は、また、ENM への暴露と炎症、線維症、または新生物を含む有害な肺影響の発
症との間の用量応答関係を評価する研究に関する情報を求めている。情報の提出期限は 2020 年 2
月 18 日である。 NIOSH は、ENMs のカテゴリ OELs の開発に関するデータ、方法、および知見を記述
した技術報告書を発行していく。 NIOSH は、その後の連邦官報告示で、パブリックコメントのために技
術報告書の草案を利用できるようにしていく。
注）カテゴリ職業暴露限界(OEL)とは、多数の ENM の個別の OEL を求める代わりに、ENM をカテゴリ
分類してそれぞれの OEL を定めることにより、コストと動物数の削減、サンプルサイズの増加、（結果の
信頼性増大）を図るものである。カテゴリは毒性モードが同じ作用機序（MOA）に属するかどうかで決ま
り、現在、炭素ベース材料、金属酸化物、金属、デンドリマー、ナノクレイが OECD 毒性試験スポンサー
シッププログラムで決まっている。
工業ナノ材料に関する情報提供を要請する連邦官報（84 Fed. Reg. 68935）；
https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/17/2019-27169/request-for-information-ontoxicological-and-physicochemical-data-of-engineered-nanomaterials-to
OELs を開発するためのカテゴリアプローチ；
https://nanotechnology.americanchemistry.com/Nanotechnology/Panel-Activities/WorkshopStrategies-for-Setting-Occupational-Exposure-Limits-for-Engineered-Nanomaterials/Session-5Kuempel.pdf
10-1-2. NNI はポッドキャスト提供を拡大する
2020 年 1 月 3 日、国家ナノテクノロジーイニシアティブ(NNI)は、2020 年にポッドキャストを拡大すると
発表した。 3 つのポッドキャストシリーズは、国立ナノテクノロジー調整事務所(NNCO)のディレクター、
Lisa Friedersdorf 博士、と様々な専門家との間のインタビューで構成され、ナノテクノロジーを以下の 3
つの視点から探求していく：
・2019 年に始まったシリーズ「NNI」のストーリーは、ナノテクノロジーのなされてきた進歩や今後の展
望についての彼らの見方を共有する NNI コミュニティの専門家との会話を取り上げる；
・ナノマターズエピソードは、幅広い視聴者のための特定のナノテクノロジーのトピックを探求していく；
そして
・ナノ起業家ネットワークエピソードは、ナノテクノロジーの起業家と彼らをサポートする人々からのベ
ストプラクティス、リソース、アドバイスを強調していく。
2020 年 1 月 6 日から、NNI は毎週月曜日に新しいエピソードをリリースしていく。
NNI の Podcast 提供の拡大の発表；https://www.nano.gov/Podcast

74

10-1-3. B&C 事務所が米国連邦および国際化学規制政策の予測 2020 を公表
Bergeson & Campbell, P.C. (B&C®；化学物質管理専門法律事務所)とその系列のコンサルティング
関連会社 The Acta Group (Acta®)は、「米国連邦および国際化学規制政策の予測 2020」を 2020 年
1 月 9 日に発表した。この非常に詳細かつ包括的な文書では、B&C および Acta の法的、科学的、規
制の専門家は、米国および世界的な化学法制および政策における主要な動向を抽出し、我々が新年に
予想される主要な開発の形に関する、最良の情報に基づいた判断を提供する。この文書は、オンデマ
ンドで利用可能な B&C ウェビナーとポッドキャストのリストだけでなく、B&C 事務所が出したスピーチと
ライティング及びウェビナーとポッドキャストのリストを含んでいる。その内、二つのテーマについての記
述を紹介する。
① 米国の化学物質規制予測の概説
くまのプーさん-「ああわざわざ（Oh Bother!）」-を引用して、新年に何を予想するかを紹介する。 3 年に
わたる党派的悪口の増加の後、2020 年は大騒ぎになると予想されている。2019 年に米国環境保護庁
（EPA）が予算の議論、議会の監視、および環境問題に関する具体的な政策の違いに影響を受けたこと
は驚くことではない。2020 年は、EPA が直面するより激動の年の 1 つであると見込まれている。特に気
候変動は一部の大統領候補にとって決定的な問題であると思われ、それはフリートマイレージ基準、州
の権利、エネルギー生産、および一般的な環境の持続可能性の組み合わせ、およびそれがグリーンニ
ューディールによってどのように規制されるかについての議論に追加される。年間を通じて大統領選挙
と弾劾プロセスに投じられ、2020 年は「予想外の年」となるであろう。
2019 年には論争がなかったわけではないが、トランプ政権の最初の 2 年間と比較して、いくつかのこと
が EPA にとって落ち着いたようである。特に、EPA は最終的に、管理者の Andrew Wheeler（2019 年
2 月 28 日に承認）、および化学物質の安全と汚染防止局（OCSPP）の副管理者（AA）の Alexandra
Dunn（2019 年 1 月 2 日に承認）の指名が上院で承認された。注目に値するのは、AA のダンの承認公
聴会で表明された、超党派的な支持があったことである。しかし、ダンの承認は、一部の有毒物質規制
法（TSCA）の実施に関する規則および連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（FIFRA）の労働者保護基準
（WPS）に関する規則の提案された変更を撤回する当時の管理者ホイーラーからの手紙に基づいてい
ると報告された 。それは批評家がオバマ政権時代に課せられた要件を弱めることを恐れていたことであ
った。FIFRA WPS プログラムに関して撤回された変更には、指定された代表者と最低年齢に関する規
定の変更、および適用除外ゾーン（AEZ）に関する規定が含まれていた。以下で議論される 2018 年の
農薬登録改善延長法（PRIA 4）には、WPS プログラムのどのような変更が許可されるかに関する明示
的な法的規定が含まれていた。したがって、2019 年 11 月 1 日、EPA は、農薬散布中の労働者や傍観
者への意図しない暴露を防ぐために設計された要件を明確にする AEZ 条項の「狭い更新」を提案した。
84 Fed. Reg. 58666. 提案についてのコメントは 2020 年 1 月 30 日である。より広範なシグナルとして、
おそらくこれは、ウィーラー氏が前管理者のスコット・プルイット氏の方針よりもわずかに上院民主党員
に協調的なアプローチを取ることを示した。これはまた、トランプ大統領の就任以来、OCSPP が AA の
地位に就くまでに 2 年が経過したことを意味した。今日まで、重要な上級政治職はまだ空席のままであ
る（例：研究開発局（ORD））。
2019 年には民主党が下院を掌握し、その新しいリーダーシップにより、下院委員会が、2016 年に
TSCA を修正した、21 世紀のための化学物質安全フランク・R・ローテンバーグ法 （Lautenberg）の実
施及び農場労働者の適切な保護を含む FIFRA 関連のさまざまな問題を含む、多様な問題を調査する
ための EPA が監督する約束された議題の検討を開始した。2020 年の大統領選が激化するにつれて、
EPA はさらに詳細に調査されることが予想される。 同時に、政権は、以前の政権と同様に、より合理的
な規制要件、より迅速なスーパーファンド法による浄化、科学的評価の改善、目標を達成するための予
算の削減など、予想される大統領の第一期の成果を明確にする。もちろん、環境保護の問題が政党の
プラットフォームに織り込まれているため、選挙が近づくにつれてこれらの主張は議論する余地がある。
制定後 3 年半が過ぎた TSCA 改正が、重要な用語の定義と化学的リスクを評価するための適切なア
プローチに関する重要な決定ポイントに到達するため、議題は盛んなままである。FIFRA は、個々の農
薬（例：グリホサート、クロルピリホス）、および省庁間調整に合わせて行われる絶滅危惧種法（ESA）の
EPA の遵守に関する継続的な議論および訴訟の両方に関係する問題で議論を呼んでいる。
選挙年の政治の文脈は、2020 年を通じてイニシアチブと議論の両方を彩り、年末には、新しい政権が
引き継ぐ態勢を整える可能性が高い。あるいは、再選された政権は、その勝利を現在のアプローチの正
当性の兆候とみなす可能性が高く、それは第 2 期中に優先順位を繰り上げる可能性がある。その結果、
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いつものように、一般的な EPA の行動、特に OCSPP の問題について重要な議論が行われると期待で
きる。
②米国のナノテクノロジー
・米国産業衛生専門家会議（ACGIH®） 2020 年、化学物質の ACGIH®限界しきい値値（TLV®-CS）
委員会は、化学物質のリストおよび研究中の他の問題にカーボンナノチューブを含めることができる
であろう。カーボンナノチューブがリストに載っていれば、利害関係者は実質的なデータとコメントを提
出する機会がある。TLV®-CS 委員会は、2018 年および 2019 年の化学物質のリストおよび研究中
の他の問題にカーボンナノチューブを含めた。
・国立労働安全衛生研究所（NIOSH）
昨年の予測覚書で報告されたように、2018 年 9 月に
NIOSH は最新情報広報（CIB）：銀ナノ材料への職業曝露の健康影響の改訂版原案を発行した。
2018 年ドラフト CIB には、空中呼吸可能な 8 時間の時間加重平均（TWA）として、1 立方メートルあ
たり 0.9 マイクログラム（μg/ m3） 濃度の銀ナノ粒子（100 ナノメートル（nm）未満一次粒子サイズ）
の推奨暴露限界（REL）が含まれている。REL は、銀ナノ材料を生産または使用するプロセスに適用
される。2019 年に、NIOSH は最終的な CIB を準備する際に、ピアレビューと利害関係者のコメントを
レビューした。 修正された CIB ドラフトの詳細については、2018 年 9 月 19 日のブログアイテム
「NIOSH が銀ナノ材料への職業暴露の健康影響に関する修正されたドラフト CIB を公開し、オンライ
ン会議を開催する。」が利用可能である。
NIOSH は 2019 年に RTI International と協力して、工業ナノ材料（ENM）に関連するサービスを製
造、流通、組立、処方、使用、または供給する企業に対する調査を始めた。調査の目標は、職場での
ENM の安全な取り扱いのためのガイドラインおよびリスク軽減対策に対する NIOSH の貢献の影響
を評価することである。NIOSH は、研究課題を通知する調査からのフィードバックを使用して、ナノ材
料労働者の安全と健康を管理するためのガイダンスの関連性を高める。
NIOSH は 2019 年 12 月 17 日に連邦登録通知を発行し、カテゴリ別職業暴露限度（OEL）の開発に
おいて、評価するために、ENM の毒物学的および物理化学的データに関する情報を求めている。84
Fed. Reg. 68935. NIOSH は、ENM への職業的曝露の健康への悪影響の可能性を評価するため
に、公開および未公開のレポートおよび研究結果を含む情報の取得を目指している。情報の期限は
2020 年 2 月 18 日である。NIOSH は、このリクエストに応じて提出された関連情報を含む可能性の
ある、ENM のカテゴリ OEL の開発のためのデータ、方法、調査結果を説明する技術報告書を発行
する予定である。NIOSH は、技術報告書草案を、その後の連邦官報通知でパブリックコメントのため
に利用できるようにする。
米国連邦および国際化学規制政策の予測 2020；
https://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/forecast-for-u.s.-federal-and-internationalchemical-regulatory-policy-2020
B&C 事務所が出したスピーチとライティングのリスト；https://www.lawbc.com/regulatorydevelopments/entry/forecast-for-u.s.-federal-and-international-chemical-regulatory-policy2020#appendixa
同ウェビナーとポッドキャストのリスト；https://www.lawbc.com/regulatorydevelopments/entry/forecast-for-u.s.-federal-and-international-chemical-regulatory-policy2020#appendixb
10-2. EU におけるナノ材料の規制動向
10-2-1. EFSA は食品中のマイクロプラスチックとナノプラスチックに関するコロキウムにおける発表の
要約を募集
欧州食品安全機関(EFSA)は、2020 年 6 月 8 日~9 日にリスボンで開催される、「食品中のマイクロプ
ラスチックおよびナノプラスチックの人の健康リスクを評価するための協調的アプローチ」に関するコロ
キウムでの口頭発表、ポスター、ポスターピッチの要旨を募集することを発表した。EFSA は、「マイクロ
プラスチックは、サイズが 5mm 未満のプラスチックの小さな粒子であり、ナノプラスチックはさらに小さく、
1~100nm(1nm は 1mm の 100 万分の 1 に相当することに注意) ある」と述べている。
76

2016 年、EFSA は、食品中でのそれらの発生レベルと、暴露後の人の健康に及ぼす潜在的な影響に
関するより多くのデータを生成する必要性を特定した。EFSA によると、マイクロプラスチックやナノプラ
スチックに関する国際的な報告書が最近発表されているが、食品の安全性に関する側面の多くは未解
決のままである。
EFSA の目的は次のとおりである：
・利害関係者を結び付けること；
・このトピックに関する活動の現状と継続的な研究を理解すること；そして
・可能なシナジーを構築すること。
プログラムには、食品と飼料中のマイクロプラスチックとナノプラスチックに関する次の質問を探求する
プレゼンテーションとディスカッショングループが含まれる：
・リスク評価: 健康に対するリスク評価を可能にするために必要なデータギャップは何か？
・社会:国民の懸念を引き起こしているものは何か、そして何が EFSA が人々のリスク認識を理解す
るのを助けることができるか？
提出期限は 2020 年 1 月 31 日である。
EFSA 第 25 回科学コロキウム「A coordinated approach to assess the human health risks of
micro- and nanoplastics in food」のアブストラクト募集；
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/call-abstracts-scientific-colloquium-25-coordinatedapproach-assess
10-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向
特に無し。
10-4. 国際的な動き
特に無し。
10-5. ナノ材料の安全性に関する情報
10-5-1. 台湾の研究では、ナノ材料労働者の健康への悪影響は認められなかった－しかし、抗酸化酵
素の説明できない増加が観察された
工業ナノ材料を取り扱う労働者に対する台湾の研究では、健康への悪影響の「証拠はなし」であったが、
抗酸化酵素のレベルの説明のつかない有意な上昇が見出された。
国立環境健康科学研究所(NIEHS)の研究者は、全国にある 14 の工場のナノ材料取り扱い作業者につ
いて 4 年間の調査研究を実施した。ほとんどの工場は、ナノ材料懸濁液を取り扱っている。 3 つはナノ
サイズの二酸化ケイ素粉末とカーボンナノチューブを使用している。 チームは、ナノ材料を定常的に取
り扱う 206 人の労働者と 108 人の非暴露者（対照）を調査対象とした。扱うナノ材料別では、混合物が
58.7％、二酸化ケイ素が 42.7％、二酸化チタンが 34.0％、銀が 34.0%、その他が 30.6％であった。
Wei-Te Wu の率いるチームは、4 年間で、炎症、酸化的損傷、抗酸化酵素活性、遺伝毒性のマーカー
を探すために、血液、尿、呼気の 5 セットのテストを実施した。 彼らはまた、肺機能と心拍変動を試験し、
神経行動テストを行った。
工業ナノ材料に関するほとんどの研究は、in vitro で行われたか、動物で行われた。 環境健康ジャーナ
ルで研究者は、工業ナノ粒子によって引き起こされる健康への影響はヒトでは確認されていないが、一
部のナノ材料への暴露が有害であることを裏付ける動物研究からの証拠が蓄積されているという考え
を支持している。
ナノ材料を取り扱う労働者は、吸入により暴露される可能性が高い。 しかし、工業ナノ粒子への暴露を
測定することは簡単ではない。粒子サイズの範囲、それらの暴露パラメータ、およびどんな機器と方法
が使用するのに最も適切か、を決定するに十分な情報はない、と研究者は述べている。
この研究は、ナノ材料を扱う労働者の健康への悪影響の可能性の「証拠なし」であることを見出したが、
抗酸化酵素グルタチオン パーオキシダーゼとスーパーオキシド ジスムターゼのレベルの増加を強調し
た。
彼らは、低濃度は抗酸化酵素の早期増加を誘発するのに十分であるが、酸化的損傷を引き起こすのに
十分ではない、と示唆している。ウエットプロセスと液体懸濁液の使用が効果を上げていると考えられる。
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研究者は、より高濃度のナノ粒子への暴露、または 4 年以上の長期間にわたる暴露が、健康への悪影
響を引き起こす可能性があるかどうかを調査するには、さらなる研究が必要であると結論付けている。
台湾 NIEHS の研究者の雑誌論文（フリーアクセス）；
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-019-0542-y
10-5-2. カーボンナノチューブの時間依存分解はマクロファージ中に生成する活性酸素種の減少と相関
する－産総研と名城大の研究
カーボンナノチューブ（CNT）が、生分解性を有しているならば、その安全性を考える上で極めて重要な
意味のあることである。最近、産総研の Yang、Zhang、中島、名城大の湯田坂、飯島が、マクロファー
ジによる取り込み後の CNT の相対的長期毒性を理解するため実験の結果を報告した。以下にその概
要を紹介する。
① 緒言
CNT は、その固有の物理的および化学的特性により、多くの分野で多数の潜在的な用途がある。した
がって、このナノ材料の生物学的安全性は、産業界のみならず、国民の関心が高まっている分野である。
これまでの研究では、生きた動物に注入された CNT は主に肺、肝臓、または脾臓のマクロファージ内
に蓄積することが示されている。いくつかの in vivo 研究では、CNT の明らかな毒性効果は観察されて
いないが、他の研究では、いくつかのタイプの CNT は肺毒性を誘発する可能性があることが示されて
いる。実用化を図る上で、これらの材料の長期毒性を明らかにする必要がある。 in vitro 試験は一般に
毒性を評価するために使用される。動物試験よりも速く、費用がかからず、基礎となる分子メカニズムに
関するより多くの情報を提供できるためである。短期 in vitro 毒性試験は、CNT が細胞死、ROS の生
成、 遺伝毒性および炎症を誘発するかもしれないことを示す。ただし、これらの研究で使用された細胞
毒性アッセイは、一般的に CNT に継続的に暴露された細胞株に限定されていた。 長期の細胞毒性試
験、特に CNT 取込み後の毒性の変化を評価する試験は不足している。
CNT は、ホースラディッシュペルオキシダーゼ、ミエロペルオキシダーゼ（MPO）、およびラクトペルオキ
シダーゼなどのペルオキシダーゼによって分解されると考えられている。好中球、マクロファージ、さらに
は初代ミクログリア細胞による CNT の生分解が研究されている。重要なことに、生分解されたナノチュ
ーブは、マウスの肺に吸引しても炎症反応を誘発しないことが報告されている。しかし、好中球または活
性化マクロファージによる CNT の生分解は、比較的短期間（24 時間未満）でしか研究されていない。対
照的に、細胞毒性試験は通常、食細胞と CNT を 24 時間以上共培養することによって実施される。細
胞取り込み後、CNT の劣化が発生した後の比較的長い時点で行われた研究は、 長期毒性をよりよく
理解するのに有用である。劣化に関する 1 つの長期ラマン分光法に基づく研究により、機能化された多
層 CNT（MWNT）の構造は、一次ミクログリア細胞による取り込み後に経時的に損傷することが示され
た。しかし、CNT 分解に関する定量的データは報告されておらず、 この研究には毒性データは含まれ
ていない。
マクロファージによる取り込み後の CNT の相対的長期毒性を理解するために、マウスマクロファージ細
胞株 RAW 264.7 および初代ラットクッパー細胞の 7 日間にわたる細胞内 CNT の量の変化を、以前に
公開された光吸収法を使用して測定し、細胞毒性を ROS、グルタチオン、細胞生存率、およびカスパー
ゼ 3/7 活性を測定することにより評価した。 7 日間のテスト期間中、CNT はマクロファージによって部分
的に分解された。 さらに、CNT の細胞毒性は、分解が起こると減少した。
② 実験結果
使用した CNT は、スーパーグロース法により作製された SG-CNTｓで、DLS（動的光散乱法）測定で、
70-150nm に分布し、中央値は約 80nm である。TEM 観察によると、大きな凝結体を形成することなく
長さ 100-400nm、直径 3-7nm の小さなバンドルである。ラマンスペクトルでは、CNT の細胞内在化が
確認された。さらに、ラマンの G-band(無傷の CNT を示す)と D-band(欠陥のある CNT を示す)の測定
から、取込み後の時間の経過とともに、G-band の減少、G/D 比の減少が起こることから、CNT の損傷
が起きていることが、両細胞で確認された。CNT は最初の 4 日以内に 25-30%分解されるが、試験期
間の 7 日まではそれ以上の分解は起らなかった。マクロファージによる ROS 生成は、生分解が起こる
とともに減少し、7 日までにはコントロールレベルに戻った。CNT の取込みによって、細胞生存率には大
きな影響はなく、アポトーシスは起らないことが、各種の試験によって確かめられた。
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③ 結論
結論として、RAW 264.7 のマクロファージ細胞株と初代ラットクッパー細胞を使用して、取り込み後の比
較的遅い時点で CNT の細胞内分解と SG-CNT の細胞毒性を調査した。結果は、マクロファージに取
り込まれた CNT の約 25〜30％が最初の 4 日以内に分解され、残りの CNT が残りのテスト期間を通
じて構造的損傷を蓄積し続けることを示した。マクロファージ内の CNT の分解は、ROS および総グルタ
チオンのレベルと一致していた。 これにもかかわらず、CNT は低量の細胞毒性を誘発し、カスパーゼ
3/7 活性は増加しなかった。これらのデータは、CNT 摂取後の早い時点で ROS が消費され、CNT の
分解を促進し、CNT の残留物は少なくとも数日間マクロファージ内に残り、もはや細胞毒性を誘発しな
いことを示唆している。 この結果は、CNT の長期的な安全性の理解に影響を与える可能性がある。
論文（フリーアクセス）；Time-dependent degradation of carbon nanotubes correlates with
decreased reactive oxygen species generation in macrophages: Int J Nanomedicine. 2019; 14:
2797–2807; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6501421/
補足情報 ①スーパーグロース法とは、産総研の畠らが 2004 年に発表した、高効率の単層カーボンナ
ノチューブの大量合成技術であり、産総研との共同研究により、日本ゼオン㈱は、本法による量産工場
を 2015 年から稼働させている。一方で日本ゼオンは、同素材の安全性研究にも積極的に取組んでお
り、上記の研究も、産総研との共同によって行われている研究の成果の一端である。＊ 同社のこれま
での SGCNT についての安全性試験によれば、顕著な有害性リスクがある結果は得られておらず、発
がん性のリスクは低いと評価している。＊＊ さらに最近、環境中での微生物分解の研究にも着手して
いる。＊＊＊
＊http://www.zeon.co.jp/press/170912.html
＊＊https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/files/nanomaterial/CNT3_2017.pdf
＊＊＊http://www.optronics-media.com/news/20190207/55446/
② CNT の分解は、次亜塩素酸 Na などの化学物質で可能であるが、生分解性は、生体及び環境上
の安全性を考える上で重要である。CNT は安定な化学物質であり、OECD においても容易に生分解さ
れる物質ではないと考えられてきた。しかし、2008 年西洋わさび酸化酵素による SWCNT の分解、
2013 年ヒト好中球酸化酵素による SWCNT の分解、2014 年肺マクロファージによる SWCNT 貪食な
どが報告されて、生体（酵素）や細菌による生分解が現実のものとなってきている。現在は大別して、生
体内と環境中での生分解が研究されている。肺から吸入（Inhalation）されマクロファージで貪食された
CNT がどのように変化するか、マクロファージにどのような影響を与えるか、その一端を上記の研究は
明らかにしている。
③ 2019 年 11 月 9 日、CNTs の SIN List 入りが発表された。ナノ粒子では初めてである。SIN
(Substitute It Now) List は、スウェーデンの NPO である ChemSec が EU において、制限又は禁止さ
れるべきであると信ずる化学物質のリストである。REACH の審査が極めて遅いため、そのようなリスト
を作成しているとしている。
CNTs はそのタイプや修飾されているかどうかに関わりなく、CNTs グループ全体として、がん原性、生
殖毒性及び残留性がある非常に懸念のある物質（SVHC: Substance of Very High Concern）であると
して指定された。CNTs はユニークで多くの応用製品に使用されているが、直ちに代替できる物質はな
いので、他の方法を切り替えるか、同様の機能を持つナノ構造を開発すべきであるとしている。特定の
CNTs を SIN リストから外すことは、良く調べられたタイプのものからそれよりも調べられていないタイプ
への好ましくない代替を促すことになるとしている。
なお、CNTs の生分解性についての記述はなく、考慮されていないと思われる。
CNTs の SIN リスト入りを説明する NATURE NANOTECHNOLOGY の correspondence：
Steffen Foss Hansen （Technical University of Denmark）& Anna Lennquist（ChemSec）,
Nature Nanotechnology, volume 15, p3–4 (2020):
https://www.nature.com/articles/s41565-019-0613-9
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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」－2 月分
2020/2 JFE テクノリサーチ
11.
2 月の情報
11-1. 米国におけるナノ材料の規制動向
11-1-1. NNCO は 2020 年にワークショップ、ウェビナー、ミーティングを開催する
国家ナノテクノロジー調整局(NNCO)は、2020 年 1 月 27 日に、国家ナノテクノロジー・イニシアティブ
(NNI)の下での公開会議に関する連邦官報告示を公表した。告示によると、NNCO は、連邦官報告示
の公表日から 2020 年 12 月 31 日までの間に、1 つ以上のワークショップ、ウェビナー、ネットワーク、
および利益共同体電話会議を開催する予定である。
アドレスを含む出席情報は https://www.nano.gov に掲載される。
今後のワークショップやウェビナーに関する情報は、https://www.nano.gov/events/meetingsworkshops と https://www.nano.gov/PublicWebinars に掲載される。
利益共同体の詳細については以下;
 ナノテクノロジー共同体とネットワーク;
21 世紀のナノテクノロジー研究開発法で求められているように、National Nanotechnology
Coordination Office は、「パブリックインプットとアウトリーチのために、定期的かつ継続的なパブリック
ディスカッションの開催」を提供する。このため、NNCO は、さまざまな利益共同体とネットワークを通じ
て、対象となるナノテクノロジーのトピックに関連する利害関係者の議論を促進している。次のコミュニテ
ィやネットワークの詳細や参加を希望する場合は、info@nnco.nano.gov までご連絡ください。
・米国ナノおよび新興技術の学生ネットワーク
・ナノおよび新興テクノロジー教育のネットワーク
・NanoEHS 研究の U.S.-EU コミュニティ
・ナノテクノロジー起業家ネットワーク
連邦官報告示；
https://www.federalregister.gov/documents/2020/01/27/2020-01302/meetings-nationalnanotechnology-initiative
ワークショップやウェビナーに関する情報；
https://www.nano.gov/events/meetings-workshops
ナノテクノロジー共同体とネットワーク；
https://www.nano.gov/Communities
11-1-2. EPA は一般的なデータ要求でカバーされるナノ銀の FIFRA 登録製品をリストアップする
2020 年 1 月 24 日、米国環境保護庁(EPA)は、2019 年 12 月 13 日、ナノ銀登録審査ドケットのドケット
EPA-HQ-OPP-2011-0370 の覚書を掲示した。覚書は、EPA がナノ銀のケース(5042)の一部として汎
用データ要求(GDCI；General Data Call In)を発行した 12 製品を記載している。EPA は 2019 年 8 月
31 日に DCI を発行し、ドケットでアクセスできると述べている。
詳細は、2018 年 10 月 23 日、連邦殺虫剤、殺菌剤、および殺鼠剤法(FIFRA)の下でのナノ銀登録審
査プロセスの最終作業計画に関するブログ項目（URL は下記）で入手できる。
ナノ銀登録審査ドケット EPA-HQ-OPP-2011-0370；
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPP-2011-0370
上記の覚書；
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP-2011-0370-0030
ナノ銀登録審査プロセスの最終作業計画に関するブログ項目；
https://nanotech.lawbc.com/2018/10/epa-posts-final-work-plan-for-nanosilver-registration-reviewprocess/
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11-1-3. 米国特許商標庁からの洞察に関するナノテクノロジー起業家ネットワークウェビナーの開催
2020 年 2 月 5 日、ナノテクノロジー起業家ネットワーク(NEN)は、米国特許商標庁(USPTO)からの洞
察に関するウェビナーを午後 12 時から午後 1 時(EST)まで開催する。国家ナノテクノロジー・イニシア
ティブ(NNI)は、技術開発経路上の重要なストップ（区切り）は、基礎となる知的財産を保護することであ
ると指摘している。ナノ材料やナノ材料応用製品のような新しい技術を製品化しようとする起業家は、ビ
ジネスに影響を与える関連する知的財産の問題を認識する必要がある。ウェビナーの間、USPTO の
東部地域アウトリーチディレクターElizabeth Dougherty と、USPTO の商標教育アウトリーチ担当弁護
士 Craig Morris は、知的財産の種類、知的財産戦略、特許プロセス、および商標に関連する問題につ
いて議論する。Webinar の参加者は、パネリストが答えるために質問を提出することができる。 提出さ
れた質問は受け取った順序で考慮され、NNI のウェブサイトに掲載される場合がある。 登録が必要で
ある。
NEN は、起業家をサポートするために利用可能な人々とリソースを新しい及び熟練した起業家にもたら
す。 NNI は、ナノテクノロジーの商業化を進めるためのベストプラクティスと技術開発経路に沿って学ん
だ教訓を共有するためのフォーラムを、この新しいネットワークに提供することを意図している。
USPTO からの洞察に関するウェビナー；
https://eventsna12.adobeconnect.com/content/connect/c1/1305935587/en/events/event/shared/2639539719/e
vent_landing.html?sco-id=2639692385&campaign-id=
11-1-4. ACGIH®TLV®-CS 委員会はカーボンナノチューブに関する情報を求める
米国産業衛生専門家会議(ACGIH®)化学物質閾値制限値(TLV®-CS)委員会は、2020 年の化学物質
のリストにカーボンナノチューブおよびその他の研究中の課題を含めた。 研究リストの下に置かれてい
ることは、TLV®-CS 委員会が閾限界値(TLV®；環境許容濃度値)の開発のためにカーボンナノチューブ
を選択したことを示している。ACGIH®は、TLV®のレベル以下の暴露は病気や傷害の不合理なリスク
を生まないという科学界の意見を表す健康ベースの値として TLVs®を記述する。 TLV®-CS 委員会は、
実質的なデータとコメントを求めており、経済的または技術的な実現可能性ではなく、健康と暴露に取り
組むデータとコメントのみを検討していく。ACGIH®は、2020 年 7 月 31 日までに調査中のリストを 2 段
階（Tier）リストに更新していく：
・Tier 1 エントリは、開発プロセスにおけるステータスに基づいて、意図した変更の通知(NIC)または来
年の設定意図の通知(NIE)として前進する可能性のある化学物質および物理因子(physical agent)を
示している；そして、
・Tier 2 は、前進しないが、次の年の研究リストに残るか、または削除される化学物質および物理的因
子で構成されている。
委員会がカーボンナノチューブの提案された TLV®を進めることにした場合、ACGIH®役員会はまず提
案された閾値を批准し、それは TLV®-CS 委員会の 2020 年年次報告書に NIE として公表される。 委
員会は、2018 年と 2019 年の化学物質のリストにカーボンナノチューブを含めた。
化学物質リストおよびその他の研究中の課題；http://www.acgih.org/tlv-beiguidelines/documentation-publications-and-data/under-study-list/chemical-substances-and-otherissues-under-study-tlv
11-1-5. EPA は新しいナノ銀製品の登録決定案を発表する
米国環境保護庁(EPA)は 2020 年 2 月 12 日、臭い、変色、その他の摩耗の兆候に対抗するために、
新しいナノ銀殺菌剤製品を繊維製品に組み込む提案に関する一般の意見を求めていると発表した。提
案された登録決定は NSPW ナノ銀に関するものであり、提案された殺菌剤製品である PolyguardNSPW マスターバッチ(Polyguard)は、臭い、変色、汚れ、および劣化を引き起こす細菌、藻類、真菌、
カビ、カビを抑制するために繊維に組み込まれる。EPA によると、ヒトの健康と生態リスク評価に基づい
て、Polyguard 中の新しい有効成分が繊維に保存されている材料としての使用に対して連邦殺虫剤殺
菌剤殺鼠剤法(FIFRA)の下での規制基準を満たしていると予備的に判断した。EPA は、その提案と予
備的な調査結果に関するパブリックコメントを募っている。 コメントの締め切りは 2020 年 3 月 13 日で
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ある。 詳細については、ドケット ID EPA-HQ-OPP-2020-0043 で入手可能である。
EPA は、NSPW ナノ銀は、繊維およびプラスチックの材料防腐剤としての使用に対して、2015 年に付
与された以前の条件付き登録での有効成分であったと指摘している。2017 年 5 月 31 日覚書で報告さ
れたように、決定は異議を申し立てられ、第 9 巡回控訴裁判所は「登録を許可するための EPA の公益
所見が記録に支持されていないという理由でそれを無効にした」。EPA は、現在提案されている製品は
「特定の織物でのみ使用される」と述べている。したがって、Polyguard は以前に無効にされた条件付き
登録よりもより限られた使用認可を持つことになる。EPA は、Polyguard はマスターバッチとして処方さ
れ、NSPW ナノ銀は、液体懸濁液の形であった以前の製品登録とは対照的に、プラスチックビーズまた
はペレットに埋め込まれることを意味すると指摘している。
EPA の発表；
https://www.epa.gov/pesticides/epa-proposes-registration-product-protect-textiles
ドケット ID EPA-HQ-OPP-2020-0043；
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPP-2020-0043
2017 年 5 月 31 日覚書；
https://www.lawbc.com/regulatory-developments/entry/appellate-court-vacates-conditionalnanosilver-registration
11-2. EU におけるナノ材料の規制動向
11-2-1. ECHA はナノ材料のための REACH 附属書の改訂に関するウェビナーからの Q&A を公開す
る
2020 年 1 月 1 日現在、企業は、化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)規則の更新された
附属書の下で、欧州連合(EU)市場にあるナノ材料に関してより多くの情報を提供しなければならない。
ECHA は、2019 年 11 月 12 日に改訂された附属書と企業が新しい要件を満たす準備をする方法につ
いてウェビナーを組織した。ECHA は、ウェビナーの第 1 部がナノフォームとは何か、そして類似したナ
ノフォームのセットを構築する方法を説明したと述べている。 また、それは、ナノフォームの特性評価に
関するデータ要件を満たす方法を説明した。 第 2 部は、ナノフォームの特性評価パラメータを報告する
ための新しい国際統一化学情報データベース(IUCLID)フィールドを導入し、異なるフィールドの使用方
法に関するいくつかの実用的な例を紹介した。ウェビナーの間、参加者は ECHA の専門家から質問を
する機会を持てた。 2019 年 12 月、ECHA は、ウェビナー中に受け取った Q&A をまとめ、グループ化
した質疑応答 (Q&A) ドキュメントを公開した。 文書で、ECHA はさらに応答について詳しく説明し、登録
者をサポートすることを目的とした追加のアドバイスでそれらを補完した。 Q&A ドキュメントで取り上げ
られているトピックは次のとおりである：
・サポート文書；
・登録義務；
・ナノフォームの定義；
・類似したナノフォームのセット；
・粒度分布；
・アスペクト比と集合構造を含む形状；
・表面官能基化（機能化）処理；
・比表面積(SSA)；
・報告と提出；
・共同提出；
・附属書 VII-XI 情報要件；
・化学物質安全性評価とサプライチェーンコミュニケーション；
・問い合わせ；そして
・課題。
ウェビナーに関する情報（プレゼンテーションの PDF、質問と回答にアクセス可能）；
https://echa.europa.eu/-/revised-reach-information-requirements-for-nanoforms-are-you-ready82

質問と回答；
https://echa.europa.eu/documents/10162/28526626/reach_nano_annexes_qa_en.pdf/b30fede80624-69f1-b86e-549c9d9c5f8b
11-2-2. ECHA は REACH の下でナノフォームを登録することに関するウェビナーを開催する
2020 年 2 月 24 日、欧州化学品庁(ECHA)は「ナノフォームの登録：実際的なアドバイス」に関するウェ
ビナーを開催する。 2020 年 1 月 1 日現在、企業は、化学物質の登録、評価、認可、制限(REACH)規
則の更新された附属書の下で、欧州連合(EU)市場にあるナノ材料に関する情報を提供しなければなら
ない。この日以降、企業は REACH の範囲に該当する物質のナノフォームを製造または輸入するため
には、これらの要件に準拠した登録をしなければならない。 ECHA は、これまでに受け取った登録、学
んだ重要な教訓、ベストプラクティスについて聞くために、関係者をウェビナーに招待する。 参加者は、
ナノフォームのための登録ドシエを準備する方法について質問し、登録を首尾よく提出するための
ECHA の専門家からの実際的なアドバイスを得る機会を持つ。
「ナノフォームの登録：実際的なアドバイス」に関するウェビナー（登録が必要）；
https://echa.europa.eu/-/registering-nanoforms-practicaladvice?_cldee=Y2h1dHRvbkBsYXdiYy5jb20%3d&recipientid=lead5f1702cfc0e0e71180fa005056952b31-d6ca0f9467694f9bb7038e11544f108c&esid=4239e3596042-ea11-8116-005056b9310e
11-2-3. EC は化粧品中のナノ材料の安全性に関して SCCS からの科学的助言を求める
消費者安全科学委員会(SCCS)は、2020 年 2 月 6 日に、欧州委員会(EC)が化粧品中のナノ材料の安
全性に関する科学的助言を要請したと発表した。 EC は、2 つの質問に関するアドバイスを求めている：
・EC は、SCCS が、2019 年のナノ材料の最近のカタログに掲載されているように、リスク評価のための
ナノ材料の優先リストを確立するために特定の懸念事項が同定および正当化されることができるナノ
材料を決定することを要求する(第 16 条(4)Reg.1223/2009)。EC は、SCCS が同定された特定の懸
念事項の説明を提供することを求める。 要求によると、このプロセスは、現在利用可能な科学文献と
SCCS の専門家の判断に基づくべきである。
・SCCS の意見が決論に達していないナノ材料については、EC は、SCCS が第 16 条(6) Reg.1223
/2009 に従って潜在的なリスクが同定されることができるかどうかを評価することを要求する。
このような評価は、各申請者によって以前に提出されたデータに関係なく、利用可能な科学文献および
SCCS の専門家の判断に基づくべきである(すなわち、全身または局所の可用性;特にナノフォームに関
連する有害影響; ナノフォームでの表面触媒反応、真皮および吸入経路からの吸収(または潜在的吸
収)、またはイオン形態を発生させるナノフォームの潜在能力)。要求で指定された決論に達していない
SCCS の意見は、コロイド状銀(ナノ)(SCCS/1596/18)、スチレン/アクリル酸コポリマー(ナノ)+スチレン
ナトリウム/アクリル酸コポリマー(ナノ)(SCCS/1595/18)、シリカ、 水和シリカ、およびアルキルシリル基
で表面修飾されたシリカ(ナノフォーム) (SCCS/1545/15)を含んでいる。
他の機関との意見の矛盾を避けるために、EC は SCCS に健康、環境および新たなリスクに関する科
学委員会(SCHEER)に相談するよう勧めている。
化粧品中のナノ材料の安全性に関する科学的助言の要請；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs20
16_q_044.pdf
11-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向
特に無し。
11-4. 国際的な動き
11-4-1. NIA は「ナノプラスチック」の専門用語に関するポジションペーパーを発表する
2020 年 2 月 13 日、ナノテクノロジー産業協会(NIA)は、「ナノプラスチック」:廃棄物、プラスチックの劣
化、環境中での存在における表現のための適した用語の使用」と題するポジションペーパーを発表した。

83

ペーパーでは、NIA とそのメンバーは、プラスチックを小さな粒子または断片と呼ぶ際に注意と明確さを
促す。NIA は、「ナノプラスチック」は「非特定的であいまいな用語であり、すべての聴衆に正確なプレゼ
ンテーションを行うために修飾子が考慮される必要がある」と述べている。 NIA は、偶発的な「ナノプラ
スチック」（incidental “nanoplastics,”）、またはより具体的には偶発的なプラスチックナノスケール材料
は、プラスチックの劣化または摩耗によって形成されることができると指摘している。製造された「ナノプ
ラスチック」(manufactured “nanoplastics” すなわち、プラスチックナノ材料; plastic nanomaterials)は、
「特定の製品特性を可能にするために、意図的にナノスケールで製造される。 環境内では、製造された
「ナノプラスチック」の存在は、製品に組み込まれている(すなわちマトリックスに結合されている)ため、
非常に低いと予想される。ポジションペーパーによると、「NIA の現在の知識では、意図的に生産された
ナノプラスチックはほとんどなく、使用は主に実験室内の科学研究に限定されている」という。
「ナノプラスチック」：廃棄物、プラスチックの劣化、環境中の存在を表す適切な用語の使用；
http://nanotechia.org/position-papers/nanoplastics
11-5. ナノ材料の安全性に関する情報
11-5-1. NTP 科学カウンセラー委員会はナノプラスチックおよびマイクロプラスチックへのヒト暴露を議
論する
国家毒物学プログラム(NTP)は、2020 年 1 月 31 日に連邦官報告示を発表し、科学カウンセラー委員
会(BSC)が 2020 年 2 月 21 日に会合を開くと発表した。 会議中、BSC はプログラム活動に関するレビ
ューとアドバイスを行う。会議の予備的な議題によると、会議は、国立毒物学研究センター、食品医薬品
局の Anil Patri 博士による「ナノプラスチック/マイクロプラスチックへの人の暴露を理解する：新しいエー
ジェント（作用因）は新しい課題をもたらす」というプレゼンテーションを含む。会議はウェブキャストのみ
によって開催され、一般に公開されている。 書面によるコメントは受け付けられ、口頭コメントやウェブキ
ャストへのアクセスには登録が必要である。 現時点では、会議資料はまだ掲載されていない。
連邦官報告示；https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/pressctr/frn/2020/85frn21bsc20200131.pdf
会議の告示；https://ntp.niehs.nih.gov/events/bsc/index.cfm#20200221
予定議題；https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/bsc/2020/agendabsc20200221_508.pdf
必要な登録；https://ntp.niehs.nih.gov/events/meetings/index.cfm?fa=c.register&meeting_id=8
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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」－3 月分
2020/3 JFE テクノリサーチ
12.
3 月の情報
12-1. 米国におけるナノ材料の規制動向
12-1-1. EPA は新しいナノシルバー製品の登録決定案に関するコメント期間を延長する
米国環境保護庁(EPA)は 2020 年 2 月 12 日に、臭い、変色、および摩耗の他の兆候に対抗するため
に新しいナノシルバー農薬製品を繊維製品に組み込む提案に関する一般の意見を求めていると発表し
た。提案された登録決定は NSPW ナノシルバー（銀ナノ粒子を活性成分とする抗菌農薬製品名）用で
あり、提案された農薬製品である Polyguard-NSPW マスターバッチ(Polyguard)は、臭い、変色、汚れ、
および劣化を引き起こす細菌、藻類、真菌、カビ（糸状菌）、ウドンコ病菌を抑制するために繊維に組み
込まれる。EPA によると、人の健康と生態リスク評価に基づいて、Polyguard 中の新しい有効成分が、
繊維に保存されている材料に対する連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法(FIFRA)に基づく規制基準を満たして
いると予備的に判断した。2020 年 2 月 27 日、ドケット ID EPA-HQ-OPP-2020-0043 に置かれたメモ
によると、EPA はドケットに含まれる文書を見直すために追加の時間を許可するべくコメント期間を 30
日間延長する要求を受けた。 メモは、EPA は「提案された決定と支持文書の適切な見直しを可能にす
るために、さらに 15 日間が十分であるに違いないと感じている」と述べている。 コメントの締め切りは
2020 年 3 月 30 日である。
EPA の発表；
https://www.epa.gov/pesticides/epa-proposes-registration-product-protect-textiles
コメントをドケットにポスティングすることを通知する覚書；
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP-2020-0043-0008
ポスティング用ドケット；
https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPP-2020-0043
12-2. EU におけるナノ材料の規制動向
12-2-1. EU がナノ定義（NanoDefine）方法マニュアルを発表
2020 年 1 月 28 日、欧州連合(EU)は、NanoDefine プロジェクト「ナノ材料の定義に関する EC 勧告の
実施を支援するための検証され、標準化された方法に基づく統合されたアプローチの開発」内で開発さ
れた 3 つの共同研究センター(JRC)報告書を集めたものである「ナノ定義方法マニュアル（NanoDefine
Methods Manual）」を発表した。マニュアルによると、NanoDefine プロジェクトの全体的な目標は、ナノ
材料の定義に関する欧州委員会(EC)勧告(2011/696/EU)の実施を支援することであった。 マニュアル
は、プロジェクトが EC 勧告に従って材料をナノ材料として識別することを可能にする統合された経験的
アプローチを開発したと述べている。 マニュアルは、次の 3 つのパートから構成されている：
・パート 1: NanoDefine プロジェクトのフレームワークおよびツール、それは NanoDefine フレームワー
ク、測定方法と性能基準に関する一般的な情報、および材料分類システム、意思決定支援フロースキ
ームおよび電子ツールのような NanoDefine によって開発されたツールをカバーする；
・パート 2: 方法の評価、それはサイズを測定するためのナノ材料キャラクタリゼーション方法の評価の
結果を議論する；そして
・パート 3: 標準操作手順(SOP)、それは NanoDefine プロジェクト内で開発された 23 の SOP を提示
する。
この結合されたドキュメントでは、3 つのパートがスタンドアロンレポートとして含まれ、それぞれに独自
の概要；目次；ページ；表；および図の番号付け；および参照文献がある。
ナノ定義方法マニュアル；
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d60fd79-4244-11ea-909901aa75ed71a1/language-en
12-2-2. ECHA はナノ形態に関するより多くのデータを提供するように企業に要請
欧州化学品庁(ECHA)は 2020 年 2 月 24 日にプレスリリースを発表し、受け取ったナノ材料の登録ドシ
エの数が少ないと述べた。 ECHA は、更新された化学物質の登録、評価、認可、制限(REACH)規則要
件に従って、36 の物質に対してナノ形態（Nanoforms）をカバーする 95 の独自の（unique）提出物のみ
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を受け取ったと述べている。ECHA は、ベルギーとフランスの国家インベントリーと化粧品に使用される
ナノ材料の欧州委員会(EC)カタログのデータに基づいて、約 300 物質の更新登録を受け取ることを期
待していた。 提出率が非常に低く、提出されたドシエの半分が技術的完全性チェックに失敗しているの
で、ECHA は、ナノ形態の登録ドシエを準備する方法について企業に実用的なアドバイスを提供するウ
ェビナーが利用可能であることを指摘している。プレスリリースによると、ECHA は、法的義務に対する
意識を高めるために必要とされる追加の行動をよりよく理解するために、主要な業界団体や加盟国と緊
密に協力している。ECHA は、また、例えば、意思決定と、人健康と環境のエンドポイントのためのマニ
ュアル、指示、およびガイダンスを更新するためのより多くのサポートを可能にするナノ材料ズエキスパ
ートグループの命令書を改訂することによって、コンプライアンスを改善するためにいくつかの短期的な
行動に従事していると述べている。REACH 附属書 VII および VIII 情報要件を満たすための検証済み
のテスト方法がまだ利用できない場合、ECHA は、実用的な制約を文書化する際に登録者をサポートし、
彼らが情報要件を満たすための全ての可能な努力を行ったことを彼らが示すことを確実にすることを助
けるためのテンプレートを公開した。ECHA は、有効な登録がなければ、REACH の範囲内にあるナノ
材料が現在市場に出回っているが違法であることを企業に思い出させる。
ECHA のプレスリリース；
https://echa.europa.eu/-/companies-need-to-provide-more-data-on-nanoforms
化粧品に使用されるナノ材料の欧州委員会カタログ；
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38284
ナノ形態登録のための実際的なウェビナー；https://echa.europa.eu/-/registering-nanoformspractical-advice?_cldee=Y2h1dHRvbkBsYXdiYy5jb20%3d&recipientid=lead5f1702cfc0e0e71180fa005056952b31-d6ca0f9467694f9bb7038e11544f108c&esid=4239e3596042-ea11-8116-005056b9310e
12-2-3. ドイツが TRGS 527：ナノ材料に関する活動の英語翻訳を発行
連邦労働安全衛生研究所(BAuA)は、技術、労働安全衛生、労働衛生の状態、ならびに分類及び表示
を含む有害物質に関する活動に関するその他の検証済みの科学的知識を反映した有害物質技術規則
(TRGS)を発行している。
BAuA は TRGS 527：「ナノ材料に関する活動」の英語翻訳を発表した。 TRGS 527 は、ナノ材料から
なる、またはナノ材料を含む物質、混合物、製品を使用した活動を実施している職場における従業員の
保護に関する規則を含んでいる。 これには、以下に関する規定が含まれる：
・適用の範囲；
・用語の定義；
・リスクの識別；
・リスク評価；
・保護措置；
・有効性テスト；そして
・従業員への作業指示と情報の提供、文書化。
TRGS 527 は、(EU) 2018/1881 によって修正された規則(EC)1907/2006 の附属書 VI に従った未登
録ナノ形態（フォーム）だけでなく、欧州連合(EU)の REACH 規則の下で登録されたナノ形態の物質を
含めるためナノ材料を定義している。TRGS 527 は、欧州委員会(EC)が確立された材料と新しい材料
間を区別しないことを指摘している。 それは以下の場合に適用しない：
1．活動がそれらに関して行われなければ、天然ナノ材料；
2．それらが製品として扱われなければ、作業プロセス(例えば、溶接フューム、ディーゼル粒子)の結
果として作成されたナノ材料。溶接、切断、金属材料に関する同様の手順のような活動に対して、
TRGS 528：「溶接作業」が適用される。 ディーゼル排ガスが発生する可能性のある作業領域での
活動に対して、TRGS 554：「ディーゼルエンジンの排気」が適用される；そして
3．TRGS 527 は、ナノ材料によって引き起こされるリスクに関する有害物質に関する規則、特に
TRGS 400：「有害物質に関する活動に対するリスク評価」を改正する。
TRGS は、その適用範囲内で、ドイツ有害物質条例の要件を指定する。雇用主が TRGS に準拠してい
る場合、その雇用主は、条例の関連する要件が満たされていると仮定することができる。 雇用主が別
のソリューションを選択した場合、そのソリューションは少なくとも従業員の同じレベルの安全と健康保護
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を達成する必要がある。 BAuA は、英語の翻訳は非公式のバージョンであることを指摘している。 元の
ドイツ語のテキストのみが法的効力を持つ。
「ナノ材料に関する活動」の英語訳；
https://www.baua.de/EN/Service/Legislative-texts-and-technical-rules/Rules/TRGS/TRGS527.html
12-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向
特に無し。
12-4. 国際的な動き
特に無し。
12-5. ナノ材料の安全性に関する情報
12-5-1. NIOSH が職場でのナノプラスチックとマイクロプラスチックに関する科学ブログアイテムを公開
2020 年 2 月 19 日、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、マイクロプラスチック(NIOSH によって
「5mm より小さいプラスチック粒子」として定義される)およびナノプラスチック(プラスチック粒子のナノス
ケールの画分)への職場暴露をレビューする「職場にナノプラスチックとマイクロプラスチックがあるか?」
と題する科学ブログを掲載した。NIOSH は、ナノ-およびマイクロプラスチック粒子(NMPP)は「環境およ
び機械的劣化(トップダウン機構)によって形成され得る」と述べている。 また、例えば、プラスチックの加
熱や燃焼(ボトムアップ機構)の間に、分子種の凝縮によっても生成されることがある。 NIOSH は、職場
での吸入暴露の次の例を提供する：
・トップダウン機構:
・プラスチック製品の機械的および環境的劣化の際に、それは廃棄物管理およびリサイクル作業にお
ける労働者の間でナノ-およびマイクロプラスチックへの潜在的な暴露につながる可能性がある；
・オフィス/テレワーカーや保管スタッフの間で暴露の可能性がある NMPPs と考えられる空気中の繊
維を生産することがあるカーペットおよび他の合成繊維製品の劣化；
・塵を発生させるポリマーおよびプラスチック製品の機械加工;そして
・ボトムアップ機構:
・高エネルギーまたは高熱プロセス(レーザー切断や高速掘削のような)、ポリマー複合材料の処理の
間、および 3D 印刷の間のプラスチックの溶融または融解による；そして
・プラスチック加工機やプリンターをホストする施設は、空中の NMPP に労働者を暴露させる可能性
がある。
NIOSH によると、ナノテクノロジー研究センター(NTRC)は、ナノ材料の暴露測定、評価、暴露軽減、ハ
ザード特性評価のアプローチを開発しており、これらのアプローチの多くは、職場におけるナノおよびマ
イクロプラスチックのリスクを特徴付けそして最小限に抑えることにも適用可能である。NIOSH は、現在、
ナノ-およびマイクロプラスチックの職業暴露限界値はないと指摘している。ナノ-およびマイクロプラスチ
ックの職業暴露限界値がない場合、NIOSH は、職場の安全努力は、隔離キャビネット、排気換気、およ
び排気のような適切なエンジニアリング制御を通じて、及び良い産業衛生慣行を利用して、潜在的な暴
露を最小限に抑えることに焦点を当てるべきだと述べている。
「職場にナノプラスチックとマイクロプラスチックがあるか?」；
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/02/19/microplastics/?deliveryName=USCDC_170DM20315
12-5-2. ナノ材料セクターは「ナノプラスチック」について話すときは特定的に－業界団体は、材料が「偶
発的に生じたもの」か「製造されたもの」かを示す必要があると述べている
ナノ材料セクターは、材料の起源を明確にするために、限定されていない「ナノプラスチック」という言葉
の使用をやめることを人々に求めている。ナノテクノロジー産業協会（NIA）は、その言葉を「孤立した状
況で」使用すると、製造されたナノ材料を環境で見られるナノスケールのプラスチック粒子と混同し、す
べてを否定的に見る可能性があると述べている。NIA は、そのウェブサイトで公開しているポジションペ
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ーパーで、科学出版物がますますこの用語を使用しており、欧州委員会と欧州食品基準局の両方が現
在使用していると述べている。しかし、100nm 以下のサイズのプラスチック粒子からなる材料を意味す
るとしてその言葉を使用することは「文法的に正しい」が、それは非限定的で曖昧でもある、と同協会は
述べている。
人々は、自分たちが以下のどちらを言及しているのかを示すことで、より限定的にすべきである：
•プラスチック製品の劣化または摩耗から形成される偶発的なナノプラスチック。 または
•製造されたナノプラスチック–工学的または意図的なナノプラスチックとしても知られている–それは特
定のナノスケール特性を示すように製造される。
この一般用語の使用は、世界のナノ材料セクターに有害な影響を及ぼし、製品やプロセスで社会が利
益を得る範囲を減らす可能性があると述べている。
以下にポジションペーパーを紹介する。
NIA とそのメンバーは、プラスチックを小さな粒子または破片と呼ぶ場合、注意と明確さを求めている。
「ナノプラスチック」は非限定的で曖昧な用語であり、すべての聴衆・読者に正確に提示するために限定
詞を考慮する必要がある。偶発的な「ナノプラスチック」、またはより具体的には偶発的なプラスチックナ
ノスケール材料は、プラスチックの劣化または摩耗によって形成され得る。製造された「ナノプラスチッ
ク」（つまり、プラスチックナノ材料）は、特定の製品特性を考慮して、ナノスケールで意図的に生産され
る。製造された「ナノプラスチック」の環境内での存在は、製品に組み込まれているため（マトリックスに
結合されているため）、非常に低いと予想される。
プラスチック廃棄物とその環境への影響に関しては、国民の関心が高まっている。 プラスチックの使用
と不適切な廃棄は、環境に放出され、UV 光や機械的な力などの要因にさらされると、陸地と水中の両
方に広く分散できる小さなサイズに破壊されるため、環境に影響を及ぼす。プラスチック粒子は、生態系
内に蓄積されることがますます実証されている。
5 mm 未満のプラスチックの破片は現在、一般的にマイクロプラスチックと定義されており[i]、ナノスケー
ルの粒子を含んでいる。小さいサイズのプラスチック粒子を区別するために、「ナノプラスチック」という
用語は、100 nm 以下のサイズを表すためによく使用される（参考文献[ii]、3）。「ナノプラスチック」という
用語は、科学刊行物[iii]でますます使用されており、欧州委員会による資金調達の呼びかけ[iv]や
EFSA [v]などの機関でも使用されている。
「ナノプラスチック」という用語は、ナノスケールの長さ（100 nm 以下、サイズが唯一の決定要因である
ナノ材料という用語に関する欧州委員会の勧告[vi]に従って）でプラスチックを記述するためには、文法
的に正しい一方で、「ナノプラスチック」は ナノ材料生産者にとって役立つまたは何かを代表する用語で
はない。環境で観察される（またはマイクロプラスチックの識別に基づいて予測される）「ナノプラスチッ
ク」は、意図的にナノスケールで製造されたものではない。代わりに、それらは偶発的であるか、または
環境に存在するプラスチックのより大きな形態の摩耗または劣化から形成される二次プラスチック粒子
と呼ばれる。現在の科学的実践では、環境で見つかったナノプラスチック粒子が意図的に製造されたも
のなのか、より大きな構造からの断片化によって生成されたものなのかを判断することは、まだできない。
NIA とそのメンバーは、「ナノプラスチック」という用語は一般的な用語であり、したがって、その使用は
明確さと正確さを確保するために限定されるべきであると強調している。「ナノプラスチック」という用語
は、状況に応じて「偶発的」または「製造/意図/設計」などの限定詞を追加して特定する必要がある。こ
れにより、意図的に製造された「ナノプラスチック」と、より大きなプラスチックの劣化または摩耗に起因
する偶発的な「ナノプラスチック」粒子が区別される。NIA とそのメンバーは、「ナノプラスチック」という用
語は非専門家、特に消費者を混乱させる可能性があり、その区別は、メディアおよび欧州委員会、欧州
ナノ材料観測所（EUON）および公的機関のような、その他の公開情報源からの理解とコミュニケーショ
ンを確保するために重要であると考えている。
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「ナノプラスチック」という用語を単独で使用すると、製造されたナノ材料と環境内のすべてのナノスケー
ルプラスチック粒子が混同される危険があり、すべての材料が負の観点で見られる可能性がある。「ナ
ノプラスチック」という用語の曖昧で不明確な使用は、世界のナノ材料セクターに有害な影響を与え、製
品およびプロセス内でのナノ材料の使用による潜在的な利益を減ずる可能性がある。NIA の現在の知
識では、意図的に製造されたナノプラスチックはほとんどなく、使用は主に研究所内の科学研究に限定
されている。
環境内の偶発的なナノスケールプラスチックの存在は、意図的に製造されたナノ材料の放出によるもの
ではないが、ナノテクノロジーセクターは、環境内で見られるナノスケールプラスチック粒子への対処に
貢献できる。意図的に製造されたナノ材料の生物学的相互作用の特性評価と理解の進歩により、環境
で見られる偶発的なナノスケールプラスチックの問題に対処するのに役立つモデル、分析ツール、およ
び方法が提供できる。
参照文献；
[i] EHCA Annex XV Restriction report – Proposal for a restriction: Intentionally added
microplastics
https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720 .
‘microplastic’ means a material consisting of solid polymer- containing particles, to which
additives or other substances may have been added, and where ≥ 1% w/w of particles have (i) all
dimensions 1nm ≤ x ≤ 5mm, or (ii), for fibres, a length of 3nm ≤ x ≤ 15mm and length to diameter
ratio of >3
[ii] Nanoscale Adv., 2019,1, 10551061 (https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/na/c8na00210j#fn1)
[iii] Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and
Categorization Framework for Plastic Debris https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b05297
[iv] See for example the funding calls for topics SC1-BHC-36-2020 Micro- and nano-plastics in
our environment: Understanding exposures and impacts on human health and CE-SC5-29-2020
A common European framework to harmonise procedures for plastics pollution monitoring and
assessments which both mention nano plastics.
[v] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2016.4501
[vi] Commission Recommendation of 18 October 2011 on the definition of
nanomaterial. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0696
ナノテクノロジー産業協会（NIA）のポジションペーパー；
http://nanotechia.org/sites/default/files/20200213_nia_nanoplastics_position_lo.pdf
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13.
頻出略語一覧
13-1. 米国
略語
現地語正式名称
ACC
American Chemistry Council
ACS
American Chemical Society
CDC
Center for Disease Control and Prevention
CPSC
Consumer Product Safety Commission
DHHS
Department Health and Human Services
EDF
Environmental Defense Fund
EDSP
Endocrine Disruptor Screening Program
EPA
FDA
FIFRA
NIH
NIOSH
NIST
NNI
NRDC
NSF
OMB
OPPT
OSHA
RCC
SNUR
SOCMA

TSCA

Environmental Protection Agency
Food and Drug Administration
Federal Insecticide, Fungicide, and
Rodenticide Act
National Institutes of Health
National Institute for Occupational Safety
and Health
National Institute of Standards and
Technology
National Nanotechnology Initiative
Natural Resources Defense Council
National Science Foundation
Office of Management and Budget
Office of Pollution Prevention and Toxics
Occupational Safety and Health
Administration
Canada-United States Regulatory
Cooperation Council
Significant New Use Rules
Society of Chemical Manufacturers and
Affiliates
Toxic Substances Control Act

13-2. EU
略語
ANSES

BAuA
BfR
Cefic
Danish
EPA
（DEPA）
Defra

日本語名称
米国化学工業協会
米国化学会
疾病予防管理センター
消費者製品安全委員会
保健社会福祉省
環境防衛基金
内分泌かく乱物質スクリーニ
ングプログラム
環境保護庁
食品医薬品局
連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法

分類
業界団体
業界団体
政府機関
政府機関
政府機関
環境団体
政策

国立衛生研究所
国立労働安全衛生研究所

政府機関
政府機関

国立標準技術局

政府機関

国家ナノテク・イニシアティブ
天然資源防衛協議会
国立科学財団
行政管理予算局
汚染防止有害物質局（EPA）
労働安全衛生局

政策
環境団体
政府機関
政府機関
政府機関
政府機関

米加規制協力会議

政府機関

重要新規利用規則
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）
有害物質規制法

政策
業界団体

政府機関
政府機関
政策

政策

現地語正式名称
Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et
du travail
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin
Bundesinstitut für Risikobewertung
European Chemicals Industry Council
Environmental Protection
Agency/Miljøstyrelsen

日本語名称
フランス食品環境労働衛生安
全庁

分類
政府機関

ドイツ連邦労働安全衛生研究
所
ドイツ連邦リスク評価研究所
欧州化学工業連盟
デンマーク環境保護庁

政府機関

Department for Environment, Food and
Rural Affairs

英国環境・食料・農村地域省

政府機関
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政府機関
業界団体
政府機関

略語
DG
SANCO
ECHA
EFSA
ENVI

現地語正式名称
Health & Consumer Protection
Directorate-Genera
European Chemicals Agency
European Food Safety Authority
Committee on the Environment, Public
Health and Food Safety

EUON
HSE
JRC
MEEM

EU Observatory for Nanomaterials
Health and Safety Executive
Joint Research Centre
Ministère de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Mer
Nanotechnology Industries Association
Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu
Restriction of Hazardous Substances
Directive
Scientific Committee on Consumer
Safety
Scientific Committee on Emerging and
Newly Identified Health Risks
Scientific Committee on Health and
Environmental Risks
Umweltbundesamt:

NIA
REACH
RIVM
RoHS
SCCS
SCENIH
R
SCHER
UBA

13-3. その他諸国・国際機関
略語
現地語正式名称
APVMA
Australian Pesticides and Veterinary
Medicines Authority
FAO
Food and Agriculture Organization
FoE
Friends of the Earth
GHS
Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of
Chemicals
IARC
International Agency for Research on
Cancer
ICCA
International Council of Chemical
Associations
ISO
International Organization for
Standardization
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
SAICM
Strategic Approach to International
Chemicals Management
UNEP
United Nations Environment
Programme
WHO
World Health Organization
WPMN
Working Party on Manufactured
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日本語名称
健康消費者保護総局

分類
EU

欧州化学品庁
欧州食品安全機関
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)
EU ナノ材料・オブサーバトリー
英国安全衛生庁
共同研究センター
フランス、環境・エネルギー・海
洋省
ナノテク工業協会
化学物質の登録、評価、認可
および制限に関する規則
オランダ国立公衆衛生環境研
究所
電気・電子機器における特定
有害物質の使用制限指令
消費者安全科学委員会

EU
EU

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
保健環境リスク科学委員会

EU

ドイツ連邦環境庁

政府機関

日本語名称
オーストラリア農薬・動物医薬
品局
国連食糧農業機関
フレンズ・オブ・アース
化学品の分類および表示に関
する世界調和システム

分類
政府機関

欧州議会
委員会
EU
政府機関
EU
政府機関
業界団体
政策
政府機関
政策
EU

EU

国際機関
環境団体
政策

国際がん研究機関

国際機関

国際化学工業協会協議会

業界団体

国際標準機構

国際機関

経済協力開発機構

国際機関

国際的な化学物質管理のため
の戦略的アプローチ
国連環境計画

政策

世界保健機関
工業ナノ材料作業部会

国際機関
国際機関

国際機関

UNITAR

Nanomaterials
United Nations Institute for Training
and Research
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（OECD）
国連訓練調査研究所

