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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」－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/commission-

agenda-and-priorities-notice-of-hearing 
 
CPSC の 2018-2022 年度戦略計画；https://www.cpsc.gov/s3fs-public/CPSC_2018-

2022_Strategic_Plan.pdf 
 
CPSC の議会への 2020 年度予算要求；https://www.cpsc.gov/s3fs-

public/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-List-
for-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。 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/19/2019-05102/commission-agenda-and-priorities-notice-of-hearing
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/19/2019-05102/commission-agenda-and-priorities-notice-of-hearing
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/CPSC_2018-2022_Strategic_Plan.pdf
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/CPSC_2018-2022_Strategic_Plan.pdf
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/FY%202020%20Congressional%20Justification.pdf?2rDJohfEbN6lAgu5l_kLtcV3W1W_JNqo
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/FY%202020%20Congressional%20Justification.pdf?2rDJohfEbN6lAgu5l_kLtcV3W1W_JNqo
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/FY%202020%20Congressional%20Justification.pdf?2rDJohfEbN6lAgu5l_kLtcV3W1W_JNqo
https://www.dir.ca.gov/dosh/DoshReg/5155-Meetings/Agenda-2019-06-04.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/DoshReg/5155-Meetings/Priority-1-List-for-review.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/DoshReg/5155-Meetings/Priority-1-List-for-review.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I016EA5A05F8211DFBF66AC2936A1B85A?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I016EA5A05F8211DFBF66AC2936A1B85A?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I016EA5A05F8211DFBF66AC2936A1B85A?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
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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。 
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
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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 
 
 
1-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向 
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

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_228.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_228.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/appendix_nanoforms_draft_to_peg_en.pdf/bb84f0ca-7688-5293-604e-fb43982c7afd
https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/appendix_nanoforms_draft_to_peg_en.pdf/bb84f0ca-7688-5293-604e-fb43982c7afd
https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/composition_of_peg_nanos_2019_en.pdf/f4467624-a24c-0f3b-87f2-c237b7645b08
https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/composition_of_peg_nanos_2019_en.pdf/f4467624-a24c-0f3b-87f2-c237b7645b08
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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

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/EU-
Mx%20Nano%20Meeting%20%2022-24%20Jan%202019%20-
%20FINAL%20REPORT%20F.%20Cassee%20%20A.%20De%20Vizcaya-Ruiz.pdf 
 
1-4. 国際的な動き 
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。 
 

https://www.nanosafetycluster.eu/uploads/EU-Mx%20Nano%20Meeting%20%2022-24%20Jan%202019%20-%20FINAL%20REPORT%20F.%20Cassee%20%20A.%20De%20Vizcaya-Ruiz.pdf
https://www.nanosafetycluster.eu/uploads/EU-Mx%20Nano%20Meeting%20%2022-24%20Jan%202019%20-%20FINAL%20REPORT%20F.%20Cassee%20%20A.%20De%20Vizcaya-Ruiz.pdf
https://www.nanosafetycluster.eu/uploads/EU-Mx%20Nano%20Meeting%20%2022-24%20Jan%202019%20-%20FINAL%20REPORT%20F.%20Cassee%20%20A.%20De%20Vizcaya-Ruiz.pdf
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法律事務所 Bergeson & Campbell によれば、この標準は「環境中のナノマテリアル測定に関す

る産業コンソーシアム（Industry Consortium for Environmental Measurement of 
Nanomaterials：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

マテリアル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 
 
1-5. ナノ材料の安全性に関する情報 
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.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:21386:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/standard/66188.html?browse=tc
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%201%20_%20Reinhilde%20Schoonjans.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%201%20_%20Reinhilde%20Schoonjans.pdf
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https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%202%20_%20Remigio%20Mar
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

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%202%20_%20Remigio%20Marano.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%202%20_%20Remigio%20Marano.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%203%20_Francesco%20Cubadda.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%203%20_Francesco%20Cubadda.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%204%20_%20Jan%20Mast.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%205%20_%20David%20Brizzolara.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%205%20_%20David%20Brizzolara.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%206%20_IntroSession_Stakeholder%20Questions.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%206%20_IntroSession_Stakeholder%20Questions.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%207%20_%20IntroSession_FrancescoCubadda%20%26%20StefanWeigel.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%207%20_%20IntroSession_FrancescoCubadda%20%26%20StefanWeigel.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%208_%20Bjoern%20Braun.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%209%20_%20Nigel%20Baldwin.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%209%20_%20Nigel%20Baldwin.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2010%20_IntroSession_Alicja%20Mortensen%20%26%20Agnes%20Oomen.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2010%20_IntroSession_Alicja%20Mortensen%20%26%20Agnes%20Oomen.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2011%20_Klaus%20Weber%20%26%20Nils%20Krueger.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2011%20_Klaus%20Weber%20%26%20Nils%20Krueger.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2012%20_%20Panagiotis%20Daskaleros.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2012%20_%20Panagiotis%20Daskaleros.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2013%20_%20David%20Carlander.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Presentation%2013%20_%20David%20Carlander.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/190401-ag.pdf
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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

による人間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-Costs-
of-a-Plastic-Planet-February-2019.pdf 

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/02/Plastic-and-Health-The-Hidden-Costs-of-a-Plastic-Planet-February-2019.pdf
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/02/Plastic-and-Health-The-Hidden-Costs-of-a-Plastic-Planet-February-2019.pdf
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1-6. 頻出略語一覧 
1-6-1. 米国 
略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
ACC American Chemistry Council 米国化学工業協会 業界団体 
ACS American Chemical Society 米国化学会 業界団体 
CDC Center for Disease Control and Prevention 疾病予防管理センター 政府機関 
CPSC Consumer Product Safety Commission 消費者製品安全委員会 政府機関 
DHHS Department Health and Human Services 保健社会福祉省 政府機関 
EDF Environmental Defense Fund 環境防衛基金 環境団体 
EDSP Endocrine Disruptor Screening Program 内分泌かく乱物質スクリーニ

ングプログラム 
政策 

EPA Environmental Protection Agency 環境保護庁 政府機関 
FDA Food and Drug Administration 食品医薬品局 政府機関 
FIFRA Federal Insecticide, Fungicide, and 

Rodenticide Act 
連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法 政策 

NIH National Institutes of Health 国立衛生研究所 政府機関 
NIOSH National Institute for Occupational Safety 

and Health 
国立労働安全衛生研究所 政府機関 

NIST National Institute of Standards and 
Technology 

国立標準技術局 政府機関 

NNI National Nanotechnology Initiative 国家ナノテク・イニシアティブ 政策 
NRDC Natural Resources Defense Council 天然資源防衛協議会 環境団体 
NSF National Science Foundation 国立科学財団 政府機関 
OMB Office of Management and Budget 行政管理予算局 政府機関 
OPPT Office of Pollution Prevention and Toxics 汚染防止有害物質局（EPA） 政府機関 
OSHA Occupational Safety and Health 

Administration 
労働安全衛生局 政府機関 

RCC Canada-United States Regulatory 
Cooperation