国際機関

添付資料-２

米国及び EU における内分泌かく乱物質の
規制動向
月次報告

JFE テクノリサーチ（株）

1

「米国及び EU における内分泌かく乱作用の規制動向」-4 月分
2019/4 JFE テクノリサーチ
1.
4 月の情報
1-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
特に無し。
1-2.
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
1-2-1. 内分泌学会（ENDO 2019）年会のニュースリリースの講演から 2 件を紹介
① BPA がマウスの概日リズムに影響を与え得ることを示唆する予備的研究結果
3 月 25 日に米国ニューオーリンズでの内分泌学会（ENDO 2019）年会で、カナダのカルガリー大学の
Kurrasch 準教授により発表された予備的研究結果によると、BPA は、出生前に BPA に暴露されてい
た妊娠マウスの仔の概日リズムに悪影響を与えることがあるという。概日リズムに及ぼす影響は BPA
に暴露されたマウスで既に観察されている多動性の一因となる要因かもしれないと彼女は指摘した。
様々な生物学的プロセスは、24 時間周期で振動を示し、睡眠と活動のパターンにリンクされている、い
わゆる概日リズムに結果として結び付く。
本講演によると、Kurrasch 準教授は、妊娠マウスに BPA を加えた食餌を供給した。
その後、仔が生後 12 週の時、科学者は仔の睡眠と活動のパターンがそれらの環境の光と暗闇のパタ
ーンの変化にどのように対応するのかをテストした。
パターンは、暗期 12 時間、その後、明期 12 時間で、4 週間とした。その後、次の 4 週間、不規則な光
パルスを伴う 24 時間暗期サイクルに変更された。
光パルスは、予期せぬ刺激に対する概日リズムの応答性をテストした。
妊娠中に BPA に暴露された仔は彼らの毎日のパターンと活動のタイミングの変化を示し、かく乱された
概日シグナル伝達を示す、と研究をリードしている Deborah Kurrasch は言った。有害影響は、動物が
24 時間暗闇の中に置かれたとき、より顕著であった。
② EDCs は 4 世代にわたってラットに悪影響を与えることがあると示唆する予備的実験結果
同じ会議で、ベルギー、リエージュ大学の大学院生 David Lopez Rodriguez は、EDCs は 4 世代にわ
たってラットに悪影響を与えることがあると示唆する別の研究からの予備的結果を発表した。
BPA 研究と同様に、本講演による研究では、妊娠ラット(F0 ラット)に可塑剤、殺生物剤、UV フィルター
を含む 13 の既知の EDCs 混合物を含む食餌を与えた。彼らは仔(F1 ラット) と後続の 2 世代 (F2 およ
び F3 ラット) の仔における有害影響を識別した。
F2 および F3 のラットにおいて、思春期遅発症を含む性的発育に対する影響があったが、F1 ラットにお
いては影響はなかった。しかし、たとえば世代を介して伝達されることが知られている行動である仔を舐
める時間が少なくなる、F1 ラットの母親のケア活動に対する影響があった。さらに、脳の視床下部領域
で、思春期と生殖作用に関与する遺伝子の発現と組織化が影響を受けた。
Lopez Rodriguez 氏は、結果は環境が DNA の組織化の変化-エピジェネティックな変化‐を通して遺伝
子発現に影響を及ぼし得るという最近の発見と一致した、と述べた。
これらに関して、アメリカ化学評議会（ACC）のスポークスマンは以下のような見解を示した；「使用され
た方法論の詳細な説明がなく、データにアクセスできないならば、 研究が意味のある結果を生産してい
るかどうか判断できない。科学者がこれまで調査した内分泌活性物質の大半は、内分泌活性の結果と
して典型的な暴露で健康への有害影響を引き起こすことが実証されていない。」
エンドクリン学会の Kurrasch の講演に関するプレスリリース；https://www.endocrine.org/newsroom/2019/endo-2019---bpa-exposure-during-pregnancy-can-alter-circadian-rhythms
同学会での Lopez Rodriguez の講演に関するプレスリリース；https://www.endocrine.org/newsroom/2019/endo-2019---endocrine-disruptors-alter-female-reproduction-throughout-multiplegenerations
Kurrasch の講演要旨； http://files.chemicalwatch.com/Kurrasch%20Nesan%20Abstract.pdf
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Lopez Rodriguez の講演要旨；http://files.chemicalwatch.com/Rodriguez%20Abstract.pdf
1-3.
EU における内分泌かく乱作用の規制動向
1-3-1. Echa はオクチル及びノニルフェノールエトキシレートの承認申請を大量に扱う作業部会を設置
Echa のリスクアセスメント委員会 (Rac) は、環境内分泌かく乱物質オクチル及びノニルフェノールエト
キシレート (OPnEO と NPnEO) に関する 50 以上の承認申請に対して当局自らで準備を進めている。
Echa は 2 月に OPnEO と NPnEO に関する 8 つの承認申請を受け、5 月には 40 以上の申請となる
と予想している。Rac は、初めて、承認申請を専門に取り扱う作業グループを立ち上げている。
OPnEO と NPnEO は両方とも SVHC（Substances of Very High Concern；高懸念物質：REACH 規
則第 57 条に認可登録すべき物質として指定）で、環境中での内分泌かく乱特性に基づいている。エト
キシレートは、下水処理時と環境中で分解し、より毒性の強い SVHC であるノニルフェノール (NP) とオ
クチルフェノール(OP) を形成する。
申請者を支援するための Q&A 資料で、Rac は、物質が複雑な環境分解挙動をする点を指摘した。最
悪の場合として、申請者は環境に放出されたすべての OPnEO または NPnEO が最終的に OP また
は NP として存在すると仮定すべきである、と Echa は示唆している。
Rac にとっての主な課題は、承認申請者の中には、閾値ベースのアプローチを選択するものがいる一
方で、他のものは、非閾値ルートに従う、ということである。10 年間、科学者と規制当局は、閾値に基づ
くリスク評価を内分泌かく乱化学物質 (EDCs) に適用できるかどうかの問題を議論している。つい最近、
Ulla Hass と Sofie Christiansen が率いるデンマーク工科大学のチームは、リスク評価はそれらを評価
する際にデフォルトとして非閾値アプローチを使用することを推奨するレポートを公表した。
Rac は、2016 年に公開された欧州委員会の報告書に従っている。報告書は、承認申請者は内分泌か
く乱化学物質がそれ以下で有害影響が生じないと予想される閾値を有するかどうか証明する責任があ
る、と述べた。「Rac は、評価の妥当性を評価し、この閾値の存在の可能性または閾値がないことを最
終的に決定する義務がある」と、報告書は述べた。
Rac は、「出願人は承認申請の目的のために OPnEO と NPnEO が非閾値物質であるとの仮定を選
択してもよい」と助言している。文書では、物質に閾値があったとしても規制目的のための十分な確実性
をもってそれを導き出すことは不可能かもしれない、と説明する。「このような状況で、物質は、申請者に
よって非閾値であると仮定されることができる」と、Rac は追加している。
委員会は、ほとんどの申請者が非閾値ルートを選ぶことを期待している。「それから、それは排出量が
本当に最小限に抑えられているかどうかを確認することが問題となる。だから実際には我々は、特に水
と土壌、堆積物への排出を防止/最小化するために実施されている対策をみている」と、Rac の議長
Tim Bowmer は述べた。
重要なことは、「問題を解決するために可能な限り排出量を最小限に抑える」ことである、と彼は付け加
えた。「我々は、廃棄物の収集の有効性、その廃棄物の処理、そして申請者が最終的に廃水処理プラ
ントに排出する可能性があるものに加えて、汚泥の運命、を見ている。」
また、Rac は、3 月の会合で、以下の 3 つの新しい制限提案は類似性があることで合意した:
・ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド放出剤;
・シロキサン D4、D5、D6;
・意図的に追加されたマイクロプラスチック。
ホルムアルデヒドに対して、Echa は試験室の空気中に 0.124 mg/m ³以上の濃度でガスを放出するす
べての物品の上市または使用を制限することを提案する。
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シロキサン D4、D5、D6 は、昨年 6 月に、持続性、生体内蓄積性及び毒性(PBT) 特性に基づく非常に
高い懸念物質 SVHC の候補リストに追加された。
洗い流し化粧品中の D4 と D5 の制限は、 2018 年 1 月 30 日に発効され、2020 年 1 月から適用され
る。
ただし、化粧品中の D4、D5、D6 の広い分散的な使用は、Echa の REACH 附属書 XV レポートによる
と、依然として放出の主要な排出源である。
マイクロプラスチックについては、「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」－4 月分（ 2019/4 JFE テクノリサーチ；経済産業省化学物質管理課委託）の 1-5-2.を参照さ
れたい。
制限提案に関するパブリックコンサルテーションは 9 月に終了する。
デンマーク工科大学の報告書；http://www.cend.dk/files/ED_Risk_report-final-2019.pdf
欧州委員会の報告書；https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-814F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
Rac Q&A paper；
https://echa.europa.eu/documents/10162/13637/npneo_and_opneo_for_agreement_final_en.pdf/
026cbafc-6580-1726-27f3-476d05fbeef0
ホルムアルデヒドに関する制限提案；https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions//dislist/details/0b0236e182439477
D4, D5, D6 に関する制限提案；
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_d4d5d6_axvreport_en.pdf/c4463b07-79a37abe-b7a7-5c816e45bb98
マイクロプラスチックに関する制限提案；https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions//dislist/details/0b0236e18244cd73
1-3-2. Echa、レゾルシノールの再評価の明確化を求める
レゾルシノール タスクフォースの Counsel acting（代理弁護士）は、物質が他の加盟国によって評価さ
れることを許可する決定に関して法的な明快さを求めて Echa に手紙を書いた。
2017 年に、フィンランドは、コミュニティローリングアクションプラン (Corap) の下で評価を終了し、それ
が潜在的な内分泌かく乱化学物質である懸念があると調査した。
その結論で、フィンランド安全化学物質庁 (Tukes) は、レゾルシノールが甲状腺機能に影響を与える可
能性があることを確認したが、それ以上の試験データを求めないことを決定した。Tukes は、利用可能
な試験方法では価値のある追加情報が得られないだろうと、考えた。
代わりに、Tukes は、レゾルシノールが同等の懸念のある物質とみなされ、それにより REACH の下で
の制限が提案されることができるかどうかの決定を助けるために、リスク管理オプション分析(RMOA)を
選択した。
しかし、今月、この物質の環境中での内分泌かく乱特性を再検討するフランスの提案が、更新されたコ
ミュニティローリングアクションプラン (Corap)に追加された。
3 月 21 日の声明で、レゾルシノールタスクフォースは、「レゾルシノールを再度組込む場合の法的根拠
も法的メリットもさらに説明されてきていない」ことに失望した、と述べた。
グループのために行動する弁護士から Echa への最近の手紙にもかかわらず、これはこのような明確
化を求めている、と付け加えた。
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フランスによって公表された正当化文書は、2 月の Echa の加盟国委員会 (MSC) 会議で既に提出され
た「議論に追加されるとは思えない」、と声明では述べている。それは「このような例外的な動きをサポー
トするために必要な証拠を提供するにははるかに及ばないままである」。
なぜ拡張された物質評価を監督するための責任がフィンランドに留まるのではなくフランスに切り替わる
のか、それは不明である、とグループは付け加えた。「これは、既存の物質評価が再開されたか、また
は新しい評価が開始されているかという質問を提起する。これらは、法的な観点から判断するための重
要事項である。」
タスクフォースは、如何なる識別されたデータギャップをも埋めるために作業を依頼する準備ができてい
る、と述べた。しかし、このようなコミットメントは信頼性の高い試験プロトコルに依存されなければならな
い、と付け加えた。「任意の結果の妥当性を損なうかもしれない現行 Lagda [両生類幼虫の成長と発育
試験] 研究プロトコルには、結果の妥当性をあやうくする可能性のある要素があり、これらは不必要な動
物試験を避けるために決定を下す前に考慮される必要があるだろう。」
レゾルシノールは染毛剤や化粧品に低レベルで使用されているが、その主な用途はタイヤや、難燃剤、
工業用染料などの化学品の物質の工業用中間体として、である。
それは EU で製造されておらず、10,000-20,000 トン/年の量で輸入されている。
Echa の意見
2 月 6 日に採択された MSC の見解は、フランスは「正当化文書に記載されている状況の変化」により、
同じ内分泌かく乱の懸念から、その物質が Corap 再評価（再挿入）されるように要求した、と述べた。
委員会は、内分泌かく乱化学物質の評価と規制はフランス当局の優先事項である、と指摘した。
MSC は、「どんな措置もある加盟国による物質評価の下で取られる必要がないという結論は、その物
質の入手可能な情報が変更されていないとしても、その物質を Corap に再挿入（評価）するように要求
することを妨げるものではない。」と述べた。
フィンランドは決定草案を発表していないので、フランスは、「[物質評価] プロセスにおいて、フィンランド
の評価に(改訂提案を使用して) 正式に反応するための機会がなかった。」
Echa は Chemical Watch 誌に、まだレゾルシノールタスクフォースの手紙への返事はない、と言った。
レゾルシノール タスクフォースのステートメント；
http://files.chemicalwatch.com/RTF%20Press%20Release%20on%202019%20CoRAP%20Finali
sation%20-%2021-03-19%20%20%282%29.pdf
フランス Corap の正当化文書；http://files.chemicalwatch.com/corap_justification_203-5852_fr_12086_en.pdf
1-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
1-4-1. Horizon 2020 プロジェクト EDC -MixRisk は、混合物のリスクを評価する簡単な方法を提供
する－プロセスを単純化するための「重要なステップ」となる
EU Horizon 2020 資金供給プロジェクト EDC -MixRisk は、人口の大部分に関連する少数の化学物質
混合物を特定し、それは、混合物のリスクを評価する簡単な方法を提供することができる。
EDC-MixRisk 政策概要(policy brief)は、「これは、異なる混合物のすべての可能な組み合わせを試験
することは不可能なので、前進への重要な一歩である」と述べる。
研究プロジェクトは、2019 年 1 月で終了した。スウェーデン、ストックホルムのカロリンスカ研究所の
Ake Bergman によってコーディネートされたプロジェクトは、子どもの健康と発育に対する疑わしい内分
泌かく乱化学物質(EDCs)の混合物への出生前暴露の影響を調べた。
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EDC-MixRisk は、「実際の」EDC 混合物を特定し、試験した。スウェーデンの環境の長期的な変化を扱
った母子、喘息とアレルギー(Selma) 研究からの疫学データを用いて、研究者は実際の暴露を模倣す
る参照混合物を作成した。それから、彼らは成長と代謝、神経発達と性的発達の観点から潜在的な有
害影響のために細胞と動物モデルでそれらを試験した。
結果は、単一の化学物質の評価が 1 から 10 倍、混合物のリスクを過小評価している可能性があること、
を示唆する。
重要なこととして、プロジェクトは、80%の女性が参照混合物に類似する実際の混合物に暴露されてい
ることを発見した。
政策概要は、プロジェクトの方法が「より信頼性の高い経験的な情報を提供し、実際の生活シナリオをよ
りよく反映することによって、より関連性のあるリスク評価と管理に大きく貢献できるだろう」と、示唆する。
EDC-MixRisk は、2019 年 3 月 26 日にブリュッセルで開催されたワークショップ「化学物質カクテル挑
戦」の一部としてその政策概要を発表した。ワークショップは、EuroMix プロジェクトと共同で開催された。
プロジェクトのプレスリリース；https://edcmixrisk.ki.se/2019/03/26/press-release-health-risksassociated-with-mixtures-of-man-made-chemicals-are-underestimated/
プロジェクトの政策概要；https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-BriefEDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf
EDC-MixRisk プロジェクト；https://edcmixrisk.ki.se/
国際機関における内分泌かく乱作用の規制動向
1-5.
1-5-1. BPS は前立腺に影響を与える可能性がある、とげっ歯類の研究が示唆している
ブラジルの研究者らの、げっ歯類の研究によると、ビスフェノール S (BPS) は前立腺の内分泌かく乱化
学物質として作用する可能性がある。
BPS は、BPA の最も安価な代替品であり、BPA は、生殖毒性であるために、非常に高い懸念のある物
質の候補リストに記載されている。また、BPS は、人の健康と環境におそらく深刻な影響を引き起こす
内分泌かく乱作用がある。
その結果、EU の 製紙メーカーは、2016 年の制限に従って感熱紙において BPA をますます BPS に置
き換えており、それは 2020 年に施行される。
「これらのビスフェノールの類似体の無秩序な生産は、環境中へのこれらの化合物の大規模な放出を
促進し、健康に対するこれらの物質の影響の知識はまだ非常に乏しい」と、ブラジルの研究者らは雑誌
Reproductive Toxicology で書いた。
ブラジルのゴイアス連邦大学の Fernanda Cristina Alcantara Santos が率いる研究者らは、40 μg/kg/
日の用量で、28 日間 BPS にスナネズミを暴露させた後、BPS と BPA 投与スナネズミの前立腺を調査
した研究結果を報告した。
研究によれば、両方のタイプのビスフェノールの暴露がテストステロンまたはエストラジオールの血清レ
ベルに変化を引き起こさなかったことを示した。形態学的には、女性の前立腺に対する BPS および
BPA の効果は類似しており、前立腺組織区画の変化、腺過形成、アンドロゲンおよびエストロゲンαの
上方制御ならびに細胞増殖の増加を含んでいた。男性では、前立腺が BPS 群でより顕著な形態学的
変化および増殖性異常を示したため、BPS および BPA は異なる効果を促進した。したがって、この研
究は、BPS が男性および女性のスナネズミの前立腺において内分泌かく乱を引き起こしたことを示した。
2015 年の見解で、Echa のリスク評価委員会 (Rac) は、BPS は「BPA と同じ多くの健康有害作用があ
ると疑われる」と、述べた。
ベルギーは、BPS を潜在的な内分泌かく乱物質と、疑わしい CMR (発がん性、変異原性、生殖毒性)
物質として評価している。
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雑誌 Reproductive Toxicology の論文要旨；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623818305239?dgcid=raven_sd_via_em
ail
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「米国及び EU における内分泌かく乱作用の規制動向」-5 月分
2019/5 JFE テクノリサーチ
2.
5 月の情報
2-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
2-1-1. 連邦政府が 2020 年度予算大統領案を発表、EDSP プログラムの予算が廃止される
3 月 11 日、大統領府行政管理予算局（OMB）は 2020 会計年度（2019 年 10 月 1 日～2020 年 9 月
30 日）の予算教書（大統領案）を発表した。OMB は、予算教書発表のプレスリリースで、今回の予算案
策定における優先課題の一つに、「連邦政府による無駄な歳出の削減」を挙げている。
大統領予算教書に合わせて EPA が発表した補足資料によると、EPA のプログラムの内、化学品規制
に関わる「有害物質リスク評価・防止（Toxics Risk Review and Prevention）」分野については、中心的
な「化学品リスク評価・低減（Chemical Risk Review and Reduction：CRRR）」プログラムへの予算集
約が図られている。具体的には、CRRR は 531 万ドルの増額とする代わりに、「内分泌かく乱物質スク
リーニング（EDSP）」「汚染防止（Pollution Prevention：P2）」「鉛リスク低減（Lead Risk Reduction）」の
3 プログラムについては予算廃止を提案している。有害物質規制法（TSCA）の 2016 年の改正に伴う
移行作業を担う CRRR に人的リソースを集めると同時に、予算廃止される各プログラムの必須業務（法
定義務がある必要最低限の業務など）は EPA の既存業務（EDSP では殺虫剤プログラム）の範囲内で
継続すると説明している。
EPA は、これらを実現するため、内分泌かく乱化学物質を含む多数の化学物質をより短時間で効率的
にスクリーニングするための革新的な計算およびハイスループット方法「CompTox」の開発におけるリ
ーダーであり続けるとしている。これらの方法はより安価で、脊椎動物を使用する必要性を減らし、そし
て表される関連する生物学的エンドポイントの数を拡大する。そして 2020 年度には、CompTox の研究
は、多様な規制の枠組み（例：TSCA、FIFRA、FQPA、FFDCA、SDWA）および複数の EPA プログラム
オフィスにまたがる政府機関の活動に不可欠な支援を提供する。新しい評価方法の開発と適用は、機
関の業務に著しい効率と有効性を追加し、効果的な決定と行動を支援するための情報を合衆国に提供
するという。
2020 会計年度予算教書（大統領案）：
OMB プレスリリース：https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/administration-presentspresident-trumps-fiscal-year-2020-budget-request/
予算教書原文：https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/budget-fy2020.pdf
2020 会計年度 EPA 予算（大統領案）付属資料：https://www.epa.gov/sites/production/files/201903/documents/fy-2020-congressional-justification-all-tabs.pdf
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
2-2.
特に無し。
2-3.
EU における内分泌かく乱物質の規制動向
2-3-1. 専門家は全分野に対して「同一の」EDC 管理を要求する
請願を所管する欧州議会内委員会(Peti)によって委託されたフランス科学レポートによると、現在の EU
の規制枠組みは、内分泌かく乱化学物質(EDCs)の影響から人間の健康と環境を保護していない。
レポートは、欧州議会が EDCs を規制するためのより大きな EU の行動を求める決議案を採択する投
票の前にその背景を提供した。
「第 7 回環境行動プログラム（EAP）によって約束されるように、すべての EDCs が 2020 年までに非常
に高い懸念のある物質として認識されるという目的が達成されることは殆どないだろうと、レポート作成
者 Barbara Demeneix と Rémy Slama は書いている。
専門家は、「EDCs 使用が、集団的暴露を必然的に伴うであろう全分野、特に農薬、食品接触材料・添
加物、消費財、化粧品、医療機器および玩具、に亘る EDCs の同一管理」を要求する。
任意の分野で効率的に EDCs を特定するために、現在「不十分なデータ要求」しかない、と彼らは書い
ている。「すべての EDCs のモダリティ（存在様態）とエンドポイントをカバーする EDCs テストの使用は、
業界によって提出されるすべての申請ドシエで強制されるべきである」と彼らは追加する。
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しかし、また、彼らは、特に甲状腺系と代謝ホルモンに対して、試験法開発と検証を加速することが「急
務である」ことを明らかにする。また、規制者は、EDCs 特性を評価するとき、学術出版物の活用を行う
必要がある、と彼らは追加する。
著者は、現在 OECD テストガイドラインの検証プロセスは 10 年もの長さがかかると指摘する。
「主な問題の 1 つは、試験法を提案している国は、現在の経済情勢で、困難であるかもしれない試験を
実行するために金融・インフラリソースを見つけなければならないことである」と彼らは言う。
フランスは、問題を認識して、EDCs 戦略中の EDCs の試験とその検証のためのナショナルセンターを
提案している、と彼らは追加する。
専門家は、試験法開発以外に、優先する必要がある 6 つの研究分野を提案する：
・EDCs のエピジェネティック（DNA の配列変化によらない遺伝子発現を制御・伝達するシステム、す
なわち、細胞分裂を通して娘細胞に受け継がれるという遺伝的な特徴を持ちながらも、DNA 塩基
配列の変化(突然変異)とは独立した機構である。）な影響；
・世代を越えての影響；
・マイクロバイオーム（微生物叢）に及ぼす影響；
・グリーン・ケミストリー；
・新規の EDCs モダリティ；そして
・人への EDCs 影響のための用量反応関数をキャラクタライズすること。
低用量影響
科学レポートは、EDCs が、より高い暴露よりもより低用量で、より強い悪影響を引き起こすことが観察
されてきている、非単調影響をカバーしている。その結果、「用量反応関数をキャラクタライズし、少ない
数(いくつかの規制テストで通常 3 つ) の用量をテストすることで、安全なしきい値を識別しようとすること
は、EDCs にとって役に立たないことかもしれない」とそれらは示唆する。
彼らは、EDCs の特定の作用に関する科学的な知識を考慮すると、「安全なレベルを設定できるとは考
えにくい」と警告する。「結果として、物質が EDC であるならば、『'承認されたレベル』 (またはリスク評
価) のロジックは暴露なしロジックによって置き換えられる必要がある。」
研究者らは、彼らの推奨は「多数の不十分にしかキャラクタライズされていない物質の禁止につながら
ない」と確信している。推奨事項に従うことは、「有害影響の証拠がある物質の使用減少または禁止と
一般的な集団への暴露を必然的に伴う製品でのそれらの使用につながるだけだろう」、と彼らは結論を
下す。
Demeneix 教授は、パリの国立自然史博物館の、国立センター科学研究ユニットのチーム リーダーで
ある。Slama 博士は、環境疫学者でフランス国立健康医学研究所上級調査官である。
Peti 委託フランス科学レポート;
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_E
N.pdf
2-3-2. EU 議会は、EDCs へ「迅速に」取り組むことを次期の欧州委員会に要請する
欧州議会議員（MEPs）は、内分泌かく乱物質、特に玩具、化粧品、食品接触材料に「迅速に」取り組む
ことを次期の欧州委員会に圧力をかける決議を承認した。
4 月 18 日、欧州議会は、すべての政治グループによって提出された決議を承認し、これら 3 つの分野
における焦点をはっきりさせ、2020 年 6 月以前に EDCs の各分野共通の定義を開発することを次期の
EU 執行部に要求した。提議は、賛成 447、反対 14、棄権 41 の圧倒的多数で通過した。（二つの修正
を含む。）
決議は、法的拘束力がなく、何らの即時の実務上の影響はない。それはむしろ政策的立場を表しており、
次期の委員会に対する現在の議会の最後の警告として見ることができる。
MEPs は、委員会提案の EDCs 戦略は健康と環境への EDCs 暴露によってもたらされる脅威に対処
するには「適切でなく」、それは第 7 回 EAP で要求されているものに「応えていない」と、言った。
これまで、欧州委員会は、殺生物剤と農薬に対してのみ EDCs を識別するための基準を設定している。
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MEP の批判
投票の前に、マルタ MEP の Miriam Dalli は、玩具と化粧品を除くほかに、戦略は消費者と生産者の両
方に影響を与える「国内法規の断片的なパッチワークにつながる」と述べた。
しかし、輸送担当欧州委員 Violeta Bulc は、「物質の取扱いが異なることは、それ自体が一貫性のない
脅威を意味するのではない」と答えた。委員会は「一貫性があるべきであることに同意する」としても、法
律を修正する前に「変更が必要であるかどうか及びどのような変更が必要であるか」を理解する必要が
ある、と彼女は付け加えた。また、Ms Dalli は、委員会の継続的な遅れを批判した。「具体的な行動を延
期することは我々ができるだけの贅沢ではない」と彼女は言った。
英国の MEP Julie Girling は、EU 執行部の「データの調査と検証は迅速化される必要がある」と述べ
た。
現在の行動の不足は「絶対に信じられない」とフランスの MEP Michèle Rivasi は言った。EDCs は「世
界の脅威」であり、「数千」の科学的な出版物によって示されるように、それらの暴露が増加している、と
彼女は付け加えた。彼女は、議会が取り上げてきたことに基づいて、行動計画を提供することを次期の
委員会に求めた- EDCs は CMRs と同じように排除されるべきである。
これまでのところ 8 物質だけが EU データベース中で内分泌かく乱物質として特定されている、とベル
ギー の MEP Frédérique Ries は述べ、「EDCs とは何か」の定義が存在しないを付け
加えた。
Bulc 欧州委員は、MEPs に、「既に各行動に関する作業を始めており、我々はステップアップし、
EDCSs に関連する既存政策を実行する」と語った。
プレスリリースで、NGO 内分泌学会は次のように述べた：「我々は、この決議が最新の科学に基づいて
強い政治的な信号を発信していることを称賛する。それは、公衆衛生に対する化学品混合物への我々
の日々の暴露の累積的な影響に対処するために EU が真剣に行動する時期である」
批判を浴びて
これは EDCs に関して行動するよう欧州委員会への現在の議会による最後の呼びかけである一方、こ
の圧力は新しいものではない。委員会は、過去数年間の間に数回、批判を浴びている。2019 年 1 月、
環境委員会からの MEPs は、EDCs に関する実際的な措置の欠如に対して委員会を非難した。
そして、2016 年 5 月に、議会は、EU 執行部は EDCs を定義するための科学的な基準を公表する法的
義務を遵守しなかったという問責決議を提案した。
欧州議会の決議；
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0241_IT.html?redirect
決議の修正〈1－4〉；http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0241-AM-001004_IT.docx
決議の修正 5；http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0241-AM-005005_IT.docx
欧州委員会のコミュニケーションに関するプレスリリース；
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6287_en.htm
欧州委員会の EDCs に関する EU の包括的フレームワークに関する欧州議会へのコミュニケーション
（2018/11/7）；
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0734&from=EN
2-3-3. 欧州議会のシンクタンクが EDCs 法規制動向に関する研究を発表
欧州議会は、近年の内分泌かく乱化学物質に関する EU の科学と規制の議論の重要な時機の概要に
関する研究を公開している。
この欧州議会調査サービスによる研究は、内分泌かく乱作用の決定のための科学的な規準と内分泌
かく乱化学物質の枠組みを設定する 2018 年の欧州委員会規制を含む動向に焦点を当てている。
それは、EU の最新の規制や戦略的アプローチに影響を与えている EDCs 討論の 3 つの主な領域に
ついて概説している：
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・科学的なレベルでのギャップと相違；
・議論の的（重要な問題）になっている規制の問題；
・ステークホルダーの 2 つの主なカテゴリー間の「強く相反する」意見: NGOs と業界関係者。
研究は、欧州委員会が物質に取り組むという長年の懸案だった戦略を概説した後、ほぼ 6 ヶ月で出さ
れる。NGOs と MEPs を含むいくつかの関係者が EU 執行部の戦略方法を非難している。
EPRS (European Parliamentary Research Service)による研究（2019 年 4 月）；
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631743
2-3-4. 欧州委員会は EDCs 化粧品優先順位リスト公表を遅らす
EU は、年末に新しい欧州委員会が就任するまで、化粧品における潜在的な内分泌かく乱物質の優先
順位リストの発表を延期した。
当初 2019 年第 1 四半期に発表を予定していたリストは、化粧品での使用が未だ禁止されていない、ま
たは発癌性物質、変異原性および生殖毒性 (CMR) 物質に適用される特定の禁止事項がない、EDCs
と疑われている物質を含む。
2018 年末に、委員会は、農薬と殺生物剤の分野における影響評価の中で実施されたスクリーニング調
査に基づいた予備リストを作成した。リストは 12 月に委員会の化粧品に関するワーキンググループと
共有され、さらに入力を行った。
これに基づき、EU 執行部は内部分析を行い、消費者安全に関する科学委員会(SCCS)に相談し、化粧
品中の多くの新しい潜在的な EDCs を特定した。
リストが公表されると、委員会はこのデータに対してさらに、 3 カ月の公開のデータ募集を開始する。そ
の後、SCCS は、リスク評価を行う可能性があり、それらが化粧品での使用が安全でないことが分かっ
た場合、これらの物質に対する可能な規制措置につながるかもしれない。
11 月に、欧州委員会報告書は、化粧品中の内分泌かく乱化学化学物質を管理する EU 規定は「十分
な」ものである、と述べた。報告書は、内分泌かく乱作用を持つ物質に関する化粧品規制の遅延したレ
ビューの一部である。EU 執行部は、2015 年 1 月までにこれを提供する義務があった。
2018 年末、欧州委員会は、調和された識別基準と一貫した政策を目標とする長年の懸案だった戦略
の一環として、内分泌かく乱化学物質に関連する既存の法律の包括的なスクリーニングを開始する、と
発表した。
欧州議会議員らは戦略を批判し、2020 年 6 月までに玩具、化粧品、FCM （食品接触材料）の分野にお
ける内分泌かく乱化学物質に関する具体的な行動を取るように EU 幹部に圧力をかけている。
化学物質管理専門誌 Chemical Watch の記事；https://chemicalwatch.com/76752/commissiondelays-edcs-cosmetics-priority-list-publication
2-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
2-4-1. サウジアラビアの研究はカップルにおけるフタル酸エステル暴露を妊娠失敗と関連づけている
サウジアラビアの体外受精クリニックでの 600 人近くのカップルを対象とした研究では、フタル酸エステ
ル暴露と臨床的妊娠及び生児出生の失敗のリスク増加との間に明白な関連を発見した。
女性とその男性パートナーの両方のフタル酸エステルレベルが考慮されたとき、関連性はより強くなり、
不妊治療の結果を評価するためのカップルベースのアプローチに従うことの重要性を示す。
フタル酸エステルは、ポリ塩化ビニルの可塑剤として使用されているし、化粧品、食品、玩具、建設資材
などの日用品中に存在する。
研究者は、リヤドの King Faisal Specialist Hospital and Research Centre で体外受精 (IVF) や卵細
胞質内精子注入法 (ICSI)を受けている、男女両方の暴露レベルを調べた。
彼らは尿中の 8 つの既知代謝物を測定した：
・モノエチルフタル酸(MEP);
・モノ-n-ブチルフタル酸(MnBP);
・モノ-イソ-ブチルフタル酸(MiBP);
・モノベンジルフタル酸 (MBzP);
・モノ-(2-エチルヘキシル)フタル酸(MEHP);
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・モノ-(2-エチル-5-ヒドロキシヘキシル)フタル酸(MEHHP);
・モノ-(2-エチル-5-オキソヘキシル)フタル酸(MEOHP);および
・モノ-(2-エチル-5-カルボキシペンチル)フタル酸(MECPP)
彼らの分析は、不妊治療を受けているカップルの間で高いフタル酸エステル暴露を明らかにした。
彼らは Chemosphere 誌に「親のフタル酸エステルへの高い暴露は、彼らの発生・生殖影響のため大き
な公衆衛生上の懸念であるはずであり、より多くの研究が必要である」と書いている。
特に、MEP と MEHP は臨床的妊娠と生児出生の失敗のリスクの最大の増加と関連していた。
また、MEHP は、妊娠の最初の数日間に起こる非常に初期の流産である生化学的な妊娠のリスクに関
連していた。先行研究と同様、本研究では、彼らは低受精率と女性や男性における尿フタル酸エステル
代謝産物との間の関連を見出さなかった。
人間の生殖における重大事象は自然妊娠の女性で観察することは困難なので、体外受精は環境汚染
物質の影響の証拠を取得する機会を提供する。
研究者らは、研究の限界を指摘し、結果は「注意して解釈される」べきであると勧めた。それにもかかわ
らず、彼らの発見は「フタル酸エステルへのカップルの暴露が体外受精の転帰に影響を及ぼし得るとい
う現在の証拠をサポートする」と述べている。
「その他の健康上のアウトカムに及ぼすこれらの化学物質の広範な影響」のために、結果は「懸念」をか
きたてるはずである、と彼らは結論づけている。
Chemosphere（ELSEVIER；オランダ・アムステルダムを本拠とする国際的な、医学・科学技術関係を
中心とする世界最大規模の出版社）；VOLUME 226, July 2019, Pages 597-606
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519305922?via%3Dihub
国際機関における内分泌かく乱物質の規制動向
2-5.
特に無し。
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「米国及び EU における内分泌かく乱物質の規制動向」-6 月分
2019/6 JFE テクノリサーチ
3.
6 月の情報
3-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
3-1-1. イリノイ州は、領収書中の BPA 及び化粧品動物試験法案を通過させる
イリノイ州議員は、ビスフェノール A (BPA) を含む領収書と、動物を使って試験された化粧品の販売を
禁止する法案を通過させた。法案(HB 2076 と SB 241)は、Consideration(署名、認可または拒否権行
使)のため知事 JB Pritzker に今届けられている。
当初、代表 Karina Villa (民主)によって提出された、HB 2076 は、コーティング中に BPA が含まれてい
る紙の製造を禁止し、領収書や他のビジネスや銀行の記録を作るためのそのような感熱紙の流通また
は使用を禁止するために、州の環境保護法の改正を求めている。
法案は当初 4 月 11 日に、下院で 76 －37 で通過したが、上院に到達したときに大幅修正された。新し
いバージョンは、5 月 21 日に上院で、5 月 30 日に下院で全会一致の承認を受けた。
法律として採択された場合、禁止は 2020 年 1 月 1 から施行される。その日付前に製造された感熱紙
は、免除されるだろう。
知事は、60 日以内に法案に署名するか又は反対するかのどちらかを選択するか、あるいは、その後は
彼の署名なしで法律になる。
コネチカット州は、2011 年に BPA 感熱紙領収書を禁止した最初の米国の州になった。ニューヨークとマ
サチューセッツ州は、それぞれ法案 S 1096 と S 1247 のどちらも委員会から進んでいないが、各州独
自の禁止を制定するために今年、法律を導入している。一方、カリフォルニア州議会は、一つには BPA
暴露が小売店の従業員に与えるリスクもあるために、要求されない限り、企業が紙の領収書を提供する
ことを阻止する法律を検討している。イリノイ州の 2019 年立法会議でも同様の「スリップ（伝票）をスキ
ップ」(Skip the slip)する法案 (HB 3486) の導入を検討したが、それは委員会で停滞している。
化粧品動物試験
別の行動として、イリノイ州議会は、製造業者が動物で試験した化粧品を輸入または販売することを阻
止する法案（SB 241）に合意した。
昨年カリフォルニア州で法律になった法案と同様に、この法案には他の管轄からの要件を満たすように
試験されている製品に対する特定の免除が含まれている。 法律が施行される前に試験された製品や
原料には適用されない。署名され法律になった場合、禁止は 2020 年 1 月 1 日から施行され、既存の
在庫の 180 日間の販売期間がある。
BPA が含まれている紙の製造・流通・使用の禁止法案 2076;
http://ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2076&GAID=15&DocTypeID=HB&LegId=1176
46&SessionID=108&GA=101
「スリップ（伝票）をスキップ」する法案 3486;
http://ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=3486&GAID=15&DocTypeID=HB&LegId=1200
97&SessionID=108&GA=101
動物で試験した化粧品を輸入または販売することを阻止する措置法案 241；
http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=241&GAID=15&DocTypeID=SB&LegID=1
16139&SessionID=108&GA=101&SpecSess=0
3-1-2. メイン州は食品包装中の PFASs、フタル酸エステル類に関する法律に投票する
メイン州議会は、食品包装中でのフタル酸エステル類と PFASs の使用を排除し、それらの材料中の他
の懸念物質を評価するためのシステムを整備する法案を承認した。
法案(LD 1433)は、6 月 3 日の週の早々に、州議会の両院によって承認され、その後、知事 Janet
Mills の検討に進む。
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知事に署名されて法律になった場合、法案は、フタル酸エステルが「偶発的に存在するよりも多く意図
的に導入」されている、インク、染料、顔料、接着剤、安定剤、コーティング、可塑剤、またはその他の添
加物を含む食品包装の販売を 2020 年から禁止する。
対象となる材料には、プラスチック使い捨てフードサービス用手袋、食品および飲料用パッケージおよび
それらのコーティング、クロージャ（栓）、インキやラベルのような構成品が含まれる。
また、法案は、より安全な代替が特定されている場合、州の環境保護局がペルフルオロアルキル及び
ポリフルオロアルキル物質 (PFASs) が意図的に添加されている包装の販売を禁止するルールを制定
することを承認する。
二つの物質の禁止は、代替物質が、排除されるものと同等またはそれ以上の危険性を示さないという
要件を伴うだろう。
優先化学物質
これらの 2 つのクラスの物質に対する措置を超えて、法案は、懸念物質と要件の開示を日常的に決定
し、それらの可能な制限を検討するためのスキームを整備することを求める。
すなわち、法律は、担当部門に、特定のハザードと暴露の規準を考慮して、10 の「高懸念食品接触化
学物質」のリストを作成し定期的に更新することを課すだろう。
このリストから、州は「優先食品接触化学物質」を決定することができる。このような物質を含む製品を
最低限のレベルを超えて製造または流通する企業は、販売された単位数、使用された優先化学物質の
量と包装におけるその意図された目的に関する詳細を含む、使用状況に関して報告することを要求され
るだろう。
また、法律は、製品の流通が懸念物質へ「直接的または間接的に消費者を暴露する」証拠があり、同等
のコストでより安全な代替品が入手可能である場合、州に優先化学物質を含む食品包装を禁止する規
制を課す権限を認めるだろう。
この措置は、食品接触材料中の PFASs を禁止するための法律をワシントン州が 2018 年に採択したこ
とに続くものである。メイン州でのように、ワシントン州の禁止は、特定する州の生態学部門がより安全
な代替品を特定することを条件として、2022 年 1 月 1 日に施行されるだろう。
また、カリフォルニア州サンフランシスコは、PFASs を含む使い捨ての食品用サービスウェア
(servicewear) の販売の禁止を都市全体に広げることを採用した。これは来年 2020 年に施行される。
一方、小売業者は、食品包装中の懸念物質の精査の増大に直面している。昨年、食料品チェーン
Whole Foods と Trader Joe’s は、NGO レポートに続いて特定の PFAS 含有製品を段階的に廃止す
る手順を発表した。
メイン州措置（LD 1043；An Act To Protect the Environment and Public Health by Further Reducing
Toxic Chemicals in Packaging )；
http://legislature.maine.gov/LawMakerWeb/summary.asp?paper=HP1043&SessionID=13
修正された法案；
http://www.mainelegislature.org/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP1043&item=2&snum=129
3-1-3. 米国の州は、PFAS 泡消火薬剤法に関して EPA を上回る規制を実施している；専門家の見方
Barnes & Thornburg LLP の環境および有害物質不法行為訴訟パートナーCharlie Denton は、パート
ナーTammy Helminski と Jeff Longsworth と共に、EPA が連邦政府の官僚主義を通して混乱させる一
方、どのようにジョージア州、ミシガン州およびミネソタ州を含む各州が立法を押し進めているかを調べ
ている。その中で、米国の各州における PFAS 泡消火薬剤の規制の概要を整理するとともに、各州の
規制に対する専門家としての彼らの見解を以下のようにまとめているので、紹介する。
ペルフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル物質 (PFAS) を含む泡消火薬剤が可燃性液体火災
の消火に非常に効果的であることに関しては議論の余地がない。この火災抑制剤材料は水性膜形成
泡(AFFF)としても知られている。ジェット燃料のような可燃性液体の火災と戦うために非常に効果的だ
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が、環境、健康、及び安全性への懸念は、連邦と州の機関および議会に PFAS 含む泡消火薬剤の規
制を検討することを求めている。PFAS 化学物質を含むこれらの泡消火薬剤を規制するかどうか、また
どのように規制するか、は熱く討論されているトピックである。
連邦レベルでは、EPA は、様々な連邦環境プログラム(TSCA、包括的環境対処補償責任法
(CERCLA) 、水質浄化法 [CWA]を含む) の下で PFAS 化合物を規制するかどうか、またどのように規
制するかを評価するため 2019 年 2 月 14 日に PFAS アクション計画を発表したが、EPA の主な焦点
は、PFAS が 環境に放出された場合の環境および公衆衛生の懸念 (例えば、PFAS 化合物に対する安
全な飲料水限度、土壌・地下水の修復基準、等)にある。
「EPA の計画は、PFAS に関する規制全体の一部を埋めるために役立つかもしれないが、一方で EPA
は、州と規制される当事者を、PFAS 汚染に対処する当面の規制ツールに関して、見当がつかないまま
にしている。」
したがって、これらの PFAS 基準とクリーンアップの問題はサイトごと、州ごとに引き続き対処される。
EPA の官僚的な課題が PFAS の懸念に包括的に対処するのを遅らせることを恐れて、州は消火での
継続的な PFAS 使用を含む、規制に踏み込んでいる。
予想されるように、これらの州の立法アプローチは、どのような活動や材料を彼らが禁止または規制す
るのか、それがどのようにまたどんな時間枠にわたって実行されるのか、および他の潜在的に重要な方
法で実行されるのか、に関して多様である。ここでは代表的な州の立法制定を要約する。
ジョージア州
2019 年ジョージア州立法会議の最後の時間に、ジョージア州消防法の改正によって消火用泡を規制
するために、下院法案 458 は 159 対 1 の 圧倒的な差で可決された。
2020 年 1 月 1 日以降、PFAS 化学物質を含む泡消火薬剤の放出またはその他の使用が禁止された。
「PFAS 化学物質」は、少なくとも 1 つの完全フッ素化炭素原子を含むフッ素系有機化学物質を含むと
定義されている。これは、規制される PFAS 化合物の非常に広範かつ包括的な定義である。
また、ジョージア州の法律は、空港、軍事基地、鉄道輸送、製油所および他の産業施設で発生する可能
性がある、燃焼性、可燃性液体燃料火災を消火するために使用される泡消火薬剤クラス B にも焦点を
当てている。改正されたように、ジョージア州消防法は、以下の 2 つの例外を除いて、任意の消防署、
他の州の、または地方自治体が PFAS 化学薬品を含む泡消火薬剤クラス B を放出又は使用すること
を禁止する:
»緊急火災発生に対応したこのような泡消火薬剤の使用；または
»化学物質の放出と環境への影響を含むように設計された工学的施設での訓練または試験目的の
ため。
バージニア州
バージニア州は、ジョージア州の法律と同じような法律、「責任のある泡消火薬剤管理法」を可決した。
それは訓練および試験のための PFAS 泡消火薬剤の使用を制限するが、実際の消防緊急事態におけ
るそれらの継続的な販売と使用を許可する。
アリゾナ州
可能な連邦法による占有および FAA （連邦航空局）規制上の考慮事項を認識し、PFAS 含有クラス B
泡消火薬剤の排出または他の試験又は訓練での使用を禁止するアリゾナ州の同様の法律は、「法律ま
たは連邦規則によって要求される」使用を切り分ける。
コロラド州
コロラド州議会は、ジョージア州とバージニア州にやや似ているが、また一見複雑な法律を 5 月 15 日
に可決した。コロラド州泡消火薬剤管理法は、訓練目的で PFAS を含む泡消火薬剤クラス B の使用を
禁止し、違反するとは民事罰が科せられるかもしれない。また、 法律は、PFAS 泡消火薬剤の販売を制
限し、製造業者がこの法律を彼らの顧客に通知するように要求している。
また、コロラド州のアプローチは、個人保護用具 (PPE) 製造業者に彼らの製品が PFAS 化合物を含ん
でいるかどうかを開示するよう要求することによって、おそらく消防士用の PFAS 化合物を含む可能性
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のある PPE に対処する。また、コロラド州公衆衛生環境部は、PFAS 泡消火薬剤の在庫と使用および
処分に関する情報を決定するために消防部門を調査しなければならない。
ミネソタ州
ミネソタ州には、化学品の製造と空港での活動から生じた著しい PFAS 汚染サイトがあり、5 月 22 日に
多面的な法律を制定した。他の州と同様に、法律は連邦法で要求されない限り、試験や訓練用に
PFAS 化学物質を含むクラス B 泡消火薬剤を禁止するが、この禁止から緊急消火と火災予防活動で
の AFFF の使用を除外している。
また、ミネソタ州法は、PFAS 化学物質を含むクラス B 泡消火薬剤のすべての放出が 24 時間以内に
州火災報告システムに報告されなければならないことを要求する。
『ミネソタ州は、泡消火薬剤主題の先をいき、住宅製品中の PFAS 含有難燃剤を禁止した』
ミネソタ州議会は、泡消火薬剤主題の問題を超えて、家具、マットレス、織物、窓覆いのような住宅製品
中の PFAS 含有難燃剤を禁止した。
また、それは、規制を回避するために変更または修正される可能性がある特定の化学製剤ではなく、グ
ループとしての有機ハロゲン難燃性化合物を含む製品にも対処する。表明された懸念の一つは、火災
時にそれらの難燃性製品が PFAS 化合物を放出し、消防士と住民に暴露するかもしれないことである。
ミシガン州
ミシガン州議会は、PFAS 化学物質を含むクラス B 泡消火薬剤の規制のための 3 つの関連する提案
を検討している (が、まだ制定されていない)。ミシガン州の法律は、訓練および試験に対する AFFF の
制限に関して、ジョージア州と他の州と同様のアプローチを含んでいる；しかし、ミシガン州の法律は、消
防士の健康・安全及び残された AFFF の処分に対処するため、他の州の先を行くだろう。
ミシガン州労働安全衛生局(MIOSHA) は、消防士の用具の除染とその他の健康のベストプラクティスだ
けでなく、AFFF の保管、取扱い、使用のためのベストプラクティスに関する規則を発布することが要求
されるだろう。この MIOSHA の行政規則制定の権限の限定的でない側面について懸念が表明されて
いる。
ミシガン州の立法案は、また、ミシガン州環境、五大湖及びエネルギー 部(EGLE) は適切なクリーンア
ップを確実にすることができるよう、AFFF の使用状況の報告を要求している。ミシガン州法のもう一つ
のユニークな側面として、適切な管理と処分のための残された AFFF 製品の回収のための州プログラ
ムを認可するだろう。
ウィスコンシン州
ウィスコンシン州の共和党議員は、2 つの例外：緊急の場合または適切な封じ込め・処理・処分対策を
伴う試験、がある、可燃性液体の火災に使用されるクラス B 泡を禁止する法案を提案した。ウィスコン
シン州天然資源部 (WDNR)は、これらの対策を作成する任務が与えられるだろう。法律が通過し、署名
された場合、制限はその通過後 7 か月目の最初の日に有効となる。
民主党の側から、ウィスコンシン LRB-2297/2 が、 PFAS 化合物 (PFHxS、PFNA、PFBS、PFHpA だ
けでなく PFOA、PFOS、に必ずしも限定されない、を含む) の環境、健康および安全性の側面を包括的
に規制するために、5 月 24 日に導入された。資金は、PFAS 化合物を含む泡消火薬剤の使用につい
ての地方および州の緊急時対応者の調査を実施することに、とりわけ、使用されるだろう。また、
WDNR は PFAS 汚染によって引き起こされる潜在的な修復に対処するために修復と長期的ケアに対
する財政責任の証拠を提供することを、PFAS を所有するまたは管理する者に要求できるだろう。
ケンタッキー州
ケンタッキー州知事 Matt Bevin は、2020 年 7 月 15 日から一部の例外を伴って、訓練または試験目的
で使用される製品中に意図的に添加された PFAS を含む泡消火薬剤を禁止する 3 月 22 日付け法案
SB 104 を承認した。緊急事態でのそれらの継続的な使用に影響を及ばさない。
連邦のアクション、未回答の質問
EPA の PFAS アクションプランは、EPA がさまざまな規制のエンドポイントを取っている手順を概説し、
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EPA の懸念と課題を要約しているが、それは、即時的な規制上の回答或いは最終的な EPA 規制措置
の期限を示すものではない。
「EPA が最終的に行動するとき、以前に制定された州法に対する影響は何であるか？」
様々な州での様々な PFAS 基準による、不確かな規制環境は、続くだろう。EPA が最終的に行動する
とき、既に制定されている州法に対してどのような影響があるだろうか？仮に、州が連邦要件よりも「厳
しい」要件の制定を禁止する法律を持っているとしたらどうなるか？
規制当局、規制社会、議員、おそらく裁判官が今後取り組み、解決していくことが必要な多くの問題があ
る。おそらく、議会は州法を先取りする方へ動いていく；少なくとも 30 法案は、米国上院と下院で紹介さ
れ、多くは超党派の支持を受けている。
PFAS 含有泡消火薬剤は PFAS 規制議論のひとつの側面である一方、これは公衆衛生・安全及び環
境の保護のため多くの現実世界への影響がある主題である。上でまとめられたこれらの様々な州法が
示すように、許容できない暴露による労働者の保護と公衆衛生リスクを認めながら、火災緊急事態への
効果的な対応の明確な必要性の間でバランスをとることは、挑戦で有り得る。
これは、PFAS リスクについての毒性科学が進化し続け、残念ながら、様々な PFAS 化学物質を検出
する我々の能力だけではなく、これらの様々な取組みによって、何を我々が測定し規制しているかを理
解する我々の能力が遅れを取っているためである。
PFAS とは何か？
PFAS は、ニュースになる頻度が増加している人工の新興汚染物質である。PFAS 化合物は半世紀以
上にわたって製造されている一方、いくつかの化合物が様々な健康上の懸念に関連していることは、過
去 15-20 年の間に限られている。
PFAS はポリ塩化ビフェニル(PCBs)と似た、化学物質のファミリーを指す。何千のこれらの化合物があ
るが、特に 2 つの PFAS 化合物、PFOS と PFOA は、最も規制の議論の対象となるものである。また、
PFBS や、GenX と呼ばれるもののような最近の製剤もまた、環境と人の健康への懸念を生じると提起
されている。
連邦航空局 (FAA) は、米国の商業空港が特に PFAS を含む国防総省軍事仕様(MilSpec)を満たす泡
消火薬剤を使用する―及び使って訓練する－ことを要求する。
米国軍によって使用される AFFF は、軍事仕様 MIL-F-24385F に記載されている要件を満たさなけれ
ばならず、それは海軍海上システム司令部 Code 05P9 の制御下にある。海軍研究所は、国防省
(DoD) AFFF 認定品目リスト (QPL) の認定評価の指定機関である。
Chemical Watch 誌に掲載された専門家フォーカス；https://chemicalwatch.com/78075/expert-focusus-states-outpace-epa-on-pfas-firefighting-foam-laws
ジョージア州議会法案；
http://www.legis.ga.gov/legislation/en-US/Display/20192020/HB/458
採択されたバージニア州法；
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?191+ful+CHAP0838
ウィスコンシン州法案；
http://files.chemicalwatch.com/19-3306_1.pdf
コロラド州法要約；
https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1279
ケンタッキー州法案；
http://apps.sos.ky.gov/Executive/Journal/execjournalimages/2019-Reg-SB-0104-2619.pdf
EPA の PFAS 活動計画；
https://www.epa.gov/sites/production/files/201917

02/documents/pfas_action_plan_021319_508compliant_1.pdf
3-2.
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
3-2-1. フタル酸エステル生産者は最初のメーカー主導のリスク評価を要求する
米国 EPA は TSCA の下でリスク評価を実施するための史上初の製造業者の要求の受領を発表した。
2019 年 5 月 24 日に受領された要求は、広く使われている 2 つのフタル酸エステル類：フタル酸ジイソ
デシル (DIDP) 及びフタル酸ジイソノニル (DINP) に関わるものである。
ExxonMobil Chemical Company は DIDP 評価を求め、他方 ExxonMobil Chemical Company、
Evonik Corporation と Teknor Apex を含むグループは DINP の評価を要求した。これらは通常プラス
チックとプラスチック被覆材の製造において可塑剤として使用される。
これらの企業は、これらの物質の「透明、公正、かつ証拠に基づいたリスク評価を迅速に行う重要なツ
ール」を要求する、米国化学工業協会の High Phthalates Panel (ACC HPP)を代表している。
「我々は、DINP と DIDP の広範なリスク評価がこの国で消費者信頼のための関心事であると考え、レ
ビューを完了するために追加情報が必要な場合、EPA を支援する準備ができている」と ACC HPP は
声明で述べた。
DIDP と DINP はどちらも、TSCA の作業計画の 2014 年の 更新の中で特定された。
TSCA のセクション 6(b)(4) の下で、EPA は、製造業者が関心がある使用条件下で、製造業者が EPA
が実施する化学物質のリスク評価を要求するプロセスを確立する最終規則を公表した。
EPA は、要求の受領後 15 日以内に公衆に通知しなければならない。そして、60 日以内に、 EPA は官
報中で受領を公表し、要求のための public docket を開き、パブリックコメントのために少なくとも 45 日
を提供する。コメント期間が終了した後、EPA 最大 60 日以内に要求を許可または拒否しなければなら
ない。
生産者の評価要求書；
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/list-manufacturerrequested-risk-evaluations-under-tsca
TSCA の手続き規則；
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0654-0108
3-3.
EU における内分泌かく乱物質の規制動向
3-3-1. スイス連邦共和国は感熱紙中での BPA と BPS の使用を禁止する
スイス連邦評議会は、ビスフェノール S (BPS)とビスフェノール A (BPA) の感熱紙への使用を禁止する
票決を行い、これらを禁止する欧州の最初の国となった。
2019 年 4 月 7 日に承認された決定は 6 月 1 日に施行される。2 つの物質の使用は、重量で 0.02%
以上の濃度で感熱紙中で禁止される。企業は、2020 年 6 月 1 日までに遵守する必要がある。
BPA は、生殖毒性と内分泌かく乱特性のために EU の候補リスト上にあり、2016 年に EU での禁止の
対象となり、2020 年から適用される。
結果として、BPS は、BPA の代替として欧州中の製紙メーカーによって使用がますます増大している。
BPS は EU 規制の対象ではないが、BPA と同様の影響があることが懸念されている。
規制プロセスは「感熱紙から BPA を禁止する EU の決定後」スイス連邦共和国で開始した、と連邦公
衆衛生局の化学物質リスク評価のための科学上の協力者 Anne-Laure Demierre は化学物質管理専
門誌 Chemical Watch に語った。当局は「科学文献に基づく BPS に関する増大する懸念」を考慮した、
と彼女は付け加えた。Demierre 博士によると、制限は暴露から人々を防ぐために重要なだけでなかっ
た。それは、BPS で BPA を代替しない「信号を出す」ことも意味していた。そして、また信号は、「BPA と
同じ問題に直面する可能性のある代替物に投資しないよう」産業に語り掛ける手段でもあった、と彼女
は付け加えた。
スイスの制限提案は、それに対して感熱紙業界の利害関係者が提案草案に関してコメントを提供する
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機会が与えられた 4 ヶ月のパブコメが 2018 年 4 月末に始められた、広範なパッケージの一部だった。
この後、さらなるサービス間の協議が続き、パッケージは最終的に連邦評議会によって承認された。
スイス連邦共和国は、国での BPA 代替物の使用がどのように進化しているかを評価するために分析を
「すぐに」公開する予定である。2015 年になされた、同様の研究では、スイスでの感熱紙に使用される
主な発色剤は BPA (約 80%)であり、一方 BPS は「微量」で約 3%であることがわかった、と Demierre
博士は述べた。
NGOs は、スイスの決定を歓迎した。ClientEarth は、グルーピングアプローチに従って BPA が BPS と
ともに規制されるべきであることに同意することしかできない、と Chemical Watch に語った。一方
CHEM Trust は、BPS 使用を制御することにおける EU 進展の欠如」を考慮し、スイスの決定を「歓迎
すべき一歩」と呼んだ。しかし、BPS に関連するリスクに関して長い間懸念を表明してきた CHEM Trust
は、「内分泌かく乱特性を有する多くの密接に関連するビスフェノール類がある」という事実について警
告した。
EU における進展
BPS は許可され、EU で広く使用されているが、物質は Echa のコミュニティ ローリング アクションプラ
ン (CoRAP)にリストされ、潜在的な懸念物質としてベルギーによって評価されている。
BPA の制限が合意された時、潜在的なリスクに対して懸念が引き起こされたが、入手可能な情報は、
「それらを確認できず」、具体的な行動は取られなかった、と EU 当局者は Chemical Watch に述べた。
しかし、委員会は、EU 市場にある感熱紙中での BPA、BPS 及び他の顕色剤の存在に関する情報を収
集することを Echa に義務付けた、と当局者は付け加えた。Echa は、すぐに、2014〜2018 年の間の感
熱紙中の異なる顕色剤の使用に関して」レポートを公開する、と当局者は語った。
ベルギーは、現在、内分泌かく乱の疑いおよび CMR 特性に対して BPS を評価している。今年 4 月に、
それは、また、感熱紙での BPA の選択肢に関するワークショップを開催した。また、生殖毒性のための
BPS の分類と表示を調和するための提案を提出する意向を Echa に届け出た。
「Echa とベルギー当局に最近提出された新しい科学的情報」は現在評価されていて、「その後、さらな
るリスク管理措置が必要かどうかに関する決定を支援することができる」と、当局者は語った。
スイス連邦の化学リスク低減の布告；
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20021520/index.html
CoRaP による BPS 評価開始；
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/coraptable/-/dislist/details/0b0236e180686aaf
感熱紙中に見出された BPA に関するスイスの研究；
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25579646
3-3-2. 殺生物剤産業は市場に対する BPR の「サイレント効果」を警告する
殺生物剤関係者は、法律のコストと複雑さが欧州市場から殺生物製品を閉め出している懸念の中で、
殺生物製品規則 (BPR) の承認プロセスの再考を求めている。
殺生物剤製造業者、Echa とコンサルタントからの代表は、先週ローマでの Chemical Watch 殺生物剤
シンポジウムで、BPR が発効して以来 5 年半を回顧した。
専門家は、法律が欧州の殺生物剤の規制に構造と調和を導入してきていることに合意した一方、BPR
の業界に及ぼす影響への懸念はその成果に影を落とした。
「業界と規制当局はこの規制の重さの下で苦闘している。コストが市場の大きさに対して高すぎ、 [物質
と製品] のレビューが長くかかりすぎる」と、Dupont Microbial Control の Ian Watt 氏は言った。さらに、
これは EU 市場にある殺生物剤の数と多様性に「サイレント効果」を及ぼす、とシンポジウムで発言した。
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Reckitt Benckiser Inc.の規制関連業務マネージャー、Jon Taylor 氏によると、企業は、必要なコストと
リソースのために、BPR 承認を通して殺生物活性物質の支援から遠ざけられている。新しい活性物質
を市場にもたらすのに少なくとも 5 年を要する、と Taylor 氏は述べている。€750,000 の最小のコストと
相まって、投資からの収益は、多くの企業にとって余りに遅く来る。Reckitt Benckiser はまさにこの理由
で 殺虫剤(製品タイプ 16) で使用するためのカルベンダジム（注）の支持に反対を決めた、と彼は言った。
この物質－生殖毒性および変異原性として分類される－は、農業で殺菌剤として使用されている。しか
し、それはまたゴルフ場のグリーン、クリケット競技場および土壌の凹凸の影響を受けるその他のグラン
ド上のミミズをコントロールするために使用されてきている。 しかし、同社は年間£250,000 未満と、こ
の用途の化学品の小売価格を推定した。「このような物質を支持することをどのようにして正当化するの
か?」と Taylor 氏は尋ねた。「それは利益ではない」。さらに、「これは、BPR の下で市場から消えたニッ
チな製品の 1 つの例である。カルベンダジムがなければ、EU 市場に殺生物ミミズコントロール製品はも
はやない。」と Reckitt Benckiser 規制関連業務マネージャー、Jon Taylor 氏は述べた。
バランスを失している
法律は企業による物質認可への投資を妨げているように見えるが、これまでのところプロセスを通過し
た殺生物活性物質の 95% が承認されている、と Echa の殺生物製品委員会 (BPC)の議長、Erik van
de Plassche 氏は述べた。
van de Plassche 氏は、これは物質評価がそれほど厳密ではない可能性があることを意味するかどう
か、を尋ねた。「複雑さを緩和しより簡単なよりバランスの取れた方法で物事を行うための可能性がなけ
ればならない」と彼は代表団に語った。彼は、規制当局と業界が「規制の目標を実際に達成すること」に
関して作業するためのリソースを解放するために殺生物剤レビュー プログラムを終えることに焦点を当
てるべきである、と付け加えた。現在、利害関係者は、同時にすべての法律の承認プロセスに対処する
ことを余儀なくされている、と van de Plassche 氏は述べた。これは、国家と EU レベルでの殺生物製
品の承認だけでなく、殺生物剤レビュープログラム、活性物質更新を含む。
Watt 氏は、規制システムにバランスをもたらすための必要性に合意し、プロセスに関与するコストと時
間の背後にある元凶として過度に保守的なリスク評価を指摘した。
「あなたはケーキに銀をスプレーして食べることはできるが、T シャツに入れると安全ではない。我々は
塩にヨウ素を入れるが、内分泌かく乱物質を特定するための規準により制限されるかもしれないというリ
スクがある」と彼は述べた。「適切な保護目標は重要である。[しかし] 我々は一歩退き、それが全て道理
にかなっているかどうかを尋ねることができるか?」
（注）カルベンダジム；化学式 C9H9N3O2 で表される複素環式化合物。 化学名 Methyl-2benzimidazole carbamate の略称から、MBC または BCM とも呼ばれる。 TBZ（チアベンダゾール）
と並ぶベンゾイミダゾール系化合物であり、主に農業用・工業用防カビ剤として用いられる。

殺虫剤シンポジウム 2019；
https://events.chemicalwatch.com/73493/biocides-symposium-2019
3-3-3. Efsa は EDCs のための TTC ガイダンスを変更しないことを選ぶ
欧州食品安全機関 (Efsa) は、毒性学的懸念の閾値(TTC；threshold of toxicological concern) アプロ
ーチを使用することに関するガイダンスにおいて、内分泌かく乱化学物質 (EDCs)に関連する変更を行
う要求を拒否している。
Efsa は、2018 年に食品安全性評価における TTC のアプローチの使用に関するガイダンスの草案を発
表した。2019 年 6 月に公開された公開協議の報告書は、EDCs に関連する変更の要求を含むいくつ
かのコメントを示す。ただし、ガイダンス文書の最終バージョンには、これらの変更は含まれていない。
ガイダンスによると、TTC アプローチは以下の場合にのみ使用されることができる：
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» 物質の化学構造が知られている；
» 限られているが化学物質特有の毒性データがある；そして
» 暴露を推定することが可能である。
ガイダンスは、高い効力の発がん性物質、ステロイド、およびポリハロゲン化ジベンゾダイオキシン、ジ
ベンゾフラン及びビフェニル類などの生物濃縮の可能性を有する物質のような「特別な特性」を有する物
質の評価を含む、TTC アプローチが決して適用可能でないケースをリストする。
スウェーデンのカロリンスカ研究所の環境医学研究所は、それらは非常に低用量で人の健康に「潜在
的に深刻なリスク」をもたらす可能性があるので、内分泌活性物質も自動的に TTC アプローチから除
外するべきであることを、提案した。
一方、ドイツ連邦リスクアセスメント研究所 (BfR) は、Efsa が内分泌介在毒性を有する物質に対して
TTC アプローチを用いることに関する特定のガイダンスを含めるべきであることを提案した。
Efsa は、「物質が内分泌活性を持っていて、その作用機序が分かっていることが知られているとしても、
そのようなデータは使われるべきであり、TTC アプローチは使われるべきでない」と回答し、ガイダンス
への変更は不要だった、と付け加えた。
Efsa は、科学委員会による 2012 TTC 意見へ回答者を示し、物質が内分泌活性を有するが、人への
関連性は不明であることをデータが示唆する場合、TTC アプローチを適用するかどうかの決定はケー
スバイケースで行われるべきであることを勧告した、。「物質が内分泌を介した有害作用を有することを
示すデータがある場合、そのときには…リスク評価はデータに基づくべきである。」と述べた。
一般に、2012 年科学委員会は、「ステロイド以外の試験されていない物質は、TTC アプローチを使用し
て評価されることができる」と、勧告した。
ガイダンスの更新にあたり、Efsa は「遺伝毒性物質」を「DNA 反応性」に変更する欧州作物保護協会
(ECPA) からの提案に合意した。DNA 反応性物質は低レベルで存在すると、直接 DNA 損傷を引き起
こす可能性があるが、「DNA-非反応性」遺伝毒性物質はしきい値メカニズムを有する傾向があり、「通
常低レベルで人の発がんリスクを引き起こさない」、と ECPA はコメントした。
更新されたガイダンスは、生体蓄積性を予測し、複数のソースからの化学物質への統合暴露
(Aggregate Exposure)を評価する「改善された」ツールの必要性を強調する。
また、Efsa は、「国際協力の努力」を通じての既存のがんデータベースのレビューと非がんデータベー
スの作成を勧める。
Efsa guidance and comments Efsa のガイダンスとコメント；
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1661
Efsa 2012 Opinion Efsa の 2012 年オピニオン；
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2750
3-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
3-4-1. Efsa は BPA 文献レビューの調達プロセスを始める
欧州食品安全機関 (Efsa) は、ビスフェノール A (BPA) の作用機序研究に関する最近の文献をレビュー
する作業のための入札を公布した。
Efsa は、BPA の有害性評価のための 2017 改正プロトコルに続いて、更新された BPA のオピニオンに
包含されるに相応しい約 1,000 の（作用機序に関する）研究（遺伝毒性研究を含む）を特定している。
それは、現在、発表された研究から研究の特徴と結果を抽出し、それをその web ベースのフォームに
挿入するためのチームを求めている。落札者は、結果を要約し、健康への影響によってそれをグループ
化し、影響のタイプ/エンドポイントによってサブグループ化する必要がある。
落札したチームは、記述および表形式で、科学情報を抽出し、要約して、経験を証明しなければならず、
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13 万 4 千ユーロの助成金が授与される。それは少なくとも 3 人のメンバーで構成し、プロジェクトリーダ
ーと 2 人の追加の科学者/研究者を含まなければならない。
応募の登録の締切日は 6 月 21 日である。
EFSA の BPA に関する調達；
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190528?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_c
ampaign=e5cacef34b-EMAIL_ALERTS_ALL&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1de5cacef34b-63953849
国際機関における内分泌かく乱物質の規制動向
3-5.
特に無し。
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「米国及び EU における内分泌かく乱作用の規制動向」-7 月分
2019/7 JFE テクノリサーチ
4.
7 月の情報
4-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
4-1-1. 食品包装中の PFASs、フタル酸エステル類に関するメイン州法案が法律になる
5 月分に記載したように、メイン州知事 Janet Mills は食品包装材料中のフタル酸エステル類と PFASs
の使用を禁止する法案に署名して立法化した。措置 (LD 1433) は、6 月早々州議会によって承認され、
使い捨てプラスチックフードサービス手袋だけでなく、食品と飲料用包装とそれらのコンポーネントも対
象とする。フタル酸エステルが微量以上意図的に添加されている当該製品の販売は 2020 年から禁止
される。パー-及びポリフルオロアルキル物質 (PFASs)に関しては、それは、より安全な代替が識別され
る場合、それらを含む包装の販売を禁止するための規則を作成するように州に指示する。
また、措置は、開示要求または制限が適用できる、懸念化学物質と優先化学物質を指定するためのス
キームを設置する権限をメイン州環境部に認可する。
州は、「ステップアップ」しなければならない
法の成立は、そのためにロビー活動をしていた多くの消費者および環境の擁護団体によって歓迎され
た。「もう一度、メイン州は公衆衛生のための国民のリーダーであることができる。壊れた連邦化学物質
安全性システムのため、州は、癌、不妊、脳の発達への害にリンクされている有毒食品包装化学物質
から子供や家族の健康を保護するためにステップアップでき、する必要がある。」と、州に拠点を置く
NGO、環境保健戦略センター(EHSC)のエグゼクティブディレクターMike Belliveau は言った。
しかし、いくつかの州レベルおよび国の業界団体は、アクションが必要であることについて論争してきて
いる。「LD 1433 の成立は、食品包装はすでに厳密に連邦レベルで規制されているので、メイン州の住
民に追加の公共の健康上の利点を提供することにはほとんど何も寄与しない」と、フードサービス包装
技術協会の会長 Lynn Dyer は化学物質管理専門誌 Chemical Watch に言った。措置は、「州の食品
包装サプライヤーと購入者に対して不要な負担を負わせるだろう」と彼女は言った。「全体で、この新法
は誰も利さない。」
アメリカ化学会も、この法律は、個々の化学物質の特性に関係なく、物質の全クラスを禁止する、または
禁止するように求めている、と抗議した。「いくつかの一般的な名前を共有するすべて化学物質を広範
なブラシで塗ることは、消費者が必要な重要な安全かつ有益な製品へアクセスすることを妨げることを
可能にする悪い政策を作る」と、化学会は言った。
米国化学工業協会（ACC）は、「彼らが、これが有権者にとって否定的影響をもつことを見る時」、それが
知事と立法がこの法律を再検討することを希望する、と言った。
FCMs 中のフタル酸エステル類、PFASs に対する増大する焦点
食品接触アプリケーションで使用のための 30 のオルソ-フタル酸エステル類の継続的な承認を許すべ
きかどうかに関する、2 つの嘆願書―1 つは産業によって、別のは NGOs のグループによって提出され
た―を米国食品医薬品局（FDA）が考慮し続けるので、アクションは起こっている。
メーカーは現在使用されているので安全であるとその 4 物質 (DINP、DIDP、DEHP、DCHP) を擁護し、
一方 NGOs は、それらは有害ではないとする合理的な確実性はもはやないと主張する。
最近、メーカーのグループは、業界はそれらの安全性「十分な自信」を持つという理由で、米国 EPA が
TSCA の下で DINP、DIDP の安全性を評価することを要求した。しかし、今後の評価が食品接触アプリ
ケーションでのそれらの使用を許可していくだろうかは、不明である。一方、食品中の PFASs に対する
消費者の注意は、食品中のそれらの存在の FDA の調査からの最初の発見の広範なメディアの報道後、
高いままである。ただし、先週、FDA の代理長官は、FDA は実験した食品の大半で物質が検出しなか
ったと言う声明を出した。それは「これらの物質が人間の健康の懸念であるという兆候を持たない」ため
である。
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措置 (LD 1433)；
http://legislature.maine.gov/LawMakerWeb/summary.asp?paper=HP1043&SessionID=13
知事の立法行為；
https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-signs-bills-law-2019-06-13
環境保健戦略センター(EHSC)のブログ；
https://www.ourhealthyfuture.org/blog/first-nation-bill-bans-toxic-chemicals-food-packaging
ACC の声明；
https://www.americanchemistry.com/Media/PressReleasesTranscripts/ACC-news-releases/ACCMaine-Food-Packaging-Ban-Ignores-Science-and-Will-Harm-Maine-Businesses.html
FDA の声明；
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-fdas-scientific-workunderstand-and-polyfluoroalkyl-substances-pfas-food-andfindings?utm_campaign=061119_Statement_Understanding%20per%20and%20polyfluoroalkyl%
20substances%20%28PFAS%29%20in%20
4-1-2. 北東部の州は、米国議会に PFAS 政策提言を送る
7 つの北東部の州の連合は、彼らがパー及びポリフルオロアルキル物質 (PFASs) の汚染と戦うため
連邦としてアクションをとることを勧める手紙を議会の何人かのメンバーに送った。
彼らは、上院環境・公共事業委員会の議長およびランキングメンバーである、上院議員 John Barrasso
(R-ワイオミング州) と Tom Carper (D- デラウェア州)、それぞれに、手紙を送った。（14 人の上院議員
にも送付(CC)している。）
州―彼らの環境部門のリーダーによって代表される―は、「即時連邦アクション」のための 5 つの提言
を強調表示する。これらは以下を含む：
»個別にではなく、グループとして PFASs を規制すること；
»飲料水以外の状態のための PFAS 分析手法や処理技術の開発を迅速化すること；
» 新たな汚染物質に取り組む方向で、「積極的且つ責任ある」連邦規制措置を取ること；
» PFASs に対する最大汚染物レベル (MCL)を設定すること；そして
» PFAS クリーンアップのための連邦政府資金へのアクセスを増やすこと。
NGO Safer States の Gretchen Salter によると、米国の州は、クラスによって化学物質を規制する傾
向を示してきている。
そして、特に、PFASs は州レベルの規制当局にとって主要な関心の話題であり、昨年 11 月の中間選
挙でキャンペーン問題であることを証明している。
プレスリリース；
https://www.ecos.org/news-and-updates/northeastern-states-recommend-pfas-policy-solutionsto-congress/
上院環境・公共事業委員会の議長およびランキングメンバーである、上院議員への手紙；
https://www.maine.gov/dep/spills/topics/pfas/NECOE-PFAS-letter-to-EPW-6-10-19.pdf
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
4-2.
4-2-1. メーカーが TSCA 評価を要求：DIDP、DINP 安全性に「絶対の自信」
米国化学工業協会(ACC)は、2 つのフタル酸エステル、DINP（フタル酸ジイソノニル）、DIDP（フタル酸
ジイソデシル）の安全性における消費者とサプライチェーン下流の自信の増大は、TSCA の下でのリス
ク評価にそれらの物質を対象とする産業要求の陰で働く推進力である、と述べている。
ACC のコメントは、2 つの高分子量フタル酸エステル類のレビューを開始するように、ExxonMobil
Chemical Company、Evonik Corporation、Teknor Apex からの要求を受けていた米国 EPA からの先
週の発表に続いた。
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なぜ業界はこの場合そうしたのか、化学物質管理専門誌 Chemical Watch によって質問され、ACC の
フタレートパネル（High Phthalates Panel）は言った:「我々は、DINP、DIDP の安全性に絶対の確信を
持っており、メーカー要求レビューは、厳密な科学的基準に照らしてこれらの化合物の重要な使用の安
全性を EPA に評価させる最も迅速な方法である。」他の国際規制機関が、これらの物質が、現在使用
されているように、安全であると認めてきた、と ACC は言った。そして、「法律によって要求されるピアレ
ビューによって裏付けられている―EPA の安全確認は企業や消費者に重要である」と、付け加えた。
メーカー自身が化学物質のリスク評価を開始する理由を尋ねたところ、法律事務所 Bergeson &
Campbell のマネージングパートナーLynn Bergeson は、それは「下流利害関係者に対して商業上の
信頼を実証する機会」を要求者に提供することであるということを認めた。しかし、また、彼女は、今レビ
ューを開始することが、企業に、EPA 上級指導者とリスク評価へのアプローチがどのように見えるか、
2020 年選挙後何が事実であるかに対して、より明確な理解を与える、と Chemical Watch に言った。
特に、要求者が物質が使用の特定の条件下で安全であると感じている場合、ここでのように、これらの
物質が激しいグローバルな監視の下にある物質 (フタル酸エステル) のクラスが属しているところの、潜
在的な市場衰退の年月を耐えることよりも、今良好な結果を伴ってなされる評価を取得するほうがより
よいだろう」と、彼女は付け加えた。
先取権のある効果
なぜ業界が物質の TSCA のレビューを求める可能性があるのかのもう一つの潜在的な理由は、それが
州レベルの規制に対して持つ先取権のある効果だからである。DINP、DIDP の場合、これは懸念化学
物質に対する最近の州の動きのラッシュに特に意味を持つ。ちょうど先週、たとえば、メイン州知事は食
品包装材料中のフタル酸エステル類を禁止するための措置の立法に署名した。
DINP は、2013 年にカリフォルニア州プロポジション 65 の下で発がん性物質に指定された、一方、
DIDP は、2007 年の制度の下で生殖毒性物質としてリストされた。
TSCA の下での先取権は複雑であり、Prop 65 を含む-多くの州レベル規制努力は、法の下で保護され
たままになっていくであろう。
それにもかかわらず、NGO 環境健康戦略センター副所長 Patrick MacRoy は、DINP、DIDP 要求を
「より安全な代替物を優遇して、これらの内分泌かく乱化学物質の段階的廃止から州を防ぐための
ExxonMobil 他などの厚かましい試み」と特徴付けた。Chemical Watch へのコメントの中で、EPA は、
現在の管理の下で「規制を避けるためにプロセスを組織的に操作している」と MacRoy 氏は言った。業
界は「州および独立した研究者が警鐘を鳴らすにもかかわらず、これらの化学物質の継続的な使用に
承認を得る機会と捉えている。」 ExxonMobil は、ACC へのこれらのコメントに関する質問に言及して、
批判は「EPA レビューが意味することを誤解しているように見える」と Chemical Watch に語った。
「我々はこれらの化学物質の EPA レビューを要求している一方、様々な異なった可能な結果があり、最
終的な結果は我々の手の外にある」とフタレートパネルは言った。「業界は、20 年以上の研究に基づい
て自ら踏み出してきた。EPA が、他の人が持っているように、DINP、DIDP はどちらも内分泌かく乱化学
物質でない、と結論を下していく、と我々は考えている」、とそれは付け加えた。
背景：メーカー要求リスク評価
TSCA の 2016 年改正の下、メーカーは EPA がレビューするために物質を指名できる。これらのレビュ
ーは EPA が優先順位付けプロセスを通して開始するそれらに追加され、機関の全体的なリスク評価作
業負荷の 50% を超えないようにする必要がある。
起源に関係なく、すべての評価は、3 年以内で行われる必要があり、1 回の 6 ヶ月延長の可能性を伴う。
メーカー主導の評価は、EPA が選択するそれらよりも高い手数料の対象である。後者の場合、料金は
$1.35m で、その物質の製造業者の間で分けられる。しかし、メーカーによって開始されたそれらに対し
て、料金は：
»TSCA ワークプラン (DINP、DIDP の場合) にリストされている物質に対して、評価費用の 50% 、
$ 1.25 m の最初の支払；又は
»非ワークプラン化学薬品に対して、評価費用の 100%、$2.5m の最初の支払い。
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DINP、DIDP に関連する要求は、EPA が業界から受けとった最初のものである。
EPA は、さもなくば、他の持続性、生体蓄積性及び毒性 (PBT) 物質に関して高速追跡リスク管理規則
制定に向かっているはずであった、香り成分のペアに関連した他の 2 つを 2016 年に受け取った。
製造業者要求評価；
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/list-manufacturerrequested-risk-evaluations-under-tsca
TSCA リスク評価；
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/risk-evaluations-existingchemicals-under-tsca#mfg-requested
ACC プレスリリース；
https://www.americanchemistry.com/Media/PressReleasesTranscripts/ACC-newsreleases/ACCs-High-Phthalates-Panel-Requests-Manufacturer-Requested-Review-of-DINP-andDIDP.html
4-2-2. 米国における フタル酸エステル類をめぐる NGO の動き
①米国 NGOs は 「州のアクティビティを回避する」試みであると、製造業者のフタル酸エステル類評価
要求を非難する
2 つの米国の NGOs は、TSCA の下でフタル酸エステル類 DINP、DIDP をレビューするための米国
EPA への産業要求を、化学物質の州レベルの規制を回避する試みと呼んでいる。
Safer States と Maine-based Environmental Health Strategy Center によって表明された―懸念は、
EPA が高分子量フタル酸エステル、ジイソデシルフタレート (DIDP) 及びジイソノニルフタレート (DINP)
のリスク評価を行うよう ExxonMobil Chemical Company、Evonik Corporation、および Teknor Apex
からの要求を受けていたという EPA からの最近の発表に集中する。
その時 ACC は Chemical Watch に、企業に代わって話し、業界はそれらの物質の安全性に「絶対の
自信」を持っているため要求は提出され、又、規制機関によるこの事実の確認は、企業と消費者に対し
てプラスになるだろう、と語った。
しかし、6 月 26 日の共同声明で、2 つの NGOs は、業界の動きは代わりにこれらの化学物質に関する
州の措置を回避する「見かけの試み」である、と主張した。このグループは、TSCA リスク評価が物質を
制限する州の政策に先制効果を持っている、と指摘した。そして、食品包装材料中のフタル酸エステル
類を禁止するメイン州の最近可決された法律は、今年州レベルで検討されてきているプラスチック中で
使用される化学物質に関する 32 の法案の中にある、と彼らは付け加えた。
「州は、有害な毒性化学物質から彼らの市民を保護するためにステップアップしている」と Safer States
のナショナルディレクターSarah Doll は言った。グループは、「化学工業のアクションがそのリーダーシッ
プを弱体化するする恐れがある」と心配している。
「メイン州のような常識的な州政策を回避する露骨な試みは化学工業のための新たな低レベルのことで
ある」と Environmental Health Strategy Center の副ディレクターPatrick MacRoy は付け加えた。
しかし、ACC の広報担当者 Jon Corley は Chemical Watch に、TSCA の 2016 Lautenberg 改正は
広範な超党派の支持で可決され、そして、議会は、レビューされている化学物質のスループットを向上さ
せる方法として一部、製造業者が EPA にリスク評価することを要求することができることを法律中に意
図的に含めた」と語った。
「最近の要求は、法律が意図したとおりに機能しており、商業における化学物質の安全性に関する公衆、
政府と市場の信頼を強めるべきであることを明確に示すサインである」と述べた。
そして、法律は、すべての評価―どのようにそれらが開始されたかに関係なく―が同じ方法で行われる
ことを要求する、と彼は付け加えた。
EPA は、5 月 24 日に、DINP、DIDP に対する評価要求を受け、次の 60 日以内に正式に連邦官報中
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でそれを公開しなければならない。その時から、EPA は、要求を許可または拒否するかどうかを決定す
る前にパブリックコメント期間を開始する。
NGO の声明；
https://www.ourhealthyfuture.org/media/states-act-against-toxic-chemicals-products-andpackaging%C2%A0exxonmobil-and-chemical-industry
製造業者の評価要求；
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/list-manufacturerrequested-risk-evaluations-under-tsca
②フローリング小売業者はフタル酸エステルに関する約束を履行している、と NGOs は言う
NGOs の担当機関によると、ビニル床材からフタル酸エステル類を除去するための「マインド ザ ストア
キャンペーン」は、広く成功してきている。キャンペーンは、今小売店で販売されている他の残りの用途
に取り組むことを計画している。
2015 年、米国 NGO Safer Chemicals, Healthy Families(SCHF)は、キャンペーンに関して、Ecology
Center、Environmental Health Strategy Center と Healthy Building Network と共同した。
彼らは、大手小売業者―Home Depot、Lowe’s, Lumber Liquidators、Menards、Ace Hardware and
Floor & Decor を含む―に、フローリングからそれらの物質を除去することを確約させた。
以来、NGOs は販売されているフローリング商品をテストし、小売業者が彼らの約束を尊重してきたこと
を確認した。
「彼らのアクションは、「店に思い出させ」て、小売業者が建築物及び消費者製品中の不要な有害化学
物質がなくなるよう市場を変換しなければならない力を実証する」と SCHF は述べた。そして、1 つのフ
タル酸エステル可塑剤を別のものに置き換えるよりむしろ、小売業者は、NGO が「特に重要」と指摘す
る非フタル酸オプションに移った。
「有害な化学物質を商取引に再導入し続けるならば、循環経済は失敗する」と SCHF は述べた。
注）Mind the Store campaign；小売業者が有害化学物質を排除するための取り組みを評価するキャン
ペーン
NGO SCHF のプレスリリース；
https://saferchemicals.org/2019/06/27/success-home-improvement-retailers-follow-through-oncommitments-to-remove-phthalates-from-flooring/
4-3.
EU における内分泌かく乱物質の規制動向
4-3-1. ClientEarth がリサイクル PVC 中の DEHP 認可に関する EU 判決を控訴
NGO ClientEarth は、リサイクル塩ビ中でのフタル酸エステル DEHP(フタル酸ビス(2-エチルヘキシ
ル))の使用に対する欧州委員会（EC）の認可を支持する裁判所の決定―廃棄物を通じて禁止有害化
学物質への暴露を延長するリスクであると ClientEarth がいう－判決を控訴している。
欧州司法裁判所 (CJEU)は、4 月 4 日の判断で認可決定の取り消しを拒否することによって、企業が新
製品中に有毒廃棄物をリサイクルすることをより簡単にするであろう「抜け穴を開けている」、とこの環境
法慈善団体は述べている。 6 月 14 日に提出された訴状で、2016 年認可に関する裁判所の判断は、
REACH の目的を「損ない」、リスクに関する必要な情報を提供する責任を業界に課すという原則に「明
らかに反して」いる、と ClientEarth は言う。REACH は、リサイクルの流れを汚染することによって危険
な化学物質への人々と環境の暴露を長引かせることを意図するものではない、と ClientEarth は主張
する。
PVC 部材を作るために使用されるプラスチック軟化化学物質 DEHP は、その生殖毒性と内分泌かく乱
特性のため、高懸念物質である。ClientEarth は、廃棄物リサイクル企業 VinyLoop Ferrera, Stena
Recycling と Plastic Planet に 2019 年までに与えられた認可を、ECHA の内部レビューのための要求
の拒絶に挑戦することによって間接的に、覆すことを求めていた。NGO として、それは EU 裁判所法廷
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で直接、認可の決定に挑戦できなかったが、これが法的行動の論理的帰結であることを主張してきた。
しかし、裁判所は、ClientEarth の主張を根拠がないかあるいは認められないとして却下し、それは直接
措置の対象ではないという決定を破棄できないし、また認可を取り消すよう委員会に命令もできない、と
言った。
NGO 障壁
その判決に対する訴状で、ClientEarth は彼らが反対する委員会決定を覆そうとするため NGOs に利
用可能な法的ツールの欠如について不平を言う。EU 裁判所への接触（アクセス）は、「既に非常に限ら
れている」、そして DEHP 判断は最初の決定は「違法」だったという判決を取得するためには NGOs に
とって「さらに多くの障壁を発生させる。」と言う。「これは公正さへの効果的なアクセスではない」と、
ClientEarth 弁護士 Anne Friel は言った。「この判決は、非営利組織の EU 裁判所への直接アクセス
の欠如を補うためと考えられる、不服審査手続きが不十分であることを確認する。」
この画期的なケースは、一方で有害化学物質を段階的に廃止する REACH 目標と他方で循環経済を
作り出そうとする委員会の野心の間の対立を露わにした。また、廃棄物の流れ中に有毒化学物質を許
す決定は、将来的に非有毒な環境を構築する目的に反している。
Chemical Watch の最近の expert focus column で、法律事務所 Keller and Heckman のパートナー
Marcus Navin-Jones は、ClientEarth/DEHP の場合は、特にリサイクル廃棄物での「使用」の概念で
あるため、広範囲にわたる影響を持つ、と述べている。
ClientEarth は、軟化 PVC 製品の生産で加えられる可塑剤の量を減らすという、回収された材料中で
の DEHP の「機能」に基づいて承認を許可する委員会のロジックと論争してきた、一方 REACH は意図
的な使用に対して SVHC 承認を許すだけである。
しかし、物質が混合物中で機能を持っている SVHC の「使用」がまだあることを、裁判所は今本質的に
は判断している、と Navin-Jones 氏は言う。これは、仮にあるとして、回収やリサイクル製品中の
SVHC の存在が、それはそれの中で機能を有するものとしてみなされることができないほど非常に低い
場合の問題点を示していると、彼は主張する。
ClientEarth のプレスリリース；
https://www.clientearth.org/press/clientearth-appeals-eu-ruling-that-paves-the-way-for-a-toxiccircular-economy/
4-3-2. 欧州委員会は EDC ロードマップに関するコンサルテーションを開始する
EC は、最近（2018 年 11 月 7 日）公開されたロードマップに関するコメントを求めており、内分泌かく乱
化学物質に関する EU 規則を見直していく予定である。6 月 12 日に公開されたコンサルテーションは、
広範な適合性チェックプロセスの一部で、新たな法的枠組みが必要かどうかを決定する前に、EDCs に
対処する法律の矛盾を識別し、それらの影響を評価することを目的としている。
このプロセスは、EDCs に関する EU 執行部の待望の戦略の基礎で、2018 年 11 月 に公表された。そ
れは、おもちゃ、化粧品、食品接触材料などの特定の規定を欠いている分野に「特に注意」を払っていく、
と EC は述べた。
利害関係者は 2019 年 7 月 10 日までフィードバックを提供することができる。
ロードマップは、委員会が適合性チェックのために必要なデータと情報を収集する活動を記述する。これ
らには、第 4 四半期での 3 ヵ月公開コンサルテーションおよび機関や利害関係者のための的を絞った
コンサルテーションを含む。また、EC は、今年後半に EDCs に関する第一回年次フォーラムを開催する
ことを計画している。6 月早々化粧品ヨーロッパの年次会議で発言した、EC の DG Grow,（域内市場・
産業・起業・中小企業総局）のユニット長、Salvatore D’Acunto によると、フォーラムは 2019 年 10 月
に開催されるであろう。
コンサルやフォーラムとは別に、適合性チェックは、特に関連する最終決定された及び継続している評
価の文脈で、委員会がトピックに関して、すでに収集し、分析した科学的な証拠とデータの上に構築して
いく。
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適合性チェックの最終採択は、2020 年第 2 四半期の予定である。
EDCs 戦略ロードマップのプレスリリース；
http://files.chemicalwatch.com/Commission%20press%20release.pdf
EDCs に関するコンサルテーション；
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2470647_en
ロードマップの適合性チェック；
http://files.chemicalwatch.com/PART-2019-301865V1%20%285%29.pdf
4-3-3. 欧州裁判所は Echa がビスフェノール A を SVHC と識別することは正しいと裁定
EU 一般裁判所は、2019 年 7 月 11 日、Echa が生殖毒性の分類に基づいてビスフェノール A (BPA)を
高懸念物質(SVHC)として識別することは正しい、と判決を下した。
BPA は 2017 年 1 月に REACH の SVHCs 候補リストに追加されたが、業界団体 PlasticsEurope は、
その決定に対して Echa を裁判所に訴えた。
裁判所は、「全体として」措置を却下した。
中間体問題
BPA は、ポリカーボネート樹脂を作るための中間体として主に使用される。PlasticsEurope は、BPA は
中間体であるため、REACH の下で認可の対象外であり、SVHC リスティングは「不相応」である、と主
張している。
しかし、裁判所は、Echa が、中間体使用がある場合でも、物質を候補リストに含めることができることを
確認した。物質が中間体として使用されている事実は「関連性はない」とそれは述べた。識別して、候補
リストに物質を含めることは、用途ではなく、固有の特性の理由でのみ実施される、と裁判所は明らかに
した。
さらに、裁判所は、BPA を候補リストに追加するときに中間体使用がカバーされなかったという事実へ
の明示的な言及を挿入することを Echa に「何も義務付けなかった」と言った。
裁判所は、候補リストの 1 つの目的は、サプライ チェーンに沿って SVHCs に関する情報を消費者と共
有することである、と指摘した。また、SVHC を識別することは、「発生するリスクと危険性に関して、公
衆や専門家のための情報を改善するのに役立つ」と付け加えた。
オプションを評価
PlasticsEurope は、現在「オプションを評価している」と、声明で述べた。
「我々は既に、裁判所の結論は、REACH 規則の明示規定に明確な矛盾があることに留意している」と
いう。PlasticsEurope は、中間体の「概念」を裁判所は誤解していると考えている。裁判所は、「候補リ
スト化 (情報共有) 自体は、認可に向けた最初のステップではなく、終わりであると誤って考えている」、
と追加している。
「PlasticsEurope は、REACH 規則が、SVHCs としての附属書 XIV への最終的な包含のための候補
リストへの包含を含む、REACH の全体の認可タイトルから中間体を除外していると考え続けている」と、
それは付け加えた。
「いずれにせよ、一般裁判所の判決は、(中間体であろうが無かろうが)BPA がすべての関連する法律に
準拠して EU 市場に合法的かつ安全に存在できるという、現在の状況に影響しない」と、結論付けた。
Echa は、裁判所の判決を歓迎した。「それは高懸念物質を識別することにおいて Echa の実践を確認
している」と、声明で述べた。Echa はフランスと NGO ClientEarth によって支持された。裁判所は、
PlasticsEurope は自身の費用を負担し、Echa と ClientEarth によって発生した費用を支払うことを命
令されなければならない、と裁定した。
「我々は、裁判所が[PlasticsEurope] に、生産工程で使用され完全に消費されることになっている BPA
のような物質でも、情報が環境と健康の保護の前提条件であることを思い出させたことを喜んでいる」と、
ClientEarth の法的、政策アドバイザーApolline Roger は言った。
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2017 年 6 月、Echa の加盟国委員会は、人間の健康におそらく深刻な影響を引き起こすその内分泌か
く乱特性のため、SVHC として BPA を識別するためのフランスの提案を支持した。その後、2018 年 1
月、BPA の候補リストエントリーは、ドイツによって提案された、環境に悪影響を及ぼす内分泌かく乱特
性を反映するために、更新された。
Echa の HP の BPA に関する Hot topics（まとめ）；
https://echa.europa.eu/hot-topics/bisphenol-a
裁判所の裁定のプレスリリース；
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190092en.pdf
4-3-4. Echa は内分泌かく乱フタル酸エステル類の認可リストの修正を勧める
EC は 4 つのフタル酸エステル類に対して内分泌かく乱特性を含めるために REACH 認可リストを修正
すべきである、と Echa は勧告している。：
»ビス(2-エチルヘキシル) フタレート (DEHP);
»ベンジルブチルフタレート (BBP);
»ジブチルフタレート (DBP);
»ジイソブチルフタレート (DIBP)
REACH の附属書 XIV 変更に伴い、いくつかの以前に免除された使用が、承認を必要とされる。
例えば、食品接触材料や医療機器での DEHP の使用は免除されなくなるであろう。また、Echa は、医
薬品包装中の化学物質に対する免除を削除することを勧め、承認は重量濃度 0.1% 以上で 4 つのフタ
ル酸エステル類のいずれかを含有する混合物に必要とされるべきであると提案する。
また、機関（Echa）は、EC が医薬品包装中での BBP と DBP の使用に対する既存免除を現在レビュー
することを要求している。
高懸念物質
4 つの物質はもともと生殖毒性があるとして承認リストに追加された。DEHP がまた環境に及ぼす影響
に対して識別された一方、それらは、人間の健康に及ぼす影響を持つ内分泌かく乱特性のため高懸念
物質(SVHCs)として識別された。
一方、米国では、4 つのフタル酸エステルすべては、TSCA の下でリスク評価の優先度が高いと指定さ
れる EPA の 20 候補の中から指名されている。最終決定されると、機関は 12 月にそれらの評価を開
始する。
業界は、4 低分子量フタル酸エステルの使用と決別し、代わりに高分子量の代替物を選ぶ、と主張する。
パブリックコンサルテーションの間に、産業団体 European Plasticisers は、認可リスト改正は「業界に
過剰な負担」を掛けることになる「不要な過剰規制」だろう、と述べた。
その技術マネージャー、Perry Walters によると、European Plasticisers は、今「Echa からのこの勧告
を採用しないよう EC に要求する。」「物質は附属書 XIV (と候補リスト)上に最初にリストされることによ
ってすでに広く規制され、段階的に廃止されるため、 2 番目と 3 番目のリストの付加価値は、限定され
た便益しかない、非常に問題があるものである」と彼は言った。
「したがって、我々は、適切な処分および/またはリサイクルは環境面で適切なリスク管理措置であり、そ
して健康面はすでに最初の附属書 XIV リストを介して対処されているために、健康と環境を保護するた
めのこの改正案の効率と潜在可能性に疑問を持っている」と彼は付け加えた。
NGO CHEM Trust は、Echa の勧告を歓迎した。「これの 1 つの重要な影響は、REACH 認可プロセス
が食品接触材料中の DEHP の使用に取り組む―段階的に廃止するために作用する―ことができてい
くことである」と CHEM Trust のエグゼクティブディレクターMichael Warhurst は言った。
そのニュースは「食品接触材料中の化学物質を規制するためのプロセスが現代の安全基準と一致して
いない範囲を強調する。例えば、それらは内分泌かく乱物質に対処するための自動プロセスがない」と
彼は付け加えた。
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免除と、それまでに企業が認可を申請する必要となる日付に関する最終決定は、加盟国および欧州議
会とのコラボレーションで、EC によってなされていくであろう。
Echa のプレスリリース（関連情報にリンクあり）;
https://echa.europa.eu/-/endocrine-disrupting-properties-to-be-added-for-four-phthalates-in-theauthorisation-list
4-3-5. 業界は EDCs に対する REACH フレームワークは「適切である」、しかしより多くのガイダンス
が必要、としている
内分泌かく乱物質(EDCs)に関する EC の最近公開されたロードマップに関するコンサルテーションへの
対応の中で、業界団体は、特別なガイダンスを支持するが、それらの管理のための新しい水平規制に
反対すると述べた。
2019 年 6 月 12 日に公開されたロードマップは、新たな法的枠組みが必要かどうかを決定する前に、
EDCs に対処する現在の法律を評価することを目的とする、より広範な適合性チェックプロセスの一部
である。
業界団体 Cefic と PlasticsEurope は、REACH は EDCs の識別と規制管理のための「適切な」規制の
枠組みであり、新しい水平規制の必要性はない、と言った。
しかし、EC には、既存の規制の枠組み内での EDC 関連のリスクを評価する方法に関する特定のガイ
ダンスを導入すべきである、と団体は彼らのコンサルテーションコメントで言った。
また、Cefic は、EDCs に関する EC の適合性チェックと化学物質規制のより広範な適合性チェックの間
の一貫性を要求した。「これは、異なる EU の科学 「委員会」 によって伝達される評価と意見が一貫し
ていることを保証するのに役立つはずである」と業界団体は述べた。
一般的定義
同時に、業界団体は、すべての規制と分野にまたがった、ED 特性を持つ物質の共通する法的定義を
要求した。
欧州製紙連合会(Cepi) によると、EDCs の識別は、それを適用する方法を説明するガイダンスを用い
て、「横断的・総合的な定義」に基づいて正しく作業していくだけである。
EDCs の法的定義は、昨年からそれらを識別するための基準が適用されてきている、殺生物剤(BPR)と
植物保護製品 (PPP) のための規則の下で既に存在する。
他の製品中の EDCs を規制することに関する何らかの提言を行う前に、EC は、これらの 2 つの法律
の下で基準がどのように実行されてきているか、それらがどのような影響を有したかを確認する必要が
ある、と Cefic とフランスの国内業界団体 France Chimie は言った。
ドイツの業界団体 VCI は合意したが、基準の実行が有効な結果を提供するには、少なくとも 5 年の経
験を積まなければならないだろう、と付け加えた。
化粧品における矛盾
一方、欧州化粧品原料連合(EFfCI)は、EDCs の将来規制戦略が化粧品規則に鋭く矛盾していくだろう
という懸念を表明した。
全身毒性試験のための検証済みの非動物方法の欠如のため、化粧品原料は内分泌活性に対して評
価されるために動物試験データを必要とするであろう。しかし、EU 化粧品規則は、動物で試験されてい
る成分を用いた製品のマーケティングを禁止している。
EFfCI は「動物試験要件の点で異なる法律に合わせることを強く推奨する」。
化粧品用途の化学薬品を試験する消費者安全科学委員会は、EC のロードマップ中の EDC の定義が
動物試験の禁止と「鋭く矛盾している」ということに合意し、EC に「この行き詰まりの解決策を見つける」
よう要求した。
他の業界団体と科学当局も、ED 特性の試験に関する未解決な科学的な問題にスポットライトを当てる。
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欧州内分泌学会は、意図しない混合物のいわゆる「カクテル」効果と化学物質のグループ化が適合性
チェックの一部であることを求めた。
米国内分泌学会は、将来の規制は複合影響、非単調用量応答および暴露のタイミングを考慮すること
が必要となるであろう、と述べた。
フランスの水とエネルギー会社 Veolia は、「物質の ED 特性を評価するための明確な資金の不足と方
法の不足」の警告をした。科学的な専門知識を、「さらに発展させる必要があり、必要なリソースを整備
する必要がある。我々は、異なる作用機序をカバーする生物検定のパネルに関して欧州レベルで同意
し、そして人の健康や生態系に及ぼす早期の影響を予測するための in-vivo 試験の使用を奨励する必
要がある」と語った。
受付けたコンサルテーションへのフィードバック（66 件）；
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-20192470647/feedback_en?p_id=5538010
EDCs に関する EC の取り組みの概観；
https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_en
4-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
4-4-1. スウェーデン、フランスは内分泌かく乱化学物質に関して協力を強める
スウェーデンとフランスは、内分泌かく乱物質(EDCs)の環境と健康影響を理解することに関して「協力
を継続」していく。 2019 年 6 月、2 国は、「技術革新と緑のソリューション」の分野で共同作業を設定す
る宣言を更新した。宣言は、両国が「共通利益」―1 つは EDCs－のため一緒に結び付いて、2017 年
に署名された。
スウェーデンとフランスは、EDCs の分野でアクティブな EU 加盟国である。更新は、彼らはそれらに関
する新しい知識や革新的なソリューションの開発において学界や産業界をサポートすると言う。目的は、
「人、動物、植物およびそれらが共有する環境の間の相互関係を理解しながら最適な健康の成果」を達
成することである。また、それは、作業が関連する欧州や国際協力と連携するべきであると言う。
更新では、2 国が EDCs のキャラクタリゼーション手法を開発することを提案した、2017 年宣言を拡大
している。「内分泌かく乱物質の問題が共通の関心であると宣言される」とそれは言う。
関係省庁は：
» フランス生態学的・包括的移行省；
» フランス連帯保健省；
» フランス高等教育・研究・イノベーション省；
» スウェーデン研究・高等教育省
» スウェーデン環境省；
» スウェーデン保健社会福祉省。
アップデートされた宣言；
https://www.government.se/49c602/contentassets/bfc4524c76774f309327d5361299284c/declara
tion-between-france-and-sweden-on-cooperation-in-european-affairs-and-updating-the-frenchswedish-partnership-for-innovation-and-green-solutions.pdf
2017 年のロードマップ；
https://www.government.se/4ac905/contentassets/94aa2209382846a187f02bac9325815e/17111
5-roadmap-partenariat-frse-innovation-verte-2017-final-en-version.pdf
国際機関における内分泌かく乱物質の規制動向
4-5.
4-5-1. PFAS 段階的廃止を加速するための「不可欠な用途」の免除、と専門家は言う
科学者の国際的グループは、―パー及びポリフルオロアルキル物質 (PFASs)に関連して－それらの使
用の「不可欠性」に従って懸念化学物質を区別するための方式の概略を示してきている。
目的は、免除の根拠となるべき使用を識別することを助けることによって、規制当局が化学物質を段階
的に廃止する方法を改善することである。
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スキームは、チューリッヒ声明中の規則の変更を 2018 年に要求した、学者と規制科学者のサブグルー
プ、Global PFAS Science Panel の仕事である。それは、オゾン層破壊物質の段階的廃止を要求した
モントリオール議定書からの「不可欠な用途」概念に基づいている。
プロトコルは不可欠な用途を以下のように定義している：
» 健康、安全や社会の機能のために必要なもの；と
»それに対して利用可能な技術的に経済的に実現可能な代替手段がない用途。
Environmental Science：Processes & Impacts に 5 月に掲載された論文に記載されているスキーム
は、3 つのカテゴリーのいずれかに物質を割り当てる：
» カテゴリー 1 非不可欠、物質は「あると便利」と見なされるかもしれない機能を満たす
» カテゴリー 2 置換可能、それは重要な機能を満たしているが、実行可能な代案が存在する；そして
» カテゴリー 3 不可欠。
スキームを PFASs に適用する場合、科学者は、たとえば、化粧品でのそれらの使用をカテゴリー1 に
および塩素－アルカリ処理用の膜でのそれらの使用をカテゴリー3 に割り当てるだろう。
「1 段階で PFASs のすべて使用を禁止することは現実的でなく合理的もでない」と彼らは言う。
「ただし、いくつかの用途が健康、安全性や今日の社会機能に不可欠であると見なされない場合、それ
らは、十分な機能とパフォーマンスを提供する機能上の代替物をまず見つけることなく、排除されること
ができる。」
残留性有機汚染物質からのリスクを制御することを目指す、ストックホルム条約は、いくつかの用途を免
除する条項を含んでいる。ただし、法的テキストは、「特定の免除」と「許容できる目的」のような主要な
用語が適用される必要があるそれらを識別するための明確に定義された基準を含んでいない。
科学者は、「何が不可欠な用途を構成するかについての明確な法的なガイドラインは、ストックホルム条
約やその他の規制の枠組みに利益になっていく。」と結論付ける。
市場はどんな化学物質が価格を通じて不可欠であるかを決定すべきかと質問され、ストックホルム大学
環境科学教授で論文の第一著者、Ian Cousins は以下のように回答した:「市場は非常に不完全である。
人間の健康と環境への影響のような化学物質のコストの多くは、化学物質の価格に反映されない外部
性で、社会全体が負担している」。
消費者行動の役割に関して、論文の共同著者のチューリッヒ工科大学（ETH Zurich）の Zhanyun
Wang は、業界は、情報に基づいた意思決定を促進するために、消費者製品中の化学物質について透
明性があるべきである、と述べた。「我々は、皆、このような情報を良く理解することを助けるためスマー
トフォンアプリを持っている。だから消費者は理解できないだろう、と恐れることはない。」
NGOs ChemSec と Health and Environment Alliance (HEAL)はスキームを歓迎した。
「「これが本当に我々が社会として必要とする機能ではない」と言う権限を持つ組織は現時点ではない。
これは、たとえば、最も危険な化学物質の代替が、それが全く同じ審美的な品質を提供していない場合、
代替可能であるとはみなされないという、REACH 承認プロセスのための議論において、非常に明白で
ある。」と ChemSec の Anna Lennquist は言った。
Cousins 教授は、スキームを REACH 高懸念物質に適用することは、置換をスピードアップするだろう、
と付け加えた。
「不備のある仮説」
しかし、米国に拠点を置く PFAS 貿易協会、FluoroCouncil は、批判的だった。「PFASs についての不
備のある仮説の多くのように、この「不可欠性」議論は、すべての PFASs が同じである、および、すべて
の PFASs はいくつかの固有のリスクを提示する、という不正確で誤解を招く考えを永続化する」と、協
会のエグゼクティブディレクター、Jessica Bowman は言った。スキームにおける不備の単純な例は、
「不可欠な」用途としての医療機器や非不可欠な用途としてのデンタルフロスの扱いである、と彼女は付
け加えた。「両方はフッ素樹脂を使用する、それは―それらの物理的・化学的特性のため―不活性で生
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物学的に利用不可能であり、そのため最終用途に関係なく、有意な毒性懸念を呈さない」。
Environmental Science：Processes & Impacts に掲載された論文（フリーアクセス）；
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/em/c9em00163h
4-5-2. 人の皮膚は、BPS の吸収は BPA よりもより少ない、と研究は示唆する
レシートを扱う人ボランティアを使った小規模な研究によると、人間の皮膚は、ビスフェノール A ほど容
易にはビスフェノール S を吸収しない。しかし、また、研究結果は、一度吸収された BPS は BPA と同じ
くらい容易には代謝されないことを示唆する。
BPS は、BPA に代わるものとして広く使用され、レシートを含む、ある範囲の紙製品で検出されている。
2019 年 5 月、スイスは、レシートとして使用される感熱紙中での使用から BPS と BPA を禁止する欧州
での最初の国となった。さらに、ベルギーは現在内分泌かく乱の疑いがあるとして CMR 特性とともに
BPS を評価している。
BPS は BPA と同じような分子サイズと構造を有し、「内分泌かく乱活性に関して優位性がないと思われ
る」と、論文の著者、中国北京市の北京大学の Jiaying Liu とスウェーデンのストックホルム大学の
Jonathan Martin は述べている。
研究者は、EpiDerm と呼ばれる再構成された人間の表皮組織の in vitro モデルと人間の試験を用いて、
化学物質がどのように吸着され、代謝されるかを研究した。彼らは、彼らの研究が、皮膚がどの程度効
率的に BPS を分解するかを評価する最初の研究であることを示唆する。
In vitro と人間の研究の両方は、BPA と比較して BPS のより低い皮膚吸収を示唆し、レジのレシートを
扱った後に手ふきに拭き取られる BPS の質量は BPA の平均 5 倍以上だった。
「これらのデータは、感熱レシート中で BPS の同じ量で BPA を置き換えることは皮膚暴露の後に続く、
ビスフェノール類の合計内部用量を減らすことができることを示唆する」と、Environmental Health
Perspectives で研究者は記述する。
さらに研究者らは、経皮暴露後の尿中のビスフェノールを測定したが、尿中の BPA と BPS の濃度の相
対的な時間傾向は類似しているように見え、本研究における遊離 BPS の割合は同じ被試験者におけ
る BPA よりも高かった。これは BPS の総計生物転位効率が BPA より低いことを示唆している。
この結果と一致して、経口投与後のヒト薬物動態研究は、全尿中 BPA のわずか 0.1%と比較して、全尿
中 BPS の約 3%が共役化されていないことを示した（Thayer ら、2015）。ヒトの肝臓および腸のミクロソ
ームは環境的に適切な濃度では BPA よりも BPS のグルクロン酸抱合に有効性が低いので、これらの
違いは BPS のグルクロン酸抱合の効率が低いことに起因するかもしれない（Karrer et al.,2018）。非共
役ビスフェノールのみがエストロゲン受容体に結合することを考えると（Matthews ら、2001 年； Snyder
ら、2000 年）、遊離 BPS のより高い相対量は内分泌かく乱の懸念がある。
しかし、彼らは 皮膚の代謝容量が限られていることが二つのビスフェノールの相対的なリスクを評価す
る場合に考慮されなければならないとし、BPS の生物転位効率（biotransformation）と体内分布のさら
なる研究を提唱した。
論文；J. Liu & J.W.Martin; Environmental Health Perspectives; 127(6) June 2019（オープンアクセ
ス）；https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP5044
論文の PDF; https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/EHP5044
4-5-3. NGOs は感熱紙への BPA と BPS の使用を配するようにカナダの小売店に要求する
カナダの大手小売業者は、店舗での領収書と他の紙製品用のビスフェノール類を含む感熱紙の使用を
停止することを強く要求されている。
13 の主要なショッピングチェーンへ 2019 年の 7 月 4 日の手紙の中で、4 つの NGOs は、ビスフェノー
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ル A (BPA)、ビスフェノール S (BPS) 及び他のビスフェノール類を含む領収書の紙が、「不当な健康上
リスクを呈する…領収書と毎日反復的な接触があるだろう小売店の従業員に」、と言う。そして、彼らは、
2019 年 12 月 31 日までに感熱紙中でのそれら物質の使用を止めることを約束するよう小売業者に促
す。
BPA ―プラスチック、食品、感熱紙の領収書で広く用いられる物質―は、それが 2010 年に国の有毒物
質のスケジュール 1 リストに追加された後、すでにカナダの多くで自主的な段階的廃止の対象とされて
きている。 ただし、多くの場合、小売店は領収書における BPA を BPS で置き換えてきており、それは
広く使用されているが、物議を醸している。ベルギーは、現在、疑われる内分泌かく乱作用と他の健康
影響に関して BPS を評価している。
彼らの手紙で、United Food and Commercial Workers Canada (UFCW)、Environmental Defence
Canada (EDC)、Breast Cancer Action Quebec and Safer Chemicals Healthy Families (SCHF)は、
小売店が有害化学物質への人々の暴露を減らすことで強いリーダーシップを示してきている、と言う。し
かし、彼らは、「警告すべきレベルの BPA と BPS に毎日暴露されている可能性が高い」レジ係と他の
労働者を保護するために業界の行動を求めた。
そして、彼らは、「世界中の機関が… BPA と BPS に関連付けられている健康上のリスクを評価し続け
ているので、」化学物質の使用を継続することは、小売業者に規制のリスクを未解決のままにしておく、
と警告する。
共同署名者は、2019 年 8 月 6 日までに手紙への応答を要求している。彼らはまだ小売業者のいずれ
かからも返答されていない。
キャンペーン
2019 年 2 月、EDC は、Health Canada に全国で領収書からそれら物質の使用を禁止させるキャンペ
ーンを開始した。しかし、政府が「レジ係と定期的に領収書を扱う人が経験する高い暴露に関する深刻
な懸念」を却下し、その後、現在は小売業者をターゲットにしている、と述べた。
2019 年 5 月、スイス連邦共和国は感熱紙から両方の物質を禁止する欧州で最初の国になった。米国
のコネチカット州は、2011 年に領収書で BPA の使用を禁止する最初の州になったし、感熱紙における
ビスフェノール類の使用に対処する法案はイリノイ州とカリフォルニア州で検討中である。
欧州では、BPA は、その生殖毒性と内分泌かく乱特性のため、2017 年に高懸念物質 (SVHCs)の
REACH 候補リストに収載された。最新の Canadian Health Measures の調査によると、10 人のカナ
ダ人のうち 9 人は、BPA に暴露されている。
最近の研究は、BPA より BPS がより簡単にヒトの皮膚に吸収されることを示した。しかし、また、その結
果は、BPS は一度吸収されると、容易に代謝されないことを示している。（本号 1-5-2.参照）
Environmental Defence Canada (EDC)のプレスリリース；
https://environmentaldefence.ca/2019/07/05/retailers-cashiers-bpa-bps-receipts/
EDC のレポート；https://d36rd3gki5z3d3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/02/The-hiddencost-of-receipts-BPA-BPS-Feb-2019-1.pdf?x17002
EDC の小売店への手紙；
https://d36rd3gki5z3d3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/07/Letter-to-Retailers-onBisphenols-in-Receipts-July-4-2019.pdf?x17002
https://environmentaldefence.ca/report/letter-retailers-need-phase-receipts-containingbisphenols/
Canadian Health Measures の調査の BPA を含む部分；
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reportspublications/environmental-contaminants/fourth-report-human-biomonitoring-environmentalchemicals-canada-page-3.html#a9-1
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「米国及び EU における内分泌かく乱作用の規制動向」-8 月分
2019/8 JFE テクノリサーチ
5.
8 月の情報
5-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
5-1-1. 下院監視委員会の環境小委員会は PFASs が「有害化学物質」に指定される理由を聞く
パー-及びポリフルオロアルキル物質 (PFASs) 汚染によって影響を受ける個人が、業界が浄化費用に
責任を持つ「危険物」として、これらの物質を指定することを米国議会に要求してきた。
監視委員会の環境小委員会によって開催された 7 月 24 日下院公聴会で、「彼らが知っていた悪魔―
PFAS 汚染と企業の説明責任の必要性」と題した要求が出された。
包括的な緊急対応・補償・責任法(Cercla)―スーパーファンド プログラムとしても知られている―の下で
の「危険物」指定は、連邦政府よりもむしろ、汚染除去を実行するか、費用を支払うことを PFAS 汚染に
責任を有する者に要求するだろう。
「私は、私の税金がそれを浄化するために使われないよう責任を持つことを、汚染者に求める」と、代議
員 Debbie Dingell (ミシガン州選出－民主党)からの質問への回答で、活動家で損害を受けたミシガン
州居住者 Sandy Wynn-Stelt は言った。
また、NGO Clean Cape Fear の共同創設者 Emily Donovan は、分類（クラス） ベースのアプローチが
好ましい:「我々が有害物に PFAS―クラスとしてそれらのすべて―を指定しない場合、あなたは私が浄
化のために払わなければならないことを保証している」、と委員会に述べた。
Ms Dingell は、法案 (HR 535) はまだ投票されていないにもかかわらず、「危険物」としてクラスに指定
する立法を紹介した。上院議員 Tom Carper (D–Delaware)によって出された上院の同等立法 (S 638)
は、環境・公共事業委員会に参照されてきた。
議会の夏季休業はまもなく開始され、下院が 7 月 26 日に始まり、上院が 8 月 2 日に続く。両院は、9
月 9 日に法律を検討を再開する。
また 7 月 24 日の公聴会で、小委員会委員長 Harley Rouda (カリフォルニア州選出－民主党)は、化学
品大手 3 M が 9 月 10 日の監督委員会の前に証言することに同意したことを示した。
「我々は、彼らの出席を楽しみにしている、そして我々は DuPont が後に続き、証言することを促す」と
彼は言った。Rouda 氏は、DuPont は 7 月 24 日の公聴会で証言することを要請されたが、辞退した、
と述べた。
環境小委員会公聴会；
https://oversight.house.gov/legislation/hearings/the-devil-they-knew-pfas-contamination-and-theneed-for-corporate
5-1-2. ニューメキシコ州は米空軍に対して PFAS 汚染に対処する暫定的命令を請求
ニューメキシコ州は、米国空軍に対して 2 つの軍事基地の近くのパー及びポリフルオロアルキル物質
(PFAS) 汚染に対処することを強制する暫定的命令を請求した。
米国国防総省―軍の 3 つの主要な部門を占める―は、PFAS を含む消防発泡剤の軍の使用が全国の
汚染問題を引き起こしたことを認めてきている。
先週、国防総省は、米軍基地上及び近くの汚染に対処するためのタスクフォースを発表した。しかし、ニ
ューメキシコ州の場合、より速い救済を要求している。
強制命令―ニューメキシコ州環境部 (NMED) と検事総長 Hector Balderas によって請求された―は、
連邦裁判所が空軍に（以下をすることを）命令することを要求する：
・PFAS 消火泡使用によって引き起こされた「地下水プルーム」を線引きするため、すぐに Cannon
and Holloman 基地で正規の水サンプリングを実施することを開始する；
・影響を受けた居住者のために代替水源と水処理の選択肢を提供する；
・PFAS に暴露されてきたかもしれないニューメキシコ人に対し自主的な血液検査を提供する；
・基地周辺の PFAS 汚染の範囲の追加的証拠書類を提供する。
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「空軍側の責任あるタイムリーなアクションがない場合は、州はクリーンアップを強制する利用可能など
んな法的手段をも求め続けていく」と NMED 長官 James Kenney は言った。
NMED と州検事総長は、州の有害廃棄物法違反のため 4 月に空軍を最初に訴えた一方、強制命令は、
また、連邦資源保全再生法の違反を含んでいる。州は、命令が、「訴訟が進むにつれて、ニューメキシ
コ人の健康と環境の保護を確保するようになるであろう」と言う。
この訴訟は、全国に亘る PFAS 含有消防発泡剤の汚染への懸念が高まりにより始まる。いくつかの州
は、同様に非軍事文脈で消防適用での物質の使用に対処するため今年法律を承認してきた。
ニューメキシコ州のプレスリリース；
https://www.env.nm.gov/wp-content/uploads/2019/07/State-files-preliminary-injunction-againstAir-Force-to-compel-it-to-address-PFAS-contamination.pdf
5-1-3. 22 の州検事総長が PFAS 法案を可決するよう米国議会に要求
22 の米国州検事総長は米国議会指導者に手紙を書き、パー及びポリフルオロアルキル物質 (PFASs)
によってもたらされる問題に取り組む「必要な最初のステップ」を取るように促した。
ステップ―米国上院と下院両方の多数党と少数党指導者への 7 月 30 日の手紙で記載されているよう
に－は、1 つまたは両方の議院で現在検討中の立法に反映する。
また、PFAS 汚染は州議会にとって特に関心の話題となってきている。これらの物質―界面活性剤及び
難燃性を有する―の現在および過去の使用は、米国で環境汚染につながっているし、特定の PFASs
は、健康への懸念にリンクされてきている。
彼らの手紙で、上院議員 Mitch McConnell (ケンタッキー州－共和党) と Chuck Schumer (ニューヨー
ク州－民主党)、下院議員 Nancy Pelosi (カリフォルニア州－民主党) と Kevin McCarthy (カリフォルニ
ア州－共和党)、検事総長(注；代表する州参照)は、６つの「即時の立法ニーズ」を指摘する:
・米軍基地と他の中央政府施設での PFAS を含む消火発泡剤の使用と貯蔵の禁止；
・スーパーファンド プログラムとしても知られている、包括的環境対処補償責任法(Cercla)の下で「有
害物質」として特定の PFASs (PFOA、PFOS、GenX を含むが限定しない) の指定；
・EPA の有毒排出インベントリー (TRI)中に物質の全体のクラスを含めること；
・米国地質調査所 (USGS)を介した PFAS 汚染のサンプリングおよび調査のための要件；
・PFASs で汚染された公共－及び潜在的な私用－水システムの共同修復のための資金の提供；
・担当者 (消防士を含む) および公衆のメンバーに対する PFAS 暴露の医療検診の提供。
「この急成長している脅威に対応している州やコミュニティを支援する中央政府立法措置なしでは、公衆
は、その飲料水源の安全性、消費者製品、PFAS の危険レベルへの暴露の他のルートへの信頼を失う
かもしれない」とグループは書く。
検事総長が示す優先順位のいくつかは、主要防衛支出パッケージの上院又は下院バージョン中で対処
され、承認のためのトランプ大統領の机に向かう前に互いに調整する必要がある。
しかし、大統領は、とりわけ 2 つの PFAS(Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) 及び
Perfluorooctanoic Acid (PFOA)の立法に関する懸念を引用して、既にこれらの法案に署名しないと脅
かしている。
注）22 州；California Connecticut Delaware District of Columbia Guam Hawaii Illinois Iowa Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi New Jersey New Mexico
New York Oregon Rhode Island Virginia Washington Wisconsin
州検事総長の米国議会指導者への手紙；
https://portal.ct.gov/-/media/AG/Press_Releases/2019/Multistate-PFAS-LegislativeLetter73019FINAL.pdf
5-1-4. NGOs は、食品包装中の PFASs の承認取り消しを FDA に求める
2 つの NGO は米国食品医薬品局 (FDA) に食品接触用途での使用のためのすべてのパー及びポリフ
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ルオロアルキル物質 (PFASs) の承認を取り消すように要求してきた。
この要求－Environmental Defense Fund と Environmental Working Group からの別々のブログ記
事で表明された－は、食品中のそれら物質の存在に関する広く公表された 2019 年 5 月報告（本記事；
「FDA 調査は食品中の PFASs を見付ける」以下を参照）、および堆肥化可能製品中の PFASs につい
ての最近のニュースレポートに続くものである。
米国 EPA は、PFASs を、－発達および免疫に問題を生じさせるような－一定の健康影響がある物質
群と結び付けてきたが、データはより新しい短鎖のバージョンに限られている。2019 年 6 月に、FDA は、
「食品接触用途での PFAS の限定承認された使用をレビューする」を含む食品中でのそれら物質の存
在を評価するための手順をとることになると示すため、そのウェブサイトを更新した。
しかし、8 月 5 日のブログ記事で、EDF の Tom Neltner は、そのプロセスについて問題を提起した。暫
定的に、彼は 62 の PFAS 食品接触通知 (FCNs) すべては、もはや有効でない」ことを FDA が決定し
たことをメーカーに通知することを勧めた。この影響は「使用が安全であると証拠を挙げて主張する」こと
をメーカーに強制することになるだろう。それ以外の場合、決定は最終的にされるだろうし、承認が取り
消されるだろう。
この勧告を支持して、Neltner 氏は、「最も保護的な」参照用量レベル－安全であると決定される最低の
暴露－が 62 物質すべて に対して使用される必要がある、と言った。具体的には、彼は長鎖物質パー
フルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の安全性レビューでの疾病管理・予防センター(CDC)によって提
案された最小リスクレベル(MRL) の適用を要求した。
EDF の調査によると、この MRL を使用する 2017 情報公開法(FOIA)要求を通じてそれが受け取った
31 FCNs を再評価することは、それらのどれもが食品接触物質として承認されない結果につながるだろ
う。EDF 研究者は、残りの FCNs に対して「別の結果を予想していない」。
ブログ記事は、どのように機関が食品接触通知 (FCN) プロセスを作り直す必要があるかに関して以下
のような、いくつか他の勧告を強調した：
・企業が法律によって要求されるすべての関連データを提供することを確保する；
・「食物中の化学的、薬理学的に関連する物質の累積的な影響を考慮する法定義務」毎に、PFASs
の混合物に対して食物をテストする；
・それらの製品の環境放出の包括的な見積もりを提供することを会社に要求する；そして
・食品接触材料(FCMs)を製造する会社が各 FCN に対して製品サンプルを提供することを要求する。
EWG は、食品包装からすべての PFASs を「禁止」することを FDA に要求した、ブログ記事中でこの
EDF 研究を指摘した。それは、PFASs が堆肥の鉢中にも存在するニュースは、「我々の食生活の締め
くくりからこれらの化学物質を禁止するための FDA にとっての十分な理由に違いない」と付け加えた。
しかし、FluoroCouncil は、EDF 記事は不正確な誤解を招く発言を含んでいる」と化学物質管理専門誌
Chemical Watch に語った。エグゼクティブディレクターJessica Bowman は、CDC の参照用量は
PFAS クラス全体に適用されるべきであるということは、「全く真実でない」と言った。
「我々は、当社の製品がその意図した用途に対して安全であることを保証し続けるために、我々の
FCNs に係る最新のデータの FDA のレビューを支持する」Bowman 女史は言った。「FDA が、追加の
データが必要であると結論を下せば、機関は産業に追加のテストを実施することを要求できる。」
FDA は、PFAS に関してその web ページに言及することを超えて EDF の勧告に関するコメントを提供
しなかった。
「FDA の食品中の PFAS 濃度の研究と解析」をリードするために、2019 年に FDA は内部の作業グル
ープを結成し、このプロセスで消費者、業界、と他の連邦、州、および地方政府パートナーと連携するこ
とを約束する」と web ページにある。
FDA 調査は食品中の PFASs を見付ける
FDA は、食品包装と他のソース両方から、食品中の他の PFASs の存在を調査し続けている。ヨーロッ
パでの先の 5 月下旬の環境毒物化学学会会議で、FDA は食料品店で販売される特定の肉類、魚介類、
チョコレートケーキ中の物質の存在につながる 3 つの研究の結果を発表した。
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調査は、PFAS 生産設備、PFAS 含有消防発泡体からの環境へのインプットのため、「汚染された水を
使用して生産された食料品の汚染可能性の懸念」と結論した。
それは、8 つの州からサンプリングされた食品中の 16 の長および短鎖 PFASs (PFHxA を含む) の存
在をテストした。注目すべき結果は、以下の発見を含んでいた：
・テストされた肉や魚介類の製品の約半分中での使用されなくなった化学品ペルフルオロオクタンス
ルホン酸 (PFOS)；
・チョコレートケーキ中のペルフルオロ-n-ペンタン酸 (PFPeA)；
・砂糖衣付きチョコレートケーキ中の非常に高いレベルでの PFPeA；
・パイナップル中の パーフルオロブチレート (PFBA)；そして
・サツマイモ中のパ-フルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)。
結果はまだ公表されていないが、プレゼンテーションからの写真は EDF を含む NGOs によって広く流
布されてきた。調査の概要は、暴露のための潜在的な経路として FCMs を議論しなかったし、ほとんど
の場合、高濃度の PFAS は「消費による人間の健康上の懸念の可能性は無かった」と結論した。
FDA のウェブサイト；
https://www.fda.gov/food/chemicals/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas
FDA のプレゼンテーション（イメージ）；
http://blogs.edf.org/health/files/2019/06/FDA-PFAS-in-food-poster-presentation-2-5-30-19.pdf
EDF のブログ 1；
http://blogs.edf.org/health/2019/08/05/fda-must-abandon-flawed-assumptions-reviewing-safetypfas/?utm_source=gmail&utm_campaign=edfhealth_none_upd_hlth&utm_medium=email&utm_id=1565024364
EWG のブログ 2；
https://www.ewg.org/news-and-analysis/2019/08/it-s-time-ban-pfas-food-packaging
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
5-2.
5-2-1. 米国防総省が PFAS タスクフォースを立ち上げ
米国国防総省は、軍事基地上及び近傍のパー及びポリフルオロアルキル物質 (PFAS) 汚染に取り組
むためにタスクフォースを立ち上げた。
環境への PFASs の放出は「懸念が高まっているトピックで、全国で現在 400 以上の軍事施設とその周
辺の地域に影響を与えている」と、タスクフォースを発表する 7 月 23 日のメモで新しく就任が承認され
た国防長官 Mark Esper は書いた。
「我々は積極的かつ全体的な方法で問題にアプローチし、この問題への協調された国防総省全体のア
プローチを確保しなければならない」と彼は言った。
これは、「すべての防衛活動からこれらの物質のいかなる放出でもそれが生じさせる影響に対処する強
力かつ先見的なスタンスを取ること」を含む、と彼は付け加えた。
Esper 氏のメモは、タスクフォースのためのいくつかの主要分野を確認し、以下を含む：
・PFASs なしの効果的な代替泡消火薬剤を見つけ、資金提供する；
・DoD の努力が公共および議会で認識されるようマネージする；
・暴露とクリーンアップに対する「科学でサポートされている標準」；
・省庁間の調整。
国防長官への彼の就任を承認するための上院の公聴会の間に、Esper 氏が PFASs に関するアクショ
ンを取ることを約束した後の一週間にこの進展が起きた。この動きは議会で彼にこの問題を押しつけた
数人の議員によって歓迎されている。
「私はこの問題の重要性について Esper 長官に直接話し、これは彼が取っている最初のアクションの 1
つであることを心強く思う。PFAS 汚染と暴露は、真剣に受け取られる必要があるし、対処されなければ
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ならない。」と Gary Peters (ミシガン州選出民主党)は述べた。
上院議員 Jeanne Shaheen (ニューハンプシャー州選出民主党)は、それは肯定的な進展だったことに
合意したが、新しいパネルが「PFAS 汚染と闘うための省のアプローチの実質的な変化」を強制する必
要があると警告した。
「この問題に向き合うことは多面的なアプローチ：暴露を終わらすことから汚染されたサイトを修復するこ
とまで、フッ素フリー泡消火薬剤の研究・開発を加速することとそれらの暴露に関連した潜在的な健康
への影響について影響を受けた家族への緊急に必要とされる回答を伝達すること、が必要である」と彼
女は付け加えた。
タスクフォースは、180 日以内にその進捗状況に関して国防長官に最新情報を報告する責任を負わさ
れている。
国防長官のメモ；
http://files.chemicalwatch.com/PER%20AND%20POLYFLUOROALKYL%20SUBSTANCES%20TASK%20FORCE%20OSD00757519%20RES%20FINAL.pdf
Gary Peters のリリース；
https://www.peters.senate.gov/newsroom/press-releases/peters-statement-on-department-ofdefense-pfas-task-force
Jeanne Shaheen のリリース；
https://www.shaheen.senate.gov/news/press/shaheen-on-dod-announcement-of-new-pfas-taskforce
Esper の公約（Shaheen のビデオ）；
https://twitter.com/SenatorShaheen/status/1151210315054571526
5-2-2. NGOs は McDonald’s がビニール手袋の使用を終了するように後押しする
米国 NGOs の連合は、「フタル酸エステル類によって食品が汚染されることを防止する唯一の方法」と
して、ビニール食品サービス手袋の使用を停止することを公に約束するよう McDonald’s に求めてきた。
要求は、米国ファーストフードレストランで使用されるおよび主要な販売代理店によって販売される食品
取扱い手袋に関する、より安全な食物処理と包装のための連合（Coalition for Safer Food Processing
and Packaging）による研究の発表と一緒に、なされる。
123 の手袋の分析は、7 つのビニール手袋の 1 つが DEHP―「知られている内分泌かく乱物質」― ま
たは置換フタル酸エステル類 DIDP 、DINP、DPHP、それらはまた現在健康上の懸念を連合は主張す
る、を含むことを見付けた。それがフタル酸エステル類を含むかどうかに関して単一ビニール手袋ブラン
ド内でも不整合があるので、「いかなるグローブも、フタル酸エステル類を含み、食品にフタル酸エステ
ル類を間接的に添加する可能性」がある。
レポート「有毒な手袋を脱いで： 食品取扱い手袋中のフタル酸エステル類および他の懸念化学物質の
調査」は、代替としてポリエチレンやニトリル手袋の使用又は「適切な洗浄を伴う」素手を薦める。そして
連合メンバーの Ecology Center は、グループは 15 のレストラン チェーンを調べて、Burger King や
Wendy’s もそれらの製品を使用していることを見出したという事実にもかかわらず、売上高でレストラン
部門のトップであるため、「市場のリーダーである」McDonald’s を選んだ、と言う。
しかし、米国化学工業協会の High Phthalates Panel―DINP、DIDP 、DPHP のメーカーを代表する―
は化学物質管理専門誌 Chemical Watch に、その研究は「すべてのフタル酸類が同じである、単に手
袋中にフタル酸エステル存在していることが毒性の懸念に相当する、食品におけるフタル酸暴露の懸念
がある、と誤って前提としている」と、語った。「このビニール手袋研究は脈絡を欠いているし、いくつかの
誤解を含んでいる」と付け加え、食品接触材料中でのこれらの物質の継続的な使用をバックアップする
国際規制機関によって実施された多くの研究を指摘した。
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NGO 連合メンバーは以下を含む：
・the Environmental Health Strategy Center ・the Ecology Center
・Healthy Babies Bright Futures ・Safer Chemicals Healthy Families ・WE ACT
・Toxic-Free Future ・Center for Food Safety;
・the Learning Disabilities Association of America, 及びその他。
McDonald’s、Burger King 、Wendy’s は、公表前のコメントに対する Chemical Watch の要求に返答
していない。
研究の要約；
https://saferchemicals.org/2019/07/25/new-study-finds-toxic-chemicals-in-plastic-gloves-used-atmcdonalds-burger-king-and-wendys/
研究報告書；https://drive.google.com/file/d/1NbWOETSCoSd-PXT_4eTHgi7sTx8aOQgY/view
5-3.
EU における内分泌かく乱作用の規制動向
5-3-1. Echa は、REACH 候補リストに 4 物質を追加
7 月 16 日、Echa は、SVHCs の候補リストに 4 つの新しい物質を加えた。それらの追加は、Echa の
加盟国委員会 (MSC) または欧州委員会によってなされた決定に続き、リスト上の SVHCs の数は 201
になった。
2 つの新しい物質は環境に対する内分泌かく乱物質で、1 つは人間の健康や環境におそらく深刻な影
響を持っている懸念物質と同等のレベルを示し、他の化学物質は生殖毒性がある。
候補リストは、人間の健康や環境に深刻な影響があるかもしれない物質を含んでいる。特定の法律上
の義務は、このリストから生じ得る。また、それらは、高懸念物質として知られ、認可リストに最終的に包
含されるための候補物質である。 それは、通常年 2 回更新される。1 月には 6 つの化学物質が追加さ
れた。
それらの新規化学物質とその特性は:
・4-ノニルフェノール、分岐および直鎖 (4 NP)を 0.1 重量%以上含んだ、トリス (4-ノニルフェニル、分
岐および直鎖) 亜リン酸 (TNPP) ―環境に対する内分泌かく乱物質
・2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(へプタフルオロプロポキシ) プロピオン酸、その塩類、そのアシルハロゲン
化物 (個々の異性体のいずれか及びそれらの組み合わせを含む)―人間の健康や環境におそらく
深刻な影響を有する懸念のレベルと同等
・4-ターシャル-ブチルフェノール（PTBT）―環境に対する内分泌かく乱物質
・2-メトキシエチルアセテート―生殖毒性。
化学品用途
4-ノニルフェノール、分岐および直鎖(4 NP)を 0.1 重量%以上を含むトリス (4-ノニルフェニル、分岐およ
び直鎖) 亜リン酸 (TNPP) は、主に高分子を安定させるために酸化防止剤として使用される。
フランスは候補リストへの包含を提案し、MSC は 6 月の会議で決定を採用した。
また、MSC は、2,3,3,3-テトラフルオロ - 2-(へプタフルオロプロポキシ) プロピオン酸、その塩類、そのア
シルハロゲン化物 (個々の異性体のいずれかおよびそれらの組み合わせを含む) をリストに加えるため
に選んだ。物質は、フッ素化ポリマーの生産において加工助剤として使用される。
4-ターシャル-ブチルフェノール(PTBP)は、コーティング製品、高分子、接着剤、シーリング材、その他の
物質の合成に用いられる。欧州委員会は 2 月にその化学物質を追加する意向を通知し、7 月 5 日の
実行決定で SVHC として物質を識別した。ドイツは、最初に、2016 年 3 月の候補者リストへの包含を
提案した。
また、今年早々、スウェーデンは、候補として 2-メトキシエチルアセテートを出した。その物質は
REACH の下で登録されていない、また用途は不明である。
今年初めに、Echa は SVHCs の代替化を促進する取り組みを説明した。
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Echa のプレスリリース；
https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-the-candidate-list
候補物質リスト；https://echa.europa.eu/candidate-list-table
欧州委員会の PTBP の SVHC 識別の発表；
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1194&from=EN
5-3-2. 4 つのフタル酸エステル類に関する RoHS 制限が発効
ほとんどの電気・電子機器 (EEE) 中で 4 つのフタル酸エステル類を禁止する、RoHS 指令の改正版が
発効した。7 月 22 日から、ブチルベンジルフタレート (BBP)、ジ(2-エチルヘキシル) フタレート(DEHP) 、
ジブチルフタレート (DBP) やフタル酸ジイソブチルフタレート (DIBP)を含むほとんどの EEE 製品は、
EU 市場で販売することができない。主に断熱材の可塑剤として使用される、4 つの化学品は、内分泌
かく乱特性により、REACH 候補リスト上の SVHCs である。
ただし、いくつかの製品は、制限から免除される。これらは以下を含む：
・2021 年 7 月 22 日まで免除される、医療機器、監視・制御機器
・2019 年 7 月 22 日の前に市場に出された、EEE の修理、再利用、更新または容量のアップグレー
ドのために使用されるスペア部品やケーブル
・2021 年 7 月 22 日の前に市場に出された、医療機器および監視・制御機器。
関連ニュースで、消費者製品中のフタル酸エステル類を制限する決定は、2018 年 12 月欧州委員会に
よって採択された。それは 2020 年 7 月 8 日から発効する。
RoHS 指令の改正版発行のニュース；
https://www.gov.uk/government/news/restrictions-to-be-extended-on-products-containingplasticising-chemicals
5-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
5-4-1. 欧州経済社会委員会 (EESC)は内分泌かく乱物質に取り組むために研究に資金を提供するこ
とを委員会に要請
欧州委員会は、内分泌かく乱化学物質(EDCs)に関する研究と業界の代替物への移行を支援する「十
分な」財政メカニズムを確立する必要がある、と欧州経済社会委員会 (EESC) は述べてきた。この EU
の諮問組織は、7 月 7 日、コンサルテーションが終了する前日に、委員会の EDC 戦略についてその見
解を説明した。委員会は、現行の立法に関する適合性チェックを含む、EDCs に取り組むための一連の
措置を発表した。
EESC は、EDCs は「市民や利害関係者のための透明性」を確保するため、科学ベースの方法で管理
されるべきである、と述べた。そして、「欧州産業研究と革新的な活動と生産に取り組み、支援し、刺激
するために合意された科学的な基準と方法」を提供することができるであろう、公開され独立した研究の
ための十分な予算があるべきである、」と付け加えた。
EESC は、欧州委員会に、EDCs の早期識別とリスク、安全な代替方法の識別と環境修復を可能にす
る特定の予算を確立することを要求している。これは、引き下げられるべきではないと EESC が述べた
Horizon 2020 予算に加算されるだろう。
また、EU 執行部は、EDCs の禁止または制限が有するかもしれない「関連する影響」への業界の取り
組みを支援するために、また「より持続可能な生産への」業界の移行を促進するために、資金を提供す
るべきである、と付け加えた。
そのコンサルテーションコメントで、NGO PAN Germany は、経済的資源は EDCs と安全な代替方法を
識別する新しい科学的方法を開発するために使用されるべきである、と述べた。
「具体的な」行動
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委員会の戦略は、「目標と期限を設定する現実的な行動計画」、NGOs が推進している何か、で補強さ
れる必要がある、と EESC は述べた。
NGO の Health and Environment Alliance (HEAL)、ChemSec、Health Care Without Harm
(HCWH)及びその他は、「具体的な行動」が急務である、と言った―HEAL は以前に欧州議会とともにこ
れを促した。
そして、委員会とステークホルダーとの間の対話「情報交換やコンサルテーションの永続的な構造化さ
れたシステムを含める必要がある」と EESC は述べた。
適合性チェック
一部のステークホルダーは、適合性チェックの必要性を疑問視した。HCWH は、これがどのような知識
を提供するかは不明であり、「理事会と議会の行動に対する要求からはまだ知られていない」、と言った、
そして CHEM Trust は合意した。
EDC-Free Europe and PAN は、それらは、それが EU 法規定を履行する際に「追加の遅延に結果」と
して結び付くかもしれないと、「非常に懸念」されている、と付け加えた。
イタリアの食品安全・公衆衛生部門およびオランダ公衆衛生・環境研究所(RIVM)は見解を共有し、この
行動が「解明するべき新しい事実」を持ち出すだろうことを疑っている。
しかし、彼らは概して、ドイツ連邦環境庁(UBA)および英国環境食糧農林省(Defra)と共に、この作業を
支持した。
いくつかの当局は、適合性チェックは（以下を）する必要がある、と言った：
・安全に使用されることができるだろう材料の不必要な制限を回避する；
・科学的証拠及び、委員会によって最終決定され継続されている関連する評価に基づいて構築する：
・どのように EDCs がリスク評価されるかの評価を含める、そして、類似した化学物質のグループが
関連法規中で対処されることを保証する。
また、EESC は、EDCs に関する欧州戦略は国際的及び二国間協定で問題に対処する必要がある、と
述べた。
欧州経済社会委員会 (EESC)の意見；
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE5760&from=IT
EC が受けたコンサルテーションコメント；
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-20192470647/feedback_en?p_id=5538010
国際機関における内分泌かく乱作用の規制動向
5-5.
5-5-1. インドチームが文献から数百の潜在的な EDCs を特定
インドの研究者らは、利用可能な文献を検索・分析することによって 686 の潜在的な内分泌かく乱化学
物質(EDCs)を特定した。これらの潜在的な EDCs のほとんどは、有害な生殖や代謝への影響の証拠
を持ち、消費者製品で使用されている。
Bagavathy Shanmugan Karthikeyan と Janani Ravichandran が率いる、Chennai の数理科学研究
所のチームは、化学物質が EDCs である可能性を特定するために、16,000 以上の出版された研究論
文を評価した。また、彼らはさらなる EDC 研究を支援するために公開のオンライン ツールを作成した。
研究者らは：
・文献を取り出した；
・研究タイプと試験生物に基づいてそれを選別した；
・選別された論文から試験化学品を集積した；
・観察された影響の有意性を評価することによって EDCs を特定した。
EDCs とそれらの毒性プロファイルの公開オンラインデータベースは DEDuCT と呼ばれる。チームは、
類似した化学構造または類似のターゲット遺伝子を持つ化学品をリンクするべく 2 つの EDC ネットワー
クを構築するためにそれを使用している。
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さらに、分析は、化学構造の類似性と EDC の標的遺伝子の間の相関の欠如を明らかにし、EDCs の
有害影響を予測するための計算モデルの開発の挑戦の必要性を強調している、と雑誌 Science of the
Total Environment に研究者は書いた。多くの従来のコンピューター 定量的構造活性相関（Qsar） モデ
ルは、化学的類似性と生物活性を使用して予測を行う。インドチームは、それらが「高い予測力を持って
いる可能性が低い」ことを示唆する。代わりに、化学構造、投与情報、標的遺伝子、および全身レベル
の摂動に関する DEDuCT 中の情報を使用する計算モデルを構築することが、「より良い予測能力を持
つかもしれない」と彼らは示唆する。
チームは、観察された有害影響のリストを蓄積するとともに、最大無毒性量(Noaels)と最小毒性量
(Loaels) を決定するため報告された試験からの投与情報を引き出した。
最後に、彼らは、出版されている実験中の裏付けとなる証拠の種類に基づいて、DEDuCT 中の 686
EDCS を 4 つのカテゴリに分類した：
・カテゴリ I は in vivo ヒト実験からの裏付けとなる証拠を持つ (7 化学物質)；
・カテゴリ II は in vivo げっ歯動物とヒト細胞を用いた in vitro 実験からの裏付けとなる証拠を持つ
(142 化学物質)；
・カテゴリ III は in vivo げっ歯動物実験からの裏付けとなる証拠を持つだけである(367 化学物質)；
・カテゴリ IV は in vitro ヒト実験からの裏付けとなる証拠を持つだけである(170 化学物質)。
カテゴリ II, III, IV 中の潜在的な EDCs のすべては、今追加実験とさらなるリスク評価が必要になる、と
研究者は提案する。
DEDuCT 使用者は、裏付けとなる証拠、環境源、化学分類、または全身レベルのかく乱に基づいて
EDCs を判断するために選ぶことができる。研究者らは、このリソースが今後の研究、特に EDCs によ
って引き起こされる全身レベルのかく乱の機構的な理解に役立つことを願っている。
雑誌論文；Bagavathy Shanmugan Karthikeyan et al., Science of The Total Environment; Volume
692, 20 November 2019, Pages 281-296, アブストラクト；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971933339X
DEDuCT データベース；https://cb.imsc.res.in/deduct/
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「米国及び EU における内分泌かく乱作用の規制動向」-9 月分
2019/9 JFE テクノリサーチ
6.
9 月の情報
6-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
6-1-1. Chemours は、FDA に PFASs のための食品接触承認を取り下げるように要求する
化学会社 Chemours は、米国食品医薬品局(FDA)に、その 2 つのパー-及びポリフルオロアルキル物
質 (PFASs)の食品包装承認を撤回するように求めている。
Chemours は、「それらに関連付けられている製品」の製造を停止しているため、その食品接触物質通
知 (FCNs) を取り下げる要求を FDA に通知した。物質は:
2-propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(diethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2propenoic acid と 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-methyl-2-propenoate, acetate 及び
hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanolblocked であり、後者 2 つが PFASs である。これら 3 つの物質の承認された使用目的は、紙及び板紙
用のオイルとグリース耐性処理をカバーする。
Chemours は、Chemical Watch に、2015 年に創業以来、食品包装は「Chemours にとって焦点では
決してなかった」と語った。「我々はいくらかの時間これらの FCNs を撤退させることに関して作業してき
ているし、我々は食品包装に使用されることになる PFAS 製品の任意の新しい FCNs を追求するという
意図を持っていない」と、言った。
会社は、自動車、消費者エレクトロニクス、エネルギー貯蔵のような他の末端市場、すなわち「私たちの
現代生活様式に不可欠な」市場でのアプリケーションを開発することに焦点を当てている。
Chemours は、FCNs の撤回は食品包装市場に対して何の影響もない、と言い、「我々は、 いくらかの
時間、この市場で意味があるほどに参加してきていない」と付け加える。
精査される PFASs
ここ数ヶ月は、環境での広範囲の汚染のレポートの中で、PFASs に関する米国での懸念の高まりを見
ていきた。そして、食品中のその物質の存在に関する FDA 研究からの調査結果の 5 月発表は、食品
接触用途に追加の焦点をもたらした。同庁によると、PFASs は、食品に移行する可能性がある。しかし、
特定の認可された食品包装用途は、「移行の潜在能力を考慮に入れ、これらの認可された用途は、暴
露の安全なレベルを確保するために制限されている。」それにもかかわらず、FDA は、物質の潜在的な
健康影響の周辺科学が発展している一方、現在の証拠は特定の PFASs の蓄積は深刻な健康状態を
引き起こす可能性があることを示唆している、と言う。
そして、これらの高まる懸念のため、FDA は食品接触用途で PFASs の 63 の認可された用途をレビュ
ーしている。 しかし、これらの調査が継続している一方、9 月初め、2 つの NGOs は、食品接触用途で
の使用のためのすべての PFASs の承認を取り消すよう FDA に求めた。
そして、ワシントン州とメイン州の両方は、代替物質が識別されることができる限り、PFASs は、食品接
触用途に禁止される法律を採用している。
長鎖対短鎖
懸念は、当初長鎖 PFASs―6 個以上の炭素原子を持つもの、に焦点を当てた。2011 年に、 FDA は、
FCNs の下で認可された特定の長鎖 PFASs の製造業者と、食品接触用途からそれらを削除する自主
的合意を得た。 また、2015、2016 年に、同庁は、食品包装での長鎖 PFASs の残りの使用を認可し
た規則を廃止した。
しかし、その後、化学品グループ全体に懸念が高まっており、いくつかの研究では、業界によって長鎖よ
りも安全な代替として支持されている短鎖 PFASs が同様の有害特性を持っていることが示唆されてい
る。
Chemours に FDA が認可した用途；
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/index.cfm?set=FCN&sort=FCN_No&order=DESC&s
howAll=true&type=advanced&search=%C2%A4fluoro%20Chemour%C2%A4%C2%A4
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6-1-2. カナダの小売店はビスフェノールコーティング領収書を禁止することを求められる
3 つの北米 NGOs と労働組合は、ビスフェノール A (BPA) 又はビスフェノール S (BPS) を塗布した領
収書紙の使用を禁止することをカナダの主要な食料品店に要求してきた。
キャンペーン－NGOs Breast Cancer Action Quebec, Environmental Defence, Safer Chemicals
Healthy Families’ Mind the Store campaign 及び United Food and Commercial Workers Canada
(UFCW)によって組織された－は、Costco Canada, Loblaws, Metro, Sobeys 及び Walmart Canada
を対象とする。
カナダは、2010 年に哺乳瓶中の BPA を禁止した。しかし、キャンペーンは、政府はこの「有害物質また
はその潜在的な代替品」の労働者への暴露を無視することを選んだ、と述べている。
2019 年早々、Environmental Defence によって出版された研究は、レジ係が「正規の勤務シフト中に
潜在的に危険なレベル」で BPA または BPS に暴露されている、と報告した。
Environmental Defence の毒物プログラムマネージャー、Muhannad Malas は、「歴代の連邦政府は
有害化学物質からカナダ人を守るという点で失敗してきたので、カナダの有数の食料品店は労働者と消
費者を保護するため今たるみをとらなければならない」と述べた。
また、国家大統領の UFCW 特別補佐官、Derek Johnstone は、労働者は「この問題について、カナダ
の最大の食品小売業者からのリーダーシップ」を必要とする、と付け加えた。
「数千人のレジ係および他の小売店の従業員の安全と健康を守るのに、政府の行動を待つことはでき
ない」と彼は言った。
「カナダの最大の食品小売企業は、今これらの危険から労働者および消費者を保護する能力を持って
いるし、特に彼らが社会的に責任ある企業の担い手であることを主張している場合、健康と安全性を最
優先に配慮する義務がある。」
ヨーロッパでは、BPA は、人の健康に恐らく深刻な影響を引き起こす内分泌かく乱特性のために、2017
年に、SVHCs の REACH 候補リストに追加された。
その後、2018 年 1 月、BPA の候補リストエントリは、ドイツによって提案されたように、環境に有害影響
を引き起こす内分泌かく乱特性を反映するように更新された。
ベルギーは、現在、コミュニティローリングアクションプラン (Corap) の下で疑わしい CMR および内分
泌かく乱物質として BPS を評価している。また、5 月に、スイスは、連邦評議会がそれらの禁止を支持
して投票した後、BPS 及び BPA が感熱紙で使用されていることを禁止する最初の EU 加盟国となった。
小売店による BPA および BPS コーティングレシート紙の使用中止
上記のような動きをうけて、Costoco Canada は、年末までに BPA と BPS でコーティングされたレシー
トペーパーを段階的に廃止することを約束した。ただし、Costoco Canada は、コーティングされた紙を
何と置き換えるか、または米国へ誓約を拡大するかどうか、については述べていない。
その他の小売店のうち、Loblaws は 2012 年に既に BPA を含む領収書の使用を停止し、既に代替紙
の試験を開始している。また、カナダの小売評議会は、多くの小売業者がもはやレジの領収書に BPA
を含む紙を使用していない、と Chemical Watch 誌に語っている。
業界団体によると、その他の小売店も領収書への BPA、BPS の使用を停止していくつもりであり、代替
紙の試験を開始しているし、小売業者はますます印刷用紙の必要性を取り除くために電子レシートを使
用するように移行している、と語った。
キャンペーンのプレスリリース；
https://environmentaldefence.ca/2019/08/20/health-labour-enviro-grocery-toxic-receipts/
Environmental Defence のプレスリリース；
https://environmentaldefence.ca/2019/09/05/statement-costco-canadas-commitment-phasereceipts-containing-toxic-bpa-bps/
6-1-3. イリノイ州知事の署名により、BPA を含む領収書を禁止する法が成立
イリノイ州知事 JB Pritzker は、ビスフェノール A (BPA) を含む領収書の使用を禁止する措置に関する
法に署名し本法が成立した。
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今年早々Karina Villa (D)下院議員によって最初に導入された法案 (HB 2076；本年 6 月報参照) は、コ
ーティングの中に BPA を含む感熱紙の製造を禁止し、領収書とその他の事業と銀行の記録を作るため
のペーパーの配布又は使用を防ぐために、環境保護法を修正する。これは、領収書、クレジット、払戻、
預金、又はクレジットまたはデビットカードの取扱いの記録を含む。
禁止は、2020 年 1 月 1 日から有効になる。しかし、その日より前に製造された感熱紙は、引き続き配
布される可能性がある。また、禁止は、リサイクル材料を含んでいる紙には拡張されない。
同様の禁止はコネチカット州で既に有効である。一方、カリフォルニア州は BPA またはビスフェノール S
(BPS) を含む紙の購入証明書を顧客に提供する事の禁止を検討している。措置は州の上院歳出委員
会で保留中である。
今年の立法会期中に成立し、イリノイ州で署名されて法律になる他の法案には以下が含まれる:
・化粧品のための動物実験の禁止(SB(Senate Bill) 241);
・エチレンオキサイド酸化滅菌操作からの排出に取り組む措置(SB 1852 と SB 1854); 及び
・鉛(酸)蓄電池の処分に関する既存の要件の変更(HB(House Bill) 2296)。
一般的法律)101-0457)；
http://ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=101-0457
領収書(HB 2076)；
http://ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2076&GAID=15&DocTypeID=HB&LegId=1176
46&SessionID=108&GA=101
化粧品(SB 241)；
http://ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=3486&GAID=15&DocTypeID=HB&LegId=1200
97&SessionID=108&GA=101
エチレンオキサイド(SB 1852)；
http://www.ilga.gov/legislation/billstatus.asp?DocNum=1852&GAID=15&GA=101&DocTypeID=S
B&LegID=119501&SessionID=108
エチレンオキサイド(SB 1854)；
http://www.ilga.gov/legislation/billstatus.asp?DocNum=1854&GAID=15&GA=101&DocTypeID=S
B&LegID=119503&SessionID=108
鉛蓄電池(HB 2296)；
http://ilga.gov/legislation/billstatus.asp?DocNum=2296&GAID=15&GA=101&DocTypeID=HB&Le
gID=118166&SessionID=108
6-1-4. フルオロテロマーのデータギャップが新たな PFAS 規制課題を生み出す
科学者はスポットライトが当てられた数千種類のパー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)のリスクに
取り組んでいる一方、米国の規制当局者は不完全な情報でルール作成プロセスを進めなければならな
かった。
そして今、フルオロテロマー－少なくとも 1 つの炭素水素結合を含む PFAS のカテゴリー－は、研究が
限られているときに起こりうる論争の典型的な例を証明している。これまで PFAS 関連の主な懸念事項
はそれらの環境持続性であったが、食品包装材料(FCM)でのそれらの使用は、人間の健康への影響
についても検討を促してきている。
これらのデータギャップは、フルオロテロマーの「前駆体」特性、または、どのように明らかに良性のフル
オロテロマーが分解して、特定のケースでは、米国食品医薬品局(FDA)にデータの欠如がある他の
PFAS になるか、という形で出現してきている。それらの当初の承認は、それらが体内から素早く出て、
暴露を制限しているという仮定を前提としていたため、食品包装材料(FCM)で引き続き使用されている
にも関わらず、FDA は、フルオロテロマーを「より多くの研究が必要」と指定している。
これらの結果として生じる物質が最初に示されたよりもより長く体内にとどまることができるという新しい
証拠の後、一部の科学者は、この前提に疑問を投げかけてきた。支持者はすべての PFAS をクラスとし
て規制することを推し進めているので、FDA がいかにこれらの分解生成物を規制するかの選択をする
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ことは、フルオロテロマー以外にも影響を与える可能性がある。
フルオロテロマーの説明
フルオロテロマーは、耐油脂食品包装のような、水や油をはじく目的で使用されるフッ素炭素ベースの
物質である。それらは PFAS 傘下の物質に当てはまる一方、それらは「パーフッ素化」されておらず、物
質の水素のすべてがフッ素に置き換えられているわけではないことを意味する。
フルオロテロマーは、長鎖または短鎖のいずれかでありうる；水素と結合した炭素に加えて 8 個以上の
全てがフッ素化した炭素(または特定の場合は 7 個)を持つそれらは長鎖であり、より少ない炭素をもつ
ものは短鎖である。これはすべての PFAS に当てはまる。例えば、主に段階的に廃止された長鎖パー
フルオロオクタン酸(PFOA)は 8 つの炭素を持ち、一方短鎖 GenX－EPA の科学者には不明なままで
ある毒性機構を持つ－は、6 つの炭素を有する。
前駆体問題
フルオロテロマーは、食品包装から移行し、後に体内または環境内で他の物質に分解し得るため、「前
駆体」と見なされる。
すべての化学物質が、別の化学物質の前駆体となる可能性を持っているが、フルオロテロマーの問題
は分解時間である。特定の PFAS の持続性のレベルが高いと、フルオロテロマーのリスクを評価する際
に特に関連する分解産物を説明する方法に疑問が残る。
例えば、長鎖フルオロテロマーアルコール 8:2 FTOH は、毒性および非常に持続性の高い PFOA に代
謝することが示されている。したがって、その物質は FCM での使用に対して広く段階的に廃止されてい
る。FDA は、食品包装での使用に対して長鎖 PFAS を承認しておらず、メーカーはそれらを短鎖相当物
に置き換えてきた。
ただし、これらの代替品も前駆体である。広く使用されている代替品の 1 つは、6:2 フルオロテロマーア
ルコール(または 6:2 FTOH)として知られている 6 炭素 PFAS であり、パーフルオロヘキサノール酸
(PFHxA)およびいくつかの他の代謝産物に分解される。
FDA によって使用が承認され、ほとんどの研究は、それが低い生体内持続性を持つことを示しているに
も関わらず、PFHxA の毒性に関する研究は進行中である。世界有数のフルオロテクノロジー企業を代
表するグローバル組織、FluoroCouncil の Jessica Bowman によると、人間に対する全体的なリスクは
「無視できる」である。
「PFHxA は発癌性ではなく、選択的生殖または発達毒性ではなく、ホルモン(内分泌)活性をかく乱しな

い」
「PFHxA が生体蓄積ではないことを示す、いくつかの公開された、査読された研究がある」と、Bowman
女史は言った。「さらに、堅牢なデータ群は、PFHxA は発癌性ではなく、選択的生殖または発達毒性で
はなく、ホルモン(内分泌)活性をかく乱しない、ことを示している。」
いずれにせよ、ドイツの環境庁は、今年、PFHxA とそれに関連する炭素 6 個の物質が「高懸念物質」
(SVHC)に分類されることを提案した。米国の産業界が資金を提供した研究は、その化学物質への子供
の暴露のさらなる研究だけでなく、PFHxA の環境モニタリングを推奨した。
バイオマーカーの選択
問題は、どの 6:2 FTOH 分解産物がフルオロテロマーへのヒト暴露を測定し、したがって、安全な量の
限度を設定するためのバイオマーカーとして使用されるべきか、である。バイオマーカーは、暴露を測定
するために使用され、EPA によると、理想的には特異的で、生物学的に妥当で、持続的である。
1 つの FDA チームは、食品接触通知 (FCN) プロセスを通じて承認された 6:2 FTOH の分解産物に特
に焦点を当てている。6:2 FTOH がどのように吸収され、代謝され、身体で排泄されるのかはまだ正確
には分かっていない。FDA チームによると、哺乳類組織中に残留する可能性を十分に評価した人はい
ない。
1 つの代謝産物－5:3 フルオロテロマーカルボキシル酸 (5:3 A) －は、すべての種にわたって最も高い
内部暴露と最も遅いクリアランスを有している。さらに、6:2 FTOH への暴露が増加すると、身体による
除去が遅くなった。
その結果、FDA は、他のすべての代謝産物が 5:3 A より前に体内から排出されるように見えるので、化
学物質が 6:2 FTOH への長期暴露を評価するための適切なバイオマーカーになる可能性があることを
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示唆した。
しかし、業界団体 FluoroCouncil によって資金提供された 2019 年 4 月の研究は、一つ目には、その物
質に対するデータが多いことと、確認された毒性値のために、FDA が 6:2 FTOH の安全性を測定する
ためのバイオマーカーとして PFHxA を使用することを提案した。二つ目には、Janet Anderson、
Anthony Luz らによる研究―Regulatory Toxicology and Pharmacology で発表された－は、PFHxA
は発癌性、遺伝毒性、選択的生殖または発達毒性または内分泌かく乱物質ではないことを見出した。
これらの知見に基づいて、研究者は、1 日当たり体重 1kg 当たり(mg/kg bw/日)0.25mg の慢性参照用
量を推奨し、この参照用量は、そのフルオロテロマー前駆体だけでなく、特に PFHxA に基づく公衆衛生
上の決定に役立つ、と述べた。
この研究に対して、独立系コンサルタント Maricel Maffini と、NGO Environmental Defence Fund
(EDF)の化学政策ディレクター、Tom Neltner は、そのジャーナルに書簡を提出した。彼らは、研究の結
論を「過剰な一般化」と記述し、5:3 A がより適切なバイオマーカーであるかもしれないという FDA の以
前の結論に注目した。
「提示された推論に続いて...フルオロテロマーベースの製品で使用される短鎖 PFAS は、6:2 FTOH を
含む PFHxA と同じくらい安全であると推定されるだろう」と、Maffini 博士と Neltner 氏は書いた。「しか
し、著者らは、彼らの結論と 6:2 FTOH 代謝産物 5:3 A が 6:2 フルオロテロマールコールの潜在的な生
体持続性のための重要なバイオマーカーであるという FDA の科学者の所見との間の不一致を議論し
ようとしなかった。」
その後の著者の回答で、Anderson 博士と Luz 博士は彼らの所見の側に立って、5:3 A に関する毒性
データが不足していることを指摘し、データが前者に関して収集されている一方、PFHxA はより適切な
バイオマーカーであると論じた。
「短鎖フルオロテロマーの分解と代謝率はさらに調査される必要がある」と彼らは書いた。「フルオロテロ
マーの分解物と中間体の我々の集団的理解が改善するにつれて、5:3A を含む他の化合物も、フルオ
ロテロマー置換化学の暴露と安全性に適したバイオマーカーになる可能性がある。」
FDA での規制的ハードル
しかし、科学者や他の利害関係者がフルオロテロマーに関する情報を収集する一方で、物質は規制さ
れる必要がある。FDA は、5:3 A および他のフルオロテロマー代謝物のデータギャップが暴露方程式を
疑問視する場合、どのようにそれを行うかという問題に直面している。

「機関は「どれくらい安全ですか」と尋ねている。しかし、ある段階で、どれだけ安全かが分からなければ、
それらのレベルを下げるために我々は何をするか?」
Neltner 氏にとって、フルオロテロマーが体内に残っているかどうかの不確実性は懸念の原因である:
「機関は「どれくらい安全ですか」と尋ねている。しかし、ある段階で、どれだけ安全かが分からなければ、
それらのレベルを下げるために我々は何をするか?」
FDA の FCM 規制プロセスは、食品包装に意図的に添加された潜在的な食品添加物としてそれらを扱
う。FDA は、多くのフルオロテロマーを含め、FCN（Food Contact Notification;食品接触物質届出制
度）プロセスを通した使用のため多くの短鎖 PFAS を承認してきた。
使用する物質をクリアすることは、メーカーに「害のない合理的な確実性」の安全性閾値をクリアさせる
必要があり、それはリスクの全体的な計算にその物質の暴露を計算に組み込む。この安全性の閾値を
クリアするために、 FDA は、体内と食事における「化学的および薬理学的に関連する物質」の累積的な
影響を考慮する必要がある。
すべての PFAS は化学的に関連しているので、5:3 A および他の分解産物の安全性を評価する際に、
FDA は、すべての PFAS への人の暴露を考慮する必要がある。Neltner 氏は、もしある物質が以前に
想定されていた以上の生物蓄積を示した場合、これはリスクの計算を変えるべきだ、と主張する。
「(FDA の)計算に組み込まれているのは、化学物質が体内に入り、すぐに放出されるという仮定である」
と、彼は言った。「だから、化学物質が体内に付着して蓄積する時、それはそれを評価する別の方法を
使う必要があることを意味する。すべてを変えるのは生物蓄積である。」
2011 年、FDA は、残りの長鎖 PFAS を食品包装に使用することを認めた食品添加物規制を取り消した。
それは市場からそれらを排除する同庁の方法だった。FDA は、Chemical Watch に、利用可能なデー
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タに基づいて、それが「食品接触物質の使用がもはや安全でなくなったと判断した場合、FCN はもはや
有効でなくなったと理論的に判断できる」と述べた。しかし、その規制的手段を使用したことは全くなかっ
た。
FDA は、フルオロテロマーの分解に起因する可能性のある特定の短鎖 PFAS の人間の健康への影響
を研究するために、国家毒物学プログラム(NTP)と協力している、と述べた。
「これは、米国有害物質・疾病登録局(ATSDR)、環境保護庁(EPA)、および疾病管理予防センター
(CDC)からの新たな情報と共に、我々が食品包装における PFAS の使用のための適切な次のステップ
を決定するために使用する情報の一部となっていく。」と、FDA は言った。
6 月、FDA は PFAS の機関の計画に関するウェブページを更新した。機関がこれまでに収集したデータ
に関する付随声明の中で、Ned Sharpless 長官は以下のように述べている：「FDA は、これらの物質が
人間の健康にとって懸念であるという兆候を持っていない...この限られたサンプリングで見つかったレベ
ルで。」
しかし、増加したレベルでは、PFAS はより多くの脅威をもたらす可能性があると Neltner 氏は言った：
「PFAS の潜在的な健康影響を取り巻く科学が発達している一方、現在の証拠は、特定の PFAS の生
体蓄積が深刻な健康状態を引き起こす可能性があることを示唆する。」
Neltner 氏は、同機関の以前の調査を考えると、現在のレベルは問題を引き起こさないという FDA の声
明に「驚かされた」と語った。EDF は、業界の抗議にもかかわらず、物質に関するより多くの研究を収集
する一方、すべての PFAS(フルオロテロマーを含む)のための FCN の認可を取消すように FDA に圧
力をかけてきている。
FDA は、EDF の推奨に留意するつもりかどうかについてコメントを控えた。
2018 年の FDA の研究；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691518300127?via%3Dihub
2019 年の PFHxA 研究 Part 1；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230019300194?via%3Dihub
2019 年の PFHxA 研究 Part 2；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230019300200?via%3Dihub
2019 年の PFHxA 研究に関する Maffini/Neltner への著者の回答；https://bit.ly/2Yrjqoo
FDA の PFAS に関するウェブページ；
http://blogs.edf.org/health/2019/08/01/fda-pfas-food-conclusion-safety/
FDA 長官 Ned Sharpless の声明；
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-fdas-scientific-workunderstand-and-polyfluoroalkyl-substances-pfas-food-and-findings
6-2.
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
6-2-1. 幼年期の肥満は BPA 代替物への暴露に関連付けられる
米国の 1,800 人以上の子供と若者からのデータの研究は、BPA 代替物 BPS と BPF への暴露を肥満
に関連付けた。ただし、研究チームは「本当に予備的な」調査として結果を説明し、これらの化学物質へ
の暴露が、時間をかけて体重増加を引き起こしているかどうかを決定するために、長期的な研究が必
要であると言う。
これらのフェノール系化学物質は、金属の食品や飲料用缶をライニングするために使用されるものを含
む、特定のタイプのプラスチックのための添加物である。BPA は、「内分泌かく乱化学物質と考えられ」
そして「健康影響に関する消費者の懸念のため廃止されてきている」と、内分泌学会誌に掲載された研
究の主執筆者を務めた NYU Langone Health の Melanie Jacobson は述べている。ますます、業界は、
代替品として、非常に類似した化学類縁体である BPS と BPF を使用している。
「我々は、BPA について以前に観察されたのと同様に、代替物と幼年期の肥満との相関を見付けた」と
Jacobson 博士は言った。「私は、この置換は不幸であり、それは問題を解決できない可能性が高い」と
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彼女は付け加えた。「我々は、構造的にそれらはほぼ同じだから、それらは体内で同様に作用すると予
測するだろう。」
チームは、2013 から 2016 年の間の米国国民健康・栄養調査 (NHANES) によって収集されたデータ
を使用した。データは、スポット尿試料で測定される BPA、BPS 及び BPF の濃度に加えて、6 から 19
歳の小児および青年からの BMI やウエスト周囲径などの対応する肥満測定から成った。
重要なことに、研究は、BPS または BPF は制限があるため、肥満を引き起こしている、とは結論付けて
いない。肥満の子供たちは、化学薬品への彼らの暴露を増加させる缶詰食品や飲料、などのパッケー
ジ商品を食べる可能性がより高い。ただし、解析は、相関関係の変更なしで、合計カロリー摂取量を考
慮してこれを説明した。
10 年以上前、同じチームは、NHANES データを使用して子供の肥満に関連して BPA を調べ、「我々が
これらの代替物で見つけたよりもさらに強力な相関関係」を見付けた、と Jacobson 博士は説明した。
BPA は、新しい研究で、肥満とは相関しなかった。Jaboson 博士は、今回尿中で検出された BPA のレ
ベルは、以前よりも一桁低かった、と述べた。「我々は、はるかに高いレベルでの影響を見ているかもし
れない。」
この研究の著者は、「これらの化合物へのヒト暴露が将来的に増加を続ける可能性が高いことを考える
と、BPS と他の BPA 代替化合物の潜在的な健康影響は今後監視される必要がある」と結論付ける。
BPA は、内分泌かく乱化学物質－人間の健康および環境に対して両方－として認識されているし、高
懸念物質の REACH 候補リスト上にある。先月、EU の一般裁判所は、欧州プラスチック産業協会
PlasticsEurope によってもたらされた SVHC としての同化学物質の同定に反対する言い分を「完全に」
却下した。
論文（オープンアクセス）；https://doi.org/10.1210/js.2019-00201
6-2-2. NTP 研究は、短鎖及び長鎖 PFASs が同じ臓器に影響を与えることを見出した
米国国家毒性プログラム (NTP) によって実施された動物の研究によると、短鎖パー-及びポリフルオロ
アルキル物質 (PFASs)は、長鎖バージョンのように、同じ臓器―肝臓と甲状腺―に影響を与える。
ただし、長鎖化学品と同様の影響を引き出すためには短鎖 PFASs の高用量を要する。
分子の大きさは、PFASs を取り巻く現在の議論の中心である。業界は、或る長鎖 PFASs の使用を漸
次廃止している、そして、いくつかのアプリケーションで同じ毒性プロファイル―NGOs が疑問をもつ何
か－に関連付けられていないと業界が言う短鎖の代替物でそれらを置き換えている。
新しい NTP の結果は、2 つの 28 日ラット試験、Tox Report 96 と Tox Report 97、で示される。
Tox Report 96 で、NTP は様々な長さの 3 つのスルホン酸 PFASs を評価した:
・8 つの炭素ユニットを持つ perfluorooctane sulfonic acid (PFOS);
・6 つの炭素ユニットを持つ perfluorohexane sulfonate potassium salt (PFHxSK);
・4 つの炭素ユニットを持つ perfluorobutane sulfonic acid (PFBS),.
Tox Report 97 では 4 つのカルボン酸 PFASs を評価した:
・10 の炭素ユニットを持つ perfluorodecanoic acid (PFDA);
・9 つの炭素ユニットを持つ perfluorononanoic acid (PFNA);
・8 つの炭素ユニットを持つ perfluorooctanoic acid (PFOA);
・6 つの炭素ユニットを持つ perfluorohexanoic acid (PFHxA).
両研究で、科学者はラットに試験物質を食べさせ、様々な生物学的システムの変化を監視した。
彼らは臨床病理学、甲状腺機能、肝機能、病理組織像に及ぼす影響を識別した。また、彼らは、範囲全
体で血漿および肝臓組織中での投与物質の濃度が異なることを指摘した。
異なる影響
最初の研究で、PFOS または PFBS への暴露によるよりも PFHxSK への暴露によるラットの影響が小
さかった。この違いは、ある特定の肝遺伝子発現が限定されているかまたは増加が無いことに対応して
いる、と研究は付け加えている。
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PFBS、最低数の炭素ユニットを有する物質、を与えられたラットは、生存率が減少し、低い体重を示し
た。PFOS も PFHxSK も、ラットの生存率に影響を与えなかった。
カルボン酸 PFASs の場合、長鎖 PFNA 又は PFDA の効果と比較して、短鎖 PFHxA の影響は、より
低いかまたは明らかでなかった。
投与された用量に基づいて毒性を比較する時、研究者は、長鎖 PFDA は最も毒性が強く、短鎖
PFHxA は最も効力が少ないことを見付けた。
両方の調査は、その結果が「PFAS クラス全体の比較の基礎を提供する」、と述べている。
化学物質の毒性は、外部用量―1 日あたり体重キログラムあたりのターゲット物質のモル数として通常
与えられる―又は内部用量―通常血漿中のモル濃度―の使用によって比較することができるだろう、と
科学者は付け加える。
PFAS に関する議論
米国業界団体、FluoroCouncil は、スルホン酸 PFASs の炭素ユニットが 5 以下、及び、カルボン酸
PFASs の炭素ユニットが 7 以下のものを短鎖 PFASs と定義する。
長鎖パーフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) とパーフルオロオクタン酸 (PFOA)、その両方は 8 炭素
ユニットを有し、それらは、かつて広く使用されたが、広範囲の環境汚染との潜在的に深刻な犠牲の大
きな健康影響の報告の中で米国での懸念が高まっている。
一般に、PFASs は非常に高い値（以下）を示す:
・化学的および熱的安定性;
・水とグリースをはじく能力。
これにより、それらは、付着しない調理鍋や防水ジャケットのような消費者向け製品を含む、幅広い用途
で役立つ。しかし、米国では、PFASs 周りの安全性の議論は消火泡剤および食品接触材料に焦点を当
てている。
短鎖 PFAS の甲状腺影響に対する NGO の懸念
上記の NTP の研究結果に対して、ある NGO は、甲状腺影響は「特に心配」である、と述べている。
Toxic-Free Future の科学ディレクター、Erika Schreder は、「現在使用されている PFAS が健康な発
達にとって非常に重要である甲状腺ホルモンのレベルを抑制させることを知り、特に心配である。現在
使用中の PFAS が甲状腺に影響を与えるという NTP の発見は、パーフルオロヘキサン酸 PFHxA が
ホルモンをかく乱しないという化学業界の主張と直接矛盾している。」と語った。
また、米国業界団体 FluoroCouncil は、PFHxA の in vitro と in vivo の研究で「接すると予想されるレ
ベルで有意な毒性の証拠を示さない」とウェブサイト上で述べている。
NTP の研究結果；https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/pfas/index.html
FluoroCouncil のウェブサイトの PFHxA；
https://fluorocouncil.com/health-environment/scientific-studies/degradation-product/
6-2-3. Chipotle は PFAS を問題とする所見がある中で生分解性包装を守る
米国ファーストフード チェーン Chipotle は、「フッ素系科学と食品安全を最優先」と主張するサプライヤ
ーとのみ提携しているという発言によって、その生分解性ボウルがパー-及びポリフルオロアルキル物
質 (PFASs) で処理されているとするテストの文書に対応してきた。
非営利メディアアウトレット The New Food Economy が食品を提供するために一般的に使用される堆
肥化可能ボウルに関して、それが実施した調査の結果を発表した後、同社は声明を出した。
NGO は、それは Chipotle と同業のチェーン DIG and Sweetgreen から生分解性ボウルの 3 サンプル
をテストし、それらが 1,477 ppm から 1, 901 ppm の範囲のフッ素レベルを含むことを見付けた、と述べ
た。調査によれば、これは、意図的な PFAS 処理を通してのみ達成される。
見付かったレベルが現在の規制に違反しているという示唆はないが、キャンペーングループ、学者、政
治家や規制当局は、環境中で持続する PFAS 物質の潜在能力についての懸念を起こした。幾人かは、
化学薬品のこのクラス全体に対してより厳格な措置を求めている。
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食品医薬品局 (FDA) は、2,000 ppm を含むさまざまな限度で食品包装用途での PFASs のいくつかの
使用を許可している。しかし、環境中での広範囲な汚染の報告の中で、ここ数カ月は、それらの物質に
関する米国での懸念が高まっている。
また、食品中のそれらの物質の存在に関する FDA 研究からの調査結果が 5 月に発表されたことによ
り、食品接触用途にさらに注目が集まったている。
「会議要求」
単一のサンプルは、より小さな食品チェーンでテストされた、と NGO は言った。また、これらのサンプル
のレベルは記録される範囲内であった。
Chipotle は、同社のボウルのサプライヤーは、FDA によって設定されたような、PFASs のための「厳格
なガイドライン」の下で操業している、と Chemical Watch に語った。
そして、そのサプライヤー―それは名前を言わないだろう－は、すべての原料および完成パルプ製品が
規制要件を完全に満たしていることを確認する証明を提供している、と付け加えた。
DIG and Sweetgreen は出版時までに研究結果に対するコメントを求める Chemical Watch の要求に
応じていない。
「より厳格な限度」
化学物質の監視の強化により、堆肥可能製品と包装の北米の主要認証機関である、生分解性製品協
会 (BPI)がより厳しい制限を設定した。
BPI は、承認ラボからの認定製品の総フッ素試験の提出に対して 3 月 31 日の締切日を設定した。期
限までに 100 ppm の要件を遵守することができなかった場合、その証明書は標準の 3 年間のライセン
ス期間であっても 12 月 31 日に失効する。
BPI エグゼクティブディレクターRhodes Yepsen は、要件は、単に総フッ素 100 ppm を満たすだけでは
なく、それらは意図的にフッ素化化学薬品を添加することもできない、と Chemical Watch に語った。組
織は、すべての成分に対して安全性データシートをチェックすることによって、それらを確認する。 「一部
の製品は、それらがこれらの新しい規則を満たしていないため、2019 年終わりに認証を失う可能性が
ある」と述べた。
The New Food Economy テストが正確である場合、Chipotle のサプライヤーは、資格がないか、また
は、現在の認証を失う可能性がある。
BPI 認証は、彼らが堆肥化プログラムで収集される製品を調達している場合、購入者によって頻繁に要
求されるか特定される。これは、彼らが堆肥化可能の主張が合法であることを確認する独立した方法を
必要とするためである、と Yepsen 氏は言った。
厳しい制限は、FDA の判断ではない、と彼は言った。 「我々は、BPI 認定製品には、フッ素化合物が含
まれていないこと保証するコンポスターの合理的な方法を探している。」
100 ppm の背後にある考え方は、それは「フッ素化化学物質が意図的に使用されていない場合の合理
的なしきい値」であるということである、と彼は付け加えた。
見当違い
The New Food Economy 研究の結果と「堆肥化可能製品に対する否定的な焦点は見当違いである」
と Yepsen 氏は言った。
「PFAS を堆肥化可能製品に結び付ける固有のものは何も無い、それらは正にわずかなアプリケーショ
ンで偶然使用された」。
堆肥化可能製品の大半は、PFAS 物質を使ったことがなく、代わりに PLA、PBS、PHA、PBAT および
堆肥化可能ワックスのような生体高分子を使用して水とグリースのバリアを実現する、と彼は付け加え
た。
「環境中に持続するフッ素化化学物質に関する懸念がより広範である場合、我々は、製造現場や泡消
火薬剤のような最大の暴露源、及び FDA、EPA などがその化学物質のクラスをどのように規制するか、
を検討するべきである」と彼は言った。
化学会社 Chemours は、製造を停止したため、それら 2 つの PFASs の食品包装の承認を撤回するこ
とを FDA に最近求めた。（本号 1-1-1 参照）
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NGO Environmental Defense Fund の化学品政策ディレクターTom Neltner は、Chemours の 決定と
The New Food Economy 研究からの調査結果の両方は、「FDA がその PFAS 承認の安全性の再評
価を完了するために迅速に動く必要性を強調する」とブログに書いた。
Chipotle の声明を伝える Chemical Watch の記事；
https://chemicalwatch.com/register?o=81116&productID=1&layout=main
New Food Economy の研究；https://newfoodeconomy.org/pfas-forever-chemicals-sweetgreenchipotle-compostable-biodegradable-bowls/
6-2-4. DuPont は今年末までに長鎖 PFAS を段階的に廃止する
特殊化学品会社 DuPont は、今年末までに事業での長鎖パー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)
の使用を中止すると発表した。
この取り組みは、2021 年末までにその施設で PFAS を含む消火泡薬剤の購入と使用を禁止するなど、
事業全体の中でこれら物質に対処することを目的とする 7 つ（最後の記述を参照）のうちの 1 つである。
DuPont は、米国 EPA の PFOA スチュワードシッププログラムに参加した PFOA と PFOS の 8 つの主
要メーカーの一つだった。これは、2006 年に立ち上げられ、同社は、2015 年までに PFOA とその前駆
体を世界的に段階的に廃止し、主要な川下ユーザーはそれに続いている。
しかし、2015 年に DuPont が Dow と合併した結果、Dow Electronics Materials の事業セグメントの製
品ラインを含む Dow のレガシー事業の一部が買収された。この事業では、既存の米国 EPA 免除の下
で許可された PFOS と PFOA を引き続き使用する。
今年初め、DuPont は Dow から分離した。これは、同社が「PFAS を含む化学管理および環境管理政
策を見直し、新会社としての立場を明確にする機会を与えた」と DuPont の広報担当者は Chemical
Watch に語った。
「我々は、2019 年末までにこれらの材料の使用を段階的に廃止する予定である」と、彼は付け加えた。
同社は PFOA や PFOS を製造せず、消火泡薬剤の製造や販売も行わない。
PFAS を製造および使用する企業の大半は、「意図した用途に対して安全であり、長鎖フルオロテロマ
ーベースの製品より大幅に改善された健康と環境プロファイルを提供する」と業界団体 Fluorocouncil
が言う、これら物質の短鎖バージョンに切り替えてきている。
DuPont の広報担当者は、「新しい DuPont は、他の多くの産業と同様に、当社の製品の製造において、
他の生物学的持続性のより少ない短鎖 PFAS を使用する」と述べた。
しかし、ここ数ヶ月、環境中の広範な汚染の報告の中で、PFAS のクラス全体に関する米国の懸念が高
まっている。
「他のより持続性の低い短鎖 PFAS の使用が世界的に使用される PFAS 全体の割合のほんの一部で
ある一方、同社は製造プロセスで可能な場合代替物を積極的に追求している」と、同社は語った。
DuPont は「使用前に代替案の安全性と有効性を評価、テスト、検証するのに時間がかかる」ため、消
火泡薬剤を段階的に廃止するための 2021 年の期限を設定した、とスポークスマンは付け加えた。
DuPont の PFAS コミットメントは以下を示している：
・2019 年末までに、最近統合された事業における長鎖 PFAS の使用を排除する；
・2021 年末までに施設で PFAS を用いて作られたすべての消火泡薬剤の購入と使用を排除する；
・PFAS の被害が残る施設の修復を継続する；
・PFAS の科学に基づくガイドラインを策定し、グローバルな事業におけるこれらの要件を満たすこと
を約束する米国 EPA と世界的な規制努力を支援する；
・2020 年から、DuPont は、自社の製品スチュワードシップソフトウェアへの無料アクセスを提供し、
同社の PFAS 水処理樹脂技術を使用して PFAS 修復を追求したい他の人々にロイヤリティフリー
ライセンスを付与し、新しい革新的な PFAS 修復技術のための大学と他の研究機関への助成金を
提供することを計画している；
・2020 年から、DuPont は、懸念物質の使用と取り扱いに関する既存のレビュープロセスを補完する
ために外部の専門家を追加することを計画している；そして
・これらのコミットメントを満たすことに向けた進捗状況を共有する。
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デュポンのプレスリリース；
https://www.dupont.com/news/dupont-announces-new-and-sustained-commitments-related-topfas-chemicals.html
6-2-5. ウィスコンシン州が PFAS タスクフォースを立ち上げる
ウィスコンシン州は、州内のパー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)に対処するための複数機関に
よる計画を実施するための調整評議会を設立する予定である。他の州機関と協力して作業していく協
議会は、Tony Evers 知事による 8 月 23 日の執行命令の結果として生じる。これは、PFAS 汚染に対
処するための特定の措置を講じるように州の天然資源省に指示した。
知事による執行命令；
https://content.govdelivery.com/accounts/WIGOV/bulletins/25a57ca
6-2-6. 3M は、米国議会に、PFAS が害を引き起こす証拠は「立証されていない」と語る
化学メーカー3M は、いかなるパー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)も健康上の問題を引き起こ
すという決定的な証拠がないことを米国議会で証言してきた。
9 月 10 日の下院監督公聴会で、3M の総務担当上級副社長 Denise Rutherford は以下のように述べ
た：「科学的証拠の重みは、PFOS、PFOA、またはその他の PFAS が人間の健康に有害影響を引き起
こすことを立証していない。」
「公衆衛生機関と独立した科学レビューパネルは、特定の関係があり得ることを認めながらも、その基
本的な事実に同意している。」
委員会の環境小委員会の公聴会は、PFAS 汚染に対する企業責任を調査するために招集された 3 回
目の会議であった。会議では、化学大手 3M、Chemours 及び DuPont の幹部から証言を聞き、水源と
人の血液マウントの両方の中に PFAS が広く存在する証拠が示された。
最も研究された PFAS は、長鎖化合物 PFOA および PFOS である。環境と人体中で非常に残留性が
あり、それらはテフロンや 3M のスコッチガードのような油脂や水をはじく製品だけでなく、特定の消火泡
薬剤で歴史的に使用されていた。
他の米国メーカーと共に、3M は 2000 年にこれらの 2 つの物質の生産を自主的に中止した。しかし、
公聴会で、同社は、それらの害の証拠があったからではなく、十分な注意を払ってそうしてきただけだと
強調した。
例えば、Rutherford 博士は、PFAS に暴露されることを避けるために、3M が 25 人の出産適齢期の女
性従業員に新しい仕事を割り当てたことに関する委員会によって引用された 1981 年のメモが、実際に
「非常に強い責任の尺度」を実際に実証した、と証言した。
メモによると、この動きは、物質が「ラットにおいて出生時欠損を引き起こす可能性がある」という証拠に
照らして「予防措置」であった。しかし、彼女は議員に、暴露された動物に見つかった同じ問題がコントロ
ールグループでも見つかったので、措置の根拠となった研究は「不正確」だった、と述べた。
それにもかかわらず、PFAS の影響が立証されていないという 3M の立ち位置は、「PFAS への暴露が
人間の健康への有害影響につながることがあるという証拠がある」という、EPA のウェブサイト上の声
明と対立して見える。ウェブサイトは続けて、ヒト疫学研究は、一貫して暴露された集団の間でコレステ
ロール値の増加を示しており、乳児の出生体重に関連するより限定的な所見、免疫系、癌（PFOA に対
して）および甲状腺ホルモンかく乱（PFOS に対して）への影響を伴った、としている。
PFAS メーカーに対する訴訟の数は、彼らは環境浄化コストに責任を負うべきだと主張する中で、増加
している。一方、議会は、EPA のスーパーファンド・プログラムの下で彼らに責任を負わせるために、法
律を検討している。
小委員会委員長 Harley Rouda (民主-カリフォルニア州)は、彼は 3M の主張「現在アメリカでは誰も
PFAS 化学物質の被害者はいない」と要約したことに「深く混乱している」、と述べた。
Rutherford 博士は、数十年前にさかのぼる懸念の証拠を示す公聴会で議論された他の社内メモにもか
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かわらず、これは同社の立ち位置である、と同意した。
PFAS 事実に関する 3M ウェブサイト
Rutherford 博士の証言と同じ日に、3M は「PFAS に関する事実を提供し」この物質の利点を記すため
に、ウェブサイト－PFASFacts.org－を立ち上げた。
サイトは、「PFAS とは何か」、「PFAS は禁止されるべきか」などの質問に答える。後者に対応して、そ
れは 5,000 以上の物質があるクラスの多様性を強調し、「各化合物は、そのユニークな物理的および化
学的特性に基づいて評価されるべきである」と主張する。
しかし、NGO Environmental Working Group は、サイトに対する反論を速やかに発表し、1 つずつの
アプローチが「効果的でないことを証明してきていると主張し、類似した毒性及び敏感なエンドポイントと
発育の脆弱な時期の間で行われた不適切なテストであることを強調した。」
「公衆衛生を守るために、PFAS 化学物質が一つのクラスとみなされることが重要である」と EWG は付
け加えた。
また、3M のサイトは、特定の PFAS の非常に高用量が動物において有害な健康影響を引き起こす可
能性があることを示すいくつかの研究にもかかわらず、「科学的証拠の重さは、PFOS または PFOA が
現在または歴史的なレベルで環境や人々に害を引き起こすことを示していない。」と主張する。
しかし、また、EWG は、PFOS と PFOA の両方が低レベルでも害を引き起こすことを示す「重要な証
拠」を引用して、この主張を認めなかった。
「3M と DuPont に対する訴訟で発表された業界文書の EWG 分析は、企業によって実施された動物研
究が PFAS 化学物質が健康上のリスクを引き起こす可能性があることを 1960 年代に明らかにしたこと
を示している」と、その組織は付け加えた。
「イニシアティブと行動」
そのウェブサイトの立ち上げに伴い、3M は、物質に関する同社の計画されたイニシアティブと行動に関
するキャンペーンを開始した。
これには、次のものを含む：
・継続的な修復へのコミットメント；
・「尊敬され、確立され、独立した科学機関」による PFAS に関する共同研究；
・適切な PFAS 含有消火泡薬剤の処分を確実に行う；そして
・検出、測定、修復に関するベストプラクティスを共有する。
そして、3M は、2 月に発表された EPA の PFAS 行動計画を支持すると述べた。これは、主に PFOA や
PFOS のような長鎖 PFAS によってもたらされるリスクの管理に焦点を当てている。当時、また、同機関
は、自主的な段階的廃止を補完するために、特定の長鎖 PFAS に関する重重要新規利用規則(Snur)
を進めることを約束した。「これらのイニシアティブは、3M の企業責任と健全な科学へのコミットメントの
長い歴史によって導かれる」と、Rutherford 博士は語った。
議会の聴聞と証言；
https://oversight.house.gov/legislation/hearings/the-devil-they-knew-pfas-contamination-and-theneed-for-corporate-0
PFAS に関する EPA 情報；https://www.epa.gov/pfas/basic-information-pfas#health
3M による PFAS に関する説明；https://www.pfasfacts.com/
NGO の EWG の声明；
https://www.ewg.org/news-and-analysis/2019/09/science-pfas-rebuttal-3m-s-claims
3M の PFAS の関するイニシアティブと行動；
https://news.3m.com/press-release/company-english/3m-announces-pfas-initiatives-actions
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6-3.
EU における内分泌かく乱物質の規制動向
6-3-1. デンマークは紙と板紙の食品包装ですべての PFAS を禁止する
デンマークは、EU 全体の行動に先立って、紙および板紙の食品包装材料中のすべての有機フッ素化
合物の禁止案を進める予定であると、同国の環境・食品省が述べた。
提案は 2 月に最初に明らかにされ、外部コンサルテーションに入れられ、2020 年 7 月に発効する見込
みだ、と同省は述べた。
この動きは、デンマークが製品タイプ中のパーおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)のグループ全
体を禁止する世界で最初の国になるだろう。これは、欧州委員会が 43 年前に定められた基本的な規
定である EU の FCM(食品接触材料)法の評価に関する報告書を公表する数週間前に起きる。
EU では、プラスチック FCM に対して一定の規則が定められているが、他の FCM には調和のとれた法
律が欠けている。一部の加盟国は、国家レベルで特定の規則を採用しているが、これらは一貫性と物
質の両方の面で異なっていることが判明している。
デンマークの国家的禁止は、FCM 中のそれらの物質の EU 規制が施行されるまで適用されるだろうと、
同省は述べた。EU 協議は 5 月に終了し、最終報告書は 10 月に予定されている。
PFAS は、紙や板紙材料に脂肪や水を撥く効果を作るために使用される。それらは環境中で分解するこ
とは非常に困難であり、それらのいくつかは人間や動物に蓄積する、と環境・食品省は述べた。多くは、
発癌物質や内分泌かく乱物質の疑いがあり、免疫系に影響を与える可能性がある。
同省の一部であるデンマーク獣医・食品局は、FCM でのそれらの使用に対して「長い間助言」してきて
おり、一部の小売業者は自発的に物質を段階的に廃止している、と同省は付け加えた。
「これらの物質は、我々がもはや EU を待つことができないような健康問題を表している」と、食品大臣
Mogens Jensen は語った。リサイクルされた紙と板紙の使用は禁止後に許可されるが、材料中のフッ
素含有量が食品に移行しないことを保証するバリアで分離されている場合にのみである、と同省は語っ
た。
デンマークのイニシアティブは、欧州食品安全機関(Efsa)のパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)お
よびパーフルオロオクタン酸(PFOA)に関するリスク評価に従っている。
Efsa は、昨年 12 月に、人間は 2 つの化学物質において有害影響のリスクがある以前に考えられてい
たよりもはるかに少ない量しか許容することができない、と結論付けた。
NGO の反応
NGO CHEM Trust は、紙と板紙 FCM の化学物質の EU 規制における「大規模な欠陥」を強調するデ
ンマークの発表を歓迎した。
それは、禁止が一度に 1 つの物質ではなく、PFAS のグループ全体をカバーするという事実を賞賛した。
「これらの持続性のある汚染物質は、食品包装に全く使用されるべきではない」と、エグゼクティブディレ
クターの Michael Warhurst は述べた。「この問題を解決することは、新しい EU 委員会と議会の優先事
項でなければならない。特に今、いくつかの企業はプラスチック包装から離れつつある。」
5 月に EU 協議に提出されたコメントの中で、スウェーデンの化学機関 Kemi は、いかなるタイプの
FCM においても PFAS の使用を正当化することは「無防備」であると述べた。
食品大臣のプレスリリース（デンマーク語）；
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder%202019/F%C3%B8devaremi
nisteren-er-klar-til-at-forbyde-fluorstoffer.aspx
6-3-2. 欧州水業界団体は、PFAS 規制を要請する
欧州水取引協会、Euroepean water trade association は、短鎖パーおよびポリフルオロアルキル物質
(PFAS)のような移動性物質の制限に対する支持を表明している。
先月発表されたポジションペーパーで、飲料水及び廃水の国別協会の欧州連合(EurEau)は、それら物
質グループを全体として規制するために、より多くの努力が必要であると述べる。
今年初め、ドイツの REACH と CLP の管轄当局は、残留性、移動性および有毒物質(persistent,
mobile and toxic substances; PMTs)、および非常に残留性が高く、非常に移動性の高い物質(very
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persistent, very mobile substances ;vPvMs)の基準を確定した。科学者は、水源の汚染を通じて脅威
をもたらす特定の化学物質に対応する重要なギャップを埋めるために、規制リスク評価におけるモビリ
ティ（移動性）の考慮が必要である、と言う。
しかし、生物蓄積と同様に、それ自体は懸念を呈さない。この特性は、残留性と組み合わせる時、問題
になるだけである。この点で、移動性は生物蓄積に似ており、その考慮は、残留性、移動性および有毒
物質(PMTs)および非常に残留性が高く、非常に生体累積性のある物質(vPvBs)の基準を介して形式化
される。
「逆浸透は PFAS に対して有効であるが、水処理のコストを 1 立方メートル€1 以上増加させるだろう」と
EurEau は述べている。
ポジションペーパーの中で、EurEau は、水源は、それらの高い溶解度と物理的な吸着の可能性が低い
ため、短鎖 PFAS からの汚染の影響を非常に受けやすい、と述べている。これらの特性は、従来の処
理方法を使用して水からそれらを除去することを困難にする。逆浸透は PFAS に対して有効であるが、
水処理のコストを 1 立方メートル€1 以上増加させるだろう、と協会は言う。これは、平均的な世帯の年
間水道料金への€200 追加分に相当するだろう。
REACH ガイダンスは、空気の吸入だけでなく食料や飲料水の消費の結果としての環境を介した人間
への間接的なリスクを明示的に説明する。しかし、EurEau は、リスク特性評価のプロセスは、特にこれ
らの放出が飲料水に関連する場合、水質に対する放出の影響の一般的な評価を含めるべきである、と
述べる。また、それは、水枠組み指令の目標と飲料水指令の要件に対する放出の結果の評価を含める
べきである。
「我々は、企業が PMT および vPvM 特性に対して登録される化学物質を評価する法的要件を設置す
るよう当局に要請する、」とポジションペーパーは述べている。
また、協会は、REACH の下で高懸念物質(SVHC)として PMTs と vPvMs を識別するための加盟国の
努力を支援する。
REACH
7 月、Echa の加盟国委員会(MSC)は、環境における移動性と残留性に基づいて、GenX 関連化学物
質を SVHC として識別することに合意した。同物質に対する SVHC 提案は、MSC に出された移動性に
基づく最初のものだった。
今月初め、ノルウェーは、パーフルオロブタンスルホン酸(PFBS)とその塩のために、移動性に基づく別
のものを提出した。SVHC 提案によると、PFBS はポリマー製造および化学合成の触媒として使用され
る。そのカリウム塩は、主に電気および電子機器で、ポリカーボネート中の難燃剤として使用されている。
その他の PFBS 関連物質は、主に皮革、繊維、カーペットの防水や汚れ防止保護として EU で使用さ
れている。
EurEau のポジションペーパー（PMTs 及び vPvMs に関る Briefing Note）；
http://www.eureau.org/resources/briefing-notes/3934-briefing-note-on-moving-forward-on-pmtand-vpvm-substances/file
6-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
6-4-1. フランスは EDC に取り組むための優先分野の概要を示す
内分泌かく乱化学物質(EDC)に関するフランスの第 2 の国家戦略は、2020 年に EU 加盟国と欧州委
員会の間で共有される EDC のリストの作成を注視する。
今週発表されたこの計画は、2019 年から 2022 年の間に化学物質への暴露を減らすための 3 つの優
先分野を設定する。これは、批評家が不十分であると言った 2014 年の戦略に続くものである。
リストは最優先事項の 1 つで、それは EDC についてトレーニングし、人々に知らせることである。フラン
スは、特定の化学物質の使用に関連するリスクの認識を高めるために、公開情報キャンペーンを実施
していく。
国の公衆衛生機関は、妊娠中の女性と親に対して、子への暴露を制限する方法について実用的なアド
バイスを与えるウェブサイトを作成した。さらに、政府は、健康と子どもの発育の専門家と地方自治体の
労働者のためのベストプラクティスに関するトレーニングコースを実施していく。
第二の優先事項の下で、フランスは、欧州委員会に対し、化粧品や玩具を含む日用品に適用される規
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制を改正し、内分泌かく乱特性に対処するよう求める。また、それは、EDC によって生じた環境汚染に
関する情報をオープンデータポータルに追加し、学校でのプレゼンテーションを含む一般の啓発イベント
を開催していく。
最後の優先事項は、内分泌かく乱物質の健康への影響に関する研究を迅速化することによって知識を
向上させることである。すでに 6 月、フランスの生物多様性機関は、内分泌かく乱物質が生物多様性に
及ぼす影響をよりよく理解するための研究プロジェクトの要求を発表した。
今週、フランスの公衆衛生機関は、特定のビスフェノールやフタル酸エステルのような内分泌かく乱物
質が、テストされた 3,600 人すべてにおいて確認されたという研究結果を発表した。
EU の進展
昨年、欧州委員会は、物質に関する長年の延滞している戦略の一環として、EDC に関連する既存の法
律の包括的なスクリーニングを実施すると述べた。フランスは、この分野での行動を強化するように、
EU 幹部に対して一連の勧告を出した。
委員会の戦略は、玩具、化粧品、食品接触材料のような、特定の規定がない分野に焦点を当てた適合
性チェックを含んでいる。EU 幹部は、現在、7 月に締め切られたロードマップに関する公開コンサルテ
ーション（7 月分 1-3-2 参照）で受け取ったコメントを検討中である。
今年 10 月に予定されている－EDC に関する年次フォーラムを開催することを計画している。
EU の一加盟国レベルでは、フランスは、スウェーデンと協力して化学物質の環境と健康への影響を理
解するプロジェクトに取り組んでいる。一方、デンマークは、昨年 10 月に 9 つの EDC のリストを作成し、
他の 4 つの物質を疑わしいと特定した。
フランスの戦略；
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.09.03%20document%20de%20r%
C3%A9f%C3%A9rence.pdf
プレスリリース；
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens-gouvernement-presentedeuxieme-strategie-nationale-afin-reduire
オープンデータポータル；http://www.data.gouv.fr/
公衆衛生院の研究；
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/polluants-du-quotidien-donnees-inedites-chezles-enfants-et-les-adultes
国際機関における内分泌かく乱物質の規制動向
6-5.
特に無し。
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「米国及び EU における内分泌かく乱作用の規制動向」-10 月分
2019/10 JFE テクノリサーチ
7.
10 月の情報
7-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
7-1-1. 米国のホームセンター小売業者 Home Depot は、PFAS を含むカーペットや敷物の販売を停
止する
米国のホームセンター小売業者 Home Depot は、パーおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含
むカーペットや敷物の販売を停止することを約束した。
9 月 17 日発表された段階的廃止は、米国およびカナダで販売される製品に適用され、12 月 31 日から
施行される。
コミットメントは、会社が販売するカーペットから除外される物質のリストを拡大する。既にカバーされて
いる物質は、トリクロサン、オルソフタル酸エステル、ホルムアルデヒドおよびノニルフェノールエトキシレ
ート(NPO)を含む。
また、リストは、長鎖 PFAS（PFOA および PFOS）も含む。しかし、コミットメントは、それらの物質の完
全なクラス（同類の化学物質群）をカバーするために、これを展開していく。
小売大手の動きは、2017 年に最初に企業化学品戦略を発表して以来、化学品に関するいくつかの他
のコミットメントに続く。販売する塗料、床材、断熱材で懸念のある化学物質に関する規定を定めている
ことに加え、戦略は、屋内空気の質に対して最も大きな影響を持つ製品カテゴリーで使用される物質を
改良するためのサプライヤーと協力してのより広範な誓約を含む。
それ以来、塩化メチレンまたは N-メチルピロリドン(NMP)を含む塗料除去製品の販売を中止すると約束
し、2022 年末までに家庭用洗浄製品から 9 物質を除外するようサプライヤーに要請している。
Home Depot の環境イノベーション担当副社長 Ron Jarvis は、カーペット中の PFAS を除外することは
「お客様と地球のためにより良い未来を築くという我々の共通のコミットメントのもう一つの例」である、と
述べている。
「暴露の主要な経路」
Home Depot の発表は、米国の水源と人間の血液の両方で PFAS の広範な存在に関する証拠が増え、
それらの物質のクラスに関する懸念の急激な上昇の中で起きる。
そして、全国的な注目の多くが PFAS を含む消火泡薬剤からの汚染に焦点を当ててきている一方、ここ
数ヶ月は、他の潜在的な暴露経路に対する懸念に集まっている。
例えば、カリフォルニア州は、昨年、PFAS を含むカーペットを、より安全な消費者製品(SCP)プログラム
の下で優先製品にすることを提案したが、研究機関や NGO のグループはカーペットメーカーに PFAS
やその他の懸念物質を使用しないよう自発的な行動を取るように要請した。
Safer Chemicals Healthy Families(SCHF)’ Mind the Store Campaign のディレクターMike Schade
は声明の中で、「この動きは、全国の人々の家庭やコミュニティを汚染している非粘着性の悪夢を終わ
らせるのに役立っていく」と述べた。
そして、NGO Natural Resources Defense Council (NRDC)の健康キャンペーンディレクター、
Sujatha Bergen は、その行動で、Home Depot は「家庭用品業界とカーペットメーカー全体にメッセー
ジを送っており、この化学物質がアメリカの家庭で場所を持たないことを明らかにしている」と付け加え
た。「これらのカーペットの販売を停止することで、小売業者は PFAS に暴露される主要な経路とそれに
伴うすべての関連する健康上の脅威を遮断することができる。」
NRDC と SCHF は、州および連邦政府に対し、クラスとしての PFAS に対して行動を起こすよう要請し
た。「政策立案者は Home Depot のリードに従い、すべてのアメリカ人がすべての製品でこのクラスの
化学物質から保護されることを確実にすべきである―小売業者と消費者は同様にそれらを拒絶してい
る」と Bergen 女史は言った。
Schade 氏は、州議会と議会は「我々の家、飲料水、コミュニティを汚染するこれらの化学物質を製品中
で禁止するために迅速に行動すべきである」と付け加えた。
連邦議員は、現在、環境中の PFAS に対処することを目的とした 12 以上の個々の法律を検討している。
また、主要な防衛支出法案の一部として考えられている PFAS に関する多くの規定がある。
Home Depot の発表；
https://corporate.homedepot.com/newsroom/phasing-out-products-containing-pfas
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Home Depot の化学（物質）戦略；
https://corporate.homedepot.com/sites/default/files/image_gallery/PDFs/Chemical%20Strategy%
2010_2017.pdf
7-1-2. 米国大手小売業者 Ahold Delhaize が化学品政策を発表
米国の食料品大手 Ahold Delhaize は、約 2,000 店舗で販売される製品や包装品から懸念される特定
の化学物質をその下で制限する「持続可能な化学」コミットメントを発表した。
この政策は、プライベートブランド製品を開発するサービス会社 Retail Business Services だけでなく、
同社のブランドの各々－Food Lion、Giant Food、GIANT/Martin’s、Hannaford、Peapod and Stop &
Shop－に拡張した。これらのブランドを合わせると、全国で 4 番目に大きい食料品小売業者を代表して
いることになる。
発表されたコミットメントは、3 つの主要な優先事項を概説する。これらは次のとおり：
・ベビーフード、乳児用製剤、および処方されたパーソナルケア、家庭用品、ベビー用品を含む、特定
のプライベートブランド製品や食品包装から懸念される化学物質－パーおよびポリフルオロアルキ
ル物質(PFAS)、ビスフェノール A(BPA)およびフタル酸エステルのような－の意図的な使用を制限
する；
・「優先製品が懸念される潜在的な化学物質に対する、米国の法律で要求されているものを超える、
同社の高い基準を満たしていることを確認する」ため、サプライヤーのテスト要件を拡大する；そして
・製品中の汚染物質に関する発生を最小限に抑え、「よりグリーンな」化学オプションを推進するため
に、サプライヤーと協力して研究と作業を行う。これは、顧客が利用できる成分情報の拡大に焦点を
当てることを含む。
「消費者は、彼らが良いと感じることができる食材で作られた、家族のためにより透明な製品を望んでい
る、ことを示している」と、Ahold Delhaize の持続可能な小売業と健康的な生活担当副社長、Brittni
Furrow は言った。「不要な食材を含まない、より持続可能な選択肢を近隣の食料品店にもたらす、この
新しいコミットメントを開始できることを我々は嬉しく思う。」
同社は、規制物質リスト(RSL)が定期的に更新されることが確保されるために、新しい研究を監視して
いく、と述べる。来年から、Chemical Footprint Project にも参加し、その下でその進捗状況に関して毎
年報告していく。しかし、現時点では完全な RSL を公表しないことを決定し、または、それらの物質のフ
ェーズアウトのためのタイムラインを公表していない。
「競合他社への高まる圧力」
NGO Safer Chemicals Healthy Families (SCHF)の Mike Schade は、同社のコミットメントを称賛し、
「競合他社に対して同じことを行う圧力を高める一方で、それはより持続可能で健康的な選択肢の創出
を推進していく」と述べた。
しかし、彼は、同社に、「制限物質リストを完全に開示し、プライベートラベルとブランド名の両方の製品
でこれらの化学物質やその他の有毒化学物質を削減し、排除するための明確な公開タイムラインを設
定することによって、次のステップを取る」ことを強く求めた。
昨 2018 年、Ahold Delhaize は、SCHF の Mind the Store「レポートカード」で、F のグレードを与えられ、
40 の小売業者のうち 25 にランク付けられた。2018 年の報告書は、同社が自社製品中での化学物質
の安全な使用に対処する最小限の一般向けコミットメントを行った、と指摘した。
Schade 氏は今年初めに、小売業者 Whole Foods Market と Trader Joe’s も、食品接触材料中の物
質に依存する食料品チェーンに対して物質が提示する課題に照らして、いくつかの食品包装から PFAS
を排除することを約束してきた、と述べている。
一方、ワシントン州とメイン州の両方は、より安全な代替手段が特定されることができれば、食品包装中
の PFAS を禁止するように動いてきた。
「Ahold Delhaize のような企業が、近い将来にある州の規制の前に出る（規制から免れようとする）の
は理にかなっている」と、同社の発表に応じて、NGO Toxic-Free Future のエグゼクティブ・ディレクター
Laurie Valeriano は述べた。「彼らが危険な化学物質を棚からスクリーニングするためにシステムを既
に整えるその先は、消費者の健康を守れるだけでなく、お金を節約できるだろう。」
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Ahold Delhaize のコミットメント；
http://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918074/0/en/Ahold-Delhaize-USABrands-Announce-Commitment-to-Sustainable-Chemistry-Transparent-Products-andPackaging.html?culture=en-us
NGO SCHF のコミットメント；
https://saferchemicals.org/2019/09/19/grocer-ahold-delhaize-to-restrict-toxic-chemicals-in-foodpackaging-and-beauty-products/
SCHF の 2018 小売業者レポートカード；
https://retailerreportcard.com/retailer/ahold-delhaize/
7-1-3. 米国 15 州の知事は、防衛法案の下で PFAS に関して行動するため米国議会に圧力をかける
米国 15 州の知事は、最終的な防衛支出法案中にパーおよびポリフルオロアルキル(PFAS)物質に対
処する条項を含めるよう議会メンバーに要請している。
この要請は、2020 会計年度の国防承認法(NDAA)に関して、上院および下院軍事委員会の指導者に
宛てた 9 月 18 日の書簡で出された。
各院で既に可決された措置のバージョンは、環境中の PFAS 汚染に対処することを目的とした条項を
含む。そして、彼らの手紙の中で、州知事達は、最終的な法律がこれらの「最強」の条項を保持すること
を要求しており、以下を含んでいる：
・「できるだけ早い」水性フィルム形成泡薬剤(AFFF)中の PFAS のフェーズアウト；
・EPA がスーパーファンドプログラムの下で有害として物質をリストするようにする要求；そして
・EPA が長鎖 PFAS、PFOA および PFOS に対する執行可能な飲料水基準を設定すようにする命令。
「2020 年度 NDAA は、我々の州に損害を与えている PFAS 汚染に対処するための歴史的ステップを
取る機会を提示し、我々は最終的な法案中に最強の PFAS 関連の条項を含めることを求める」と彼ら
は書いた。
この書簡は、デラウェア州、マサチューセッツ州、ミシガン州、ミネソタ州、ニューハンプシャー州、ニュー
ジャージー州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、オハイオ州、ペンシルバニア州、
バーモント州、バージニア州、ワシントン州、ウィスコンシン州の知事によって共同署名された。
15 州の知事の手紙；
https://content.govdelivery.com/attachments/MIEOG/2019/09/18/file_attachments/1288014/NDA
A%20PFAS%20Letter%209.18.19_Final%20.pdf
7-1-4. PFAS 法案のパッケージは、小委員会の修正・承認後、下院に進む
パー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)およびその他の化学物質に対処する 15 法案のパッケージ
は、下院委員会に進み、検討を進める。 9 月 26 日、エネルギー・商業委員会の環境・気候変動小委員
会は、法案を承認する前に検討するために会合を持った。パッケージは親委員会に転送され、投票の
ために下院に向かう前に修正の対象となる。
法案のパッケージは、以下のような PFAS を規制する法律を含む：
・新規の PFAS からコミュニティを保護する法(HR 2596)―提出される製造前通知(PMN)に対する応
答として、EPA に新規の PFAS を「健康または環境への傷害の不当なリスク」をもたらすとみなすこ
とを要求するために TSCA のセクション 5 を改正する；
・有毒 PFAS 制御法(HR 2600) ―新規の PFAS の製造を禁止し、重要新規使用としていかなる
PFAS の製造又は加工を禁止する；
・2019 年の PFAS 試験法(HR 2608)―TSCA の下で、すべてのメーカーと加工業者に、すべての
PFAS の包括的な健康試験および健康、安全、環境への影響に関する報告を要求する；
・2019 年の PFAS 処置法(HR 535)―EPA が 1980 年の包括的な環境対応、補償および責任法
(Cercla)またはスーパーファンドの下で有害物質としてすべての PFAS を指定することを要求する；
・2019 年の PFAS から飲料水を保護する法(HR 2377)―飲料水中の特定の化学物質の最大汚染
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物質レベルを設定することを EPA に要求する；
・2019 年の PFAS ユーザー料金法(HR 2570)―PFAS 汚染に関連する継続的な水処理費用を支払
うことを汚染者に要求する；
・HR 2638―PFAS 含有消火泡薬剤の使用を最小限に抑えるためのガイダンスを発行することを
EPA に指示する；および
・HR 2566－PFAS を含まないポット、フライパン、調理器具のためのより安全な選択肢ラベルを提供
するために、より安全な選択基準を改訂することを EPA に要求する。
また、いくつかはホワイトハウスから懐疑的な意見をもって迎えられているが、これらの条項のいくつか
は、国防承認法(NDAA)の改正としても含まれている。そして、また、上院は、いくつかの個々の PFAS
法案を検討中である。上記で法案名に触れられていないパッケージに含まれている法案を以下に挙げ
る。
H.R. 2533、「安全な飲料水法に対する財政支援の提供法」
H.R. 2577、「PFAS を知る権利法」
H.R. 2591、「2019 年の PFAS 廃棄物焼却禁止法」
H.R. 2605、「2019 年の有害物質の放出、汚染、および移動の防止法」または「2019 年の保護法」
H.R. 2626、「2019 年の PFAS 説明責任法」
H.R. 2699、「2019 年の核廃棄物政策修正法」
アスベスト法案
パッケージには、アスベストおよびアスベストを含む混合物および物品の製造、加工、流通を禁止する
ために TSCA を修正する 2019 年のアスベスト禁止法（HR 1603）も含まれている。 この法案は前回の
議会セッションで検討されたが、提出することはできなかった。
アスベスト疾病啓発機構の会長であり法案にその名前が付けられリンダ・レインスタインは、小委員会
の行動を「重大なマイルストーン」と呼んだ。 法案の支持者達は、委員会のリーダーと協力して、「アス
ベストへの暴露による予防可能な死と病気から将来の世代を守る強力な法案を報告する」ことを楽しみ
にしていると付け加えた。
15 法案の構成；
https://energycommerce.house.gov/committee-activity/markups/markup-of-15-billssubcommittee-on-environment-and-climate-change
委員会への 15 法案のメモ；
https://docs.house.gov/meetings/IF/IF18/20190926/110047/HMKP-116-IF18-20190926SD013.pdf
7-1-5. 米国 EPA は、PFAS 規制提案を機関間審査に付する
米国 EPA は、機関間審査のため管理予算局にパー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)に対処する
2 つの規制案を提出した。
1 つ目は、特定の長鎖 PFAS(LCPFAS)が機関の審査なしに輸入できないことを確実にすることを目的
としており、2 つ目は有毒物質放出インベントリ(Toxics Release Inventory ;TRI)の有毒化学物質リスト
にこれらの化学物質を追加するものである。
どちらのアクションも、今年初めに同機関の PFAS 行動計画の下でなされたコミットメントと一致している。
長鎖 PFAC SNUR
EPA 提案の最初は、長鎖パーフルオロアルキルカルボキシレート(LCPFAC)物質およびパーフルオロ
オクタン酸(PFOA)またはその塩のための重要新規使用規則(SNURs)を改正することに目を向ける。
もともと 2015 年に提案され、規則は、もはや行われていない LCPFAC 化学物質の中の一群の製造ま
たは加工を「重要新規使用」として指定することを目的としている。これは、PFOA の自発的なフェーズ
アウトを補完するように設計された。
しかし、EPA は、補足的な提案が成形品中で使用される LCPFAC に対して適用できない特定の免除を
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行うために必要であると判断した。これは、「EPA が暴露の合理的な可能性があるという規則中で肯定
的な調査結果を出す限り、成形品は重要新規使用として通知要件の対象となる可能性があると述べ
る」TSCA の 2016 年改正中の条項に従っている。
第 2 のルールメイキング案(notice of proposed rulemaking ;NPRM)の通知は、9 月 25 日に OMB で
受け取られ、提案を公表するための必要な手続きである機関間審査を開始した。
TRI リスティング
一方、EPA は、また、TRI 有毒化学物質リストに特定の PFAS を追加することに関するパブリックフィー
ドバックを求めるために、ルールメイキング案の事前通知(advanced notice of proposed
rulemaking ;ANPRM)を提出した。
TRI は、産業施設および連邦施設が報告する化学物質放出および汚染防止活動の公共資源である。
PFAS は、このスキームの下で報告することが要求される化学物質のリストには現在含まれていない。
行動計画がインベントリを対象としてきた長鎖 PFAS を追加するために、EPA は、結果のデータが利害
関係者に有用であると考えられるかどうかだけでなく、十分なデータが法定リスト要件を満たすために存
在するかどうかを判断する必要がある。
そして、ANPRM の要約は、「TRI が利害関係者に有益な情報を提供するかどうかを検討する上で、
EPA もそれらの PFAS が商業で活発であるかどうかを検討していく」と付け加えた。
どちらの法案も作成元の委員会室から進んでいないが、下院と上院の両方で TRI インベントリに特定
の PFAS を追加する法律を検討している。
2 つの提案は、2 月に開始して以来、行動計画に関して EPA が行った最初の進展の一部を示している。
EPA の管理者 Andrew Wheeler は、「環境中の PFAS に関するより多くの情報を国民に提供し、EPA
が特定の持続的な長鎖 PFAS を国に輸入する計画の通知を受け取ることを確実にすることを意図して
いる」と述べた。
しかし、この計画は、論争を巻き起こしている同化学物質のクラス（class;同類物質全体）よりむしろ、長
鎖物質に焦点を当てていると批判されている。これらが環境中で広く存在しているという報告がある中
で、それらはより高い精査の対象となってきている。
SNUR 通知；
https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201904&RIN=2070-AJ99
ANPRM 通知；
https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201904&RIN=2070-AK51
7-1-6. コネチカット州の PFAS タスクフォースは、開示、EPR 要件を提案する
コネチカット州のタスクフォースは、パー及びポリフッ素化アルキル物質によって引き起こされる「有害影
響」に対処するための勧告の中で、PFAS を含む製品に対する強制的な開示要件または拡張生産者責
任(EPR)プログラムを課すことを提案している。
その方向は、広く公表されたコネチカット空港での PFAS を含む消火泡薬剤の漏れがあった後、7 月に
結成されたグループによって策定された行動計画の草案に入っている。
Ned Lamont 知事は、10 月 1 日までに戦略草案を公表するようタスクフォースに指示し、PFAS の将来
の放出を最小限に抑える方法と、歴史的汚染を特定して評価する方法を提示した。
結果として得られる行動計画は、モニタリングと修復を目的としたいくつかの政策提言を含むが、製品中
の物質の使用に関連するものも含んでいる。これらは以下を含む：
・食品包装、焦げ付かない調理器具、クリーナー、ワックス、コーティングされた生地および紙のような
それらを含む可能性のある消費者製品を特定することによって潜在的な PFAS 源を決定すること；
・水性フィルム形成泡(AFFFs)の放出を最小限に抑えるためのイニシアチブを支援すること；そして
・洗浄製品や食品包装を含む、州機関による PFAS フリー消費者製品の調達を奨励すること。
そして、これらの目標を支持するために、タスクフォースは、多くの「潜在的な立法上の機会」を特定する。
これらの中には：
・州が安全性データシート(SDS)中または製品ラベル上での PFAS を含む製品の開示を要求できる
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かどうかを評価すること；
・特定の PFAS 含有消費者製品に対する EPR プログラムの立ち上げを検討すること；
・水性フィルム形成泡薬剤（AFFFs）を用いた消防訓練を禁止し、AFFF テイクバックプログラムと物質
の将来の放出を減らすためのその他の可能な措置を立ち上げること；そして
・PFAS をテストするために州で販売する飲料水ボトルを要求すること。
タスクフォースは、PFAS 含有食品包装および消費者製品に関して行われた現在の研究と行動を見直
し、具体的な勧告を出すために、臨時グループを招集する即時のステップを提案している。
その計画に関するコメントは 10 月 15 日まで提出することができる。
最終計画は 11 月 1 日までに知事に提出される予定である。
タスクフォースのプレスリリース；
https://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?A=5009&Q=610124
行動計画案；
https://www.ct.gov/deep/lib/deep/pfastaskforce/Draft_CT_Interagency_PFAS_Task_Force_Action
_Plan.pdf
機関間タスクフォース；
https://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2715&Q=609572&deepNav_GID=2124
7-1-7. 米国の防衛法案で PFAS に対処するための支持は依然として強い
議会の支持は、現在両議院の議員によって交渉されている主要な防衛法案の下で、パー及びポリフッ
化物質(PFAS)に対処するために強さを維持している。
米国国防権限法(NDAA)の主な焦点は防衛支出である一方、軍の消火泡薬剤やその他のアプリケーシ
ョンでの物質の使用の問題は、それらが引き起こす潜在的な健康上のリスクに対する懸念のためにま
すます注目を集めてきている。
今年初めに下院と上院で可決された NDAA のバージョンは、それぞれ PFAS を対象とした条項を含む。
そして、会議委員会は現在、2 つの措置の違いを解決している。
しかし、このプロセスが続く中でも、最終的な法案が論争の的となっている物質のクラスに対処すること
を確実にするための支持の高まりがあった。
先週、上院は全会一致で決議を可決し、国防総省(DOD)に 2023 年末までにフッ素化消火泡薬剤の使
用を中止するよう求める決議を採択した。Gary Peters 上院議員(D-ミシガン州)によって提唱され、それ
は NDAA のバージョンに含まれていた条項のための議会の支持を再確認する。

「我々は我々の軍隊、消防士、地域社会、そして水を守らなければならない」と Gary Peters 上院議員
「これらの化学物質は広く商業的に使用されており、DOD によって使用される消火泡薬剤中にも集中し
ている。我々は我々の軍隊、消防士、地域社会、そして水を守らなければならない」と、Peters 氏は議
院のフロアで述べた。
一方、162 人の下院議員の超党派グループは、書簡に署名し、法案の下院バージョンに含まれていた
PFAS 条項のより広い範囲を保持するために、議会を説得した。
会議議長の Adam Smith 下院議員 (民主-ワシントン州)と James Inhofe 上院議員(共和-オクラホマ
州)に宛てた 9 月の書簡は、PFAS 汚染と暴露によってもたらされる米軍への脅威を概説している。
「[2020]NDAA は、軍人と周辺地域が有害な PFAS(s)にさらに暴露されることから防ぐ新しい進路を示
すのに役立つことができる」と、下院議員は述べた。
そして、9 月 24 日の記者会見で、書簡の共同署名者の一人、Debbie Dingell 下院議員(民主-ミシガン
州)は、以下に役立つであろう、下院の条項をそれが含まない場合、同法案の調停版に投票しない、と
述べた：
・消防泡薬剤での PFAS の軍使用を段階的に廃止する；
・軍用食品包装での使用を終了する；
・「スーパーファンド法」としても知られている、包括的環境対応・賠償責任法(Cercla)の下で PFAS を
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「有害物質」として指定する；
・政府監査院(GAO)に対し、DOD の清掃活動を調べるよう要求する；そして
・農業目的で使用される PFAS 汚染水を処理し、きれいにするように DOD に要求する。
会議委員会が法案の最終版に合意すれば、両議院に戻って投票を行う。可決すれば、それは Donald
Trump 大統領の机に向かう。 しかし大統領は法案に拒否権を持つと脅し、軍の消火活動でフッ素化泡
薬剤を段階的に廃止するための提案されたタイムラインに関する懸念を強調している。
幅広い支持
キャピトル（州議会議事堂）ヒルを超えて、多くの組織や州当局は、PFAS に関する議会の行動に対する
支持を表明している。先月、州知事のグループは、この条項に対する支持を表明するために会議委員
会に書簡を送った。そして、業界団体の連合は、8 月に、NDAA に環境中の PFAS に対処し、汚染され
たサイトのクリーンアップを優先するよう求める書簡を書いた。
一方、Environmental Working Group (EWG)、National Resources Defense Council (NRDC)、
Union of Concerned Scientists、Environment America and Safer Chemicals, Healthy Families
(SCHF)を含む、多くの NGO は、これらの努力の声の支持者のままであることを維持している。
SCHF の Liz Hitchcock は、彼女が PFAS に対して行動を起こすよう会議委員会に促していること、ま
た「これらの「永遠の＊」化学物質によってもたらされる深刻な公衆衛生上の脅威を認識している 162 人
の議員を称賛すること、また、全国の PFAS 汚染のクリーンアップを開始する必要性」を、化学物質管
理専門誌 Chemical Watch に語った。（＊注；「環境中で分解しない」の意）
上院委員の解決策；
https://www.peters.senate.gov/newsroom/press-releases/video-senate-passes-peters-resolutioncalling-for-final-national-defense-bill-to-address-pfas-crisis
下院の書簡；
https://andylevin.house.gov/media/press-releases/162-bipartisan-house-members-ask-ndaaconferees-retain-pfas-provisions
法案の進行とその他の情報；
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1790/text
産業界の書簡；
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1790/text
PFAS 連合の書簡；
http://files.chemicalwatch.com/PFAS_Coalition_Letter_NDAA2020.pdf
7-1-8. ワシントン州の PFAS 代替品評価は、紙のラップとライナーをターゲットにする
ワシントン州は、食品包装に使用されるパー及びポリフルオロアルキル物質に代わる代替品の評価に
おいて、紙のラップとライナーに焦点を当てる計画を発表した。州生態省(ECY)も、10 月中旬までに代
替品候補を確定することを目標に、この範囲にバッグとスリーブを追加することを検討している。
代替品評価は、ECY がより安全なオプション(化学品と非化学品両方)を特定することを条件として、
2022 年 1 月 1 日までに植物繊維ベースの食品包装においてすべての PFAS を禁止する 2018 年州
法から発生した。ECY は今年末までにプロセスを完了するつもりだったが、予定より遅れている。
9 月 24 日の更新でステークホルダーに発表された同機関の製品範囲調査は、「暫定的」戦略を通知し
た。これは、代替品評価は、その最初の段階で紙のラップとライナーを見直していくことを示した。また、
「容器、サービス用品、ペットフードバッグなどのようなその他の用途を更なる検討において優先してい
く」。ECY は 10 月 11 日までにこの戦略に関するコメントを求めている。
一方、10 月 8 日の更新で、ECY は代替品評価のためのハザード評価の方法論案を発表した。州間化
学品クリアリングハウス(IC2)代替品評価ガイドで概説された 4 つのモジュールを使用していく。
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これらは次のとおりである：
・ハザード；
・暴露；
・パフォーマンス；および
・コストと可用性。
そして、ECY は、現在の PFAS ケミカルアクションプラン(CAP)サイトとは別に、食品包装代替品評価に
おいて PFAS 専用の新しいウェブサイトを開発している。両方のプロジェクトは一緒に完了する予定だっ
たが、代替品評価の遅延により、それらは現在別々のトラック上を走っている。
同機関の現在のウェブサイトは、最終的な代替品評価報告書に対して 2020 年秋の発表日を予定して
いる。
ケミカルアクションプランの 9 月 24 日の更新；
http://listserv.ecology.wa.gov/scripts/wa-ECOLOGY.exe?A2=CHEMICAL-ACTIONPLAN;55ba98f7.1909
同上 10 月 8 日の更新；
http://listserv.ecology.wa.gov/scripts/wa-ECOLOGY.exe?A2=CHEMICAL-ACTIONPLAN;e7d48fd2.1910&S=
7-1-9. 米国大統領候補 Warren は PFAS の積極的な規制を約束する
民主党大統領候補 Elizabeth Warren は、彼女の政権は有害物質として、パーおよびポリフルオロアル
キル物質(PFAS)を指定するだろう、と述べてきた。
そして、このマサチューセッツ州選出の上院議員は、「我々の水供給中に入るそれら化学物質を積極的
に規制する」だろう、と付け加えた。
また、10 月 9 日に発表された Warren 氏の環境正義計画は、Trump 大統領が「化学物質への暴露を
制限する規則と規制及び施設の安全検査に関する要件」を撤回することを非難している。これは労働者
や地域社会を危険にさらしている、と彼女は言った。
PFAS 問題は、環境汚染に対処する方法や、PFAS 物質全体（クラス）として物質を規制するかどうかを
含み、連邦および州レベルの議員の注目をますます引き付けている。そして、2020 年の大統領選挙が
具体化するにつれて、それらの物質を規制する方法とするかどうかは、同様にキャンペーンの問題にな
る可能性がある。
長鎖「遺産（レガシー）」PFAS は、環境中で非常に持続的であり、癌を含む幅広い健康上の問題を引き
起こすことが示されてきている。また、短鎖 PFAS は水と油脂をはじく目的で生産され続けている一方、
Warren 氏はクラス全体が危険であると主張する多くの議員の一人である。
この指定は、スーパーファンド法としても知られている、包括的環境対応、補償、責任法(Cercla)の下で、
納税者よりもむしろ製造業者に対してあらゆる排出に対する責任を負わせ、浄化費の支払いを義務付
けるだろう。
Donald Trump 大統領は、最近、PFAS を含む消火泡薬剤の使用を制限する防衛法案に反対している。
ウォーレン氏の計画；
https://chemicalwatch.com/79649/trump-objects-to-pfas-foam-restrictions-threatens-to-vetospending-bill
7-1-10. ミシガン州下院は消火泡の PFASs に関する法案を通した
ミシガン州下院は今月 3 つの法案を可決した。法律に採択された場合、パーフルオロアルキル物質
（PFAS）を含む消火泡の使用をより適切に追跡および制限する。州の全消防署は、従来、可燃性液体
火災を消火するために、PFAS を含む消火泡－水性皮膜形成泡（AFFF）とも呼ばれる－を使用してき
た。しかし、これらの物質は、健康への懸念と環境中の持続性との関連について全国的に精査されてい
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る。ミシガン州の HB 4390 は、2023 年 12 月 31 日から消防訓練中の PFAS 含有泡の使用を禁止す
る。その日まで、消防士は、泡の封じ込め及び適切な処分のみならず、泡の適切な使用、取り扱い及び
保管、について指導を受ける必要がある。一方、HB 4391 では、消防士の身体と機器の除染を含む、
泡の使用、取り扱い、保管に関する「ベストヘルスプラクティス」の概要を示している。
最後に、HB 4389 では、AFFF を使用してから 48 時間以内に、消防署が州の環境、五大湖、エネルギ
ー省に、なぜ、どこで、どの位泡を使用したかを、他の詳細とともに、書面による報告書を提出すること
を要求する。また、適切な廃棄を確実にするために、未使用の PFAS 発泡体の無料回収プログラムを
作成することを消防署に課するであろう。
HB 4389 を後援した州の代表者である Sue Allor は、37,000 ガロンの PFAS 泡が州全体のさまざま
な消防署で発見されたと述べた。 彼女は、ミシガン州は PFAS 研究とリスク軽減の最前線にいるべきだ
と主張した。「やらなければならない多くのテストがある」と、Allor 氏は 7 月に述べた。 「最初の結果は
異なる量の PFAS を示しており、我々は、他の州からのテスト結果が来るのを待つのではなく、[プロセ
ス]を促進するためにテストを続けなければならないことを知っている。」
米国の他の地域と比較して、ミシガン州は環境中の特に高レベルの PFAS 汚染を検出しており、連邦
議会の代表者に連邦行動を促進するよう促している。しかし、PFAS 含有泡に関する州の規制は、これ
までのところ国家レベルの行動を上回っている。HB 4390 は、今年ジョージア州、ケンタッキー州、バー
ジニア州で可決された同様の法案のすぐ後に登場している。それらは全て訓練目的に焦点を合わせて
いる。他の州では、訓練と試験の両方の目的で PFAS 含有泡の使用を禁止している。 ただし、ワシント
ン州の 2018 年の法律は最も厳格なアプローチを採用しており、空港を含め、連邦政府が義務付けてい
る使用以外は全面的に禁止している。
ミシガン州の 3 つの法案；HB 4389、HB 4390、HB 4391
7-1-11. クロルピリホスの農薬利用、米連邦 EPA は継続許可も、カリフォルニア州は許可取り消しへ、
欧州・豪州でも使用停止の動きが加速
主に農薬用殺虫剤として使われているクロルピリホス（Chlorpyrifos）は、内分泌かく乱性が疑われる物
質である 1。米国では連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（FIFRA）や連邦食品医薬品化粧品法（Federal
Food, Drug and Cosmetic Act：FFDCA）下で 1965 年から登録され、残留基準（tolerance）を設けたう
えで、長年その使用が許可されてきた。しかし、内分泌かく乱性の疑いに加え、発がん性や胎児の神経
系の発達への影響などが疑われることから、その使用に反対する動きがある。
米国における最初の反対は、2007 年 9 月に環境団体の北米農薬行動ネットワーク（Pesticide Action
Network North America：PANNA）および天然資源防衛協議会（NRDC）が、クロルピリホスの登録・残
留基準を取り消して使用停止を促すよう求めて、EPA に提出した請願書 2があげられる。請願書では、
内分泌かく乱性、発がん性、胎児への影響などの健康へのリスクに加え、製造業者が提出したデータ
への過度の依存など、10 の根拠を挙げている。この請願書は、2017 年 4 月 5 日付の連邦公報掲載の
通知 3を通して EPA が正式に却下したものの、この決定への反対が再度、環境団体や複数の州政府
1

米 EPA の内分泌かく乱物質スクリーニングプログラム（EDSP）では、優先的に評価される Tier 1 の農薬
有効成分として分類されている。 https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-20040109-0080
日本においても、環境省が信頼性評価を実施する予定の物質の一つである。
http://www.env.go.jp/chemi/end/substances.html;
http://www.env.go.jp/chemi/end/substances/029_summary_JP_Chlorpyrifos.pdf
2
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=EPA-HQ-OPP-2007-10050005&contentType=pdf
3
2007 年の請願書提出から、2017 年の EPA による却下までの 10 年間でも、EPA の審査・決定を速める
よう求める訴訟や EPA によるクロルピリホスの使用許可取り消し提案（2015 年）などのやり取りがあった。
詳細は EPA の却下通知（以下リンク）を参照。 https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQOPP-2007-1005-0100
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から提出されていた 4。2019 年 7 月 24 日付の連邦公報掲載の通知を通して、EPA は改めてこれらの
反対意見を却下し、引き続き現行の残留基準でクロルピリホスの使用を許可していく方針を示した。内
分泌かく乱性については、2019 年と 2017 年の却下通知で同じ却下理由を記載し、2007 年の請願書
が引用した過去の研究では確かに内分泌かく乱性の疑いが認められるとしつつ、現行の残留基準が安
全でないことを証明できない限りは、EPA は残留基準を取り消すことはできないと述べている。また、ク
ロルピリホスに関する内分泌かく乱物質スクリーニングプログラム（EDSP）を通した評価は 2015 年時
点で完了しており、科学的証拠の重み付け（weight-of-evidence）検討の結果、継続評価しない結論に
至ったとしている。なお、EPA は別途、FIFRA 下で義務付けられている登録物質のレビューを継続して
おり、クロルピリホスについては関心が高いことから、2022 年 10 月 1 日の締め切りよりも前に完了す
ることを目指している（中間結果の 2020 年 10 月の発表を目標）。
上記の通り、連邦レベルではクロルピリホスの農薬利用は許可を継続することで一旦は決着したが、州
レベルでは反発する動きもみられる。最も顕著なのはカリフォルニア州で、同州農薬規制省
（Department of Pesticide Regulation：DPR）は、2018 年に発表した独自の評価結果 5を基に、クロル
ピリホスを毒性大気汚染物質（toxic air contaminant：TAC）と認定した 6。これに基づき、2019 年 5 月
には、DPR および同州環境保護庁（California Environmental Protection Agency：CalEPA）が、同物
質の許可取り消し手続きを開始している 7。この手続きには、州内の地方自治体との連携を含め最長 2
年かかるとされており、移行期間中はクロルピリホスの利用に複数の制限 8がかけられる。また、2019
年 8 月 14 日には、DPR およびカリフォルニア州食品農務省（California Department of Food and
Agriculture：CDFA）が、クロルピリホスに代わる農薬の特定・開発を目指す専門家作業部会の設立を
発表した。2020 年春までに、より安全な害虫管理ソリューションへの移行のための短期計画と、より安
全な害虫管理の手段・手法・代替農薬の特定・開発のための 5 年計画を策定するという。
このように、クロルピリホスの農薬利用を巡る方針には、連邦政府と州政府の間で乖離がみられる。7
月に連邦政府が同物質の使用許可を継続する方針を示した後の 8 月 7 日と 8 日に、過去にクロルピリ
ホス許可停止を求めていた複数の団体 9と、今回の決定に反対する複数の州政府 10が、連邦 EPA を
4

2017 年のコメント期間中、多数のコメントが提出されている（本件全体でのコメント件数は 10 万件を超え、
閲覧できるものだけでも 500 件以上ある）ほか、連邦議会議員から EPA に対して決定の根拠を求める書簡
が提出されたり、農業従事者の多いヒスパニック米国人の団体が新たな訴訟を起こすなどしている。 コメン
ト閲覧ページ：
https://www.regulations.gov/docketBrowser?rpp=25&so=DESC&sb=commentDueDate&po=0&dct=PS
&D=EPA-HQ-OPP-2007-1005; 連邦議会議員書簡に関する記事：
http://pesticideblog.lawbc.com/congressional-democrats-request-inquiry-into-epas-chlorpyrifosdecision?keywords=chlorpyrifos; League of United Latin American Citizens (LULAC)が起こした訴訟に
ついて：http://pesticideblog.lawbc.com/oral-argument-held-in-case-challenging-epas-denial-of-petitionto-revoke-ch?keywords=chlorpyrifos
5
同州の有毒大気汚染物質に関する科学的評価委員会（Scientific Review Panel on Toxic Air
Contaminants）による評価。 （結果サマリー）
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/pdf/chlorpyrifos_srp_findings.pdf;
（報告書全文）https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/pdf/chlorpyrifos_final_tac.pdf
6
2018 年 9 月～11 月のコメント期間を経て、2019 年 1 月 30 日制定、同年 4 月 1 日発行。
https://www.cdpr.ca.gov/docs/legbills/rulepkgs/18-002/18-002.htm;
https://www.cdpr.ca.gov/docs/legbills/rulepkgs/18-002/18-002_final_text.pdf
7
https://calepa.ca.gov/2019/05/08/california-acts-to-prohibit-chlorpyrifos-pesticide/
8
航空機からの散布の禁止や代替農薬の無い作物へ使用を限るなど、施行し得る制限を DPR が例示し、
2019 年始から施行することを、各郡政府の農務長官（county agricultural commissioners）へ勧告している。
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pressrls/2018/111518.htm;
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/compend/vol_3/append_o.pdf
9
LULAC、北米農薬行動ネットワーク（PANNA）、天然資源防衛協議会（NRDC）など
10
ニューヨーク、カリフォルニア、ハワイ、メリーランド、バーモント、ワシントン、マサチューセッツ、コロンビア
特別区。9 月には新たにオレゴン州も訴訟に加わることを発表した。
https://www.capitalpress.com/state/oregon/oregon-joins-lawsuit-challenging-epa-overchlorpyrifos/article_353e7240-d40b-11e9-a100-9fac57af62a9.html
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相手取り訴訟を起こしている 11。今回の訴訟に加わった州政府の司法長官は無党派のハワイ州以外全
て民主党に所属しており 12、トランプ大統領率いる共和党連邦政府と、民主党が政権を握る一部の州
政府との対立という大きな潮流の一部とみることもできる。特に、上記の通り独自にクロルピリホスの使
用停止に踏み切ったカリフォルニア州では、同州のザビエル・ベセラ司法長官（Xavier Becerra）が
2017 年の就任後 2 年間で、トランプ政権を相手取った訴訟を 45 件（2018 年末現在）起こしたことで注
目を集めている 13。ただし、米国最大の農業生産地でもあるカリフォルニア州 14では、農業従事者への
配慮から過度に連邦 EPA に反発できない事情もある 15。連邦 EPA の決定を巡る訴訟の行方と共に、
カリフォルニア州政府によるクロルピリホスの代替技術の特定・開発の試みなど、農業従事者にどう配
慮するかが注目される。
なお、同物質については、米国外では、欧州やオーストラリアで、国・地域レベルでの使用停止へ向け
た動きが出ている。欧州では 2019 年 8 月、欧州食品安全機関（EFSA）がクロルピリホスの使用許可
審査期限（2020 年 1 月末日）を前に、同物質には安全な暴露レベルを設定できないとの結論を発表し、
10 月には欧州連合から WTO に、2020 年 2 月以降に同物質の使用を禁止する規制草案が提出され
ている。また、オーストラリア農薬・動物医薬品局（APVMA）は、2019 年 9 月 24 日、クロルピリホスの
家庭や公共スペースでの利用を禁止することを発表した。農業利用は規制の下、許可を継続する。
EPA の通知「Chlorpyrifos; Final Order Denying Objections to March 2017 Petition Denial Order
（2019 年 7 月 24 日付連邦公報掲載）：https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP2007-1005-0527
カリフォルニア州 DPR・CDFA の発表：
プレスリリース「Alternatives to Chlorpyrifos Work Group Announced（2019 年 8 月 14 日）」：
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pressrls/2019/081419.htm
専門家作業部会メンバー一覧：https://www.cdpr.ca.gov/docs/chlorpyrifos/workgroup.htm
the National Law Review 記事「Parties Who Requested that EPA Revoke All Tolerances and
Cancel All Registrations for Chlorpyrifos, and Eight States, File New Petitions Challenging EPA’s
2019 Order Denying that Request, Seek Consolidation with the Existing Chlorpyrifos Case, and
Oppose（2019 年 8 月 9 日）」：https://www.natlawreview.com/article/parties-who-requested-eparevoke-all-tolerances-and-cancel-all-registrations
EFSA の発表「Chlorpyrifos: assessment identifies human health effects（2019 年 8 月 2 日）」：
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/chlorpyrifos-assessment-identifies-human-healtheffects
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5809
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5810
Bloomberg Environment 記事「EU Notifies Trade Partners of Chlorpyrifos Prohibition（2019 年 10
月 4 日）https://news.bloombergenvironment.com/environment-and-energy/eu-notifies-trade11

司法審査を求める請願をそれぞれ連邦控訴裁判所（第 9 巡回区）へ提出した。同裁判所では 2017 年に
も LULAC が同様の訴訟を起こし、現在も係争中である。今回の請願では、新たな訴訟を係争中の訴訟と統
合することも求めている。
12
現職州司法長官の所属政党は以下を参照。
https://ballotpedia.org/Attorney_General_(state_executive_office)
13
https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2019/02/05/who-xavier-becerra-californiaag-responds-trump-spanish/2781773002/
14
農務省統計：https://data.ers.usda.gov/reports.aspx?ID=17844
15
直近では 2019 年 9 月 14 日、トランプ政権発足後の連邦 EPA による環境規制の緩和を、州内で取り消
す法案がカリフォルニア州議会で成立したものの、ギャビン・ニューサム知事（Gavin Newsom：民主党、元・
副知事、2019 年始就任）が拒否権を発動して法制化には至らなかった。法案が成立すれば、農業地帯への
水の供給を過度に制限するとの反発へ配慮したものとみられる。https://www.sacbee.com/news/politicsgovernment/capitol-alert/article235084247.html
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partners-of-chlorpyrifos-prohibition
APVMA プレスリリース「APVMA proposed decision to remove home and garden uses of
chlorpyrifos products（2019 年 9 月 24 日）」https://apvma.gov.au/node/50106
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
7-2.
7-2-1. 米国国立科学アカデミーが PFAS 暴露ワークショップを開催
米国国立科学アカデミー(NAS)は、パーおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)への暴露を理解、制
御、および防止するためのワークショップを開催している。
これは「政府、学界、企業、非政府組織が PFAS への人間の暴露に対する理解を深め、特に消火泡薬
剤、洗浄製品及びカーペット、包装、調理器具を処理するためのコーティングからの、PFAS 暴露を減ら
すか、または防止する機会を探っていく」。
ワークショップは、正式な勧告に結果として結び付かず、または暴露の人間の健康への影響を議論しな
い。 ワークショップは、9 月 26 日から 27 日までワシントン DC の National Academies Keck Center
で開催される。
ワークショップ概要；
http://nas-sites.org/envirohealthmatters/pfas-workshop/
7-3.
EU における内分泌かく乱作用の規制動向
7-3-1. 医療機器ガイダンス中のフタル酸エステルについては 378 のコメントがあった
欧州委員会は、医療機器中のフタル酸エステルの便益-リスク評価(BRA)に関するガイダンスに関する
コンサルテーション中に、19 人の利害関係者から 378 件のコメントを受け取った。
健康、環境、新興リスクに関する科学委員会(Scheer)は、9 月初めにガイダンスの最終版を公表した。
これは、カテゴリ 1A または 1B 発癌性物質、変異原性または生殖（毒性）物質(CMR)または内分泌かく
乱物質(ED)である、フタル酸エステルの重量で 0.1%以上の存在の正当化のための BRA を行う方法を
記述する。
また、材料、設計、または医療処置を含む、これらの可能な代替案の評価についても記述する。
このガイダンスは、製造業者、届出団体、規制当局を対象としている。
コメントは、ガイドラインと共に公開される別のドキュメント中に記載されている。イントロダクションによる
と、「大多数」は産業からのものだった。
化学会社 BASF の Rainer Otter は、このうち 19 件を提出した。同社は、医療機器用に「非フタル酸可
塑剤」1,2-シクロヘキサンジカルボン酸ジイソノニルエステル(一般に DINCH として知られている)を市場
に出している。
ガイダンスの最終版は、DINCH、トリ-2-エチルヘキシルトリメリテート(TEHTM;TOTM)、ブチルトリ-n-ヘ
キシルクエン酸(BTHC)およびジオチルテレフタレート(DOTP;DEHT)への言及を含む。これらは、業界
が「医療用チューブや血液バッグなどの医療用途で」DEHP（フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)）の代替とし
て提案している可塑剤として記述されている。
Scheer は、ガイダンスに複数のデバイスからの累積暴露を考慮することを含める、NGO Health Care
without Harm の Dorota Napierska からの推奨を拒否した。
「メーカーが他の医療機器からのフタル酸エステル暴露を推定することは不可能である。これはまた、患
者の治療のために病院で行われた選択に依存している。」と委員会は回答した。
医療機器中のフタル酸エステルの便益-リスク評価に関するガイダンス；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_015.pdf
寄せられたコメントに関する報告；
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/followup_cons_gu
idelines_en.pdf
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7-3-2. NGO は、より大きなフタル酸エステル置換に必要な規制を主張
有害なフタル酸エステルの置換を促進するために、より厳しい規制的措置が EU および世界地域で実
施されなければならない、と NGO は述べた。
この 9 月に発表された報告書の中で、NGO の ChemSec、CHEM Trust、食品包装フォーラム、
Gothenburg とニューヨークの大学の科学者たち、」は、この実践を増やす方法を推奨した。
堅牢な国家および地域的な規制を実施することは、「有害なフタル酸エステルの問題を軽減する最も簡
単でもあり、最も効果的な方法でもある」であろう、と彼らは言う。
しかし、フタル酸エステルの多くの異なる機能とそれらのための無数のアプリケーションのために、「それ
らを置き換えるときに従う普遍的な汎用的なプロセスはない」と彼らは認める。
「しかし、多くのプロセスは似ている(時には同一でありさえする)、そして、それ故、ある程度コピーされる
ことができる。」
報告書で引用されている問題の 1 つは、これらのプロセスに関する知識が機密のビジネス情報と見な
されることが多く、競合他社と共有されていないことである。
「特にコストが有害化学物質の代替を検討する際に企業が躊躇する主な理由であるため、代替の成功
とそれに関連するプロセスに関連する情報の共有から企業は大きな恩恵を受けるだろう」と報告書は述
べている。
それら NGO は、市場でのより安全な代替手段の入手可能性は、「すでに利用可能な異なるアプリケー
ションのための選択肢が豊富にあるので、問題ではない」と述べる。
Chemsec のレポート；
https://chemsec.org/publication/endocrine-disruptors,substitution/replacing-phthalates/#whatneeds-to-be-done
Chemsec のプレスリリース（9 月 11 日）；
https://chemsec.org/new-report-shows-how-to-substitute-phthalates/
7-3-3. Cefic は REACH の改正に先立って EDC 適合性チェック結果を求める
内分泌かく乱化学物質の立法管理に関する欧州委員会の適合性チェックの結果は、EDC の識別をサ
ポートするための REACH 附属書の更新前に考慮されるべきである、と Cefic（欧州化学工業連盟）は
主張してきた。
適合性チェックは、昨年 11 月に発表された委員会の EDC 戦略の一部である。これは、異なる法律に
おける可能なギャップ、不整合または相乗効果の特定とそれらの「総体的な影響」の評価に関する公開
コンサルテーションを含む。コンサルは 7 月に終了し、委員会は現在、対応を検討している。
また、この戦略は、内分泌かく乱物質の識別を改善するために、REACH を含むさまざまな立法枠組み
におけるデータ要件を更新するアクションを含む。
しかし、7 月の REACH と CLP の管轄当局の会議(Caracal)に続くペーパーで、Cefic は、EDC に関す
る適合性チェックの結果を REACH データ要件の修正提案の中に「統合することが重要である」と主張
した。
そして、REACH の更新提案に関する、計画された Caracal サブグループのタイミングは、「決定が下さ
れる前に、適合性チェックの結果が正式に考慮されることを可能にするべきである」と、Cefic は述べて
いる。
Cefic は、「標準的な情報要件が内分泌かく乱物質の識別のために十分な情報を提供していないと述べ
る前に、詳細な議論が必要である」と付け加えた。また、一般的なデータ要件の「体系的な拡張」が必要
である、と業界団体 Cefic は述べた。
データ要件は、OECD の概念フレームワークガイダンス文書 150 に沿って、「釣り合いを取り、動物実
験を最小限に抑え、階層型アプローチに従う必要性を考慮に入れる」必要がある。
「症例/化学/物質の多様性、データの利用可能性の違い、ED 評価の複雑さ」のために、Cefic は、
REACH 附属書の変更は「より詳細な評価と追加の研究が必要であるかもしれない時と場合に、推奨す
るための唯一のメカニズムと見なされるべきではない」と述べた。
その業界団体は、技術的なガイダンスが代替として考慮されることを提案した。
「即時の」行動
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代わりに、一部の加盟国や NGOs は、委員会が遅滞なく REACH 附属書の更新を進めるべきだ、と感
じている。
Caracal 文書の中で、ドイツは、進行中の適合性チェックはすべての法律に対処し、「おそらく詳細には
入らない」と指摘した。したがって、結果を待つ必要はない、と述べた。データ要件の更新は、「さらなる
規制措置を促進し、スピードアップし、登録ドシエおよび安全データシートの ED に関する情報の可用性
と伝達を改善するために緊急に必要である」。
適合性チェックは、REACH 附属書でのデータ要件に関する委員会、ECHA および加盟国からの「具体
的な提案から恩恵を受ける」可能性がある、と付け加えた。データ要件の実装は「大規模な作業パッケ
ージ」と考えられており、今年の終わりの納期は「野心的」である、とドイツは述べた。
別の Caracal 文書中で、スウェーデンは、委員会提案で概説されているように、異なるステップは「アク
ション/ステップ/フェーズ、タイムラインと予想される結果の間に明らかな不一致があるので、修正され、
明確にされる必要がある」と述べた。
NGO のスタンス
市民社会団体 CHEM Trust、ClientEarth 及び Health and Environment Alliance (HEAL)は、彼らの
提示案で以下の点をおうむ返しに繰り返した。
CHEM Trust は、どのように適合性チェックの結果が更新プロセスに影響を与えることを予測されるか
は明らかでない、と述べた。「REACH 附属書の更新をサポートする妥当な結論は、もちろん更新作業
に含まれるべきであるが、ED 適合性チェックの結果と完了時間は、更新プロセスを延期する理由であ
ってはならない」と述べた。
また、ClientEarth は、委員会は「登録物質の中で EDC の識別を可能にするために、REACH の下で
EDCs に関する必須の情報と試験を可能な限り迅速に明らかにする」義務があることは「疑いの余地が
ない」と述べた。
Caracal は 9 月 18 日と 11 月 19-20 日に再び会合を持つ予定である。
Cefic の文書；
http://files.chemicalwatch.com/65%20%20Cefic_comments_CA_56_2019_%20ED_requirements%20%281%29.pdf
Caracal のドイツ文書；
http://files.chemicalwatch.com/58%20%20DE_comments_CA_56_2019_Data_Requirements_for_EDs%20%281%29.pdf
Caracal のスウェーデン文書；
http://files.chemicalwatch.com/64%20-%20SE_comments_CA_56_2019_EDs%20%281%29.pdf
NGO CHEM Trust の主張；
http://files.chemicalwatch.com/56%20%20ChemTrust_comments_CA_56_2019_ED%20update_REACH_annexes%20%281%29.pdf
NGO HEAL の主張；
http://files.chemicalwatch.com/43%20%20HEAL_comments_CA_56_2019_Update_REACH_ED_test_reqs%20%281%29.pdf
NGO ClientEarth の主張；
http://files.chemicalwatch.com/46%20%20ClientEarth_comments_CA_56_2019_REACH_registration_EDC_requirements%20%281%
29.pdf
7-3-4. BPA を REACH 認可リストに入れることを ECHA が勧告
ECHA は、高懸念物質として同定された 17 の他の化学物質と一緒に、ビスフェノール A(BPA)を
REACH 認可リストに含ませることを勧告した。
この提案は、昨年の附属書 XIV 物質のための勧告案に関するパブリックコンサルテーションに続く。
ECHA の加盟国委員会(MSC)は、受け取ったコメントを検討し、6 月にその意見を採択した。
BPA は、生殖毒性特性だけでなく、人間および環境に対する内分泌かく乱特性に基づく SVHC である。
その識別は、業界団体 PlasticsEurope からの 3 つの別々の訴訟を引き起こし、そのうちの 2 つは
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ECHA が勝ってきた。
ECHA は、環境に影響を与える別の内分泌かく乱物質を推奨した。その物質は潤滑剤およびグリース
中で使用される:
・≥0.1%w/w 4-ヘプチルフェノール、ホルムアルデヒドおよび分岐および線状(4-Hbl)を持つ、1,3,4-チ
アジアゾリジン-2,5-ジチオンと分岐および線状の、4-ヘプチルフェノール、との反応産物(RP-HP)。
また、接着剤やポリマー中の難燃剤として使用される非常に持続的で非常に生物蓄積的(vPvB)化学品
デクロランプラスを附属 XIV に追加することを勧告した。
そして、印刷インキで使用され、発がん特性を有する、ミクラーのケトンまたはミクラーの塩基の≥0.1%を
持つ、4,4'-ビス(ジメチルアミノ)- 4''-(メチルアミノ)トリチルアルコールを含めることを勧告した。
2 つの物質、両方エポキシ樹脂硬化剤で使用される、は、呼吸感作特性を有する。これらは：
・シクロヘキサン-1,2-ジカルボキシリック無水物 [1]、シス-シクロヘキサン-1,2-ジカルボキシリック無
水物[2]、トランスシクロヘキサン-1,2-ジカルボキシリック無水物[3](HHPA);および
・ヘキサヒドロメチルフタリック無水物[1]、ヘキサヒドロ-4-メチルフタリック無水物[2]、ヘキサヒドロ-1-メ
チルフタリック無水物[3]、ヘキサヒドロ-3-メチルフタリック無水物[4](MHHPA)。
他の 12 物質は、異なる用途を有し、生殖毒性特性を有する:
・2-エチルヘキシル 10-エチル-4-4-ジオクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテトラデカノ
エート(DOTE):ポリマー中の安定剤;
・2-エチルヘキシル 10-エチル-4-4-ジオクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテトラデカノ
エートおよび 2-エチルヘキシル 10-エチル-4-[[2-[2-エチルヘキシル)オキシ]-2-オキソエチル]チオ]4-オクチル-オキソ-8-オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテトラデカノエートの反応物(DOTE および
MOTE の反応物):ポリマー中の安定化剤;
・ジオキソビス(ステアラート)三鉛:PVC の安定化剤;
・脂肪酸、C16-18、鉛塩:PVC 中の安定化剤;
・二塩基性リン酸鉛:PVC 中の安定化剤;ゴム生産;ミラーバッキング;
・硫酸、鉛塩、二塩基性:PVC 中の安定剤;ミラーバッキング;
・[フタレート(2-)]二塩基性三鉛:PVC 中の安定化剤;
・三鉛ビス(炭酸塩)ジヒドロキシド:芸術家の絵具;
・酸化鉛硫酸塩:ミラーバッキング;
・テトラエチル鉛:航空燃料中の添加剤；
・2-メトキシエタノール:溶媒;および
・2-エトキシエタノール:溶媒。
ECHA は、それが勧告している物質のいくつかは現在 EU で使用されていないが、それらの包含は、す
でに承認リストにある他の物質の残念な結果を生む代替を避けるためである、と述べた。
欧州委員会は、加盟国および欧州議会と協力して、それらの包含及びそれまでに企業が承認を申請す
る必要がある日付に関する最終決定を行っていく。
ECHA のプレスリリース；
https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation
REACH の認可リスト；
https://echa.europa.eu/authorisation-list
7-3-5. EU 保健長官候補は EDC を優先分野として指定する
欧州保健委員に指名された、Stella Kyriakides は、内分泌かく乱物質への取り組みは、次の欧州委員
会の健康アジェンダの「非常に重要な部分」になるだろう、と語った。
欧州議会は、提案（指名）された将来の欧州委員会委員（コミッショナー）との一連の公聴会を実施して
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おり、10 月 23 日に投票によって彼らを選出するかどうかを決定する。新しい委員会は 11 月 1 日に引
き継ぐ予定である。
Kyriakides 氏は、彼女が MEP からの質問を受ける、10 月 1 日の欧州議会環境(Envi)と農業(Agri)委
員会との合同公聴会で、彼女の優先委詫事項を発表した。
彼女は、現在、キプロスの国会議員を務めている。彼女は訓練を受けた臨床心理学者であり、国の立
法上の健康問題に取り組んできた。
彼女は、EU は、「EDCｓに関しては、それらが人間の健康に与える影響のために、より多くのことを行う
必要がある」と MEP に語った。しかし、彼女は具体的な措置を提案せず、代わりに、前進する方法を確
認するために現在の EU 法に関する適合性チェックの結果を待っていく、と言った。
一方、彼女は「一部の加盟国はすでにこれに対して行動を起こしているので、我々は彼らを支持する必
要がある」と付け加えた。
2018 年 11 月、委員会は、EDC 戦略を立ち上げ、物質に取り組むために、適合性チェックを含む一連
の行動を特定した。EU 執行部は、この戦略は EDC 暴露に取り組むには不十分であり、適合性チェック
の結果を待つことは更なる行動を遅らせるかもしれない、と述べる議会や NGO からの批判に直面して
きている。
特に、彼らは、玩具、化粧品、食品接触材料の EDC に取り組み、現在は農薬と殺生物剤のみに存在
する水平定義を開発するよう、委員会に要請した。
Kyriakides 氏は、EDC に対して「段階的に進めた水平基準を定義する」つもりだ、と述べた上で、内分
泌かく乱物質に関連するリスクから市民を守るために「カクテル（混合物）効果」に関する情報を収集す
るために「より多くの科学」の必要性を強調した。
彼女の立場は、新しい委員会委員長である Ursula von der Leyen が 9 月に彼女のアジェンダの中に
EDC への暴露の削減を含めるために作ったコミットメントを反映している。
食品接触材料
公聴会の間、Kyriakides 氏は、包装に含まれる化学物質が食品に浸出し、人間の健康にリスクをもた
らすため、食品接触材料(FCM)へ取り組むことも「非常に重要である」と確認した。
彼女は、プラスチック FCM に関する加盟国の規則が異なり、「我々は多くの材料に関する情報を持って
いない」ことを認めた。
Kyriakides 氏は、どの物質が「より多くの人間に害を与える」かを特定し、優先順位を付ける科学的手
段を探求するつもりだと言う。そして、EDC の問題に沿って、カクテル効果に関するより多くの情報が必
要であると、彼女は付け加えた。
9 月、加盟国、産業界及び NGO は、FCM 中の有害化学物質に関する EU 全体の規制の完全な調和
を求めた。
食品接触材料に関する EU 規則は 40 年以上評価されてきていない。委員会は今、現在の法律が目的
に適しているかどうかを評価している。評価報告書は 2020 年第 1 四半期に公表される予定である。
欧州議会環境(Envi)委員会公聴会；
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1830-SPECIALHEARING-4Q2
7-3-6. 英国の NGO が、すべての PFAS の「即時」段階的廃止を要請
英国の NGO CHEM トラストの報告書は、政府はすべてのパーフルオロアルキル物質（PFASs）を段階
的に廃止するために、より迅速に行動する必要があると要請している。
企業はそれらの化学物質の使用をやめるために「即座に作業する」べきであり、消費者は PFAS フリー
製品、例えばフッ素フリー防水製品や化粧品を選択する必要がある、と CHEM Trust は報告書で述べ、
PFAS を「Forever Chemicals（永遠に持続する化学物質）」と称している。
PFASs は 4,000 を超えるフッ素化物質のファミリーであり、環境中で非常に持続性があり、可動性があ
る。 人々と野生生物は、飲料水を含むさまざまな源から何百ものそれらに同時にさらされており、焦げ
付き防止のパン（平鍋）やコートなどの日常製品にも含まれている。
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使用中の多くの PFAS には毒物学的データがなく、これは「大きな懸念」であると報告書は付け加えて
いる。研究されているものは、内分泌かく乱物質、レプロトキシン（生殖毒性物質）、免疫毒素または発
がん性物質であることが示されているが、現在規制されているのはほんの一握りである。 それらは、ス
トックホルム条約の下で残留性有機汚染物質（POP）の基準を満たしているにもかかわらず、PFOS と
PFOA のみが世界的に規制されているだけである。
CHEM Trust は、規制に対してグループ化アプローチを推奨し、それらの化学物質の高い残留性が「厳
格な」規制の十分な基準であるべきだと付け加えている。
この報告書はまた、消費者に暴露を減らし、小売業者に製品での PFAS の使用を停止するよう求める
方法についてのアドバイスも提供している。
欧州委員会の環境局の Kestutis Sadauskas は、グループ化アプローチにより、欧州委員会が PFASs
を規制するためにより迅速に行動できるようになると述べている。 一方、米国では、民主党の大統領候
補であるエリザベス・ウォーレンが、それらの物質の積極的な規制を約束している。
NGO CHEM トラストの報告書; https://chemtrust.org/wpcontent/uploads/PFAS_Brief_CHEMTrust_2019.pdf
7-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
7-4-1. Anses のレビューは、ビスフェノール B は内分泌かく乱物質であると結論付けた－BPB は残
念な結果を招く代替を避けるために規制されるべきである－
フランスの規制当局 Anses(食品環境労働衛生安全庁)が実施した系統的レビューによると、ビスフェノ
ール B-ビスフェノール A の同類物質-は内分泌かく乱化学物質である。このレビューでは、毒性データ
は限られているが、それでもこの物質が世界保健機関（WHO）の EDC の定義を満たしていることを「一
貫して示している」と指摘している。さらに、性ホルモン－特にエストロゲン－の生物学的経路を破壊す
るビスフェノール B の能力は、BPA のそれよりも大きい可能性があるという証拠がある。
BPA は、人間と環境の内分泌かく乱のため、EU REACH の下で非常に懸念の高い物質（SVHC）とし
てリストされている。しかし、科学者、NGO、および規制当局は、BPA 同類物質－非常に類似した分子
構造を持つ化合物－が同様の効果を生み出す可能性を懸念している。業界は BPA を段階的に廃止し
ており、多くのアプリケーションで、BPA を NGO が残念な結果を招くと主張する、そのような類似物に置
き換えている。
研究チームは、ECHA と European Food Safety Authority(EFSA)によって開発された EDC ガイダン
スに従って体系的なレビューを実施した。 彼らは、疫学的および機構的研究を含む、BPB の 36 の関連
する in vivo および in vitro 研究を特定した。人間のバイオモニタリングと in silico 研究は除外された。
ほとんどの研究はメカニズムに焦点を当てていた。 しかし、3 つの亜慢性 in vivo 研究は「BPB の生殖
機能への影響を一貫して報告した」。ラットの 2 つの研究で精子形成に対する影響が示され、ゼブラフィ
ッシュの 1 つで産卵、孵化率、生存率の低下が示された。
検討された研究のほとんどは、学術研究者によって実施されたものであり、OECD テストガイドラインに
記載されているような標準化されたテストプロトコルを厳守しなかったか、従っていなかった。しかし、そ
れらの多くは「厳格な慣行を順守し、したがって、EDC に関する科学が急速に進化するため、標準化さ
れたテストには含まれない可能性のある敏感な内分泌ターゲットに関する重要な情報を提供した」とレ
ビューは述べている。
「利用可能な現在の情報は、内分泌特性について BPB を規制するのに十分であると考えられるべきで
あり、したがって、残念な代替を避けながら、人間の健康と野生生物を保護しようとするものである」と結
論付けている。
この研究は、Environmental Health Perspectives 誌に、Anses の Hélène Serra を筆頭及び連絡先
著者として発表されている。これは、フランスの国家内分泌かく乱物質戦略（SNPE）の成果であり、その
下で Anses は 1 年に少なくとも 5 つの物質を評価している。業界は BPB を EU REACH に基づいて事
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前登録しているが、ECHA データベースには登録書類はない。 それでも、8 月 12 日、Anses は、2020
年 8 月 3 日に予定されている、その物質に関する SVHC 提案を提出する意向を ECHA に通知した。
Anses のレビュー論文（フリーアクセス）、H. Serra et.al: Environmental Health PerspectivesVol.127,
No.10；https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP5200
7-5.
国際機関における内分泌かく乱作用の規制動向
7-5-1. ニュージーランドは、消火泡薬剤中の PFAS を段階的に廃止することを計画する
ニュージーランド EPA（以下 EPA）は、消火泡薬剤中でのパーフルオロアルキルおよびポリフルオロア
ルキル物質(PFAS)の使用を段階的に廃止する計画について協議している。
EPA は、「すでに世界中で使用されている今入手可能な PFAS 消火泡薬剤のフッ素フリーの代替品が
あるので、これらのタイプの泡薬剤は段階的に廃止されることができると考えている」とにべた。
消火泡薬剤は、ニュージーランドの消防化学品グループ標準 2017 の下で規制されている。提案された
改正案は、有害物質及び新生物法の下での適用として扱われている。
改正案は、「現代」フルオロテローマーC6 泡薬剤だけでなく、「レガシー」フルオロテロマーC8 水性フィ
ルム形成泡薬剤(AFFFs)を段階的に廃止するだろう。
EPA は、以下を含む、グループ標準に対する多くの変更を提案している：
・2 年間、使用が完全に封じ込められることができない消防車のようなシステム中に既に設置されて
いる PFAS を含む消防発泡製品の使用を許可する；
・5 年間、PFAS を含む消火泡製品が、それらが既に固定システム中に設置されているところで、また
はそれらの使用が現場で完全に封じ込められることができるところで、使用されることを許可する；
・非フッ素化泡製品に移行する際、残留 PFAS 化合物を除去するために、すべての消防システムの
徹底的なクリーニングを要求する；
・すべての輸入業者および/または製造業者に対し、最初に輸入または製造された消火泡製品の組
成を EPA に通知するよう求める；
・PFAS およびすべてのフッ素化有機廃棄物を含むすべての消火泡製品が承認された方法によって
安全に処分されることを要求する；そして
・泡薬剤のサプライヤーがフッ素含有量の生産者の証明を明確に表示することを確実にする。
EPA は、現在ニュージーランドに処分のための施設がないことを認めている。「認可された施設での処
分のための輸出は、唯一の実行可能な選択肢である」と、EPA は述べている。
PFOS および PFOA は、ストックホルム条約の下で持続的な有機汚染物質(POP)として既にリストされ
ているため、グループ標準の範囲から除外されている。ただし、PFOA 関連化合物を含む発泡薬剤は、
移行期間中は範囲内に留まるであろう。
9 月 26 日に WTO にその意向を通知した EPA は、12 月 2 日まで提案に関するパブリックコメントを求
めている。それは、すべての送信者にコメントの概要を送信し、最終的な決定を公開していく。
高まる国民の懸念
PFAS は環境中で非常に持続的で、消防製品中で使用される時、水システムに入ることができる。
PFOA や PFOS のようないくつかは、人間の健康に有害影響を及ぼすことが証明されている。特に米
国では、暴露に対する国民の懸念が高まっている。
米国 EPA は、飲料水の全国的なモニタリングのための提案を含む、PFAS によってもたらされるリスク
を管理するための連邦計画を持っている。
一方、米国の 12 以上の州の議員は、今年の消防泡薬剤で PFAS を禁止または制限する法律を可決
または検討してきた。例えば、ニューハンプシャー州は、最近、この使用を制限する法律に署名した。
5 月、オーストラリアの消防士は、消火泡薬剤中の PFAS を禁止するよう、持続的な有機汚染物質に関
する国連ストックホルム条約で、国際的な場で各国の交渉担当者に呼びかけた。
ニュージーランド EPA の提案；
https://www.epa.govt.nz/assets/Uploads/Documents-/Documents/Hazardous-Substances/Fire77

Fighting-Chemicals-Group-Standard-consultation/Proposal-to-amend-the-Fire-FightingChemicals-Group-Standard-2017.pdf
WTO への通知；
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=257185&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371
857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False
7-5-2. スウェーデンのチームは、水系中に「超短鎖」PFAS を発見した－これらのほとんど研究されて
いない物質は長鎖の同類よりも除去するのが難しい－
スウェーデンの研究者は、「超短鎖」パーフルオロアルキル物質（PFAS）が環境中に広く存在することを
発見した。 これらの物質は、長鎖の同類化合物よりも水系から除去するのがはるかに難しい、と彼らは
警告している。
PFAS のほとんどの研究は、炭素原子の数が多い化学物質に焦点を合わせている。 最大 3 つの炭素
原子の骨格を持つ超短鎖化合物は、極性が高く、従来の分析手法では検出が困難である。さらに、主
に製造不純物として発生するこれらの物質の「毒性についてはほとんど知られていない」と、オレブロ大
学の Man-Technology-Environment Research Center（MTM）の研究者は述べている。
タンデム質量分析と組み合わせた超臨界流体クロマトグラフィーを使用して、彼らは、消火訓練場、埋め
立て地、および有害廃棄物管理施設の近傍といった、汚染の可能性がある場所の近くで収集された全
ての水サンプルで超短鎖化学物質を見出した。それらには、トリフルオロ酢酸（TFA）、パーフルオロプロ
パン酸（PFPrA）、トリフルオロメタンスルホン酸（TFMS）、パーフルオロエタンスルホン酸（PFEtS）、お
よびパーフルオロプロパンスルホン酸（PFPrS）が含まれる。
超短鎖化合物は、非常に水溶性であり、有機物によく吸着しないため、環境内での移動性が高くなる。
「私たちは雨水サンプルでもそれらを見出す。それらは非常に可動性があり、水生環境で非常に簡単に
分布するが、空気を介しても分布しているようである」とイングリッド・エリクソン・ジョグステンは述べた。
持続性はあるが、これらの物質は長鎖 PFAS よりも生体内に生物蓄積する可能性が低い、と彼女は付
け加えた。
予防的措置
TFA は最も研究されている超短鎖 PFAS であり、ハイドロフルオロカーボンとハイドロクロロフルオロカ
ーボンの分解によるも可能性がある。
スウェーデンの研究では、埋立地の近くの TFA の濃度が他の場所よりも高いことが見出された。 研究
者らは、ほとんどのサンプルで TFMS を検出し、消火訓練サイト、埋め立て地、廃棄物管理施設からの
サンプルの濃度は同程度であった。
「予防的措置」が、それらの化合物の潜在的な毒性が十分に定義されていないことを考慮して取られる
べきである、と彼らは Environmental Science and Technology 誌に書いている。
超短鎖 PFAS は、現在の処理方法では水から除去するのが困難であるが、逆浸透法は可能性がある
と研究者は述べている。
廃水処理プラントでよく使用される粒状活性炭システムは、より長い鎖の化学物質でよりよく機能する。
「これらの非常に極性の高い化合物では、水からそれらを除去するために他の保持メカニズムが必要で
ある」とジョグステン博士は述べた。「超短鎖化合物の濃度は、処理できなければ増加する可能性があ
る」と彼女は警告した。 たとえ体内に蓄積しないとしても、人間はそれらの化学物質に継続的にさらされ
る可能性がある、と彼女は付け加えた。数千の PFAS が使用されているため、すべてをテストすること
は不可能である。 「我々は多くの未知の有機フッ素化合物があることがわかっている。一部のサンプル
では、超短鎖化合物が大きな割合を占める可能性がある。」と Josten 博士は述べた。
論文のアブストラクト；https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b02211
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「米国及び EU における内分泌かく乱作用の規制動向」-11 月分
2019/11 JFE テクノリサーチ
8.
11 月の情報
8-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
8-1-1. 議会のメンバーは、防衛法案で強力な PFAS 条項を追求している
議会の 69 人のメンバーから成る超党派のグループは、最終国防承認法（NDAA）に含まれるパーフル
オロアルキル物質（PFAS）の強力な浄化規定を要求している。議会 PFAS タスクフォースの共同議長
でもあるダン・キルディー下院議員は、現在主要な防衛法案を交渉している会議委員会のメンバーに宛
てた 10 月 22 日の書簡に記載された行動要請を主導した。 その中で、議員達は、最終法案で進行中
および過去の PFAS 汚染の両方への「意味のある」対処を求めている。
NDAA は主に防衛費に焦点を当てているが、多くの議員がこの物質の使用と環境への影響を制限する
ためにより多くのことを行うよう主張しているため、軍事消防用泡やその他の製品での PFAS の使用は
交渉の際に固執される点になっている。「私たちは誠実な交渉と共通の基盤を見つけることに対してオ
ープンであるが、これは真剣に受け止められなければならない。現在および将来の世代に対して、すべ
てのアメリカ人、私たちの軍人および環境の健康が危機に瀕している。」と手紙に書かれている。
今年下院と上院で可決された両法案には、PFAS に対処する規定が含まれているが、最終法案はまだ
公表されていない。特定の争点の 1 つは、スーパーファンドとしても知られる包括的環境対応、補償お
よび責任法（Cercla）の下で、特定の PFAS を「有害物質」として指定する下院法案の提案である。しか
し、議員達は、議会が化学物質を過去に有害物質として指定しており、「産業界の一部が主張するかも
しれないにもかかわらず、そのような指定はこれらの物質の商業的使用を禁止しない」と書いている。
以前の書簡では、162 人の代表者が、下院法に含まれるより広範な PFAS 条項を採用するよう会議出
席者に懇請した。会議委員会が 2 つのバージョンの違いを解決すると、最終法案は投票のために両方
の会議室に戻り、 通過すると、ドナルドトランプ大統領のデスクに向かう。
ダン・キルディー下院議員の手紙；https://dankildee.house.gov/media/press-releases/kildee-68other-members-congress-call-strong-pfas-chemical-clean-provisions
NDAA 法案の進捗；https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1790/text
8-1-2. EPA は PFAS アクションプランの下で進歩を続ける
米国環境保護庁（EPA）の PFAS アクションプランに基づいて、コミュニティがパーおよびポリフルオロア
ルキル物質（PFAS）に対処するのを支援する広範な取り組みの一環として、同庁は、一般向けに 5 つ
の PFAS 毒性評価のための体系的レビュープロトコルを、45 日のコメント期間で、リリースしている。評
価は統合リスク情報システム（IRIS）プログラムの下で開発されている。 この評価に加えて、EPA は 9
月に省庁間レビューのための PFAS に関する 2 つの規制提案を送信することにより重要な一歩を踏み
出した。年末までに、EPA は PFOA（パーフルオロオクタン酸)および PFAS の規制決定案を発行する。
これは、安全な飲料水法（SDWA）で概説されている飲料水基準設定プロセスの次のステップである。
「EPA は、PFAS アクションプランの下でそのコミットメントに基づいて、PFAS の新しいセットに関連する
公衆衛生上のリスクを特定する IRIS プロセスを開始する」と、EPA 管理者の Andrew Wheeler 氏は述
べている。「今日の行動は、5 つの個々の PFAS に対処するためのアプローチに関する一般の意見を
求めている。 これは、PFAS に積極的かつ協調的に取り組み、PFAS をより適切に監視、検出、対処す
るために必要なツールと情報を、コミュニティを支援するために提供するという EPA のコミットメントのも
う 1 つのステップである。EPA が今日発行しているシステマティックレビュープロトコルは、毒性評価そ
のものではなく、特定の手順やアプローチを含め、5 つの IRIS 評価がどのように行われるかを説明して
いる。このプロトコルで EPA が注目している 5 つの PFAS は、パーフルオロデカン酸（PFDA）、パーフ
ルオロノナン酸（PFNA）、パーフルオロヘキサン酸（PFHxA）、パーフルオロヘキサンスルホネート
（PFHxS）、およびパーフルオロブタン酸（PFBA）である。 システマティックレビュープロトコルはメソッド
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を 1 つのドキュメントにまとめているが、5 つの個別の IRIS 評価がある。
IRIS 評価では、評価された各 PFAS への暴露による潜在的なヒトの健康への影響を特定し、利用可能
な証拠に裏付けられた毒性値を開発するであろう。データの入手可能性に応じて、内分泌、肝臓、尿、
免疫、発達、および生殖系への潜在的な影響を含む、がんとがん以外の影響の両方を評価する。 体系
的なレビュープロトコルは、透明性を高め、一般の人々や利害関係者が評価の実施方法を理解できる
ようにする追加の取り組みとして、IRIS 評価開発プロセスの初期にリリースされる。これには、どんな手
順を使用するかを定義し、毒性評価で対処することが重要であると予想される科学的な複雑さの領域を
記述することが含まれる。このシステマティックレビュープロトコルは、45 日間のパブリックコメント期間
に利用可能になる。 プロトコルで受け取った公開情報は、評価草案の準備中に考慮され、プロトコルに
加えられた調整は、評価草案の公開リリースとともにリリースされる更新バージョンに反映される。
背景；PFAS は、すべての水素置換基がフッ素原子で置き換えられた 1 つ以上の炭素原子で構成され
る人工化学物質の大きなグループである。1940 年代から使用されている PFAS は、熱、油、汚れ、グリ
ース、および水に耐性があり、この性質は、環境での持続性に寄与する。EPA の PFAS アクションプラ
ンは、PFAS のような課題に対処する、最初のマルチメディア、マルチプログラム、国の研究、管理、お
よびリスクコミュニケーションの計画である。この計画は、PFAS ナショナルリーダーシップサミット、複数
のコミュニティエンゲージメント、およびパブリックドケットを通じて過去 1 年間に EPA が受け取った広範
なパブリックインプットに対応している。 PFAS アクションプランは、州、部族、コミュニティが PFAS に対
処するのを支援するために EPA が開発しているツールの概要を示している。EPA は、環境とヒト健康を
保護するために、PFAS アクションプランの下で進歩を続けている。 現在までに、EPA には以下がある。
重点行動：飲料水
・EPA は、安全な飲料水法（SDWA）によって確立された国内の主要な飲料水規制のルール作成プロセ
スに従うことを確約されている。
・次のステップとして、EPA は PFOA および PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)の規制上の決定
を今年末までに提案する。
・当局はまた、規制が PFAS ファミリーの他の化学物質に適切かどうかを判断するための情報を収集お
よび評価している。
浄化
2019 年 6 月 10 日、EPA は、PFOA および PFOS で汚染された地下水に対処するための暫定勧告案
に関するパブリックコメントを終結し、最終的に州および部族に役立つ連邦クリーンアッププログラム
（CERCLA および RCRA など）のクリーンアップガイダンスを提供する 。
・EPA は、CERCLA の下で特定の PFAS を有害物質としてリストするための規制開発プロセスを開始
している。
モニタリング
・EPA は、次の UCMR モニタリングサイクルで PFAS の全国の飲料水モニタリングを提案する。
有害物
・EPA は最近、省庁間審査のために、パーおよびポリフルオロアルキル物質（PFAS）に対処する 2 つ
のアクションを管理予算局に送った。
・PFAS を Toxics Release Inventory の有害化学物質リストに追加することについて一般の人が情報を
提供できるようにする規則案の事前通知。
・特定の持続性長鎖 PFAS 化学物質は、TSCA に基づく通知とレビューなしに米国で製造または輸入
できないことを保証するための補足提案。
地表水保護
・EPA は、データが許す限り、PFAS の国家浄水法の人間の健康と水生生物の基準を開発する計画で
ある。
・EPA は、潜在的な規制のために追加の調査が必要かどうかを判断するために、産業源から地表水に
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放出された PFAS に関する利用可能な情報を調査している。
下水固形汚物（バイオソリッド）
・EPA は、潜在的な健康影響を理解するために、PFOA と PFOS のリスク評価を開発する。
研究
・EPA は、リスク管理の決定をサポートするために、PFAS に関する人体および生態毒性情報を集めて
評価する。
・EPA は、飲料水中の追加の PFAS を試験する新しい方法の開発を続けている。
・EPA は、 大気中および排気中の PFAS を試験するための新しい方法の開発や未知の PFAS を発見
するための実験方法の改善を行いつつ、地表水、地下水、廃水、土壌、堆積物、バイオソリッドの分析
方法も検証している。
・EPA は、PFAS がどのように環境を移動して人と生態系に影響を与えるかを理解するための暴露モデ
ルを開発している。
・EPA は、飲料水中の PFAS を除去するための処理方法の評価とレビューを続けている。
・EPA は、汚染されたサイトの浄化の担当者を支援するツールの開発に取り組んでいる。
・EPA は、PFAS で汚染された材料のライフサイクルでの最終処分の管理のための方法に関する技術
の有効性評価とデータの評価を行っている。
執行
・EPA は、適切な場合、環境内の PFAS 暴露に対処するために執行ツールを使用し、州の執行活動を
支援する。
リスクコミュニケーション
・EPA は、連邦、州、部族、および地元のパートナーが一般に使用するマルチメディア資料とメッセージ
ングを含むリスクコミュニケーションツールボックスを開発するために協力して作業する。
EPA のニュースリリース；https://www.epa.gov/newsreleases/epa-continues-progress-under-pfasaction-plan
連邦公報；https://www.federalregister.gov/documents/2019/11/08/2019-24350/availability-of-thesystematic-review-protocol-for-the-pfda-pfna-pfhxa-pfhxs-and-pfba-iris
8-1-3. カリフォルニア州は、PFAS 含有繊維処理の優先製品リストを提案する
カリフォルニア州有害物質管理局(DTSC)は、より安全な消費者製品（SCP）規制の優先製品として、カ
ーペット、室内装飾品、衣類、靴などの加工された繊維または革に使用するパーまたはポリフルオロア
ルキル物質を含む処理をリストすることを提案している。PFAS は、非常に安定した炭素-フッ素結合を
特徴とする一群の化学物質であり、多くのアプリケーションで使用されている。 DTSC は、特に製品の使
用中の吸入を介した、人間および生態系の PFAS 暴露の重要な原因として、加工された織物または革
の処理を特定している。加工処理された繊維または皮革は、家庭やいくつかの職業で頻繁に使用され
ている。 それらは、食品包装、化粧品、防水衣類などの他の消費者製品がそうであるように、遍在する
環境汚染と暴露に寄与する。
PFAS への暴露は、ヒトの健康に有害な結果をもたらす可能性があるという証拠がある。 人間が食事、
飲料水、または吸入によって PFAS にさらされると、これらの化学物質は長時間体内に残る。 人々が
PFAS にさらされ続けると、体内のレベルは健康への悪影響に苦しむレベルまで増加する可能性がある。
研究では、いくつかの PFAS が、生殖および発生への、肝臓および腎臓、免疫への影響、ならびに実験
動物の腫瘍を引き起こす可能性があることが示されている。
ヒト疫学研究で最も一貫性のある所見は、暴露した集団での血清コレステロール値のわずかな増加で
あり、幼児の出生時体重、免疫系への影響、癌、および甲状腺ホルモン破壊に関連する所見はより限ら
れている。 一部の PFAS は、植物毒性、水生毒性、および陸生生態毒性とも関連している。
より安全な消費者製品規制の基準に基づいて、DTSC は、加工された繊維または革に使用する PFAS
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を含むトリートメントが、胎児、幼児、児童、妊婦を含む敏感な亜集団に、カーペットおよび室内装飾の清
掃人、室内装飾用家具、家具、衣類、靴、カーペット店の労働者、自動車ディーラー労働者、および自動
車の細部装飾技術者、環境に敏感な生息地、そして 絶滅の危機にある種に、重大かつ広範囲の悪影
響を引き起こす可能性があると判断した。既知のハザード特性を考えると、加工された繊維または革の
処理で現在使用されている PFAS を他の群の PFAS に置き換えることは、残念な代替となる可能性が
ある。 したがって、この提案は、加工された繊維または皮革での使用を目的とした PFAS の群の中の化
合物を含む処理を対象としている。SCP プログラムは、2016 年にこのトピックの調査を開始した。バッ
クグラウンドドキュメントについてパブリックコメントを求め、2017 年 1 月 31 日にワークショップでトピッ
クをさらに調査した。そのワークショップの資料は、ワークショップおよびイベント Web ページで入手でき
る。
パブリックコメント期間にコメントを送信し、この提案に関する関連資料を表示するには、CalSAFER サ
イトにアクセスする。 コメント期間は 2019 年 12 月 31 日午後 11 時 59 分に終了する。 ワークショップ
およびパブリックコメント期間からの入力は、DSTC がルール作成の準備として製品化学プロファイルを
最終決定する際に考慮される。
公開ワークショップ；また、EPA はパブリックミーティングを開催して、パブリックインプットを受け取る。 こ
の会議は、2019 年 12 月 9 日、カリフォルニア州サクラメント、1001 I ストリート、バイロンシャーオーデ
ィトリアムの CalEPA 本部で午前 9 時 30 分に開始され、午後 12 時 30 分、またはすべての利害関係
者がコメントを終了したときのどちらか早い方、に終了する。 ここ（ https://dtsc.ca.gov/scp/workshopregistration-treatments-containing-pfass）にアクセスして、会議に登録する（Web キャストオプションが
利用可能）。このワークショップに関連するダウンロードは、会議の議題と製品化学プロファイルである。
会議の登録などの追加情報は、ワークショップおよびイベントの Web ページで入手できる。 DTSC は、
優先製品の定義とリストの改善を継続するため、公開会議での口頭による意見と、パブリックコメント期
間中に提出されたコメントの両方を検討する。 返信を期待している。
DTSC の提案；https://dtsc.ca.gov/scp/treatments-with-pfass/
製品化学プロファイル; https://dtsc.ca.gov/wp-content/uploads/sites/31/2019/11/Product-ChemicalProfile-for-Treatments-with-PFASs.pdf
8-1-4. コネチカット州知事、PFAS タスクフォースから最終行動計画を受領
ネッド・ラモント州知事は 11 月 4 日、コネチカット州庁間 PFAS タスクフォース、この夏に結成し、PFAS
として知られている化学物質の広く使用されている一群の潜在的な有害な影響に対処することを検討す
るよう彼に勧告するタスクフォースが、最終的な行動計画を策定し、それを渡されたことを発表した。計
画では、州全体で給水を試験し、環境内の PFAS の発生源を減らし、この一群の新たな汚染物質によ
る既知の汚染を浄化することを推奨している。「このタスクフォースの仕事を称賛する。これは、公的、私
的、非営利の利害関係者が協力して、世界、全国、そしてここコネチカットで実際に影響を及ぼしている
新たな汚染物質に対処した結果である。」とネッド・ラモント州知事は述べている。「利害関係者と協力し
て、消費者製品や工業プロセスに広く行き渡っているこれらの化学物質から市民の健康と環境をさらに
保護するために必要な措置を講じることを楽しみにしている。」 主な推奨事項は次のとおり。
・PFAS 汚染に最も脆弱な飲料水源を優先するか、脆弱な人々にサービスを提供する段階的アプロー
チを通じて公共飲料水を試験し、公共水システムの顧客と利害関係者に伝達し、教育する。
・PFAS の最大汚染レベルを潜在的に設定する可能性について公衆衛生局の長官に助言するために、
安全な飲料水諮問委員会の設置に取り組む。
・魚、甲殻類、農産物を含む、PFAS への人間の暴露のその他の源の特定と評価。
・これらの化学物質が使用または製造される可能性のある職場を特定し、雇用主が暴露を制御する戦
略を実施するのを支援することにより、PFAS への職業暴露を最小限に抑える。
・PFAS 汚染の原因となる可能性のある操作、プロセス、および消費者製品を特定し、空気および水中
の PFAS の基準と排出制限を確立する。
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・土壌、地下水、地表水および水生生物に対する PFAS 浄化基準を確立し、PFAS の放出を調査およ
び浄化するために既存の法的権限を引き続き使用する。
・PFAS 汚染の潜在的な発生源の宇宙と、暴露に対して最も脆弱な可能性のある集団を特定する省庁
間地理情報システム（GIS）データベースを開発する。
・影響を受けるコミュニティや他の利害関係者とのコミュニケーションを強化するために、パブリックアウト
リーチチームを設立する。
また、推奨事項には、以下の多くのアクションをサポートすることにより、PFAS 含有消火泡の環境への
将来の放出を削減または防止することが含まれる。水性皮膜形成泡（AFFF）の取り扱いに関するベスト
プラクティスの開発と実装； AFFF の使用を制限する法律； 州機関および市消防局向けの AFFF 回収
プログラム； 消火泡の PFAS フリー代替品の評価、選択、調達。
タスクフォースは、エネルギー環境保護局長の Katie S. Dykes と公衆衛生局長の RenéeD. ColemanMitchell が共同議長を務め、いくつかの州の機関や団体の代表者が含まれている。グループは 10 月
1 日にアクションプランの草案をリリースし、10 月 15 日までパブリックコメントを募集した。400 を超える
コメントを受け取り、最終的な一連の推奨事項を作成した。
「この行動計画は、ラモント州知事がこの新たな汚染物質のグループとこれらの化学物質が人々と環境
に与えるリスクに対処するために行ったコミットメントの重要なマイルストーンを表している」とダイクス局
長は述べた。「このタスクフォースが、現在および将来、住民と環境を保護できる行動を実行するための
戦略的アプローチをまとめるために、利害関係者および関係者と協力して、コミュニティを代表して行っ
た仕事を誇りに思っている。」「PFAS 化学物質は新たな汚染物質であり、科学研究の増加により、一部
の PFAS 化合物は人間に有害である可能性が示唆されている」とコールマンミッチェル局長は述べた。
「これまでに研究された化合物の多くは、非常に低いレベルで毒性があることがわかっており、長期間に
わたって体内に蓄積する。 PFAS によってもたらされるリスクを完全に確認し、人間に有害ではない代
替物を開発するには、さらなる研究が必要である。この行動計画に含まれる政策提言は、PFAS への環
境曝露によって生じる健康リスクを軽減する長年の取り組みのほんの始まりに過ぎない。 このタスクフ
ォースを引っ張り、コネチカット州にこの問題を真っ向から取り組むことで、ラモント州知事のリーダーシ
ップを称賛する。」
PFAS は、パーフルオロおよびポリフルオロアルキル物質の略で、1940 年代から耐熱性、耐水性、撥
油性、防汚性のために使用されてきた 4,700 以上の人工化学物質のグループである。PFAS はその安
定性により、自然のプロセスによる破壊に抵抗し、無期限に環境にとどまり、「永遠の化学物質」というニ
ックネームを付けられている。PFAS 化学物質は、1940 年代から米国で広く使用されており、一般的に
鎮火泡や、食品包装、防汚カーペット、室内装飾品、焦げ付き防止の調理器具、レインコート、 ブーツ、
その他のアイテム用の防水材など、他の多くの商業ソースで使用されている。
コネチカット州庁間タシクフォースによる最終的な行動計画；
https://portal.ct.gov/-/media/Office-of-the-Governor/News/20191101-CT-Interagency-PFAS-TaskForce-Action-Plan.pdf?la=en
上記計画の付録；
https://portal.ct.gov/-/media/Office-of-the-Governor/News/20191101-CT-Interagency-PFAS-TaskForce-Action-Plan-Appendix.pdf?la=en
8-2.
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
8-2-1. カリフォルニア州のバイオモニタリング研究で、居住者の血液サンプル中に PFASs および金
属を発見
ロサンゼルス郡で最近行われた研究の 426 人の参加者全員が、血液中に少なくとも 1 つのパー及び
ポリフルオロアルキル物質（PFAS）を含んでいたと、カリフォルニア州の機関が共同したバイオモニタリ
ングプログラムの研究者が報告している。カリフォルニア州のバイオモニタリングの調査結果は、カリフ
ォルニア州全域の居住者中の環境化学物質を測定および比較するために作成された、より広範なカリ
83

フォルニア地域暴露（CARE）研究の第 1 段階の一部である。2018 年、ロサンゼルスの研究参加者は、
ヒ素、カドミウム、鉛、水銀を含む 10 種類の金属、および 12 種類の PFAS について検査する血液と尿
のサンプルを提供した。 60 人の女性のグループのサンプルも、パーソナルケア製品に含まれる 9 つの
フェノールについて分析された。
この調査の主な調査結果は次のとおりである。
・ヒ素、カドミウム、コバルト、鉛、マンガン、水銀などの金属が参加者のサンプルで測定され、ほとんど
が非常に高い検出頻度（90〜100％）を記録した。
・参加者は平均して血液中に 7 つの PFAS を有していたが、すべての参加者は少なくとも 1 つを有して
いた。
・長鎖 PFASs の PFOA および PFOS の検出頻度は、それぞれ 99.3％および 97.9％であった。
・ベンゾフェノン-3（BP-3）、ビスフェノール-S（BPS）、メチルパラベン、トリクロサンが最も頻繁に検出さ
れたフェノールであった。
この研究の結果は、カリフォルニア州オークランドで 11 月 6 日に開催される科学ガイダンスパネル会議
で発表される。カリフォルニア州のバイオモニタリングは、カリフォルニア州公衆衛生局（CDPH）、環境
衛生ハザード評価局（Oehha）、および有害物質管理局（DTSC）の 3 つの州機関の共同作業である。
カリフォルニア地域暴露（CARE）研究結果；https://biomonitoring.ca.gov/results/projects/2876
8-2-2. 軍の PFAS の使用を評価するペンタゴンウォッチドッグ
国防総省検査局（DOD OIG）は、全米の軍事施設でのパーフルオロアルキル物質（PFAS）の使用を
評価しようとしている。これは、Dan Kildee（D-ミシガン州）、Brian Fitzpatrick（R-ペンシルベニア州）代
表、および OIG の行動を求める 30 人の議員の超党派グループによる 7 月の要請に続く。 ここ数ヶ月、
議会は PFAS を含む消火泡による環境汚染の原因をますます取り上げており、DOD がこの物質の主
な使用者であることを示すいくつかの証拠がある。OIG は、早ければ 2020 年 1 月には評価の公式発
表を代表者に送ると予想しているが、調査のスケジュールは明確ではない。 キルディー下院議員は、
OIG が独立したレビューを実施することに満足していると述べ、「DOD がこれらの危険な化学物質の浄
化を優先するのは長い時間が経過した」と付け加えた。下院と国防総省は、軍による PFAS の使用を
評価するための措置をすでに講じている。 7 月、国防総省はこの問題に対処するためのタスクフォース
を設置した。このタスクフォースは、2020 年初頭の進捗に関して、新しい国防長官マーク・エスパーが更
新を行っている。一方、下院は今年、独自の PFAS タスクフォースを立ち上げたが、国の最大の防衛法
案である国防承認法に PFAS 汚染に対処するパッケージが含まれている。 この法案（HR 2500）は、国
防総省の会計検査院長にも PFAS 汚染に関する調査を実施するよう指示している。これらのアクション
は、独自の評価を追求するという OIG の決定で考慮されている。「この評価の範囲は、作業の独立性を
確保し、重複を回避するため、会計検査院長官に対する下院主導のアクションおよび DOD PFAS タス
クフォースの作業を考慮するであろう」と立法問題とコミュニケーションの検査官であるマイケル・ゾラは、
評価の代表者の要求に対する彼の応答で述べた。
キルディー下院議員のプレスリリース；https://dankildee.house.gov/media/press-releases/defensedepartment-inspector-general-review-use-pfas-chemicals-military-sites
8-2-3. 自動車業界は実行可能な DINP、DIDP の代替品がないことを懸念－TSCA 評価要求に応じ
て引用された代替の「かなりの負担と費用」
フタル酸ジイソデシル（DIDP）およびフタル酸ジイソノニル（DINP）の TSCA リスク評価に対する製造業
者の要求に応えて、自動車業界は、一般的なフタル酸エステルのいくつかの用途に対して実行可能な
代替案が存在することへの疑念を表明している。また、世界自動車メーカー協会から EPA に提出され

たコメントで、業界グループは、この 2 つの高分子量フタル酸エステルの「潜在的な規制に関連する議
論や交渉で、幅広い下流ユーザーに関与する」よう求めている。問題となっているのは、2 つの物質の
TSCA リスク評価を実施するための機関に対する 5 月に提出された業界の要求である。 ExxonMobil
Chemical は、特に DIDP の評価を求め、Evonik Corporation および Teknor Apex とともに DINP
の要求を提出した。化学メーカーによれば、この動きはー安全性に充分な信頼を持っていると彼らが言
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うー2 つのフタル酸エステルに対する消費者の信頼を高めることを目的としている。しかしながら、EPA
がリスク評価の要求を許可し、プロセスの最後に特定の使用条件下で物質が不合理なリスクをもたらす
と判断した場合、これらの懸念に対処するための規制を課す必要がある。そして、この可能性により、自
動車産業は一時停止した。
グローバル自動車メーカーは、DIDP および DINP がフタル酸ジエチルヘキシル（DEHP）の代替品とし

て使用されていることをコメントで指摘した。DEHP は来年以降 TSCA の下で評価が提案されている物

質である。フタル酸塩は、室内装飾品や成形内装仕上げ、車内表面の PVC スキン、窓ガラスのつやだ
し、ケーブルやワイヤの絶縁など、幅広い車両用途に使用されている。しかし、自動車部門が代替化学
物質に移行するたびに、「製造サイクルに新しい化学物質を導入することに伴う多大な負担と費用」が
あると、グローバル自動車メーカーの環境およびエネルギー担当シニアディレクターのジュリア・レージ
ュは書いた。これらのコストの一部には、新しい化学物質が安全基準を満たしていることを確認するた
めの部品とプロセスの再設計、実行可能性分析、耐久性と品質テストが含まれる、とレージュ氏は言っ
た。「業界がより安全な代替手段であると信じていたものにこの移行を行ったので、EPA が特定した用
途の一部には、実行可能なまたは実行可能な代替物がない可能性があると懸念している」と彼女は言
った。「合意されたリスク管理アクションのように、通常の通知およびコメントプロセス以外で行われる可
能性のあるリスク管理の議論にダウンストリームユーザーが積極的に関与することが重要である。」
EPA は、コメントを考慮した後、製造業者の要求を許可または拒否する決定を下す。 同機関によって開

始されるリスク評価と同様に、レビューは 3 年以内に完了する必要があり、6 か月の延長が考えられる。
自動車業界のコメント；https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2018-0436-0008
製造業者要求評価；https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/listmanufacturer-requested-risk-evaluations-under-tsca
ACC による高分子フタレートの使用と適用； https://phthalates.americanchemistry.com/High-Usesand-Applications.html
8-2-4. EPA は、TSCA に基づいてフタル酸エステル類の全同族ベースのレビューを実施するよう圧
力をかけられている－NGO は DINP、DIDP の評価要求の情報の完全性に疑問を呈している
米国の 4 人の大学の科学者は、TSCA に基づいて物質を評価する製造業者の要求を許可することを
選択した場合、他のフタル酸エステルと一緒に DINP および DIDP を評価する全同族ベースのアプロー
チを取るように EPA に要請した。生殖健康と環境に関するカリフォルニア大学サンフランシスコ校
(UCSF)のプログラム、Veena Singla、Tracey Woodruff、Swati Rayasam、Nicholas Chartres からの
コメントは、EPA に対する 2 つの 高分子量フタレート、ジイソデシルフタレート（DIDP）およびフタル酸ジ
イソノニル（DINP）のリスク評価を実施するための EPA の業界要求に関する協議に応じて寄せられた。
承認された場合、2 つの物質の評価は、レビュー対象の次のバッチの 20 主題－他の 5 つのフタル酸エ
ステルを含む予定のグループであるーと同様の時間枠で行われる。
•フタル酸ブチルベンジル（BBP）；
•フタル酸ジブチル（DBP）；
•フタル酸ジエチルヘキシル（DEHP）；
•フタル酸ジイソブチル（DIBP）； そして
•フタル酸ジシクロヘキシル（DCHP）.
4 人の UCSF の科学者は、DIDP と DINP の評価を進めることに決めた場合、EPA は「7 つのフタル酸
エステル類すべてを TSCA の下で「カテゴリー」として扱い、この化学物質グループに対し単一の累積リ
スク評価を行うべきだ」と EPA に語った。彼らの立場を支持して、学者達は同類物質群の全米研究評
議会（NRC）2008 レビューを引用した。 UCSF によると、NRC は、人々は複数のフタル酸エステル類に
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同時にさらされ、共通の健康への悪影響に共同で貢献できるため、それらを評価するための適切なアプ
ローチは累積リスク評価によると結論付けた。「EPA は利用可能な最高の科学を適用しなければならず、
確固たる証拠は累積評価が必要であることを示している」と科学者達は述べた。しかし、American
Chemistry Council(ACC)の高フタル酸エステルパネルは、化学物質管理専門誌 Chemical Watch に、
これらの物質に対するカテゴリーアプローチは「不適切」であると語った。この業界団体は、「フタル酸エ
ステル類」という用語は、それぞれ独自の特性と安全性プロファイルを備えた個別の化学物質の大きな
ファミリーを表すと述べた。 これには、DINP や DIDP などの高フタル酸エステルが含まれ、これらはそ
れぞれ、化学骨格に 9〜13 炭素原子を有し、対照的に低フタル酸エステルは 3〜8 炭素原子を有する。
「DINP と DIDP は、世界で最も徹底的に研究されている 2 つの化合物である」と ACC は追加し、いくつ
かの国際機関が、現在使用されているように安全であると判断したと注記した。
更なる懸念
一方、NGO 環境保護基金（EDF）はコメントで、EPA は製造業者の要求を拒否すべきだと述べた。「彼
らは、リスク評価に関連する「既存のすべての情報のリストを含める」という規制要件を満たしていない
ためである。」より具体的には、EDF は、製造業者は公開されている情報のみを提出し、「自社のファイ
ルまたは文書を検索して自分の管理または所有内にある、または既知または合理的に彼らに確認でき
る情報がない」と述べた。しかし、EDF は、EPA が要求を許可することを選択した場合、合理的に利用
できる情報の収集を確保し、データのギャップに対処するために、－必要な試験とその報告の義務を含
む－TSCA のセクション 4 および 8 の下で当局を使用しなければならないことを付け加えた。NGO は、
自発的な情報の提出に依存すると、「化学物質に関する情報が限定的、偏より、不正確、または不完全
になる」と付け加えた。ACC は、「レビューを完了するために追加情報が必要な場合、同機関を支援す
る」用意があると述べた。
子供向け製品における DINP の評価
環境防衛基金のコメントは、将来の DINP のレビューで現れる可能性のある問題、つまり EPA が子供
用製品での物質の使用を評価する範囲を強調している。2017 年、CPSC は、拡張して、子供の製品で
の僅少なレベルを超える DINP の暫定的使用禁止を恒久化した。この決定は、ACC によって議論され、
進行中の訴訟の主題となった。一方、製造業者が提出した評価要求は、TSCA の下で見直されるべき
使用条件として、玩具および育児用品のポリ塩化ビニル（PVC）での DINP の使用を特定している。 し
かし、EDF は、この要求の理由は CPSC の決定を「損なう」ためであると主張している。EDF は、EPA
が CPSC とは異なるリスク結論に達したとしても、CPSC の制限に法的影響を及ぼさないと認識してい
る。しかし、EDF は、リスク評価の範囲にこの使用条件を含めることは、物質を評価する際に EPA が
「連邦法および州法の遵守」を前提とするという以前に行った政策決定に反するものであると主張してい
る。それが主張する仮定は、 1,4-ジオキサンと 1-ブロモプロパンのレビューに特に関係があった。した
がって、EDF は「EPA がリスク評価にこの仮定を適用する場合、一貫してそうするか、このリスク評価に
制限された使用を含めることが仮定と一致するかについて完全な説明を提供する必要がある。」と言っ
た。しかし、ACC は次のように述べている。「堅牢なレビューを確実にし、消費者の DINP に対する信頼
を強化するために、EPA に幅広い用途の検討を要請した。」 さらに「最終的には結果は EPA 次第であ
る。」と ACC は付け加えた。
製造業者要求評価；https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/listmanufacturer-requested-risk-evaluations-under-tsca
UCSF のコメント；https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2018-0436-0009
EDF のコメント；https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPPT-2018-0436-0009
8-2-5. FDA が食品中の PFAS の試験方法と最近の調査の最終結果を利用可能に
米国食品医薬品局(FDA)は、さまざまな食品群中の 16 種類のパーおよびポリーフルオロアルキル物
質（PFAS）を試験するための科学的に検証された方法を提供している。FDA は、PFAS への全体的な
食事暴露を推定する国の取り組みを引き続きリードしており、これは、環境汚染の影響を受ける可能性
のある特定の地域の人間および動物向け食品の安全性を評価する際に、FDA と州の協力を促進する
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重要なステップである。FDA は 6 月に発表された 3 つの調査で、限られた食品サンプル試験の最終結
果を共有している。調査では、検証済みのメソッドの適用に基づいて、試験された各食品グループのメソ
ッド検出限界（MDL）を確立した。これらの 3 つの調査には、FDA の総ダイエット研究（TDS）の一環とし
て収集された食品の一般的なサンプリングと、PFAS 環境汚染の影響を受ける特定の地域からの農産
物の調査と乳製品の調査が含まれている。最終結果は、最初の結果と比較して陽性サンプルの数が減
少していることを示している。これらの減少は、新たに確立された MDL の適用に一部起因している。こ
れは、PFAS を繰り返し試験で確実に測定できるレベルである。
総ダイエット研究：最終結果は、FDA の総ダイエット研究の一環として 2017 年に収集された、ほとんど
の食品サンプルで、テスト対象の特定の PFAS 化学物質が検出されなかったという最初の発見を確認
および強化する。 TDS は、平均的な消費者が食べる可能性があり、既知の環境汚染に関連しない幅
広い食品の代表的な食品のサンプルである。最初に、FDA は 91 個のサンプルのうち 14 個で特定の
PFAS 化学物質が検出されたことが報告した（多くの場合、非常に低いレベルであるが）。 発表された
結果は、91 のサンプルのうち 2 つだけで特定の PFAS 化学物質の検出可能なレベルを示している。追
加の研究により、この方法でチョコレートが、これらの両方の食品の結果に影響を与える偽陽性を示す
ように見えることを確認できた。最初、チョコレートケーキのサンプルは 1 つのタイプの PFAS に対して
高い値を示したが、どんなチョコレートを含む食品にも検出可能な PFAS は存在しないと判断した。同様
のタイプの偽陽性を防ぐために、分析法には、現在、測定が正確であることを確認する手順に追加のス
テップが含まれる。
農産物調査：環境 PFAS 汚染の影響を受ける特定の地域からの 20 の農産物サンプルの調査では、少
なくとも 1 つの PFAS の検出可能なレベルを持つサンプルの数が 19 から 16 に減少した。16 種類の農
産物サンプルに含まれる PFAS 化学物質の濃度は非常に低いため、これらの物質はサンプルに含ま
れるレベルで人間の健康への懸念ではないとの決定を確認した。
乳製品調査：PFAS で地下水が汚染されている 2 つの農場から分析された乳製品サンプルの調査につ
いて、最終結果は、健康上の懸念があると以前に判定された乳サンプルは、FDA の結論は変わらず、
少なくとも 1 つの PFAS がまだ高レベルであったことを示した。人間の健康への潜在的懸念があると判
断されたすべての乳サンプルのデータは無視できるもので、食料供給には入らなかった。
FDA は現在、追加の TDS サンプルを分析して、食品中の PFAS 存在に関するベースラインの知識を
増やしており、今年後半にそれらの結果を公表する予定である。新しい情報が利用可能になれば、
fda.gov 上で更新情報を共有し続けるであろう。
分析方法；https://www.fda.gov/media/131510/download
最終データ表；https://www.fda.gov/food/chemicals/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas
FDA のステートメント；https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-fdasscientific-work-understand-and-polyfluoroalkyl-substances-pfas-food-and-findings
8-2-6. 米国の小売大手ステープルズが化学物質管理ポリシーを開始
ステープルズは、お客様と環境に対して安全でありながら、ワークライフエクスペリエンスを向上させる
高品質の製品をお客様に提供することに取り組んでいる。 一部の化学物質は、製品で有用な機能を果
たしているが、人間の健康や環境に危険をもたらす可能性がある。このポリシーは、ステープルズがサ
プライヤーと協力して、製品中の懸念化学物質の存在を特定し、より安全な代替品への秩序ある移行
をもたらす革新をサポートするためにとる行動を説明している。
範囲と優先順位付け；このポリシーは、ステープルズが所有するすべての製品ブランド、および米国
Staples Business Advantage staples.com, and Quill を通じて販売される全国ブランド製品に適用さ
れる。ステープルズは、製品の販売量、顧客およびその他の利害関係者の懸念、より安全な代替品の
入手可能性および実現可能性、および最新の科学研究に基づいて、このポリシーを優先的に実施する。
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ステープルズは、この方針の実施中にその努力とそのサプライヤーの努力に集中するのを助けるため
に、優先化学物質リストを作成した。 このリストでは、特定の化学物質と、より安全な代替イノベーション
の優先事項である化学物質群の両方を特定している。 リストには、定式化された製品や特定の種類の
物品を含む、ステープルズの優先事項である関連製品カテゴリも示されている。
製品設計; ステープルズの化学物質ポリシーによると、「主要な製品性能のニーズを満たしつつ、製品
ポートフォリオ全体でより安全な化学物質を特定して使用するために積極的に取り組んでいる製品サプ
ライヤーと協力するよう努めている。この目的を支援するため以下を行う。
・この方針と当社の優先化学物質リストを主要サプライヤーと共有する。
•サプライヤーに、どの製品に懸念のある化学物質が含まれているか、特定のしきい値を下回っている
製品、または意図的に追加された懸念がある化学物質がない製品を特定するよう依頼する。
・利用可能な最も信頼できる科学およびハザード評価ツールを使用して、サプライヤーが原料サプライ
ヤーと協力して、顧客および環境にとってより安全な代替品を特定するように、サプライヤーを奨励する。
・サプライヤーに対して、製品のより安全で環境に配慮した化学をサポートする信頼できる第三者認証
を求めるよう奨励し、お客様への認証製品の販売促進を支援する。 そして、グリーンケミストリーを推進
し、サプライヤーに同じことをするよう奨励するためのイニシアチブに引き続き取り組む。」
RT ニュース；https://www.rtmworld.com/news/usa-retail-giant-staples-launches-chemicalsmanagement-policy/
ステープルズの化学物質管理ポリシー；
https://media.staples.com/pdf/Staples_Chemicals_Policy.pdf
8-3.
EU における内分泌かく乱作用の規制動向
8-3-1. ANSES は、ビスフェノール B（BPB）の有害作用と内分泌活性の系統的レビューを公開
2019 年 10 月 16 日に査読されたジャーナル Environmental Heath Perspectives（EHP）に掲載され
たレビューで、Helene Serra とフランス食品環境労働安全衛生局（ANSES）の共著者は、動物モデル
および in vitro 機構研究におけるビスフェノール B（BPB; CAS 77-40-7）の有害性と内分泌活性を特定
するための系統的レビューを完成した 。
既存の公開された文献の結果はモダリティによってグループ化され、証拠への重みアプローチがそれら
への生物学的に妥当と思われる関係を確立するために使用された。このレビューにより、生殖機能への
影響を報告する 3 つの亜慢性試験、精子形成の変化、精子パラメーターの変化、精巣、精巣上体およ
び精嚢の重量減少を示す 28 日間および 48 週間の試験を含む、36 の公開論文の分析が行われた。
ゼブラフィッシュに関する 21 日間の研究では、暴露された魚は産卵、孵化率、生存率が低いことが示さ
れた。 in vitro および in vivo の両方の研究により、BPB はテストステロンの産生を低下させ、「BPA（ビ
スフェノール A）と同等以上のエストロゲン様活性」を発揮することが見出された。
このレビューは、「利用可能な in vivo、ex vivo、および in vitro のデータは、限定的ではあるが、BPB
が規制の関係で現在使用されている内分泌かく乱化学物質の WHO 定義を満たしていることを一貫し
て示している」と結論付けている。2019 年 8 月、フランスは、欧州化学物質庁（ECHA）に、BPB を
REACH の下で非常に懸念のある物質（SVHC）としてリストすることを提案する意向を通知した。
食品パッケージフォーラムニュース；https://www.foodpackagingforum.org/news/french-agencyreviews-bisphenol-b
レビュー（Serra H., et al. (2019). “Evidence for Bisphenol B Endocrine Properties: Scientific and
Regulatory Perspectives.” Environmental Health Perspectives; 127 No.10（オープンアクセス）；
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP5200
ANSES ニュース；https://www.anses.fr/en/content/avoid-replacing-bisphenol-bisphenol-b
8-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
8-4-1. ChemSec は PFAS を SIN リストに追加する
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化学の専門家組織 ChemSec は、いわゆる SIN リストー世界のサプライチェーンで回避すべき 900 以
上の有毒化学物質の集積ーに産業化学物質の最新の追加することを明らかにした。 SIN リストへの最
新の追加により、多くのブランド、化学物質の生産者、製造業者、そしてダウ・ジョーンズの持続可能性
指数、UNEP、その他の影響力のある機関が続き、持続可能な化学物質管理の新しい基準を設定する
ことが期待される。
新たに追加された物質には、過フッ素化化学物質、略して PFAS と呼ばれる、大いに議論された化学物
質のグループがある。これらは調理パン、食品包装、デンタルフロス、耐水性の衣服などの幅広い製品
に使われ、 現在、世界中で数千の異なる PFAS が使用されている。それらの多くは、持続性、移動性、
有毒化学物質（PMT）として識別される化学物質の新たに認識されたカテゴリーに属する。 それらの特
定の特性と大量の工業的な使用のために、これらの物質は現在、世界中の地下水と飲料水に広まって
いる。 PMT 化学物質は、この SIN リストの更新で具体的に特定される 2 つの化学グループの 1 つで
ある。「これらの化学物質は、現在の法的基準に正確には一致していないため、規制を免れている。 こ
のカテゴリーで最もよく知られている化学物質はフッ素化合物であり、自然界では分解しないため、しば
しば「永久化学物質」と呼ばれる。これらの物質をどのように規制するかについての議論はまだ進行中
であるが、賢いメーカーはすでにそれらを段階的に廃止し始めているはずである」と、ChemSec の SIN
リストのプロジェクトマネージャー、アンナ レンキスト博士は述べている。
SIN リストへの化学物質の 2 番目の追加はナノ材料に属するカーボンナノチューブである。
ChemSec のプレスリリース；https://chemsec.org/new-chemicals-on-the-sin-list-challenge-theglobal-supply-chain/
8-4-2. 英国の小売業者がビスフェノールの領収書を段階的に廃止
ビスフェノールは、レシートやチケットに使用される工業用化学物質である。ビスフェノールが環境に害を
及ぼし、われわれのホルモンに影響を及ぼすことによって、人間の健康に影響を与える可能性があると
いう証拠が増えている。2020 年までにビスフェノール A（BPA）は EU での領収書から禁止されるが、一
部の小売業者は BPS のような他のビスフェノールに切り替えている。また、一部の小売業者は、レシー
トからすべてのビスフェノールをすでに廃止している。さらに、一部の業者は、デジタルオプションを導入
することで紙を完全に廃止している。
フィドラ(Fidra)は英国において、環境問題に光を当て、公共、産業界、政府と協力して、持続可能な社
会と健全な生態系をサポートするソリューションを提供している。利用可能な最高の科学を使用して、環
境問題を特定および理解し、包括的な対話を通じて実践的なソリューションを開発する。
Fidra は、スーパー毎の BPA への取り組みについての表を作成している。それによれば、BPA を使用
していないのは、5 社、使用廃止に向かっているのは、4 社、使用しているのが、4 社である。EU はベビ
ー用品の BPA を禁止しており、2020 年から領収書の使用禁止も導入する。
Fidra では、BPA のような特定の種類だけでなく、グループ全体（この場合はビスフェノール類）が禁止さ
れるように、化学物質に関するグループベースの法律であるべきだと考えている。 証拠は、BPA が禁
止されている代わりにしばしば使用される BPS や BPF などの他のビスフェノールは、BPA と非常に類
似した特性と影響を持っていることが示されている。
Fidra の活動；https://www.fidra.org.uk/projects/bisphenols/
8-5.
国際機関における内分泌かく乱作用の規制動向
8-5-1. 妊娠初期の EDC 混合物への暴露は、少年の IQ に影響を与える可能性がある
米国の Eva M.Tanner を筆頭著者とするスウェーデン、フィンランドの研究チームが以下の研究を、
Environment International 誌に発表した。
内分泌かく乱化学物質（EDC）は、低レベルであってもホルモンの作用を妨げる能力を持つ生体異物で
ある。 過去の環境疫学研究は、フタル酸エステルやビスフェノール A（BPA）を含む多数の EDC の疑い
を、神経発達の有害な結果に結び付けている。 ただし、一部の化学物質の結果は一貫性がなく、ほと
んどの場合、一度に一つの化学物質が評価されていた。
EDC 混合物への出生前暴露が学令期の子供の神経発達に及ぼす全体的な影響を評価し、共暴露を
89

考慮しながら懸念のある化学物質を特定する。
スウェーデンの環境縦断、母子、喘息およびアレルギー研究（SELMA）調査の 718 組の母子ペアのう
ち、Weighted Quantile Sum（WQS；加重平均分位点回帰）を使用して、7 歳での子供（IV）知能指数
（IQ）スコアのウェクスラー知能スケールで、妊娠第 1 期の尿または血液で測定された 26 の EDC との
間の関連を評価した。モデルは、子どもの性別、妊娠期間、母親の教育、母親の IQ（レイブン）、体重、
喫煙状況に合わせて調整された。 一般化可能性を評価するために、機械学習手法であるホールドアウ
ト検証を繰り返し実施した。
繰り返しホールドアウト検証を使用すると、WQS インデックスの四分位範囲（IQR）の変化について、男
子では IQ スコアが 1.9 ポイント（CI = -3.6、-0.2）低くなった。 BPF は、14％の重みでインデックスに最
も貢献した。その他の懸念化学物質とその重みは、PBA（Phenoxybenzoic acid ：9％）、TCP（リン酸ト
リクレジル：9％）、MEP（商品名スミチオン：6％）、MBzP（フタル酸ブチルベンジル：4％）、PFOA（6％）、
PFOS（5％）、PFHxS（4％）、 トリクロサン（5％）、および BPA（4％）であった。完全なデータセットで
WQS インデックスの推定値をトレーニングおよびテストするときに、すべての子供の間で EDC と IQ の
逆相関が観察されたが、これらの結果は繰り返しのホールドアウト検証に対して堅牢ではなかった。
少年の間では、EDC への出生前早期の暴露は、7 歳での知的機能の低下と関連していた。懸念される
主要な化学物質としてビスフェノール F を特定し、この BPA 代替化合物は子供にとって安全ではない
可能性があることを示唆した。 代替類似化合物の潜在的な神経毒性を確認するには、今後の研究が
必要である。
論文はフリーアクセス（published online October 24, 2019]. Environ Int.
doi:10.1016/j.envint.2019.105185）；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019314011
論文の PDF;
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0160412019314011?token=F77C89B385D100BE4FCB
B22D6266B79FC340C7AAF595A573ED8DD53EF0BD6C8BEA88A35115AB0120BC9643F76B
E8488D
8-5-2. 提起された集団訴訟はオーストラリアの PFAS 政策にスポットライトを当てる－防衛施設の近
くに住む最大 40,000 人が影響を受ける
軍の基地から浸出した化合物 PFAS で汚染された土地（現在 8 つのサイトがあげられている）に住み、
働いている最大 40,000 人がオーストラリア政府を訴え、資産価値が急落していると主張している。訴訟
はクリスマスまでに提出される。クライアントを代表する団体のシャイン・ローヤーズは、アメリカの活動
家エリン・ブロッコヴィッチの支援を求めている。「科学はこれらの化学物質について研究している。がん
を引き起こす可能性がある。」とブロッコヴィッチ氏は Law Report に述べている。彼女は「精巣癌、腎臓
癌、甲状腺疾患、甲状腺癌」を PFAS に関連するものの一部として挙げている。これはドイツ、英国、米
国を含む国によって確認されているが、オーストラリアによって否定されている。ブロッコヴィッチ女史は、
彼女がこの問題に対するオーストラリアの不作為と考えているものに「 唖然としている。」私たち一人一
人は、環境と家族を愛することについて、ここに共通の絆を持っている。私たちが残すもの、子供たちに
残す遺産である。私たちはそれを破壊している、それは悲痛である」と彼女は言う。「それは恐ろしいこと
であり、私たち全員にとって懸念すべきことである。」国防省は、そのウェブサイトで「現時点で PFAS 暴
露に起因するヒト疾患またはその他の臨床的に重大な害の証拠はない」と述べている。しかし、PFAS
が人間と環境で持続する能力を考えると、PFAS への暴露を最小限に抑えることも推奨される。ブロッコ
ヴィッチ女史は、政府の立場は妥当でないと主張する。「彼らは警告を発する。魚を食べないで、限られ
た魚を食べて、水を飲まないように。しかし、一方で、それは安全だと人々に伝えている」と彼女は言う。
「これは非常に紛らわしいメッセージである。」
重要な点は以下である。
・最大 40,000 人のオーストラリア人が PFAS 汚染に対する集団訴訟を開始する態勢を整えている。
・彼らは、政府の立場が妥当でないと言うエリン・ブロッコヴィッチに支援されている。
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・訴訟のあるクライアントは、水汚染が彼女の家族の生活様式を変えたと言っている。
RN ニュース；https://www.abc.net.au/news/2019-10-29/erin-brockovich-australia-class-actionpfas-contamination/11645312
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「米国及び EU における内分泌かく乱物質の規制動向」-12 月分
2019/12 JFE テクノリサーチ
9.
12 月の情報
9-1.
米国における内分泌かく乱物質の規制動向
9-1-1. 軍事消防用泡、食品包装中の PFAS を制限する米国の防衛法案
米国の議員らは、消防用フォームや食品包装など、パー及びポリフルオロアルキル物質（PFASs）の軍
隊による使用を制限するように見える防衛支出法案を最終決定した。しかし、一部の議員と環境団体は、
法案が PFAS 汚染に対してより積極的な措置を講じなかったことに失望した。国防権限法（NDAA）–12
月 2 週目に下院と上院の交渉者によって最終バージョンが合意された–は主に防衛支出に焦点を当て
ている。しかし、PFAS が広範囲に及ぶ汚染への懸念のためにますます注目を集めているため、その一
群の物質に対応する多くの規定が含まれている。これらの中には、消火用泡での PFAS の使用に焦点
を合わせたものがいくつかある。これらには、フッ素を含まない代替品を許可する更新された軍事仕様
の義務と、国防総省（DOD）が今後 4 年間で PFAS を含まない泡に移行する要件が含まれている。今
年いくつかの米国の州で可決された措置と同様に、この法案は、緊急の場合を除き、水性フィルム形成
泡（AFFF）の制御されない放出を目的とし、訓練演習へのフッ素を含む泡の使用を禁止している。
NDAA は以下も規定している。
•2021 年 10 月 1 日から、調理済みの料理を集めて包装するために使用される材料に PFAS を使用
することを禁止する。
•DOD に、焼却による PFAS の廃棄および PFAS 含有材料の保管に関するガイダンスを提供する。
•PFAS 汚染の疑いがある場合に国（州）と協力するよう DOD を奨励する。 そして
•DOD が PFAS 暴露、テスト、浄化、および処理に関する情報を提供する Web サイトを維持すること
を要求する
最終法案は、上院多数派のミッチ・マッコネル上院議員（共和-ケンタッキー州）が新しい年の前に優先さ
せると言った投票のために、両院に戻ってくる。通過すると、ドナルドトランプ大統領のデスクに向かう。
しかし、大統領は立法を拒否すると脅し、中でも、軍の消火活動でフッ素化泡を段階的に廃止するため
の提案されたスケジュールが短すぎる懸念を強調した。
スーパーファンドをめぐる論争
最終法案は軍による PFAS の使用に関する大きな変更を表しているが、一部の議員や支持者は、それ
では十分ではないと述べている。超党派の会議委員会は、下院と上院バージョンの NDAA の違いを解
決するために 2019 年の秋に、議会のメンバーと州知事と共に、PFAS 汚染と積極的に闘う機会をとる
よう公に催促した。しかし、包括的環境対応、補償、責任法（Cercla）（スーパーファンドとしても知られて
いる）の下で一群の PFAS のすべての物質を「有害」と指定した、1 つの注目度の高い下院の条項は最
終的に法案の最終案から削除された。
そして、トム・カーパー上院議員（D-デラウェア）は、この成行きに失望した多くの議員の一人であった。
「これらの重要な規定をフィニッシュラインを越えて獲得する明確な機会をつかむ代わりに、議会は勝利
のあごから敗北をつかむことになった」とカーパー氏は言った。 最終版では、「両院の法案よりも保護力
の低い PFAS 対策」が生まれた、と彼は付け加えた。一方、環境作業部会は、法案が必要な進展に「は
るかに及ばない」と述べた NGO の合唱に加わった。「国防総省が最終的に消火用泡と食品包装の
PFAS を段階的に廃止するのは朗報であるが、コミュニティは、連邦議会が産業用 PFAS の大気と水へ
の放出問題に取り組み、DOD に PFAS 汚染遺産の浄化を要求することを絶望的なまでに要求してい
る」と NGO のシニア 政府問題担当副代表、スコット・フェイバーは述べている。
会議委員会からの合同説明の声明；https://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/2019/12/carperdefense-bill-pfas-measures-represent-a-missed-opportunity
NDAA についての上下院の武器委員会の会議プレスリリース；
https://armedservices.house.gov/press-releases?ID=F9E89B3C-3934-48AA-AD4803E1EE659751
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NDAA 法案のサマリー；https://armedservices.house.gov/_cache/files/f/5/f50b2a93-79aa-42a0a1aa-d1c490011bae/3552B8ED0CB74FB28CC88F434EFB306A.fy20-ndaa-conferencesummary-final.pdf
上院の環境と公共委員会のプレスリリース（カーパー議員の表明）；
https://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/2019/12/carper-defense-bill-pfas-measuresrepresent-a-missed-opportunity
9-2.
米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
9-2-1. 人の BPA 曝露は過小評価されていると研究者は警告
ビスフェノール A（BPA）への人間の暴露は、尿中のレベルを測定するために一般的に使用されている
「欠陥のある」分析手法の結果として過小評価されている可能性がある、と米国の研究は示唆している。
データは「人間の健康に対するリスクも劇的に過小評価されているという緊急の懸念」を提起している、
と研究者らは警告している。彼らは、問題が代替ビスフェノールやフタル酸エステルを含む他の化学物
質の暴露推定値にもまた影響を与える可能性があると予測している。体は BPA を急速に分解して、
BPA グルクロニドと BPA 硫酸塩を含む一連の代謝物を形成し、尿中に排泄する。BPA 自体は参照標
準と比較することで直接測定できるが、バイオモニタリング研究では、代謝物から戻って BPA レベルを
推定する「間接分析法」に依存する傾向がある。
調査結果は、「BPA へのヒトの曝露が以前に想定されていたよりもはるかに高いという説得力のある証
拠を提供する」と研究者；「ランセット糖尿病および内分泌学」より
これらの間接的な方法は、ワシントン州立大学のパトリシア・ハント率いる研究者たちによると、人間の
BPA レベルに関するデータの「バルク」を提供している。これらの発見は、「BPA への人間の曝露が以
前に想定されていたよりもはるかに高いという説得力のある証拠を提供する」と The Lancet Diabetes
and Endocrinology に書いている。間接分析では、通常、カタツムリのヘリックスポマチア（通称ローマ・
カタツムリ、ブルゴーニュ・カタツムリ）の酵素溶液を使用して、BPA グルクロニドと BPA 硫酸塩を加水
分解または脱共役し、「遊離」BPA を形成して、それから測定が可能になる。この新しい研究は「間接法
を用いた脱共役が予想される量の BPA をもたらさないという最初の証拠を提供する」とハント教授は述
べた。 一定量の代謝物が脱共役後に同程度の量の BPA をもたらすと想定されていた、と彼女は付け
加えた。ハント教授は、カリフォルニア州サンフランシスコ大学のロイジェローナとミズーリ大学のフレデ
リックボンサールと協力して、直接法と間接法の両方を使用して、妊婦からの 29 の尿サンプルを分析し
た。カタツムリ酵素を使用した間接法は、直接法を使用して測定したレベルよりもほぼ 19 倍低いレベル
になった。 これらの低レベルは、米国国民健康栄養調査（Nhanes）から一般的に引用されているデータ
に類似している。「BPA で特定した問題は、間接分析に依存する他の化学物質にまで及ぶ可能性があ
る。それは、代謝産物の標準が入手できない化学物質である」とハント教授は化学物質管理専門誌
Chemical Watch に語った。
血液もまた
尿には、最近の BPA 暴露の概観を提供するという利点があるが、血液分析では、循環しているものの
スナップショットが得られる。シカゴのイリノイ大学のゲイル・プリンスは、直接法の方が正確であることに
「完全に同意」している。 「これは、質量分析法による分析対象物の測定の自明の理である」と彼女は言
った。「直接法（2017）を使用した私の研究室の研究では、BPA で処理した新生児ラットの総血清[血液]
BPA レベルは、10 マイクログラム / kg 体重用量（2011）で同一の処理プロトコルを使用して間接法で以
前に測定したレベルよりも著しく高かった」と彼女は付け加えた。2014 年に、投与された血液サンプル
の BPA レベルに関する米国のラウンドロビン研究では、酵素脱共役を使用した間接法は直接法よりも
精度が低いことが示唆された。「血清は尿よりも複雑であるため、これらの結果を尿で発見することは非
常に懸念される」と Gerona and vom Saal 両教授と共にラウンドロビン研究に参加した、マサチューセ
ッツ大学アマースト大学のローラ・ヴァンデンバーグはコメントした。「尿中測定値は BPA の 1 日摂取量
の計算に使用されているため、この最新の研究は、かなり多く摂取量を過小評価している可能性が高い
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ことを示唆している」と彼女は付け加えた。「用量反応曲線が非単調である場合、間接法の測定誤差は
大きな懸念となるであろう」と、米国タフツ大学のアナ・ソトは付け加えた。
第一世代試験
「原理的に、酵素反応は常に効率が 100％であるという仮定は合理的ではなく、間接法の場合、検証さ
れなかった」とマサチューセッツ大学アマーストのトーマス・ゾラーは述べた。「具体的には、複雑な技術
の第一世代は、その技術の改良よりも精度が低い可能性が高い。こう言って、公的機関が技術自体の
改良に取り組んでいない理由を尋ねることは妥当である」と彼は Chemical Watch に語った。
雑誌論文（フリーアクセス）、
THE LANCET Diabet & Endocrinology: CORRESPONDENCE| VOLUME8, ISSUE 1, P11-13,
JANUARY 01, 2020；
;https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(19)30381-X/fulltext#sec1
9-3.
EU における内分泌かく乱物質の規制動向
9-3-1. JRC は、EDC の適合性チェックのために利害関係者からエビデンスを求めている
欧州委員会（EC）の共同研究センター（JRC）は、内分泌かく乱物質（EDC）に関連する EU 法の適合性
チェックのために、今月末に利害関係者調査を開始する。昨年 11 月に発表された欧州委員会の EDC
戦略の一環として、JRC は法律が目的に適合しているかどうか、および規制の効率を改善できる可能
性があるかどうかを評価する。これには、玩具、化粧品、食品接触材料など、EDCs の特定の規定が含
まれていない領域に特に注意を払って、どのように「一貫性のある」さまざまな規制が存在するか、が含
まれる。JRC は、公的機関、業界団体、労働組合、学者、消費者、労働者からの幅広い回答を期待して
いる。JRC の化学物質安全性および代替方法部門の責任者である Maurice Whelan 氏は、2019 年
11 月 8 日にブリュッセルで開かれた委員会の第 1 回年次内分泌かく乱物質フォーラムで、「これらの意
見が、化学物質評価に良く特定されるエビデンスに裏付けられるよう求めている。」と言った。この夏、
JRC は適合性チェックのロードマップについてコンサルティングを実施した。 JRC のエリーゼ・グリニャ
ール科学官によると、66 件の回答により、EDCs を特定するための同一の基準が関連法に適用される
必要性に関する「完全なコンセンサス」が明らかになった。法的枠組みはハザードに基づくべきであると
言う回答者もいれば、リスクに基づくアプローチが良いとする回答者もいる。 一方、一部の人々は、適
合性チェックは脆弱な集団グループと敏感な暴露領域に特に注意を払うべきだと示唆した。
対象
フィットネスチームのアントニオフランコによると、JRC は適合性チェックの対象として 30 以上の法律を
特定している。 チームはそれぞれについて、EDC の特定、評価、管理に関連する「規定の抽出」を行っ
ている、と彼はフォーラムで語った。また、EDCs に規制の側面が実際にどのように適用されているかを
示すために、ケーススタディを構築している。 これらは、EDCs としてすでに特定されているか、または
人間の健康および/または環境にたいする内分泌かく乱特性にかんして評価されている化学物質を扱っ
ている。科学者たちは、決定の根拠を分析し、彼らが提供する保護のレベルを評価している。
REACH の妥当性
フォーラムで講演した Cefic の製品総合安全管理責任者である Sylvie Lemoine は、REACH が EDCs
に対処するための「適切なシステム」であることを示唆した。 「REACH が機能していると信じている」と
彼女は言った。Cefic は適合性チェックもサポートしている。 EDC の特定をサポートするために
REACH 附属書の更新が行われる前に、その完全な結果を検討する必要があると述べている。「物質
が特定の規制の枠組みで EDC として特定または規制されている場合、それを REACH としようか、他
の規制では雪玉の結果が必要となる」と NGO ClientEarth の化学物質プロジェクトリーダーである
Apolline Roger が示唆した。「REACH で EDC として SVHC [非常に高い懸念のある物質]として特定
された物質がある場合、例えば食品接触材料、化粧品、玩具などで結果が必要となる」と彼女は付け加
えた。「実際、ここには多くの良いニュースがある。規制の枠組みをどのように適合させるかを知るのに
十分な知識が今日ある。それをやってみよう。」しかし、Health and Environmental Alliance（HEAL）の
上級政策オフィサーである Natacha Cingotti は、現在の EDC の状況を「かなり厳しい」と評価した。
NGO は、EDC の特定と規制の間に「遅れがある」と考えている。 EDC の疑いのあるリストを編集する
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ために使用される科学的知識とエビデンスを見たい。 このリストは、産業に役立つであろう、と彼女は付
け加えた。
欧州委員会は、2018 年 11 月に「内分泌かく乱化学物質に関する包括的な EU フレームワークに向け
て」そのコミュニケーションを採択した。
内分泌かく乱物質に関する EU の戦略；
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6287
内分泌かく乱物質に関する欧州連合法の適合性チェックに関する利害関係者との協議；
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ED_FC_StakeholdersSurvey
欧州委員会の第 1 回年次内分泌かく乱物質に関するフォーラム；
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/events_en.htm
フォーラムの Streaming Service；https://webcast.ec.europa.eu/first-forum-on-endocrine-disruptors
「食物包装フォーラム(Food Packaging Forum)」（スイス）の記事；
https://www.foodpackagingforum.org/news/first-annual-eu-forum-on-endocrine-disruptors
9-3-2. Efsa は 4 つのフタル酸エステル類のグループ摂取制限を設定する
欧州食品安全庁（Efsa）は、4 つのフタル酸エステル類にグループ許容耐容摂取量（TDI）を設定し、さら
に 5 番目の物質に個別の TDI を設定した。基準値は、食品接触材料（FCMs）での使用が許可されて
いる 5 つのフタル酸エステルに関する Efsa の 2005 年のリスク評価を更新したものに由来している。更
新では、食品接触材料、酵素、加工助剤に関するパネル（CEP パネル）が、そのうちの 4 つの物質のグ
ループ TDI を 50 µg / kg 体重/日と計算している。
・フタル酸ジブチル（DBP）。
•フタル酸ブチルベンジル（BBP）。
•フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）; そして
•フタル酸ジイソノニル（DINP）。
フタル酸ジイソデシル（DIDP）については、肝臓毒性に基づいて 150 µg / kg 体重/日の個別の TDI を
提案した。
CEP パネルは、「DEHP、DBP、および BBP の生殖効果の根底にある確からしい共通メカニズム」に基
づいて、グループ TDI が適切であると述べている。 しかし、許容摂取量に関する DINP の重大な危険
は肝臓への影響である。更新とともに当局が発行したコメントに関するレポートによると、グループに
DINP を含めることにより、リスク評価の更新案に関する Efsa の公開協議中に重要なコメントが生成さ
れた。Efsa は、産業界、NGO、学界、政府機関、および一般市民からの、26 の貢献者から意見を受け
取った。コメント者によると、DINP に関する Efsa の結論は、EU レベルでの分類とラベリング（CLH）の
調和に関する提案に関する意見に対する Echa の 2018 年の評価とは異なる。同機関は、Efsa グルー
プ TDI の他の 3 つのフタル酸エステル類とは異なり、DINP は生殖毒性物質ではないと結論付けた。こ
れらのコメントに応えて、Efsa は、DBP、BBP、および DEHP と比較した DINP の生殖効果のパターン
の類似性と、消費者製品での顕著な使用が、統合されたリスク評価に含まれることを、「正当かつ必要」
にすると述べた。公開協議では、曝露評価に人間のバイオモニタリング（HBM）データを含めないという
Efsa の決定について批判的なコメントも寄せられた。 HBM データは、当局が検討した総食事調査
（TDS）よりも低い曝露推定値を提供する。 データを使用しないことにより、フタル酸エステル類への暴
露とリスクを過大評価している可能性がある、とコメント者は述べた。その評価において、Efsa は、5 つ
のフタル酸エステル類すべての TDI は、以下の取り巻く不確実性のために一時的なものであると強調
した。
•神経発達、免疫系、代謝系毒性などの生殖毒性以外のエンドポイントの十分な評価の欠如。 これは
生殖効果に焦点を合わせた、現在提案されているグループアプローチに基づくリスクの過小評価に
つながる可能性がある。
•生殖または他のプロセスに影響を与える可能性のある、DIBP などのプラスチック FCM での使用が
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許可されていない他のフタル酸エステル類への同時暴露。
一方、フタル酸エステル類の新しい HBM データはパイプライン（情報ルート）に入っている。これは、こ
の物質が EU の画期的な人間のバイオモニタリングプロジェクトである HBM4EU に含まれているため
である。
Efsa の更新されたリスク評価；http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5838
公開協議の技術レポート；http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1747
9-4.
EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
特に無し。
国際機関における内分泌かく乱物質の規制動向
9-5.
9-5-1. スキーワックスはまだ高いレベルの PFOA を含む、と研究は示唆する
スウェーデンの研究者は、ノルウェー最大のスポーツ店の一つから購入した 11 のスキーワックスにお
いて高レベルの PFOA を特定した。
調査結果は、国際スキー連盟の来年の冬からのすべての競技スキー分野にわたるパーおよびポリフッ
素化物質(PFASs)の禁止をフォローする。
ストックホルム大学の Merle Plassmann と Ian Cousins は、ノルウェーの新聞 Dagbladet のために製
品を分析した。懸念は、ワックスが雪の中でこすり落ち、環境に残ることが可能であることに起因する。
「この種類（class）の物質はすべて、非常に持続的なので、環境に放出されると、私たちが知る限り、そ
れらは永遠にそこにある。それらは永遠に環境中にあることになる足跡、スキートラックを残している。」
と、Cousins 教授は新聞のインタビューで述べた。
PFAS 製品に代わる生分解性の代替品はすでに入手可能だ、と彼は付け加えた。「それらは必須の使
用ではない。我々はこれらの物質を置き替えることができる。」
9 つの製品の PFOA レベルは、REACH の下で物質の制限のために 2020 年 7 月から適用されるしき
い値(グラムあたり 25 ナノグラム；10 億分の 25)を超えた。平均して、試験された製品は PFOA レベル
が閾値の 134 倍、一方 1 つのワックスは 1,200 倍以上あった。
スキー潤滑剤製造業は「製品の化学的構成を変えるために多くのことをしてきていない」と、Cousins 教
授は言った。分析は、業界が長鎖 PFAS の使用から、それほど持続的ではないかもしれない短鎖化学
物質に移行してきたことを示唆しない、と彼は付け加えた。
研究者たちは「製造業者が新しい調剤に移行したと言ったので驚いた」と、Cousins 教授は化学物質管
理専門誌 Chemical Watch に語った。製造業者は、分析された製品は調剤の変更前に作られた「古い
在庫」である、と言う。
新聞 Dagbladet の記事；http://www.dagbladet.no/sport/populaere-skiprodukter-fulle-avgift/71866854
9-5-2. 国際スキー連盟が 2020-21 シーズンに向けて全てのフッ素化ワックスを禁止
国際スキー連盟(Fédération Internationale de Ski ;FIS) 評議会は、ドイツのコンスタンツで開催される
毎年の秋の会議で、2020 年から 21 年のシーズン以降、すべての FIS 分野でフッ素化ワックスの使用
を禁止することを投票した。フッ素化ワックスは、スキーおよび産業界での広範な使用に関連するさまざ
まな環境および健康上のリスクのため、近年精査されてきている。FIS の決定によれば、FIS の専門家
である Atle Skaardal（アルパイン）と Pierre Mignerey（クロスカントリー）およびスキーおよびワックス業
界のメンバーが率いる専門の FIS ワーキンググループが、今後の規制と管理手順を確立するために結
成される。ノルウェースキー連盟は、すべてのレーサーU16 および昨シーズンのフッ素の使用を禁止し、
ワックスの広範な禁止が今後実行可能かどうかを判断するために、FIS によるテストケースとして使用さ
れた。とりわけ、新たに結成された委員会は、スキーでのフッ素のテストを簡単に管理できる信頼性の
高い方法の開発と、競技会でこれらの新しい規則を実施する方法の開発に取り組む。
Ski Racing Media の記事（November 28, 2019 / By SR Staff）；
https://www.skiracing.com/stories/fis-to-ban-all-fluorinated-wax-for-2020-21-season
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「米国及び EU における内分泌かく乱物質の規制動向」-1 月分
2020/1 JFE テクノリサーチ
10.
1 月の情報
10-1. 米国における内分泌かく乱物質の規制動向
10-1-1. PFAS 行動法は下院を通過し、上院の検討に付される
米国下院は、新しいパー及びポリフルオロアルキル物質(PFAS)の市場投入に関する 5 年間のモラトリ
アムを含む、新規および既存の PFAS に制限を課すことを目的とした包括的な法律を可決し
た。
PFAS 行動法(HR 535)は、1 年前に提出され、これらの一群の物質（PFASs）に対する懸念が高まる中
で時間をかけて下院を通過し、1 月 10 日に 247-159 の単純過半数で可決された。
HR 535 は、論争の的となっている PFASs に対処する 11 の他の法案からのテキストを組み込んでい
る。その多数の条項には、EPA が以下を実施する要求が含まれる：
・ PFAS の新しい化学物質の通知に対応して 5 年間、「不合理なリスク呈示」の発見と使用禁止を要
求するために、TSCA のセクション 5 を改正する；
・TSCA のセクション 8 の下に、製造業者に関連データの提出を要求するルールを作成する；
・PFAS 含有消火泡の使用を最小限に抑えるためガイダンスを発行する；そして
・ポット、鍋や調理器具にプログラムのシールで PFAS を含まないことを示すラベルを付けることを要
求するために、その安全な選択基準を改訂する。
そして、下院は、以下を含む、法案の多くの改正を承認するために投票した：
・PFAS が含有していないことを示す任意ラベルの対象製品のリストに連邦食品医薬品化粧品法セク
ション 409 の下で要件の対象とならない汚れ/水/グリース耐性コーティングを追加すること；
・EPA に対し、それらの危険性を国民に知らせる国家リスク・コミュニケーション戦略の策定を要求す
ること；
・それらの物質を含まないカーペット、敷物、衣類や装飾家具まで含めた安全な選択を拡大すること；
・EPA が PFAS アクションプランが完了したことを証明するまで、措置の条項の履行を中止すること。
改正案では、また、包括的、環境対応、補償及び責任法(Cercla、またはスーパーファンド法)に基づい
て PFAS を有害物質として指定するように EPA に指示した、法案の中で最も論争の多かった条項の 1
つを削除した。
いずれにせよ、法案を支持する議員は、米国における広範な PFAS 汚染の観点から、その重要性を強
調してきている。例えば、下院エネルギー・商業委員長 Frank Pallone (民主党-ニュージャージー州) は、
フロアでの発言で「今こそ議会が行動を起こして、我々の環境と身体への PFAS 汚染の流れを止める
ために利用可能なすべてのツールを使用する時である」と述べた。
そして、彼に下院議員 Paul Tonko (民主党-ニューヨーク州) が加わり、議員が全国で PFAS 汚染のトリ
ミングに関する解決策を提供できるように、上院に「この法律を緊急かつ慎重に検討する」よう激励した。
ジャーナリストとの 1 月 9 日の電話で、Dan Kildee (民主党-ミシガン州) は、法案の支持者は「上院が
テーブルにもたらすかもしれない利益に開かれている」と付け加えた。
採決に先立ち、ホワイトハウスは、政権が法案に「強く反対する」との声明を発表した。法律が大統領に
提示された場合、1 月 7 日の行政政策声明が述べているように、大統領の上級アドバイザーは大統領
にそれを拒否するように勧めるだろう。
政策声明によると、法律は、利用可能な情報の重みを使用して環境内の化学物質を規制する EPA の
既存の要件に取って代わるだろう。このプロセスを回避することは、「相当な訴訟リスクを生み出し、問
題のある不合理なルール作成のタイムラインと判例を設定し、連邦、州、地方自治体、公共部門と民間
部門の両方でのその他の主要な利害関係者に対して、実質的で不当なコストを課すだろう」と、記してい
る。「規制プロセスは、EPA やその他の機関が、最良の利用可能な科学とすべての関連事実を慎重に
検討した上で、自由に規制を考案する場合、最良である。ルール作りのプロセスを切り捨てることによっ
て、この法律は EPA の決定に対する国民の信頼を損なうリスクがある」と付け加えた。
政策文書は、PFAS に関する国民の懸念と、この問題に対応する政権のコミットメントを強調している。
それは、また、EPA が PFAS の行動計画を通じて「米国民の健康を守るために必要な適切な行動を評
価し決定するために、法令に義務付けられた規制プロセスに従う」ために取り組んでいる努力も指摘し
ている。
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政権の拒否権の脅威は、PFASs が行政府によって問題として提起された初めてのものではない。昨年
7 月、トランプ大統領は同様の政策声明の中で国防費法案の中の PFAS 条項に対する懸念を強調した。
それらの中で、軍事消火活動でフッ素化泡を段階的に廃止するための NDAA が提案したタイムライン
が短すぎたことが挙げられていた。
その法案は 12 月に法律になったが、PFAS に関する条項のいくつかは最終投票の前に取り除かれた。
PFAS 行動法には、防衛法案から削除された多くの条項が含まれている。
法律は、共和党が支配する上院とトランプ大統領の最近の拒否権の約束を踏まえると、成立に向けて
は苦しい戦いに直面している。具体的には、法案が米国上院で失速し、停滞した上、原案通りにはなら
ない可能性が非常に高いため、投票することさえできないかもしれない。 上院で承認された場合でも、
ドナルドトランプ大統領は法律を拒否することを誓約しているのである。
ステークホルダーの反応
法案の通過は、利害関係者からの相反する反応に直面している。
一方で、環境保護の支持者は、次に何が起こるかに関係なく、法律の最初の通過を歴史的であるとして、
規制当局に明確なメッセージを送るものとして歓迎した。
「EPA がその仕事をしないなら、その仕事をするのは議会次第だ」と the Environmental Working
Group は声明の中で述べた。
そして、Toxic-Free Future の Laurie Valeriano は、「PFAS 危機に対処するための行動は、政府のあ
らゆるレベルで起こる必要がある」として、進展に「喜んでいる」と語った。
しかし、米国化学工業協会（ACC）は、法律は「多種多様な PFAS 化学物質を規制するために画一的な
アプローチ、「科学的に正確でも適切でもない」とそれが主張するアプローチ、を適用している」ため、法
律に反対すると述べている。ACC は、また、法案が交渉中に国防法案から削減された多数の条項をリ
サイクルしようとしていることが重要だと考えていた:「HR 535 は、超党派の NDAA プロセス中に否決さ
れた条項を再パッケージ化しようとしているもので、上院と大統領が法律として制定するつもりはないも
のである」。
ACC は、全米商工会議所らとともに、1 月 8 日、下院議員に、Coalition Letter on H.R. 535, the
"PFAS Action Act"を送付し、本法案に反対する立場を明確にしつつ、立法過程に協力していくとしてい
る。
法案は、上院環境公共事業委員会(EPW)で検討するため照会されている。
法案 H.R. 535; https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/535/text
修正法案 H.R. 535; https://www.congress.gov/bill/116th-congress/housebill/535/amendments?searchResultViewType=expanded&KWICView=false
EWG のニュースリリース；https://www.ewg.org/release/ewg-applauds-historic-bipartisan-pfas-vote
TFF のニュースリリース；https://saferchemicals.org/2020/01/10/house-passes-pfas-action-act/
ACC の法案に対する見解；https://www.prnewswire.com/news-releases/american-chemistrycouncil-on-epas-pfas-action-plan-300795963.html
Coalition Letter on H.R. 535；https://www.uschamber.com/letters-congress/coalition-letter-hr-535the-pfas-action-act
PALLONE FLOOR STATEMENT ON H.R. 535；
https://energycommerce.house.gov/newsroom/press-releases/pallone-floor-statement-on-hr-535the-pfas-action-act
PALLONE, TONKO PRAISE HOUSE PASSAGE OF PFAS ACTION ACT；
https://energycommerce.house.gov/newsroom/press-releases/pallone-tonko-praise-housepassage-of-pfas-action-act
Oscoda Press の署名入りニュース記事；
98

http://www.iosconews.com/oscoda_press/news/article_e2273a9c-3c60-11ea-a1dd03fbb0609550.html#tncms-source=article-nav-prev
Thompson Hine LLP の発行する「LEXOLOGY」;
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=38c64409-3fbb-458f-9528-1e8ae34e71fd
10-1-2. カリフォルニア州の清掃用品の材料公開義務が 1 月から施行、1 年後の表示義務については
内分泌かく乱物質も対象
2017 年 10 月に成立したカリフォルニア州法「清掃用品知る権利法（Cleaning Product Right to Know
Act of 2017：SB 258）」の一部が、2020 年 1 月 1 日より施行された。カリフォルニア州内で販売される
清掃用品（家庭や組織で清掃目的で使われる製品：洗剤の他、空気清浄用品、洗車用品、フローリング
用品も含む 16）の製造業者は、2020 年 1 月 1 日以降に製造される製品について、自社ウェブサイト等
を通してオンラインで以下の情報を指定されたフォーマットで公開する必要がある。
•
•
•
•
•
•

製品に「意図的に添加された物質（intentionally added ingredient）」の一覧
製品内に 0.01％以上の濃度で存在する「非機能成分（Nonfunctional constituent）」の一覧
製品内に 0.01％以上の濃度で存在するアレルギーを引き起こす芳香剤（EU 化粧品規則
〔1223/2009〕の付属書 III に掲載のものなど）
一覧に掲載されている全ての化学物質の CAS 番号
意図的に添加された各成分が果たす機能的な目的
各製品の安全データシート（SDS）へのハイパーリンク

なお、上記の「非機能成分」は同州法内で指定されているもの 17のみを指す。また、「意図的に添加され
た物質」については、カリフォルニア州法プロポジション 65（Safe Drinking Water and Toxic
Enforcement Act of 1986〔安全飲料水及び有害物質施行法〕）に掲載されている場合にはその旨を記
載することも義務付けられる（ただし、この義務は 2023 年 1 月 1 日より施行）。
さらに、翌 2021 年 1 月 1 日以降に製造される製品については、製品ラベルに以下の情報を表示する
必要がある（ただし、連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法〔FIFRA〕規制下にある製品は対象外）。
•
•
•

製品に「意図的に添加された」物質の内、同州法で指定された化学品リスト（指定リスト）に掲載
されているものの一覧
EU 化粧品規則（1223/2009）の付属書 III に掲載されている、アレルギーを引き起こす芳香剤
の一覧
製造業者のフリーダイヤル番号とウェブサイトのアドレス（上記のオンラインでの材料物質公開
ページに容易に繋がるもの）

製品ラベルで公開すべき物質の定義に使われている指定リストは、同州法内の 108952 条(g)項に 20
件以上が指定されており、カリフォルニア州政府、米国の他州や連邦政府、または国際機関が発表して
いる、毒性物質、発がん性物質、高懸念物質（substance of very high concern：SVHC）等のリストを
指す。この中には、内分泌かく乱作用に基づく以下のリストも掲載されている。
•

欧州連合（EU）の SVHC 候補リスト掲載物質の内、内分泌かく乱作用を掲載理由とするもの 18

16

例外となる物質の例として、以下が挙げられている。
（1）歯磨き粉、シャンプー、ハンドソープなどのパーソナルケアアイテムを含む食品、医薬品、化粧品。
（2）以下の目的のためだけに特別に製造され使用される工業製品：
（A）石油天然ガスの生産（B）鉄鋼生産（C）重工業製造（D）工業用水処理（E）産業用繊維製品のメンテナ
ンスと加工（業務用洗濯は対照）（F）食品および飲料の加工と包装（G）その他の工業製造プロセス。
17
意図的な添加物の一部や製造過程で発生する物質で、当該製品に対して機能的役割を持たない物質で、
同州法 108952 条(m)項に指定された 34 物質。
18
掲載根拠は以下の通り（欧州議会・理事会規則 1907/2006〔REACH 規則〕 Article 57 (f)）。
substances — such as those having endocrine disrupting properties or those having persistent,
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なお、2021 年施行のラベル表示義務については、指定リスト掲載の物質のみ表示する選択肢の他、オ
ンライン公開と同様に全ての物質を表示する選択肢も用意されている。この場合、着色料と芳香剤につ
いては物質名でなく「colorants」や「fragrances」と表記するだけで良い。ただし、こうした芳香剤が EU
化粧品規則（1223/2009）の付属書 III に掲載されている場合には、「アレルギーを引き起こす芳香剤を
含む」とラベルに表記する必要がある。
カリフォルニア州で清掃用品を販売する製造業者がとるべき対応としては、同州法を改めて詳細に分析
し、2020 年始までに疑問点を解決しておくことを勧める、とワシントン DC の法律事務所 Bergeson &
Campbell は警告している。同州法の内容は比較的明快であるが、対象製品であるか否かや、ラベル
表示が義務付けられた物質を含むか否かの判断は様々な解釈ができるためと、同事務所は説明した。
〔背景〕
カリフォルニア州法（SB 258）の基となった法案は、同州議会のリカルド・ララ上院議員（Ricaro Lara：民
主党）が提出したもの。同議員の下、環境団体 Natural Resources Defense Council（NRDC）、
Environmental Working Group（EWG）、Breast Cancer Prevention Partner、Women's Voices for
the Earth らが支持し、清掃用品の製造業者からも（数か月におよぶ交渉の末）支持を得て 2017 年の
成立に至った。米国においては、清掃用品の材料公開を義務付ける規制は、ほぼ同時期に成立したニ
ューヨーク州の家庭用クレンジング製品情報開示プログラムと合わせて初めてである 19（ただし、ニュー
ヨーク州のプログラムは、商業組織からの訴訟により、2019 年 8 月に無効の裁定が下されている。）。
こうした規制が成立できたのも、消費者の声に押されて多くの製造業者が既に自主的に材料を公開し
始めていることも背景にあったと、上記環境団体らは分析する 20。
カリフォルニア州法（SB 258）原文（カリフォルニア州議会ウェブサイト）：
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB258
10-2. 米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
10-2-1. 米国食品チェーン Taco Bell は、PFAS、フタル酸エステル類と BPA を段階的に廃止する
米国レストランチェーン、Taco Bell は、2025 年までに「消費者向け」包装から、パーおよびポリフルオロ
アルキル物質(PFAS)、フタル酸エステル類、ビスフェノール A(BPA)を段階的に取り除くことを約束した。
1 月 9 日に発表されたグローバルな取り組みは、その時までにそのようなパッケージングがすべてリサ
イクル可能、堆肥化可能、または再利用可能であることを保証するという同社のより広範な誓約の一部
である。そして、それはこれらの物質に関する米国の州レベルおよび連邦レベルの様々なアクションか
ら生じたものである。
一部の PFAS は、グリースと耐水性のための食品包装で使用されている。フタル酸エステルは、プラス
チック包装を含むプラスチックの柔軟性を高めるために使用される。そして BPA は、劣化を止めるため
に一部の食品包装において保護層として使用される。
米国第 4 位の食品店である同社は、大規模な顧客基盤を持ち、週に 4,000 万人の顧客にサービスを
提供しており、そのほとんどが「持続可能性に配慮する」ため、「公衆衛生を改善する」責任があるとして

bioaccumulative and toxic properties or very persistent and very bioaccumulative properties, which do
not fulfil the criteria of points (d) or (e) — for which there is scientific evidence of probable serious
effects to human health or the environment which give rise to an equivalent level of concern to those
of other substances listed in points (a) to (e) and which are identified on a case-by-case basis in
accordance with the procedure set out in Article 59.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20140410
19
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-newyork-require-manufacturers-to-disclose-ingredients-in-cl
20
https://d124kohvtzl951.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/09/13010803/FINAL-CosponsorsPress-Release_SB-258-Passage_BCPP.pdf; http://business.edf.org/blog/2017/10/26/whybusinesses-and-state-governments-arent-waiting-for-federal-action-on-chemicals-transparency
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いる。したがって、同社はそうした包装からこれらの化学物質を除去することを決めた。しかし、同社は、
それをどのように行うか、どのような代替手段が使用されるかは明言しなかった。
コミットメントは、毎年恒例の「レポートカード」のリリースをフォローし、主要小売チェーンの化学物質安
全ポリシーを採点している。NGO Safer Chemicals, Healthy Families’campaign Mind the Store によ
って昨年 11 月に公開され、レストラン業界は過去 2 年間、他のすべてのカテゴリーに後に続いている。
Taco Bell と KFC、Pizza Hut を所有する Yum! Brands は、F グレードを受け、146.5 ポイントのうち全く
ポイントを獲得できなかった（ゼロポイント）。
レポートカードは、ブランドが「食品接触材料に含まれる可能性のある有毒な間接食品添加物をカバー
する、とりわけ、少なくともビスフェノール、PFAS およびフタル酸エステル類をカバーする公的な書面に
基づく、より安全な化学物質政策を開発することによって」、化学物質管理を進歩させる可能性があると
書いている。
この Taco Bell のコミットメントに対して、Mind the Store キャンペーン・ディレクターMike Schade は、そ
れは、食品包装中の物質から離れて成長する市場の動きを示していると述べた。
しかし、彼は、5 年間の目標は「顧客がこれらの不必要な有毒化学物質に暴露され続けるには長すぎ
る」と述べ、同社が、BPA のフェーズアウトからすべてのビスフェノールに拡大するだけでなく、「より積
極的な公共の時間枠」を設定するよう求めた。
「他の主要なファーストフードチェーンは、食品包装から有毒な化学物質を追い出すためにそれらに参
加する必要がある。そして、Yum! Brands を構成する他の KFC、Pizza Hut も行動しなければならな
い」と彼は付け加えた。ただし、Yum! Brands は、KFC と Pizza Hut が同じコミットメントを行うかどうか
については明らかにしていない。
BPA に関して、米国食品医薬品局 (FDA) は、食品中の現在のレベルで BPA が安全であると考えてい
る。「FDA の科学的証拠の継続的な安全性レビューに基づいて、食品容器や包装中での現在承認され
ている使用に対する BPA の安全性は利用可能な情報により継続的に支持されている」と、説明してい
る。
欧州では、食品と接触することが意図されるニスやコーティング中で使用される BPA に対して、食品
1kg 当たり 0.05mg の移行限度が設定されている。
フタル酸エステル類に関して、米国 FDA は、食品接触アプリケーション中での 30 のオルソ-フタル酸エ
ステル類の継続的な使用をめぐって、NGO の連合と業界団体、各々によって提出された決闘請願を引
き続き評価している。これらのうち 26 はもはや使用されていないようだが、他の 4 つ DCHP、DEHP、
DINP、DIDP の安全性は、現在も不一致が続いている。一方、EU では、欧州食品安全機関(Efsa)が
12 月にフタル酸エステル類 DBP、BBP、DEHP、DINP に対してグループの 1 日許容摂取量(TDI)を設
定した。
PR Newswire の CISION に Taco Bell が提供したニュース；
https://www.prnewswire.com/news-releases/taco-bell-rings-in-2020-with-bold-new-commitments300984010.html
NGO:Safer Chemicals, Healthy Families のメディアリリース；
https://saferchemicals.org/2020/01/10/taco-bell-to-phase-out-toxic-chemicals-in-food-packaging/
Taco Bell の取組を報じる Food Packaging Forum のニュース；
https://www.foodpackagingforum.org/news/taco-bell-to-remove-chemicals-from-packaging
レストラン業界紙 Restran Dive の Brief;
https://www.restaurantdive.com/news/taco-bell-wants-compostable-recyclable-packaging-by2025/570298/
10-3. EU における内分泌かく乱物質の規制動向
10-3-1. 感熱紙中の BPA の制限が EU で発効する
感熱紙中でのビスフェノール A(BPA)の使用に対する EU 全体での禁止が発効した。
1 月 2 日現在、BPA は 0.02 重量%以上の濃度で感熱紙中で市場で合法的に使用することはできない。
2016 年 12 月、欧州委員会は、耐熱性によってレシートで使用される BPA を REACH 附属書 XVII(制
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限物質リスト)に追加する規制を公表した。
この物質は、その生殖毒性のために、2017 年に SVHCs の REACH 候補リストに最初に追加され、後
に人間の健康と環境に対する内分泌かく乱作用が追加された。
昨年 10 月、Echa は、委員会が REACH 附属書 XIV (認可リスト) 上に BPA を含めることを勧めた。
EU 域外では、昨年 4 月、スイスが感熱紙での BPA とビスフェノール S(BPS)の両方を使用禁止した
（本月報 2019 年 6 月分参照）。BPS は、同様の特性を持っているという懸念にもかかわらず、BPA の
代替としてヨーロッパ全土の製紙メーカーによってますます使用されてきている。
欧州委員会規制 COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2235；https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2235&from=EN
10-4. EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
10-4-1. 撥水性が PFAS と同じくらい良好な非フッ素化製品が存在することを、研究は示す
スウェーデンと英国の研究者による繊維の研究によると、非フッ素化、生分解性物質に基づく撥液剤は、
多くの場合、ポリフッ素物質(PFAS)と同じくらい良好であるが、ブランドはそれらを使用することに消極
的である。
繊維業界は、広範な液体を撥く化学物質に対して、耐久性のある撥水剤(DWR)という用語を使用する。
リーズ大学の Richard Blackburn 率いる研究者は、偽の血液（血のり）、赤ワイン、オレンジジュースを
含む、広範な液体に対して新しい非フッ素 DWR をテストした。その結果、最良のものはフッ素化ポリマ
ーにマッチする撥水性を持ち、屋外衣類に適している、ことを見付けた。
しかし、現在の非フッ素 DWR は、医療用繊維やオリーブオイルのような表面張力の低い汚れに対して
十分な撥液性を提供していない、と彼らは Journal of Cleaner Protection で報告している。現在、短鎖
フッ素ポリマーのみがこのような液体に対して効果的な保護を提供することが示されている。
「非フッ素化代替品は優れた雨からの保護を提供し、汚れ保護の欠如は PFA を段階的に廃止する長
期的な生態学的利益とバランスを取るべきである」と彼らは結論付ける。
必須な使用
一部の研究者は、以下の 3 つのカテゴリーを持つ、PFAS の使用が不可欠であるかどうかを決定する
ための基準を提案している、Global PFAS Science Panel の一部である。
・ 非必須；
・置換可能；および
・必須
例えば、繊維製品の撥液性は、ジーンズのオプションの「素敵な」特性から職業保護服の必須な保護ま
でにわたることがある、と彼らは示唆する。このアプローチが、メーカー、小売業者、エンドユーザーに
PFA の段階的な廃止と置き換えを検討するよう促すことが期待される。
職業防護服市場のような繊維製品での PFAS のほんの一部のケースだけが、必須なカテゴリーに分類
されると、彼らは言う。このような場合、非フッ素化代替品を提供するためには「革新的なソリューション」
が必要である。非フッ素 DWR に関連するハザードはまだ完全には理解されていないが、
Environmental Science: Processes and Impacts での文献によると、生分解性代替品の開発は重要
なステップである。
「一般的に、非フッ素化代替品は、それらが置き換える PFAS よりも人間の健康と環境により多く害を及
ぼすとは考えられない」と、ストックホルム大学の Ian Cousins が率いる研究者は書いている。
PFAS の化学的代替品を検討する際は、焦点は製品が提供すべきサービスに当てられるべきだと彼ら
は言う。新しい DWR は、置き換えられる PFAS と直接比較されるのではなく、パフォーマンスに対して
評価される必要がある。
非フッ素系 DWR に関する論文（オープンアクセス）：S.Schellenberger et al. , Journal of Cleaner
Production, Volume 217, 20 April 2019, Pages 134-143；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619301799
必須な使用に関する論文（オープンアクセス）:I. Cousins et al. , : Environ. Sci.: Processes Impacts,
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2019, 21, 1803-1815；
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/em/c9em00163h#!divAbstract
10-5. 国際機関における内分泌かく乱物質の規制動向
10-5-1. ZDHC は「ほとんどの」標的とされる化学品グループがもはや意図的に使用されなくなったと報
告する
2011 年に開始された「有害化学物質ゼロ排出（ZDHC）」プログラムは、30 の署名ブランド、101 のバリ
ューチェーン関連会社、19 のアソシエイト－すべての組織が繊維、アパレル、皮革、履物業界－からな
る。
その最初のインパクト報告書で、アパレル・テキスタイル部門の ZDHC グループは、依然として課題と
なっているグループだけでなく、特定の化学品グループの排除に向けて、その進展を確認している。
プログラムは、アパレルブランドは 11 グループの懸念化学物質を段階的に廃止するよう推進した、グリ
ーンピースのデトックスキャンペーンに対応して開始された。
ZDHC の報告書は、廃水の結果は、11 の優先化学品グループのほとんどが「もはや ZDHC コミュニテ
ィによって意図的に使用されていない」ことを示している、と記している。
しかし、それは、メンバーがまだ代替品を見出そうとしている課題が残る 3 つの化学品グループを強調
している。これらはアルキルフェノールエトキシレート(APEOs)、フタル酸エステルおよび過フッ素化化学
物質(PFCs)である。
「いくつかのメーカーがすでにそれらを段階的に廃止してきている一方、他は同等の効果的な代替品を
考え出すことが特に難しいことを見出している」とレポートは述べている。
しかし、それは、「継続される努力とイノベーションで、この 3 つの残りの危険なグループは、すぐに置き
換えられる可能性が高い」と、付け加えた。
達成
ZDHC は、繊維、皮革と履物を加工する施設で意図的な使用を禁止する化学物質を定めた、業界で調
整した製造制限物質リスト(MRSL)を開発し、共同で実施することによって「マインドシフト」を生み出した、
と述べている。
「2011 年に ZDHC が結成される前は、ブランドは通常、完成品に存在する可能性のある化学物質にし
か対処しない制限物質リスト(RSL)を通じて製品の安全性を管理していた。
有害化学物質が最終商品中に一定の濃度を超えて存在しない限り、それらは製造プロセスで使用され
ることができることを意味したので、これは最良のアプローチではなかった、と付け加えた。
ZDHC は、また、セクターが「2020 年までに有害化学物質の意図的な使用を段階的に廃止する方向に
進む」ことを可能にするため、ロードマップとツールを開発することによって「土台」を築いてきた。
ゼロプログラムへのロードマップは、もともと有害化学物質の段階的廃止のマイルストーンとして 2020
年を設定した。「我々は 2011 年に始めたが、どれもまだ達成できていない。しかし、我々はブランドの増
加、急速に成長するコミュニティ、そしてゼロ排出に向けて前進するという確固たるコミットメントを続ける
つもりである」と、組織の事務局長 Frank Michel は言った。11 種類の化学物質が唯一の懸念物質では
ないため、MRSL はより多くの物質を持ち、情報が利用可能になるにつれてそれらを追加し続けるので、
それは動く目標である、と彼は付け加えた。
報告書は、ZDHC の創設以来、回避または段階的に廃止された有害化学物質の量に関する具体的な
数値を提供していない。
Michel 氏は化学物質管理専門誌 Chemical Watch に対し、2011 年以降のセクターの急速な成長と、
その間のトレーサビリティの欠如のために、そのような数字を得ることは困難である、と語った。
さらに、化学品サプライヤーは、繊維セクターに提供する化学物質に関する情報を ZDHC への報告ツ
ールにアップロードし始めたばかりである。
「化学産業は現在順調に進んでおり、製品をアップロードする Chemical Gateway のような我々向けの
ツールを提供している。そして、これにより ZDHC コミュニティが化学物質を入力するためのより良いデ
ータを記録する能力が実際に開始する」と、報告書は記述する。
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Greenpeace Germany の消費と毒物に関する運動家、Viola Wohlgemuth は、ZDHC の 2020 年の目
標は当初、緊急性と野心のレベルを形作るために設定されていたが、タイムラインを切り捨てる「達成ま
たは失敗」ではない、と Chemical Watch に語った。
「Detox のコミットされたブランドは、『土台』を築いただけでなく、重要な進歩につながった行動がとられ
てきている」と、彼女は言った。
ZDHC のインパクト報告書ト；
https://www.roadmaptozero.com/impact-report#Our-Impact
注；ZDHC とは、The Zero Discharge of Hazardous Chemicals Programme であり、グローバルな
50 を超える署名ブランド、バリューチェーンの関連会社、およびアソシエイトのコラボレーションにより、
繊維(Textile)および履物(footwear)バリューチェーン全体の有害化学物質の排除に取り組んでいる。そ
の使命は、環境と人々の幸福を改善するために、繊維と履物のバリューチェーンにおける有害化学物
質のゼロ排出に向かって前進することである。ビジョンは、消費者、労働者、環境を保護するために、繊
維産業と履物産業における持続可能な化学とベストプラクティスの広範に実践することである。
https://www.roadmaptozero.com/about
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「米国及び EU における内分泌かく乱物質の規制動向」-2 月分
2020/2 JFE テクノリサーチ
11.
2 月の情報
11-1. 米国における内分泌かく乱物質の規制動向
11-1-1. 米国各州における PFASs への取り組み
①カリフォルニア PFAS 優先製品提案が不一致を引き起こす－化学品一群に適用するアプローチは
使用するべきでない、と ACC は言う
米国の繊維およびアパレル業界および環境保護団体は、カリフォルニアのより安全な消費者製品
（SCP）プログラムの下で、ペルフルオロまたはポリフルオロアルキル物質（PFAS）を含む繊維または皮
革処理を優先製品とするカリフォルニアの提案に頭を突き合わせている。この場合、カリフォルニア有害
物質統制局（California Department of Toxic Substances Control：DTSC）は、PFAS に対してそれら
の化学物質一群全体をまとめて扱うアプローチを取ることを推奨した。これは、一群の中のいかなる化
学物質でもそれを含む関連する処理が優先製品としてリストされることを意味する。同部門は、3,000 を
超える個別の化学物質を対象とするだろうと、2019 年 11 月の提案とともにリリースされた製品化学プ
ロファイルで述べた。「カリフォルニア環境汚染物質バイオモニタリングプログラムは、カリフォルニア州
の血液または尿を測定するための優先化学物質として一群の化学物質全体をリストしているため、すべ
ての PFAS は候補化学物質である」とプロファイルは説明している。
しかし、American Chemistry Council（ACC）は、提出したコメントで、そのアプローチに問題意識を
持ち、化学プロファイルに「重大な欠陥」があり、「誤った表明および支持されていない過剰一般化」を含
むと声を上げた。DTSC は、繊維処理製品で実際に使用されている特定の種類の PFAS 物質に焦点を
当てるべきであると同業界グループは述べた。ACC は、2006 年以降、米国での流通は合計 600 の
PFAS しかなかったと報告する EPA のデータを引用した。また、繊維処理製品に使用されているのは
「ごく一部」であると付け加えた。「したがって、DTSC が、「数千」あるとされる PFAS 物質の存在に基づ
いて規制に「一群の物質全体（クラス）アプローチ」を使用することを正当化することは不適切である」と
ACC は言った。また、ACC の下部組織である FluoroCouncil は、PFAS は危険性と毒性の点で大きく
異なるというコメントを追加した。「たとえば、特に環境に通常存在する濃度では、すべての PFAS およ
び関連製品が持続性、生物蓄積性、および/または毒性（PBT）であるわけではない」と FluoroCouncil
は述べた。これらのバリエーションのため、「公共政策の問題としてそれらをすべて同じように扱うため
の科学的に正当な根拠は存在しない」と FluoroCouncil は付け加えた。
ただし、Natural Resources Defense Council（NRDC）、Clean Water Action、Environmental
Working Group（EWG）、Breast Cancer Prevention Partners（BCPP）、California Product
Stewardship Council を含む非営利団体および環境擁護団体のグループが、潜在的な 優先商品リスト
を支持した。彼らのコメントは、PFAS の潜在的な健康への悪影響、特に子供や妊婦のような脆弱な集
団、および広範囲にわたる公衆への暴露に焦点を当てていた。「私たちは、当該部門の、加工された繊
維と皮革の PFAS を含む十分に実証されたプロファイルを賞賛し、PFAS 処理を優先製品としてリスト
するための迅速かつ決定的な行動を促す。」と彼らは書いた。
DTSC の提案に対するコメント期間は 1 月 14 日に終了した。 受け取ったコメントと入力は、優先的な製
品定義を改善するのに役立つ、と当該部門は述べた。
DSTC の提案； https://dtsc.ca.gov/scp/treatments-with-pfass/
製品の化学プロファイル：議論のためのドラフト；https://dtsc.ca.gov/wpcontent/uploads/sites/31/2019/11/Product-Chemical-Profile-for-Treatments-with-PFASs.pdf
②ワシントン州議会は、有毒 PFAS に対する更なる行動を提案している
2020 年 2 月 15 日、ワシントン州下院は、消防用泡中の有毒 PFAS についてより多くの行動を取るた
めに環境エネルギー委員会で法案を聞くことにより、2020 年の立法会議を開始した。
2018 年、ワシントン州は、食品包装、消火泡、その他の製品での PFAS の使用を段階的に廃止する法
律を可決することにより、PFAS 汚染危機への取り組みで国を先導した。コロラド州、ニューハンプシャ
ー州、ニューヨーク州も同様で、昨年同様の法律を制定し、消火用泡の PFAS を段階的に廃止した。ワ
シントン州の法律は、多くの用途で PFAS を含む消火用泡の販売を禁止していたが、PFAS 泡の主要
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ユーザー（空港、化学プラント、石油施設）を免除していた。
HB 2265 は、ベス・ドッグリオ（Doglio）議員（民主-オリンピア）が後援し、化学プラント、精製所、石油施
設、空港の免除を廃止する。15 日の聴聞会で、ドッグリオ議員は、「この法案はすべてのユーザーを
PFAS 泡の段階的廃止のタイムライン上に置くだけであり、公衆衛生、消防士の健康、飲料水供給、お
よびピュージェットサウンドを含むその他の水域を保護するために重要である..この PFAS 汚染の危機
を解決するためには、PFAS のすべてのユーザーが段階的廃止の非常に明確なスケジュールに合わ
せる必要がある。」
この法案は公衆衛生と資源を保護するために必要であり、PFAS のすべての使用を段階的に廃止する
という世界的な傾向に沿っており、ユーザーをより安全で、世界中ですでに利用されている PFAS フリー
の消火泡に移行させる。
これらの化学物質への暴露からの水の汚染や消防士の健康への影響に関する全国の抗議を受けて、
製品と消火泡で PFAS を禁止しようとしており、過去 2 年間に議会は PFAS の軍の段階的に使用する
法律を可決して 2024 年まで消火泡を使用し、2021 年までに空港で PFAS を使用しな消火泡の使用を
許可するよう連邦航空局に指示する。
PFAS 泡の公衆衛生への影響はよく知られている。公聴会で HB 2265 を支持して講演した Toxic Free
Future の科学ディレクター、エリカシュレッダーは次のように述べている。 PFAS 含有泡の残りの使用
が緊急のスケジュールで段階的に廃止されるようにすることで、リーダーであり続けることができる。」
消火用泡やその他の製品で広く使用されている PFAS 化学物質は、全国およびワシントン州の何百万
人ものアメリカ人の飲料水源を汚染している。これらの非常に持続的な化学物質は、癌、ホルモン破壊、
および免疫系への害に関連している。
ワシントン州消防士評議会（WSCFF）とワシントン消防署長は、PFAS への消防士の曝露を減らす法案
を支持している。
WSCFF の立法連携担当 A.J.ジョンソンは、次のように証言している。癌につながる可能性のある化学
物質への不必要な暴露を避けることは、重要な予防戦略である。」
消防士の健康リスクに加えて、PFAS 含有泡の使用により、大幅な清掃費用が発生した。ワシントン州
では、イサクア、エアウェイハイツ、フォートルイス、およびクーペビルの PFAS 汚染により、浄化と安全
な飲料水に数百万ドルがかかっている。PFAS の監視と規制が強化されるにつれて、州全体でコストが
増加し続ける。これらを段階的に廃止し、汚染を防ぐことは最も理にかなっている。
消火用泡における PFAS の禁止と危険性への注意が、より安全な PFAS フリーの消火泡を開発するた
めの市場の革新につながった。PFAS を含まない発泡体は現在、広く利用されており、石油精製所から
化学プラントや空港まで、世界中の多くの施設で使用されている。
Clean Production Action のピーレ（Cheri Peele）氏は次のように説明した。「PFAS に関する懸念によ
り、PFAS を使用しない消火用泡に対する需要が世界中で高まっている。PFAS を含まない泡に対する
需要の高まりに応えるため、PFAS を含む泡の主要メーカーはすべて PFAS を含まない泡も製造してお
り、PFAS を含まない新しい製品の開発を続けている。」
HB 2265 は 2 年前に開始された作業を完了し、PFAS 泡を段階的に廃止するためのスケジュールにす
べての施設を配置する。これにより、飲料水、他の水域、消防士の健康が保護される。
ヒアリングでサポートに署名している他の組織には、ワシントン消防署長、ワシントン州消防協会、シアト
ル港、イサクア市、タコマ公益事業、ワシントン郡郡協会、ワシントン州地方公衆衛生当局者が含まれる。
TOXIC- FREE FUTURE の記事；https://toxicfreefuture.org/washington-state-legislature-proposesmore-action-on-toxic-pfas/
③ミシガン州は、水環境中の「永久」化学物質についてデュポン、3M を提訴
ミシガン州は 1 月 15 日に、3M、DuPont、および他の企業を、州全体の飲料水中に出現する潜在的に
有害な「永久」化学物質に起因する汚染による金銭的損害で訴えた。州裁判所で提起された訴訟は、
17 人の被告が、集合的に PFAS として知られている一群の物質の危険性を意図的に隠蔽したと主張し
ている。州司法長官ダナ・ネッセルとグレテン・ホイットマー知事によって発表されたこの申請は、元知事
のリック・スナイダーがミネソタに拠点を置く 3M および他の不特定の当事者を訴えるミシガン州の意図
を最初に述べた１年半後に出された。
ミシガン州は、74 のサイトで確認されている PFAS 汚染に関する複数の製造業者に対する広範な訴訟
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を提起する 3 番目の州であると考えられており、近年、試験および調査のために少なくとも年間 2500
万ドルの費用がかかっている、とネッセルは言った。1940 年代から生産されているこれらの化合物は、
分解に数千年かかり、一部は人体に蓄積するため、「永久化学物質」と呼ばれている。
「広範囲にわたる調査、サンプリング、州土と水路の修復、影響を受けた天然資源の復元、非常に高価
なろ過装置の設置、およびこれらの化学物質が住民や環境に悪影響を与えるのを防ぐために必要なそ
の他の予防措置および是正措置なしでは、 州の天然資源および財産に含まれる PFAS の存在と移動
は未確認のまま無期限に継続し、天然資源を脅かし、財産を脅かし、州民の生活を脅かす」とネッセル
氏は述べた。デラウェア州に本拠を置く DuPont の広報担当者は、「メリットがないと我々が信じるこの
行動が取られたことに非常に失望している」と述べた。「修復責任を果たすことは DuPont の優先事項
であり続けるが、当社は、従業員、お客様、および当社が事業を展開するコミュニティの幸福のために
最高水準を維持することを約束し、これまでも常に取り組んでいる。 安全、健康、環境への責任に関す
る当社の記録を積極的に擁護する。」とダンターナーは述べた。
コメントを求めるメッセージが 3M に残された。 この訴訟は、ミシガン州を拠点とするダウ・ケミカルとの
2017 年の合併の前後に DuPont からスピンオフされた企業も含めて、他の企業の名前を挙げている。
2018 年、3M はミネソタ州に 8 億 5,000 万ドルを支払い、製造業者が数十年にわたってこの化学物質
を処分することで、天然資源を損傷し、地下水を汚染したと主張する訴訟を解決することに同意した。
研究では、特定の PFAS 化学物質が、がんや、肝臓や甲状腺などの臓器の損傷のリスクの増加に関
連付けられている。この訴訟は、被告がそれらの化学物質が環境に残留し、分解しないこと、人間や動
物に不可避的に蓄積して発達すること、それが発がんの可能性があるかまたは確証があることを知っ
ていたか、知るべきだったと主張している。
「これらの汚染物質の原因となる企業は、説明責任を負う必要がある」とホイットマーは言った。 「汚染
者は支払う必要がある。」__ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質は、消火用泡、焦
げ付き防止の鍋やフライパン、撥水服、その他多くの家庭用品や個人用品に含まれている。業界は、
PFAS の最もよく研究されている 2 つのバージョンを段階的に廃止している。 製造業者は、新しい型の
方が安全であり、古い型のように長く人体に残らないと言う。 一部の研究者は、それらについてそれを
確認するには知識が少なすぎると言っている。
ワシントンポストのビジネスニュース；https://apnews.com/865c52bbaa21c777bbc993a2e1f7c75a
④メイン州 PFAS タスクフォース発行レポート及びメイン州議会は、州のスーパーファンド法の改正を検
討
メイン州では、ペルフルオロアルキル物質（PFAS）に対処するためのいくつかの主要なステップを取って
いる。 メイン州 PFAS タスクフォースは、最終報告書を発行した。これには、追加の規制、調査、および
クリーンアップにつながる可能性が高いかなりの数の推奨事項が含まれている。関連事項として、メイン
州議会は現在 L.D.1923 を検討している。 それには、メイン州の規制されていない有害物質サイト法に
PFAS と潜在的に無制限の数の物質が追加されるであろう。
2019 年 3 月 6 日の行政命令によりジャネットミルズ知事によって設立されたタスクフォースは、メイン州
環境保護局（DEP）の長官、主要な州機関からのその他の規制当局、公衆衛生擁護者、 そして、限ら
れた数の規制対象エンティティを含む 11 人のメンバーからなる。タスクフォースの最終報告である「メイ
ン州における PFAS の管理」には、次のような多くの推奨事項が含まれている。
・議会は、私有財産に対する PFAS 汚染の発見から 6 年以内は、私的請求を制限する法の改正を
検討する必要がある。
・DEP は、メイン州の規制されていない有害物質サイト法を改正して、州当局に PFAS の除去と処理
を要求することができる汚染物質または汚染物質を含める法律を導入する必要がある。
・PFAS について、600 以上の公共用水システムをテストする必要がある。
・州は、製造業者に対し、消費者製品における懸念のある PFAS の意図的な使用を報告するよう要
求し、入手可能な場合はより安全な代替物の使用を要求するべきである。州はまた、メイン州での
PFAS の非本質的な使用を、それらの使用を段階的に廃止することを要求することにより阻止する
必要がある。 権限がまだ存在しない場合、これを要求する法律を導入する必要がある。
•メインは、優先順位の高い場所で PFAS をサンプリングし、サンプリング結果のパターンを分析し、
PFAS の運命と輸送のモデルを改良する継続的な取り組みを加速する必要がある。最優先事項は、
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飲料水に関する健康ベースのガイドラインおよび食品のスクリーニングレベルを超える可能性があ
る現在の人間の曝露を特定し、排除することである。サンプリングの最優先の場所には、クラス B
AFFF が排出された場所、漏水防止処理をしていない埋め立て地の近く、および人間の消費または
飼料用の作物を生産する畑で廃水廃棄物が利用された場所を含める必要がある。
・法律では、消防組織にクラス B AFFF の環境への排出を報告し、AFFF または他の PFAS 含有材料
を使用した既知のすべての過去の火災訓練活動の場所を報告するよう要求する必要がある。
・DEP は、飲料水の供給と自然環境を保護するために、一連の PFAS 化学物質の大気沈着サンプリ
ングプログラムの確立を検討する必要がある。
・メイン州疾病管理予防センターは、飲料水で検出された少なくとも PFHxS、PFNA、PFHpA、PFOA、
PFOS の合計に EPA 健康勧告レベルを適用することを検討する必要がある。
・連邦政府は、PFAS 発生源の削減、飲料水中の PFAS に対する MCL の採用、FDA 規制の拡大、
追加の検査方法の認証、州への財政的支援の増加など、多数の措置を講じる必要がある。州は、
資金調達を増やし、PFAS コストの債務保証イニシアチブを導入し、健康と環境に有害な製品を供給
した当事者からコストを回収する法的措置を検討する必要がある。
タスクフォース報告書は、2020 年 2 月 6 日にメイン州議会の環境および天然資源委員会の前に公開ヒ
アリングの対象となる。関連して、DEP は最近、 メイン州の規制されていない有害物質サイト法（メイン
州の「スーパーファンド」）に基づいて PFAS に対処する L.D.1923 を導入した。ただし、提案された法律
は、PFAS の一部またはすべてを有害物質として追加するのではなく、サイトを指定し、クリーンアップを
要求し、すべての「汚染物質」および「汚染物質」のコスト回収を求める権限を DEP に与えている。これ
により、法令によって、事実上無制限の数と種類の物質が捕捉される。 この法案は、さらなる検討のた
めに「作業セッション」と呼ばれている。
National Law Review 2020 年 1 月 29 日記事；
https://www.natlawreview.com/article/maine-pfas-task-force-issues-report-and-maine-legislatureconsiders-amending-state-s
2020 年 1 月に公表されたタスクフォースの報告書；
https://www1.maine.gov/pfastaskforce/materials/report/PFAS-Task-Force-Report-FINALJan2020.pdf
⑤ウィスコンシン州では、PFAS 規制が議会と天然資源局で進んでいる
PFAS 化学物質の規制は、ウィスコンシン州議会および州の機関で発展し続けている。 2020 年 1 月
20 日の州に、議会は PFAS 含有消火泡を規制する法案を可決した。一方、天然資源局（DNR）が提案
したルール作成は、DNR 理事会によって承認された。PFAS（ペルおよびポリフルオロアルキル物質）
は、焦げ付き防止の鍋、クリーニング製品、塗料、消火泡など、多くの日常製品に含まれる人工化学物
質である。最も広範囲に研究されている PFAS 化合物は PFOA と PFOS であり、過去 10 年間に国内
製造から段階的に廃止された。競合する研究では、これらの化学物質が健康に悪影響を与えるかどう
か、もしそうならどの程度有害かについて議論している。
上院と議会の両方が最近、AB 323 / SB 310 を通過するために超党派ベースで投票した。これは、試
験施設に適切な封じ込めおよび処理手段がない限り、トレーニングで意図的に追加された PFAS を含
む消火用泡の使用を禁止するものである。 法案は署名のために知事のデスクに送られている。
法案の支持者には、米国化学評議会、米国石油協会、ウィスコンシン州製造業者と商業、ウィスコンシ
ン州紙評議会、およびウィスコンシン地方水協会が含まれる。消防泡法案に加えて、SB 302 / AB 321
は「クリア法」としても知られており、移動が可能である。それは現在のルール作成プロセスを回避し、
DNR に PFAS 化学物質を規制する広範な前例のない権限を与える。
2019 年 8 月にトニー・エバーズ知事が発行した行政命令 40 に従い、ウィスコンシン州当局はウィスコ
ンシン PFAS アクション評議会（WisPAC）を招集した。行政命令は、行動計画の策定、公教育のプロト
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コルの開発、汚染源の特定、処理プロトコルの開発、研究に関する学術機関との協力、資金調達の手
段の探求を評議会に指示している。 行動計画は、2020 年 7 月 1 日までに知事と議会に委ねられる。
WisPAC は、1 月初めに 2 回目の会議を開催した。会議の大部分は、評議会の組織構造を決定するこ
とに専念された。 コネチカット州の同様の評議会をモデルにした WisPAC は、提案されている 4 つの重
点分野の下で勧告を行う。
1．将来の放出および暴露を防止する。
2．現在の PFAS 暴露のインベントリと最小化。
3. 歴史的または過去の PFAS 放出および暴露の特定と対処。
4．PFAS に関連するリスクについての教育とコミュニケーション
プロセス全体を通して、WisPAC は 2 つのサブアドバイザリーグループも招集する。1 つは地方自治体
に関するもので、もう 1 つは産業および利害関係者グループを含む市民グループである。諮問グループ
は、2 月、3 月、4 月に開催される。 WisPAC は、PFAS についてのフィードバックを求めるために、一般
大衆にもアンケート調査を送信する。DNR は、WisPAC の各メンバーに個別の調査を送信して、アクシ
ョンプランでの検討のための推奨事項を求めることも計画している。評議会がロジスティクスについて議
論した後、保健局は PFAS 暴露による潜在的な人間の健康への影響についてプレゼンテーションを行
った。次に、科学者が環境沈着物中の PFAS について技術的なプレゼンテーションを行った。最後に、
DNR は、2020 年 1 月に消防署に送る予定の PFAS 含有消火泡に関する調査にについて評議会に報
告した。 議会は、延期前にパブリックコメントを取った。 次回の WisPAC 会議は 2 月 20 日に予定され
ている。
HAMILTON CONSULTING GROUP BLOG；
https://www.hamilton-consulting.com/pfas-update-regulations-moving-in-legislature-dnr/
11-1-2. ATSDR が、PFAS の特定の健康影響を要約した 2 つのハザード記述をそのサイトから削除
し、公衆衛生の支持者からの反発を招いた－ATSDR ディレクターへの手紙：PFAS Web サイ
トからの省略について
環境ワーキンググループ（EWG)は、PFAS 汚染から公衆衛生を守るための最前線にある機関である
有毒物質および疾病登録局（Agency for Toxic Substances and Disease Registry ：ATSDR）に対し、
そのウェブサイトで最も堅牢で簡単にアクセスできる情報を、公衆、医療専門家、および政策立案者に
提供するよう要請する手紙を書いている。EWG は、乳児、子供、女性が有毒なフッ素化化学物質、すな
わち PFAS への暴露によって直面する可能性のある深刻なリスクを特定する 2 つの重大な健康影響に
関する情報が、ATSDR Web サイトの目立つセクションから削除されたことを懸念している。
2019 年、ATSDR サイトの「健康への影響は？」 以下の「Per-and Polyfluororoalkyl Substances
（PFAS）とあなたの健康」というタイトルのセクションは、以下を含む 6 つの悪影響をリストした。
•幼児や年長児の成長、学習、行動に影響を与える。
•女性が妊娠する可能性を下げる。
サイトの現在のセクションには、乳児、子供、および女性の PFAS 暴露によるこれら 2 つの潜在的な健
康影響は含まれていない。1 月 27 日の週の初めに、EWG は ATSDR メディアオフィスに電話をかけ、
機関のウェブサイトからのこれらの省略について問い合わせた。そのウェブサイトは、緊急救援隊員、
医療専門家、学者、一般の人々にとって重要なリソースとして機能している。
EWG は、削除は「最新の科学文献を反映する」ウェブサイトの定期的な更新の結果であり、問題のセク
ションは包括的なものではなく、PFAS とその人間の健康への影響に関する利用可能な科学研究の高
レベルの要約であるという回答を受け取った 。こうした 2 つの重大な健康影響を政府機関のウェブサイ
トのこのような目立つセクションから削除する決定に敬意をもって不同意を表明する。私たちは、あなた
と ATSDR がこれら 2 つの健康への影響を機関のウェブサイトのそのセクションに追加すること、そして
新たな科学研究が現在 PFAS 化合物への暴露と関連付けている、人間の健康への追加の潜在的な害
を含めることを検討することを強く推奨する。機関はまた、ペルフルオロアルキルの毒性プロファイルや
ATSDR PFAS 臨床ガイダンスなど、潜在的な人間の健康への影響のより詳細なレビューを見つけるこ
とができる場所へのリンクを提供するべきである。一般の人々には、より少なくではなく、もっと多くの情
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報を提供するべきである。
現在記載されている健康への影響に加えて、同機関の独自の毒物学的プロファイルは、PFAS 暴露と
生殖能力の低下、喘息のリスクの増加、妊娠高血圧および/または子癇前症、出生時体重と肝臓障害
の減少との関連性を示唆している。最近の研究はまた、PFAS 暴露の増加が流産率の増加と母乳育児
期間の短縮に関連していることを示している。 機関はまた、PFAS 暴露がリスクを高める癌の種類を指
定するべきである。
EWG は 20 年以上にわたり、飲料水、食品、消費者製品、および人間における PFAS 汚染の影響を調
査してきた。私たちの研究には、新生児の臍帯血中に遍在する化学物質を発見した初期の身体負荷研
究のいくつかが含まれている。
国の飲料水供給の多くを含む環境内の PFAS の汚染の既知の範囲が増え続けているため、州および
連邦レベルの公的および選出されたリーダーは、さらなる暴露からコミュニティを保護する行動を起こす
ために必要な知識を確認および拡大するために取り組んでいる 。
PFAS およびその他の多くの汚染物質のリスクについての認識を高めるために、ATSDR とその専門の
専門スタッフが毎日行っているすべての作業に感謝している。そして PFAS の健康への悪影響に関す
る包括的な情報と、機関がその Web サイトで提供する貴重なリソースと情報を含めるというわれわれ
の要請を検討することを希望する。
EWG から ATSDR ディレクターへの手紙：https://www.ewg.org/testimony-official-

correspondence/letter-atsdr-director-re-omissions-pfas-website
11-1-3. 大統領候補サンダースは、有毒な「永久化学物質」を片付ける法案を導入する
バーニー・サンダース（無所属→民主党―バーモント州）上院議員が率いる上院議員の 3 人は、水に浸
出した癌関連化学物質の拡散を食い止めるように設計された法案を 1 月 29 日に導入した。アメリカの
未来の病気を予防する（PFAS）法律、頭字語 PFAS として知られる、いわゆる「永久物質」と呼ばれる
一群の化学物質を飲料水からなくすことを要求する法律を提出した。
化学物質の拡散を追跡する環境ワーキンググループ（EWG）は、ハワイを除くすべての州の少なくとも
1,400 か所で、地下水または飲料水の汚染を発見した。
この法律は、PFAS 化学物質を有害物質として指定し、PFAS 製造業者に浄化努力の請求書を提出す
るように強制する道を開く。
また、環境保護庁（EPA）は、飲料水から PFAS 物質を除去することを検討している団体に浄化助成金
を提供することができる。
「全国の何百ものコミュニティが、飲料水中の有毒な PFAS 汚染に対処している。サンダースは声明の
中で、デュポンのような巨大企業が、人間の健康を犠牲にして利益を上げ続けるために、これらの化合
物がどれほど危険であるかという証拠を何十年も隠していることに気付いていなかった。「議会は、企業
の妨害や犯罪行為に終止符を打ち、この公衆衛生危機に取り組むために、この法律を可決しなければ
ない。世界で最も裕福な国の人々が蛇口をオンにしたとき、彼らが飲む水には有毒な化学物質が含ま
れていないことを要求することは急進的な考えではない」と彼は付け加えた。
下院はすでに広範な PFAS 法案を可決したが、EPA が PFAS 物質に必須の飲料水基準を設定するこ
とを要求する措置を含む上院での厳しい戦いに直面することが予想される。
サンダースの法案は、物議を醸す領域を覆い、PFAS 物質を管理するための他の手段にその努力の多
くを集中している。
この法案は、大気汚染につながる可能性のある物質の焼却と同様に、食品包装における PFAS 化学
物質の使用を禁止している。
THE HILL の Newsletter；https://thehill.com/policy/energy-environment/480571-sandersintroduces-bill-to-clean-up-of-toxic-forever-chemicals
11-1-4. EPA、トリアジン系除草剤の条件付き登録を発表
2020 年 1 月 2 日付の連邦官報にて、米国 EPA の農薬プログラム室（Office of Pesticide Programs：
OPP）は、FIFRA の下、3 種類のトリアジン系除草剤（atrazine、propazine、simazine）について条件付
きで登録する仮決定（Proposed Interim Decision：PID）を下し、60 日間（3 月 2 日締め切り）の一般コ
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メント募集を開始した。条件は、登録者が指定した使用方法に限り、EPA が指定するリスク軽減措置を
採って、使用を許可するという内容である。許可・登録に関する最終決定ができなかった理由の一つとし
て、EPA は、内分泌かく乱物質スクリーニングプログラム（EDSP）を通したこれら物質に関する決定が
下されていないことなどを挙げている。今回の仮決定は、連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（FIFRA）の規定
に従い、登録済みの化学品について 15 年毎に再評価する手続きに沿ったもので、これら 3 種類のトリ
アジン系除草剤の再評価は 2013 年から開始されていた。
今回の仮決定の対象は、以下の 3 種類のトリアジン系除草剤で、それぞれ以下のリスク軽減措置が
EPA から提案されている。
• アトラジン（atrazine）
o 人体の健康へのリスク低減措置
 住宅周辺の芝生での粒状・液体製剤の使用の許容散布率を低減
• 粒状製剤：2.0 lbs ai/A（以前は 2.2 lbs ai/A）
• 液状製剤：1.0 lbs ai/A（以前は 2.0 lbs ai/A）
 特定の用途に対し、追加の個人用保護具（PPE）と工学的管理を義務付け
 空中散布は液体製剤のみに制限
 バックパック噴霧器の使用は、景観保護用芝生の特定箇所への散布に限定
 特定の農作物への加圧ハンドガンによる散布を禁止
o 環境へのリスク低減措置
 噴霧用途における様々な飛散防止措置を推奨
 意図しない植物への影響に関する記述 21を表示に追加
 全米での監督・報告プログラムの実施
• プロパジン（propazine）
o 人体の健康へのリスク低減措置
 グリーンハウス内での使用の禁止
o 環境へのリスク低減措置
 噴霧用途における様々な飛散防止措置を推奨
 意図しない植物への影響に関する記述 22を表示に追加
• シマジン（simazine）
o 人体の健康へのリスク低減措置
 住宅周辺の芝生への使用を禁止
 特定の用途に対し、追加の個人用保護具（PPE）と工学的管理を義務付け
 加圧ハンドガンによる散布を特定の農作物への特定箇所への散布に限定
o 環境へのリスク低減措置
 噴霧用途における様々な飛散防止措置を推奨
 意図しない植物への影響に関する記述 23を表示に追加
2 月 15 日現在、本仮決定には 635 件のコメントが寄せられている。トリアジン系除草剤の内分泌かく乱
作用を懸念するコメントなどもみられるものの、その多くが、農家（特にトウモロコシ農家）や造園業者か
らの、当該除草剤の流通を継続する今回の EPA の判断を支持するコメントである。特に、先述の通り
2013 年から開始された再評価のプロセスで、評価結果の報告書に対するコメント募集（2016 年 6 月
〔環境への影響に関する報告書ドラフト〕および 2018 年 7 月〔人体の健康への影響に関する報告書ド
ラフト〕）や EPA によるコメントへの回答なども経ており、当該除草剤の主な使用者が継続して使用でき
る条件を残しつつ、人体の健康と環境への影響を制限する措置を加える工夫が、今回の仮決定にはみ
られる。科学に基づく規制を訴える農家団体などで構成する Triazine Network も、支持を表明している。
21

NON-TARGET ORGANISM ADVISORY STATEMENT: This product is toxic to plants and may
adversely impact the forage and habitat of non-target organisms, including pollinators, in areas
adjacent to the treated site. Protect the forage and habitat of non-target organisms by following label
directions intended to minimize spray drift.
22
同上
23
同上
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コメント締め切り後、EPA は、提出されたコメントを全て検討したうえで、必要な場合は、仮決定に変更を
加えるが、特に大きな変更を要しないと判断した場合は、そのまま最終決定の発行へ進むこともある。
連邦官報での発表：https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP-2013-0266-1265
アトラジンに関する仮決定原文：https://www.epa.gov/sites/production/files/201912/documents/atrazine_pid_signed_12_18_19.pdf
アトラジン関連のドケット（コメントや関連資料閲覧用）：https://www.regulations.gov/docket?D=EPAHQ-OPP-2013-0266
プロパジンに関する仮決定原文：https://www.epa.gov/sites/production/files/201912/documents/propazine_pid_signed.pdf
プロパジン関連のドケット（コメントや関連資料閲覧用）：https://www.regulations.gov/docket?D=EPAHQ-OPP-2013-0250
シマジンに関する仮決定原文：https://www.epa.gov/sites/production/files/201912/documents/simazine_pid_signed.pdf
シマジン関連のドケット（コメントや関連資料閲覧用）：https://www.regulations.gov/docket?D=EPAHQ-OPP-2013-0251
EPA ウェブサイト（アトラジンについて；トリアジン系除草剤の再評価のこれまでの動向についても説明
あり）：https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/atrazine
National Corn Growers Association の記事（2020 年 1 月 2 日）：https://www.ncga.com/stayinformed/media/in-the-news/article/2020/01/triazine-network-epa-takes-reasonable-approach-inatrazine-decision
11-2. 米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
11-2-1. 研究は、PBDEs、水銀及び鉛への暴露によって IQ 損失が減少していることを示唆する
ニューヨーク大学（NYU）のチームによるレビューによれば、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)難燃
剤、メチル水銀および鉛への暴露による米国の小児の IQ 損失は、規制措置の結果、2001 年から
2016 年の間に減少した。
NYU の研究者は、子供と出産可能年齢の女性に関する国民健康・栄養検査調査(Nhanes)のために収
集されたデータを使用した。彼らは PBED 類、メチル水銀、鉛および有機リン酸農薬に焦点を当て、以
前の環境衛生研究の結果を使用して、4 つの化学品類のそれぞれへの暴露から失われた IQ ポイント
の年間数を推定した。
彼らの計算は、PBDE、メチル水銀および鉛からの IQ 損失が 2001 年から 2016 年の間に減少または
同じままであり、子宮 PBDE 暴露に起因する全体的な IQ 損失が最も大きく、鉛および有機リン酸塩が
後に続くことを示唆している。
雑誌 Molecular and Cellular Endocrinology に書いているが、彼らは、結果は「より良い規制努力が
PBED、鉛、およびメチル水銀への暴露を減少させ、それによって神経発達障害を予防する」ことを示し
ていると結論付けている。しかし、PBDE の持続的な性質は、暴露が継続し、レベルが一定状態で継続
する可能性が高いことを意味すると彼らは言う。
ほとんどの傾向は「子どもの神経発達の健康に利益をもたらす」ことを示しているが、研究者は「すべて
の化学品暴露による発達神経内分泌毒性の総負担は、たった 4 つの化学品のこの研究で計算したも
のよりもはるかに大きい」と警告している。
彼らはまた、化学物質の潜在的に有害な代替品に関する懸念を表明している。例えば、PBDE 難燃剤
を排除する圧力が、有機リン難燃剤(OPFR)のような「残念な置換」につながったことを彼らは示唆して
いる。
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研究者たちは、現在、他の国での内分泌かく乱化学物質への暴露のコストを探求する予定である。
産業界の応答
米国化学工業協会の北米難燃剤同盟(Nafra)は、NYU の研究者が「不正確で誤解を招く主張」をしたと
非難した。結論は「良い科学に基づいていない」と声明で述べた。
Nafra は、「PBDE 難燃剤の一群が、すべて同じではない多様な化学物質のセットを表している」とき、
PBDE の 1 つのタイプだけに焦点を当てた研究を批判した。また、この化学物質の一群は「何年も米国
で生産されておらず、世界的に段階的に廃止されている」と指摘した。
最後に、「化学品、特に難燃剤が小児の神経発達健康障害の原因であると結論付けることができない」
と結論付けた。
子どもの健康と環境化学物質の専門家である NYU の主たる著者（連絡先でもある）Leonardo
Trasande は、Twitter で「ACC 否定主義」を「うんざりする」と記述した。彼は、発達障害は遺伝学や感
染症を含む要因の複雑な組み合わせによって引き起こされることを認めた。「我々の推定は、これらの
他の説明の全てではないにしても多く構成された複数の長期的な研究に基づいていた」と、彼は言った。
「『科学の現状』は、内分泌かく乱化学物質による脳損傷があることは非常に確固としている」と、彼は付
け加えた。
論文（A.Gaylord et al.: Molecular and Cellular Endocrinology, Volume 502, 15 February 2020,
110666）の Abstract；
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303720719303685?via%3Dihub#
ACC のコメント；
https://www.americanchemistry.com/Media/PressReleasesTranscripts/ACC-newsreleases/Study-Conclusions-About-Chemical-Exposures-and-IQ-Loss-Published-in-Molecularand-Cellular-Endocrinology-Not-Consistent-With-the-State-of-theScience.html?utm_source=rss%27
11-3. EU における内分泌かく乱物質の規制動向
11-3-1. 非フッ素泡による消火活動； ECHA の Legislation
有機フッ素化合物は、性能を向上させる効果があるため、消火用泡で一般的である。 一部の過フッ素
化物は、健康と環境に悪影響を与えると認識されている。その結果、消火用泡の製造業者は、新しく改
善されたフッ素を含まない泡濃縮物の開発に投資している。化学および石油化学産業のようなリスクの
高い分野では、可能な限り最高の性能を備えた泡が必要であるため、深刻な課題である。今日、ヨーロ
ッパのメーカーは、さまざまな用途向けに新世代の高性能非フッ素泡を提供している。これらの会社のう
ち 2 社は、フッ素ベース泡をより安全な物質に置き換えた経験を共有している。「私たちの存在の最初
から、フッ素のマイナスの影響を確信し、フッ素化誘導体なしの優れた代替品を見つけることに研究の
焦点を合わせた」と、フランス企業 BIO-EX の技術マネージャー、オードリーロッサード氏は言う。BIOEX は、2002 年に最初の非フッ素泡を販売した。彼らの環境への挑戦は、100％非フッ素で、効果があ
ることが証明された新世代のグリーン製品を顧客に選択させることであった。「フッ素化界面活性剤を単
純に置き換えただけでなく、処方のすべての成分を協同させて最高の製品を開発した」とロッサード氏
は言う。研究機関と協力し、広範な研究開発を実施することが、消火用発泡体の欧州基準を満たす代
替品の成功を保証する。同社の主な課題は、発泡体に十分な耐熱性と耐溶剤性を確保し、高レベルの
消火性能と焼き返しに対する耐性を確保することであった。彼らが最初のフッ素を含まない製品を開発
するのに 3 年かかった。 現在、彼らは 1〜2 年以内に新しい泡を開発することができる。
生分解性の代替品を選ぶ
フッ素を含む泡とは対照的に、ロッサード氏は、フッ素を含まない泡は環境中に持続せず、生体内蓄積
せず、毒性効果を引き起こさないと説明している。 したがって、廃液を廃棄物焼却プラントで処理する必
要はない。フッ素化有機化合物の代替を検討している企業の場合、ロッサード氏は多くの製品で研究を
行うことを推奨している。 「注意して生分解性の代替品を選択することを忘れないように」と彼女は結論
付けている。
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広範な研究による適切な代替品
ノルウェーに本拠を置く Solberg Scandinavian は、フッ素系界面活性剤とフッ素樹脂を含まない消火
用泡濃縮物の製造を専門としている。 ゼネラルマネージャーのトーマス・スヴァネヴィクは、「世界中の
産業はかつてないほど速く変化している。技術の進歩、環境問題、より厳格な規制、および改善された
安全基準により、泡消火におけるよりスマートで革新的なアプローチに対する需要が高まっている。」世
界的に見てみると、フッ素化合物のレビューは拡大し続けている。「規制当局は、最終的に追加または
新規の環境規制を検討する範囲を決定する。これらのタイプの製品の製造業者は、適切な代替品を見
つけるために広範な研究努力を続けなければない。」
環境責任への取り組み
ソルバーグは、非フッ素化泡濃縮物を、さまざまな高危険度、高リスク用途に適している主力製品と考え
いる。「フッ素化発泡体濃縮物の現在の市場を製造し、理解する間に、変換に時間がかかるが、研究開
発の重点は非フッ素化発泡体製品にある。これらのフッ素を含まない消火泡は、フッ素化泡濃縮物と同
じ性能の多くを備えている」とスヴァネヴィック氏は言う。彼は、非フッ素化泡濃縮物の使用は、泡製造
業者だけでなく、消防業界全体の優先事項であるべきだと説明している。その結果、業界は環境に置か
れた製品のライフサイクルをより意識するようになった。「会社として、消防業界で使用するための環境
への影響を軽減する消火用泡製品を提供できれば、それは彼らにとって有益であり、環境にとっても良
いことであり、あなたもそれが私たちにとっても良いことを知っている」
背景
最初のフッ素含有発泡剤は 1960 年代に開発された。 フッ素化界面活性剤が含まれており、泡が炎を
上げている液体の上を素早く流れ、火を冷やして消火するのを助けた。 それは非常に効率的であること
が証明された。しかし、PFOS や PFOA などの過フッ素化化合物は環境中に非常に残留しており、そし
て毒物学的研究により、その化学物質は人間の健康に対する深刻な悪影響に結びついていることが明
らかになった。EU でのそれらの使用は 2006 年以来制限されており、ストックホルム条約は PFOS とそ
の関連物質を段階的に廃止されるべき持続性のある有機汚染物質としてリストした。REACH の下での
PFOA およびその関連物質の製造、使用、および市場化に対するさらなる制限も、欧州委員会によって
2017 年に採択された。
非フッ素泡による消火活動； ECHA の Legislation ; http://echa.europa.eu/fluorine-free-foams
11-4. EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
11-4-1. 報告書によると、英国の食品包装における PFAS の使用は「広範囲に」普及している。主要な
スーパーマーケット、食品店からのサンプルは「有意なレベル」
スコットランドに本拠を置く NGO の Fidra が、英国の主要スーパーマーケット、コーヒーチェーン、テイク
アウトレストランから購入した食品包装サンプルの 90％で「有意なレベル」のペルおよびポリフルオロア
ルキル物質（PFAS）を見出したと発表した。報告書で、検出された最高濃度は、7 月に発効するデンマ
ークの紙および厚紙包装の PFAS の新しい法規制値の 300 倍であった、とフィドラは 2020 年 2 月に
発表されたレポート「食品の通路にある永久化学物質」で述べている。それら物質は、ビスケットやベー
カリーバッグ、持ち帰り用の箱、耐油紙など、20 のサンプルをテストした後、 全 PFAS 含有量を表すも
のとして広く受け入れられている「全有機フッ素；Total Organic Fluorine」（TOF）で、英国の大手スーパ
ー9 社のうち 8 社で使用されている包装材料に含まれていたと、Fidra は述べた。
紙および厚紙の包装にグリースと水を撥く効果が生じさせるため PFAS が加えられる。 それらは環境で
簡単に分解せず、一部は人間に蓄積する。 多くは発がん性物質および内分泌かく乱物質の疑いがあり、
免疫系に影響を与える可能性がある。
英国ではまだ禁止されていないが、多くのスーパーマーケットは衣類の範囲で撥水剤としての使用を停
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止している。欧州委員会は現在、新しい法律を起草する目的で、数十年前の食品接触材料（FCM）の法
律を評価する準備をしている。
Fidra は、英国のスーパーマーケットからの次のサンプルをテストした。
・ベーカリーバッグ：Marks & Spencer, Sainsbury’s
・ビスケットバッグ：Asda, Co-op, Morrisons, Tesco
・耐油紙：Morrisons, Waitrose
・ポップコーンバッグ：Aldi, Lidl
また、次のテイクアウトバッグもテストした。Caffe Nero;Costa;Greggs; and Pret a Manger.
残りのサンプルのうち、1 つはドミノのピザの箱で、4 つは独立したフードアウトレット（カフェ、チップショッ
プ、ピッツェリア、職場のカフェテリア）の持ち帰り用の箱であった。
Fidra はそれ以来、食品包装から PFAS を除去するようスーパーマーケットに要請する請願を始めた。
また、英国の規制当局がデンマークの禁止措置に従うよう運動している。
反応；Chemical Watch は、挙げられた 15 のスーパーマーケットとアウトレットすべてと接触した。 その
うちの 5 つは、British Retail Consortium（BRC）からの声明に言及しており、これはこのレポートに関
係している多くの企業を代表している。BRC の食品政策アドバイザーであるエリザベスアンドーケッソン
は次のように述べている。「すべてのメンバーのパッケージングは、法的健康および規制基準を満たし
ているか、それを上回っている。」小売業者は、製品の安全性を確保するためにサプライヤーと緊密に
連携している。「PFAS の法的制限値は強固な科学的証拠に基づいており、定期的に見直されている。
私たちはこの分野の開発を監視しているが、物質の使用に対する変更は、製品の安全性、完全性、持
続可能性を維持する必要がある。」他の唯一の対応はテスコからであった。テスコは、すべての PFOS
と PFOA（長鎖 PFAS）を食品包装からすでに除去し、「PFAS を除去するソリューションに取り組んでい
る」と述べた。Fidra の報告書は、「ある英国の大手パッケージングサプライヤー」が、現在の成形繊維
製品に代わる PFAS フリーソリューションを開発したと述べており、2020 年の第 2 四半期から段階的に
廃止されると述べている。テストでは、この材料で作られた持ち帰り用の箱で最高の PFAS レベルが明
らかになった。「2021 年末までに、または可能であればより早く、完全に PFAS がなくなるよう取り組ん
でいる。他のすべての業界関係者に、できるだけ早く同じことをするように呼びかける」とサプライヤーは
言った。
広範な使用；報告書は、英国の食品包装における PFAS の使用は、小売業者および製品タイプ全体で
「広く行き渡っている」と主張している。耐油性のベーキングペーパーを除くすべての製品にこの物質が
含まれていることがわかった。 また、90％が「バックグラウンド汚染から予想されるレベルを超える」レベ
ルであった。ウェイトローズは、PFAS サンプルが特定されていない唯一のスーパーマーケットであった
が、耐油紙のみが分析された。「有害な影響に関する証拠が増えているため、これらの永久化学物質を
使用し、環境に放出し続けることは、私たちが取ることができないリスクである」と、レポートの著者であ
るケリー・ディンズモア博士は述べた。
この NGO は、消費者が使い捨ての食品包装の不必要な使用を避けるべきだと述べている。その他の
推奨事項は次のとおりである。
•PFAS 含有物の堆肥化基準をバックグラウンド汚染以下に下げる。 そして
•食品包装での使用を止めさせる厳格なグループベースの化学的法規制。
Fidra Report に関する CHEM Trust の記事；https://chemtrust.org/pfas-food-packaging-uk/
Chemical Watch 誌の記事；https://chemicalwatch.com/93860/use-of-pfass-widespread-in-ukfood-packaging-report-finds
報告書；https://www.pfasfree.org.uk/wp-content/uploads/Forever-Chemicals-in-the-Food-AisleFidra-2020-.pdf
11-5. 国際機関における内分泌かく乱物質の規制動向
11-5-1. BPS は心臓機能に影響を与える可能性がある、とカナダの研究は示唆する
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げっ歯類の研究によると、ビスフェノール S(BPS)は、BPA と比較してより強力かつ迅速に心臓機能に
影響を与える可能性がある。
「多くの消費者製品において BPA を BPS に置き換える傾向を考えると、我々の研究の結果は、それに
懸念を示すものである」と、カナダのグエルフ大学の Glen Pyle によって率いられる研究者たちは書い
ている。
研究者たちは、ヒトで見出されるものを模擬するレベルで雌雄のマウスの心臓に BPA または BPS を添
加した。両化学物質は、心臓において収縮期の圧力及び収縮と弛緩の速度の低下を含む機能に及ぼ
す抑制影響を持っていたが、BPS は「より迅速かつ強力な」影響を引き起こした。
BPA において示唆されてきているように、心臓収縮の減少は心臓機能の低下につながる可能性がある、
と彼らは注意している。
学術誌 Scientific Reports に掲載された論文によると、ホスホランバンというマイクロ ペプチドタンパク
質が、性差はあるが、BPA、BPS によってりん酸化されることにより、心臓機能を低下させることを示唆
する。この研究は、BPA の代替としての BPS の安全性に関する懸念を提起しており、彼らは、心血管
の健康に及ぼす BPS の影響について、さらなる調査を求めている。
注；以下はホスホランバンについてのウィキペディア
PLN または PLB としても知られるホスホランバンは、ヒトでは PLN 遺伝子によってコードされるマイクロ
ペプチドタンパク質である。 ホスホランバンは、 心筋細胞のカルシウム（Ca 2+ ）ポンプを調節する 52 ア
ミノ酸の膜内在性タンパク質である。このタンパク質は五量体として発見され、心筋の cAMP 依存性プ
ロテインキナーゼ（ PKA ）の主要な基質である。 非リン酸化状態では、ホスホランバンは心筋の筋小胞
体 Ca 2+ -ATPase（ SERCA2 ）の阻害剤であり、 細胞質から筋小胞体にカルシウムを輸送する。
（PKA により） リン酸化されると、SR の Ca 2+ -ATPase の脱抑制により、筋小胞体への Ca 2+の取り込
みが速くなり、それによりベータ作動薬によって心臓に誘発される屈折応答に貢献する。 このタンパク
質は、 心臓拡張機能の重要な調節因子である。 この遺伝子の突然変異は、難治性うっ血性心不全を
伴う遺伝性ヒト拡張型心筋症の原因である。
ホスホランバンが PKA によってリン酸化されると、SERCA2 を阻害する能力が失われる。 したがって、
ベータアドレナリン作動薬エピネフリン （ 交感神経刺激により放出される）などの PKA の活性化剤は、
心筋細胞の弛緩率を高める可能性がある。 さらに、SERCA2 はより活発であるため、次の活動電位に
よりカルシウムの放出が増加し、収縮が増加する（正の変力効果）。 PKA が不活性な場合など、ホス
ホランバンがリン酸化されていない場合、SERCA と相互作用して阻害できる。 ホスホランバンの全体
的な効果は、 収縮性と筋弛緩の速度を低下させることであり、それにより、それぞれ一回拍出量と心拍
数が減少する。
論文（オープンアクセス）；https://www.nature.com/articles/s41598-019-52350-y
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「米国及び EU における内分泌かく乱物質の規制動向」-3 月分
2020/3 JFE テクノリサーチ
12.
3 月の情報
12-1. 米国における内分泌かく乱物質の規制動向
12-1-1. EPA は、PFOS、PFOA を飲料水中で規制することを提案－CCL の他の 6 つの物質に対して
提案されているアクションはない
米国環境保護庁（EPA）は、飲料水中のパーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）およびパーフルオロ
オクタン酸（PFOA）の規制決定案を発表し、2 つの化学物質の強制制限の設定に近づいた。これらの
物質は、EPA の 4 番目の「汚染物質候補リスト」の下で規制対象となる 8 つの物質のうちの 2 つである。
CCL としても知られているこのリストには、公共用水システムで発生することが知られている、または予
想される物質が含まれており、現在飲料水規制の対象ではない。CCL が最終的に承認されると、EPA
は各物質に対して規制が適切であるかどうかを決定する。4 番目の CCL から、EPA は PFOS および
PFOS に規制が必要であることを決定することを提案した。 ただし、他の 6 つの化学物質については、
当局は規制を課さないことを提案している。それらは：
• 1,1-ジクロロエタン。
• アセトクロル。
• 臭化メチル。
• メトラクロル。
• ニトロベンゼン。 そして
• RDX(Royal Demolition Explosive：トリメチレントリニトラミン)
EPA は、他の PFAS に関する情報とデータも求めていると述べており、PFAS の物質全体（クラス）に対
する潜在的な監視要件と規制アプローチに関するコメントに関心を持っている。この措置は、パーフルオ
ロアルキル物質（PFAS）とその環境汚染への対処を改善することを目的に、昨年 2019 年に開始され
た EPA の PFAS 活動計画に基づいている。EPA は、その最新の取り組みを PFAS 計画の「重要なマ
イルストーン」と述べ、PFAS に「積極的に対処する」ことが政府機関にとって最優先事項であると主張し
た。ただし、一部の民主党議員は、先月の計画の実施が遅すぎると批判した。EPA は、連邦官報で正
式に公表されてから 60 日間、予備決定に関するコメントを受け付けている。
EPA はこの措置についてプレスリリースを行い詳細に説明している。以下に採録（本月報 2019 年 11
月分に収録したものを更に進めたものである）する。
2 月 20 日、米国環境保護庁（EPA）は、飲料水中のパーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）およびパ
ーフルオロオクタン酸（PFOA）の規制決定を提案することにより、庁の PFAS アクションプランを実施す
る上で別の重要な一歩を踏み出した。この予備決定は、PFAS 活動計画に基づく EPA の広範な取り組
みにおいて、コミュニティが全国のポリフルオロアルキル物質（PFAS）に対処するための重要なマイル
ストーンとなる。「米国は、EPA が飲料水安全法を実施したこともあって、市民に安全な飲料水へのアク
セスを提供することで世界をリードしている」と、EPA 管理者の Andrew Wheeler 氏は述べている。「トラ
ンプ大統領のリーダーシップの下、EPA は、この法の下で PFOA と PFOS を評価するという活動計画
へのコミットメントを順守している。」パー及びポリアルキル物質（PFAS）に積極的に取り組むことは、
EPA にとって継続的かつ優先度の高い取り組みである。EPA の PFAS 活動計画は、庁が PFAS を調
査、監視、検出、および対処する方法を強化する重要な手順を講じることを確約している。過去 1 年に
わたり、EPA は、州および地域コミュニティが PFAS に対処するのを支援するために、活動計画の下で
大きな進歩を遂げた。今回の活動を通じて、EPA は第 4 汚染候補リストに記載されている 8 種類の汚
染物質に対して提案された規制上の決定についてパブリックコメントを求めている。庁は、PFOS と
PFOA の 2 つの汚染物質を規制することを提案している。 また、ほか、潜在的なモニタリング要件と
EPA が PFAS 化学物質について検討している規制アプローチに関するコメントを求めているのみならず、
他の PFAS 物質に関する情報とデータを求めている。EPA は、通知が連邦官報で公表されてから 60
日間、これらの予備決定についてコメントを求めるであろう。PFAS に対処する EPA の取り組みに関す
る追加情報については、https：//www.epa.gov/newsreleases/aggressively-addressing-pfas-epa を、
この活動の詳細については、www.epa.gov / safewater 参照。
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背景；飲料水安全法は、公衆衛生へのリスクをもたらす可能性のある規制されていない汚染物質に対
する EPA の規制の策定を導く、強力な科学的および公衆参加プロセスを確立している。EPA は、5 年
ごとに、汚染水候補リストすなわち CCL として知られる、公共水道システムで発生することが分かって
いる、または予測される汚染物質のリストを公開する必要がある。EPA は、パブリックコメントのために
CCL ドラフトを公開し、最終リストを発行する前にそれらのコメントを考慮する。最終 CCL の発行後、
EPA は、規制決定と呼ばれるプロセスを通じて、CCL 上の 5 つ以上の汚染物質を規制するかどうかを
決定する。EPA は、パブリックコメントのために暫定的な規制決定を公開し、最終的な規制決定を行う
前にそれらのコメントを考慮する。EPA が汚染物質について規制上の積極的な決定を下した場合、EPA
は、その汚染物質に対する全国の一次飲料水規制を確立するプロセスを開始する。
PFAS 活動計画の背景；PFAS は、消費者製品や工業プロセスで使用される人工化学物質の大きなグ
ループである。 1940 年代から使用されている PFAS は、熱、油、汚れ、グリース、および水に耐性があ
り、これらは、環境での持続性に寄与する特性がある。庁の PFAS 活動計画は、PFAS のような課題に
対処するための、最初のマルチメディア、マルチプログラム、国の調査、管理、およびリスクコミュニケー
ション計画である。この計画は、PFAS 国家リーダーシップサミット、複数のコミュニティ参加、および公共
ドケットを通じて庁が受け取った広範なパブリックインプットに応えるものである。PFAS 活動計画は、
EPA が州、部族、およびコミュニティが PFAS に対処するのを支援するために開発しているツールの概
要を示している。
以下は、EPA が実行している活動から強調している点を挙げている。
強調された活動：飲料水
EPA は、飲料水安全法（SDWA）によって確立された国内の一次飲料水規制のルール作成プロセスに
従うことにコミットする。
2020 年 2 月 20 日、EPA は PFOA および PFOS を規制するための予備決定を発行した。
EPA はまた、規制が PFAS ファミリーの他の化学物質に適切かどうかを判断するための情報を収集お
よび評価している。
強調された活動：浄化
2019 年 12 月 19 日に、EPA は PFOA および PFOS で汚染された地下水に対処するための暫定勧告
を発行した。これは、州および部族に役立つ連邦浄化プログラムの浄化ガイダンスを提供する。
EPA は、包括的環境対応、補償および責任法（CERCLA）の下で、パーフルオロオクタン酸（PFOA）お
よびパーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）を有害物質としてリストするための規制開発プロセスを開
始した。
強調された活動：監視
監視サイクルで PFAS の全国の飲料水監視を提案する。
強調された活動：有害化学物質
2019 年 9 月 25 日、EPA は、一般の人々が PFAS を Toxics Release Inventory 有害化学物質リスト
に追加することについての意見を提供できるようにする規則案の事前通知を発行した。
2020 年 2 月 20 日に、EPA は、TSCA に基づく通知とレビューなしに、表面コーティングにおける特定
の持続性長鎖 PFAS 化学物質の新しい使用を製造または米国に輸入できないことを保証する補足提
案を発行した。
2020 年 2 月 20 日、EPA は、2020 年度の国防認可法で要求されている毒物放出インベントリ報告の
対象となる 172 PFAS 化学物質の最新リストをリリースした。
強調された活動：表面水保護
EPA は、データが許す限り、特定の PFAS の、水質浄化法の人の健康および水生生物基準の開発を
サポートするために、データの入手可能性と研究を探索している。
EPA は、潜在的な規制のために追加の調査が必要かどうかを判断するべく、産業源から地表水に放出
された PFAS に関する入手可能な情報を調査している。
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強調された活動：バイオ固形物（下水汚泥処理有機物）
EPA は、潜在的な健康影響を理解するために、バイオソリッド中の PFOA および PFOS のリスク評価
の初期見通し段階にある。
強調された活動：研究
2019 年 11 月 22 日に、EPA は農業における PFAS の管理に関する新しい研究のための資金として
480 万ドルの利用可能性を発表した。
EPA は、リスク管理の決定を支援するために、PFAS の人体および生態毒性情報を蓄積し評価するこ
とを継続する。
EPA は、飲料水中の追加の PFAS を試験するための新しい方法の開発を続けている。
EPA は、地表水、地下水、廃水、土壌、堆積物、バイオソリッドの分析方法も検証している； 大気中およ
び排気中の PFAS を試験するための新しい方法の開発。 未知の PFAS を発見するための実験方法の
改善。
EPA は、PFAS が環境をどのように移動して人々と生態系に影響を与えるかを理解するための暴露モ
デルを開発している。
EPA は、飲料水中の PFAS を除去するための処理方法の評価とレビューを続けている。
EPA は、汚染されたサイトの浄化を担当者（公務員）に支援するツールの開発に取り組んでいる。
強調された活動：強制執行
EPA は、適切な場合、環境内の PFAS 暴露に対処するために強制執行ツールを使用し、州の強制執
行活動を支援する。
EPA は、飲料水安全法の命令の発行や州への支援の提供など、PFAS に対処するための行動をすで
に取っている。PFAS アクションプランの例を参照せよ。
強調された活動：リスクコミュニケーション
EPA は、連邦、州、部族、および地元のパートナーが一般の人達と使用するマルチメディア資料とメッセ
ージングを含むリスクコミュニケーションツールボックスの開発に協力して取り組んでいる。
EPA のプレスリリース； https://www.epa.gov/newsreleases/epa-announces-proposed-decisionregulate-pfoa-and-pfos-drinking-water
12-1-2. ニューヨーク、ワシントン州議会は PFAS 措置を前進させる－既存の消火泡法を改正する法案
ニューヨークおよびワシントン州の立法者は、消火用泡でのパーフルオロアルキル物質およびポリフル
オロアルキル物質（PFAS）の使用に対処する既存の法律を改正する高度な法案を前進させている。
ニューヨーク州では、議会は今月、訓練目的での PFAS を含むクラス B 消火泡の使用を禁止し、その
製造と販売を 2 年の時間で禁止するために、昨年末に採択された法律の特定の技術的修正を行う措
置（S 7167）を承認した 。ニューヨーク州上院によると、以前に採択された法律に関する懸念の 1 つは、
少なくとも実行可能な代替案が存在するまで、可燃性および発火性の液体火災に対して、消防署が
PFAS 含有泡を「限られた状況で」引き続き使用できるようにすることを保証する必要性であった。した
がって、この法案は、発泡体（AFFF とも呼ばれる）を使用できる場合の免除を拡大し、可燃性の液体だ
けでなく、発火性の液体を含む火災を含めることを目指している。また、この措置では、州の消防局が 2
年ごとに、非 PFAS 泡が利用可能か、またこれらの場合に効果的な代替品として機能するかどうかを判
断することを要求される。また、禁止されている泡の定義を技術的に修正する。この措置は、アンドリュ
ー・クオモ知事による検討を待っている。
一方、ワシントン州では、下院は、ほとんどの用途で PFAS 含有消火泡を禁止する既存の法律の下で
免除を排除するための法案を可決した。現在、州上院で検討中のこの措置（HB 2265）は、免除が発行
されない限り、化学プラント、石油精製所、石油ターミナルで使用するための発泡体の製造、販売、流通
に対する既存の許容を削除する。また、連邦政府の命令でこれが不要になった場合、連邦航空局
（FAA）によって規制されている空港での使用を段階的に廃止するメカニズムも導入する。この法律は 2
月 16 日に 92-4 の票差で下院を通過した。
119

NGO Safer States によれば、イリノイ州、アイオワ州、メリーランド州を含む消火用泡での PFAS の使
用に対処する法律を今年検討する州は 12 を超えている。食品包装材料でのこれら一群の物質の使用
も多くの州で精査されている。
ニューヨーク州の措置 7167；https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s7167
ワシントン州の措置 2265；
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=2265&Year=2019&Initiative=false
12-1-3. カリフォルニア州は、PFAS を使用したカーペットに「優先製品」の指定を提案している—提案さ
れた優先製品：パーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質（PFAS）を含むカーペ
ットおよびラグ（敷物）
カリフォルニア州有害物質管理局（Department of Toxic Substances Control ：DTSC）は、PFAS のハ
ザード特性と、環境、人、およびその他の生物において広範に存在していることを懸念している。PFAS
で汚れや土壌に対する耐性を持たせたカーペットや敷物は、この一群の化学物質への広範な人体およ
び生態系への暴露の潜在的な長期的な原因である。2018 年 2 月、DTSC は PFAS 付きカーペットと敷
物の製品-化学プロファイルをリリースし、この製品と化学物質の組み合わせをより安全な消費者製品
規制の下で優先製品としてリストすることを提案する科学的根拠を概説した。
パブリックコメント期間；規制提案：カーペットおよび敷物の PFAS の 45 日間のコメント期間が、
CalSAFER についてコメントするために公開されている。 コメント期間は 2020 年 2 月 28 日から 2020
年 4 月 13 日までである。優先製品としてカーペットおよび敷物に含まれるパーフルオロアルキルおよび
ポリフルオロアルキル物質（PFAS）をリストする提案について、CalSAFER 経由でオンラインで受け取
ったコメントを表示するには、ここ
（https://calsafer.dtsc.ca.gov/cms/commentpackage/?rid=12738&from=search）をクリックせよ。
公開ワークショップ；DTSC は、カリフォルニア州サクラメントの 1001「I」ストリートにある CalEPA ビルで、
2018 年 3 月 20 日に公聴会を開催した。 DTSC スタッフは提案の概要を説明し、パブリックコメントを受
けつけた。
今回の提案は、本月報 2019 年 11 月分で取り上げた動きの一部具体化である。
ワークショップのプレゼンテーション；
https://dtsc.ca.gov/wp-content/uploads/sites/31/2018/10/PFAS_Workshop_Presentation_03-202018.pdf
技術レポート；
https://dtsc.ca.gov/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/Final_ProductChemical_Profile_Carpets_Rugs_PFASs_a.pdf
12-2. 米国における内分泌かく乱物質の安全性動向
12-2-1. 女性用衛生製品からのフタル酸塩暴露は、考えられているよりも高い可能性がある、と研究は
示唆－ニューヨークチームが幅広いアイテムをテスト
米国の調査によれば、女性用衛生製品は、女性のフタル酸エステル類への暴露の最大 28％の原因と
なっている。 しかし、研究者は、製品からの最大の一日の暴露量はまだ毒性効果の閾値を下回ってい
ると計算している。衛生製品は可塑剤や抗菌剤への暴露源として知られているが、この話題は科学的
にほとんど注目されていない、とニューヨーク州保健局の Chong-Jing Gao とニューヨーク大学医学部
の Kurunthachalam Kannan は述べている。
研究者達は、製品中のフタル酸エステル、ビスフェノール、パラベン、抗菌トリクロカーボン（TCC）のレ
ベルを測定した。彼らは、タンポンやパッドを含む、2019 年にニューヨークのスーパーマーケットで購入
したさまざまな製品の範囲で、24 の化学物質を調べた。分析した 4 つのクラスの化学物質ではフタル
酸エステル類が目立っていた。パッド、パンティライナー、タンポン、ワイプすべてに、フタル酸ジメチル
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（DMP）、フタル酸ジエチル（DEP）、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチル（DIBP）、フタル酸
ジ（2-エチルヘキシル）が含まれていた 。パンティライナーには、DMP、DEP、DBP、DIBP の濃度が最
も高く、タンポンには DEHP が最も多く含まれていた。 一方、ビスフェノールと TCC は、すべての製品カ
テゴリの物質全体の 5％未満を占めたが、BPA と BPF はタンポンとパンティライナーで広く見つかった。
研究者達は、フタル酸エステル類がポリプロピレンとポリエチレンをベースにした材料と、衛生製品を作
るために使用される高温接着剤の両方に由来することを示唆している。彼らは、さまざまな皮膚吸収レ
ベルに対応する一連の暴露量を計算した。皮膚吸収が体の他の部分の皮膚と同じであると仮定する場
合、衛生製品はフタル酸エステル類への総暴露量の 0.2％にしか寄与しない。しかし、外陰部の皮膚と
膣粘膜は、高い吸収効率と透過性を持っている。吸収率が 100％とすると、標準的な皮膚吸収率を使
用して推定されるよりも少なくとも 10 倍高い暴露量を与えるであろう、と研究者達は述べている。100％
の吸収率で、彼らは、食品からの 29.4％に対して、衛生製品がフタル酸エステル類の総暴露量の
27.9％を占める可能性があると見積もっている。研究者は、彼らの研究には限界があり、特に 100％の
皮膚吸収を仮定した場合、暴露量を過大評価した可能性があることを認めている。製品からの化学物
質の移動率はまだ不明であり、女性はしばしば複数の女性用衛生製品を同時に使用するため、暴露の
推定は困難である。
Environment International 誌に執筆した研究者達は、性器や生殖器で、またはその近くで使用される
製品からの長期的な生物学的および健康上のリスクに関する研究がなされることを求めている。NGO
は、長い間、女性用衛生製品の成分開示を求めてキャンペーンを行ってきた。 昨年、ニューヨークはこ
れを義務付けた最初の米国の州となった。
論文（オープンアクセス）；
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019333859
ニューヨーク州の取り組みに関する報道；https://www.natlawreview.com/article/new-york-requiresdisclosure-ingredients-menstrual-products
12-3. EU における内分泌かく乱物質の規制動向
12-3-1. Envi は、EU 飲料水指令の再作成を承認－内分泌かく乱物質とマイクロプラスチックの存在に
取り組むための新しい措置
欧州議会の環境委員会（Envi）は、化学物質に関するより厳しい規則を含め、水質を改善するための議
会と閣僚会議の間の暫定協定を承認した。
この指令は、EU の公式ジャーナルに掲載されてから 20 日後に発効する。それは、マイクロプラスチッ
ク、内分泌かく乱物質、パーフルオロアルキル物質（PFAS）およびその他の新しいタイプの化学物質な
どの新たな汚染物質に取り組むための新しいルールをもたらす。昨年 12 月 18 日の 2 つの機関間の
暫定協定に続いて、Echa は、飲料水と接触する材料で安全に使用できる化学物質の EU ポジティブリ
ストの編集と管理を開始すると発表した。機関の最初のリストには約 1,500 の化学物質が含まれる可
能性が高く、2024 年までに欧州委員会で採用されるであろう。
水質を改善するための議会と閣僚会議の間の暫定協定；
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2020/0217/1198614EN.pdf
12-4. EU における内分泌かく乱物質の安全性動向
12-4-1. 英国の食品包装における PFAS の使用は「広範囲に」わたっている－NGO のレポートによれ
ば、主要なスーパーマーケット、食品店からのサンプルは「有意なレベル」
スコットランドに本拠を置く NGO、フィドラ（Fidra）が、英国の主要スーパーマーケット、コーヒーチェーン、
テイクアウトレストランから購入した食品包装サンプルの 90％で「有意なレベル」のパーおよびポリフル
オロアルキル物質（PFAS）を見出したと報告した。検出された最高濃度は、7 月に発効するデンマーク
の紙および厚紙包装の PFAS の新しい法規制値の 300 倍であった、とフィドラは 2 月中旬に発表され
たレポート「食品のアイル（aisle）にある永久化学物質(PFAS は持続性が高いので forever chemicals
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と呼ばれている)」で述べている。それら物質は、ビスケットやベーカリーバッグ、持ち帰り用の箱、耐油
紙など、20 のサンプルをテストした後、 全 PFAS 含有量を表すものとして広く受け入れられている「全
有機フッ素；Total Organic Fluorine」（TOF）で、英国の大手スーパー9 社のうち 8 社で使用されている
包装材料に含まれていたと、Fidra は述べた。
紙および厚紙の包装にグリースと水を撥く効果が生じさせるため PFAS が加えられる。 それらは環境で
簡単に分解せず、一部は人に蓄積する。 多くは発がん性物質および内分泌かく乱物質の疑いがあり、
免疫系に影響を与える可能性がある。英国ではまだ禁止されていないが、多くのスーパーマーケットは
衣類の範囲で撥水剤としての使用を停止している。欧州委員会は現在、新しい法律を起草する目的で、
数十年前の食品接触材料（FCM）の法律を評価する準備をしている。
フィドラは、英国のスーパーマーケットからの次のサンプルをテストした。
• ベーカリーバッグ：Marks & Spencer, Sainsbury’s
• ビスケットバッグ：Asda, Co-op, Morrisons, Tesco
• 耐油紙：Morrisons, Waitrose
• ポップコーンバッグ：Aldi, Lidl
また、次のテイクアウトバッグもテストした：Caffe Nero, Costa, Greggs, Pret a Manger
残りのサンプルのうち、1 つはドミノのピザの箱で、4 つは独立したフードアウトレット（カフェ、チップショッ
プ、ピッツェリア、職場のカフェテリア）の持ち帰り用の箱であった。
フィドラはそれ以来、食品包装から PFAS を除去するようスーパーマーケットに要請する請願を始めた。
また、英国の規制当局がデンマークの禁止措置に従うよう運動している。
反応；Chemical Watch は、挙げられた 15 のスーパーマーケットとアウトレットすべてと接触した。 その
うちの 5 つは、British Retail Consortium（BRC）からの声明に言及しており、これはこのレポートに関
係している多くの企業を代表している。BRC の食品政策アドバイザーであるエリザベスアンドー‐ケッソ
ンは次のように述べている。「すべてのメンバーのパッケージングは、法的健康および規制基準を満たし
ているか、それを上回っている。」小売業者は、製品の安全性を確保するためにサプライヤーと緊密に
連携している。「PFAS の法的制限値は強固な科学的証拠に基づいており、定期的に見直されている。
私たちはこの分野の開発を監視しているが、物質の使用に対する変更は、製品の安全性、完全性、持
続可能性を維持する必要がある。」他の唯一の対応は Tesco(テスコ)からであった。テスコは、すべての
PFOS と PFOA（長鎖 PFAS）を食品包装からすでに除去し、「PFAS を除去するソリューションに取り組
んでいる」と述べた。フィドラの報告書は、「ある英国の大手パッケージングサプライヤー」が、現在の成
形繊維製品に代わる PFAS フリーソリューションを開発したと述べており、今年の第 2 四半期から段階
的に廃止されると述べている。テストでは、この材料で作られた持ち帰り用の箱で最高の PFAS レベル
が明らかになった。「2021 年末までに、または可能であればより早く、完全に PFAS がなくなるよう取り
組んでいる。他のすべての業界関係者に、できるだけ早く同じことをするように呼びかける」とサプライヤ
ーは言った。
広範な使用；レポートは、英国の食品包装における PFAS の使用は、小売業者および製品タイプ全体
で「広く行き渡っている」と主張している。耐油性のベーキングペーパーを除くすべての製品にこの物質
が含まれていることがわかった。 また、90％が「バックグラウンド汚染から予想されるレベルを超える」レ
ベルであった。ウェイトローズは、PFAS サンプルが特定されていない唯一のスーパーマーケットであっ
たが、耐油紙のみが分析された。「有害な影響に関する証拠が増えているため、これらの永久化学物質
を使用し、環境に放出し続けることは、私たちが取ることができないリスクである」と、レポートの著者で
あるケリー・ディンズモア博士は述べた。
NGO は、消費者が使い捨ての食品包装の不必要な使用を避けるべきだと述べている。その他の推奨
事項は次のとおりである。
• PFAS 含有物の堆肥化基準をバックグラウンド汚染以下に下げる。 そして
• 食品包装での使用を止めさせる厳格なグループベースの化学的法規制。
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NGO フィドラのレポート；https://www.pfasfree.org.uk/wp-content/uploads/Forever-Chemicals-inthe-Food-Aisle-Fidra-2020-.pdf
12-4-2. DSM が EDC のフェーズアウトタイムラインを開発中－計画には、呼吸器感作物質および懸念
される他の化学物質が含まれる
グローバルな栄養、健康、材料の会社であるロイヤル DSM のコーティングおよび樹脂事業は、内分泌
かく乱化学物質、呼吸器感作物質、および「その他の懸念の高い化学物質」（Chemical of high
concern;CoHC）の段階的廃止のスケジュールを策定している。
この動きは、2025 年までに世界中のコーティング樹脂事業で生産された製品からすべての CoHC を段
階的に廃止するという目標の次のステップである。
DSM コーティングレジンのサステナビリティマーケターである Sjoerd Dijkstra は、2 月中旬の
Chemical Watch のウェビナーで会社の計画を発表した。これは開発プロセスの初期段階であり、具体
的な詳細を提供するには時期尚早であると付け加えた。
しかし、彼は、EDC や他の CoHC を段階的に廃止することを含む、同社の戦略における野心と次のス
テップが年内に設定されると述べた。
「これは、有毒物質を段階的に廃止する戦略を作成する次のステップと考えている。しかし、それはまっ
たく新しいものであり、特に EDC の定義は必ずしも明確ではないため、さらに時間がかかる。」
同社は昨年、2025 年までに発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質（CMR）、および持続性、生
物蓄積性および毒性（PBT）の物質を排除することを目的として、段階的廃止戦略を開始した。
さらに多くの化学物質を含めることについて、Dijkstra 氏は「顧客企業の将来を証明する戦略を立案す
る必要がある。持続可能な代替品を開発するために協力する必要があるため、スケジュールはまだ設
定されていない」と述べた。
Dijkstra 氏は、DSM のアプローチは「動的」であり、タイミングを調整する必要があると付け加えた。 た
とえば、同社は 7 月までにコーティング樹脂製品から溶剤 n-メチルピロリドン（NMP ）を段階的に廃止
することを目指している。 他の物質の場合、それらを置き換えるのが難しいため、これには時間がかか
る場合がある。
ハザードアプローチ；DSM の戦略は、「下流のリスクをすべて理解して管理し、すべての責任あるケア
手順を実施して安全な使用を確保しない限り」、ハザードに基づくアプローチを取る。
「化学物質を継続的に追加する当社に類似した企業に共通のアプローチである制限物質リスト（RSL）
を実装する代わりに、ハザードに基づいた分類を段階的廃止のガイドとして使用する別のアプローチを
採用した」と彼は述べている。
DSM の Sjoerd Dijkstra は、 3 月 25〜26 日にアムステルダムで開催される Chemical Watch
の Global Business Summit Europe 2020 会議で講演する。
n-メチルピロリドン（NMP）を段階的に廃止することを伝える NEWS;
https://www.prnewswire.com/news-releases/dsm-to-drive-sustainable-coating-resins-solutionsby-eliminating-nmp-from-its-product-portfolio-300851756.html
12-5. 国際機関における内分泌かく乱物質の規制動向
12-5-1. 北欧閣僚会議からの資金提供を受けた研究レビューが、エーテル PFAS の情報が欠けている
ことを見出した
北欧閣僚評議会によって資金提供されたレビューによると、パーおよびポリフルオロアルキルエーテル
物質（PFAE）と呼ばれる PFAS のグループに関する一般的な情報不足がある。それらの化学物質は環
境中で他の PFAS グループと同様に振る舞い、人間の健康と環境に有害である可能性があることを示
唆する新たな証拠が見出された。
PFAE には、PFOA の代替品である Adona（C7）および GenX（C6）が含まれる。それらはすべてエー
テル結合、つまり炭素鎖中に酸素原子を含んでいる。 このレビューにより、EU および 18 か国の 22 の
化学インベントリから 394 の PFAE が特定された。しかし、この調査では、ほとんどの PFAE について
パブリックドメインにおける情報が一般的に不足しており、選択したデータベースには 394 のうち 225 が
表示されていないことが確認された。
レビューアは、PFAE を 5 つのサブグループに分けた。
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• パーフルオロポリエーテル;
• フルオロポリマー;
• 不飽和結合を有するパーフルオロエーテル非ポリマー;
• 飽和結合を有するパーフルオロエーテル非ポリマー; そして
• 側鎖パーフルオロエーテルポリマー。
デスク調査により、主要な生産者からサプライヤー、下流ユーザーに至るまで、PFAE の「多様で複雑な
市場」が見つかった。それらの化学物質は、航空宇宙から化粧品まで、多くの産業で製造、販売、使用
されている。おそらく最も有名な PFAE はグループ 4 に該当する GenX である。GenX などの物質に関
する情報は、これらが環境内で非常に可動性が高く、放出された後に除去するのが難しいことを示して
いる。
このレビューにより、PFAE への人および環境の暴露に関する情報は限られており、断片的であること
がわかった。レビューアは、PFAE の量と使用に関する詳細情報を入手するために、いくつかのメーカー
とサプライヤーに接触したが、成功しなかった。それらの化学物質の多くは EU では、生産または輸入
は比較的少量であるが、それらを組み合わせた影響は環境と人の健康に「重大なリスク」をもたらす可
能性がある、とレビューは示唆している。
北欧ワーキングペーパー（パーおよびポリフルオロアルキルエーテル物質（PFAE）の同定、生産及び使
用；http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1392167/FULLTEXT02.pdf
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13.
頻出略語一覧
13-1. 米国
略語
現地語正式名称
ACC
American Chemistry Council
ACS
American Chemical Society
CDC
Center for Disease Control and
Prevention
CPSC
Consumer Product Safety Commission
DHHS
Department Health and Human
Services
EDF
Environmental Defense Fund
EDSP
Endocrine Disruptor Screening
Program
EPA
Environmental Protection Agency
FDA
Food and Drug Administration
FIFRA
Federal Insecticide, Fungicide, and
Rodenticide Act
NIH
National Institutes of Health
NIOSH
National Institute for Occupational
Safety and Health
NIST
National Institute of Standards and
Technology
NNI
National Nanotechnology Initiative
NRDC
Natural Resources Defense Council
NSF
National Science Foundation
OMB
Office of Management and Budget
OPPT
Office of Pollution Prevention and
Toxics
OSHA
Occupational Safety and Health
Administration
RCC
Canada-United States Regulatory
Cooperation Council
SNUR
Significant New Use Rules
SOCMA
Society of Chemical Manufacturers and
Affiliates
TSCA
13-2. EU
略語
ANSES

BAuA
BfR
Cefic
Danish
EPA
（DEPA）

Toxic Substances Control Act

現地語正式名称
Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et
du travail
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin
Bundesinstitut für Risikobewertung
European Chemicals Industry Council
Environmental Protection
Agency/Miljøstyrelsen
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日本語名称
米国化学工業協会
米国化学会
疾病予防管理センター

分類
業界団体
業界団体
政府機関

消費者製品安全委員会
保健社会福祉省

政府機関
政府機関

環境防衛基金
内分泌かく乱物質スクリーニ
ングプログラム
環境保護庁
食品医薬品局
連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法

環境団体
政策

国立衛生研究所
国立労働安全衛生研究所

政府機関
政府機関

国立標準技術局

政府機関

国家ナノテク・イニシアティブ
天然資源防衛協議会
国立科学財団
行政管理予算局
汚染防止有害物質局（EPA）

政策
環境団体
政府機関
政府機関
政府機関

労働安全衛生局

政府機関

米加規制協力会議

政府機関

重要新規利用規則
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）
有害物質規制法

政策
業界団体

日本語名称
フランス食品環境労働衛生安
全庁

分類
政府機関

ドイツ連邦労働安全衛生研究
所
ドイツ連邦リスク評価研究所
欧州化学工業連盟
デンマーク環境保護庁

政府機関

政府機関
政府機関
政策

政策

政府機関
業界団体
政府機関

略語
Defra
DG
SANCO
ECHA
EFSA
ENVI

HSE
JRC
MEEM
NIA
REACH
RIVM
RoHS
SCCS
SCENIH
R
SCHER
SCoPAFF
UBA

現地語正式名称
Department for Environment, Food and
Rural Affairs
Health & Consumer Protection
Directorate-Genera
European Chemicals Agency
European Food Safety Authority
Committee on the Environment, Public
Health and Food Safety

Health and Safety Executive
Joint Research Centre
Ministère de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Mer
Nanotechnology Industries Association
Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu
Restriction of Hazardous Substances
Directive
Scientific Committee on Consumer
Safety
Scientific Committee on Emerging and
Newly Identified Health Risks
Scientific Committee on Health and
Environmental Risks
Standing Committee on Plants,
Animals, Food and Feed
Umweltbundesamt:

13-3. その他諸国・国際機関
略語
現地語正式名称
APVMA
Australian Pesticides and Veterinary
Medicines Authority
FAO
Food and Agriculture Organization
FoE
Friends of the Earth
GHS
Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of
Chemicals
IARC
International Agency for Research on
Cancer
ICCA
International Council of Chemical
Associations
ISO
International Organization for
Standardization
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
SAICM
Strategic Approach to International
Chemicals Management
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日本語名称
英国環境・食料・農村地域省

分類
政府機関

健康消費者保護総局

EU

欧州化学品庁
欧州食品安全機関
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）
英国安全衛生庁
共同研究センター
フランス、環境・エネルギー・海
洋省
ナノテク工業協会
化学物質の登録、評価、認可
および制限に関する規則
オランダ国立公衆衛生環境研
究所
電気・電子機器における特定
有害物質の使用制限指令
消費者安全科学委員会

EU
EU

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
保健環境リスク科学委員会

EU

植物・動物・食品・飼料に関す
る常任委員会
ドイツ連邦環境庁

政府機関

日本語名称
オーストラリア農薬・動物医薬
品局
国連食糧農業機関
フレンズ・オブ・アース
化学品の分類および表示に関
する世界調和システム

分類
政府機関

国際がん研究機関

国際機関

国際化学工業協会協議会

業界団体

国際標準機構

国際機関

経済協力開発機構

国際機関

国際的な化学物質管理のため
の戦略的アプローチ

政策

欧州議会
委員会

政府機関
EU
政府機関
業界団体
政策
政府機関
政策
EU

EU

政府機関

国際機関
環境団体
政策

略語
UNEP
WHO
WNT

WPMN
UNITAR

現地語正式名称
United Nations Environment
Programme
World Health Organization
Working Group of the National
Coordinators of the Test Guidelines
Programme
Working Party on Manufactured
Nanomaterials
United Nations Institute for Training
and Research
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日本語名称
国連環境計画

分類
国際機関

世界保健機関
テストガイドライン・プログラム
のナショナル・コーディネーター
作業部会
工業ナノ材料作業部会
（OECD）
国連訓練調査研究所

国際機関
国際機関

国際機関
国際機関

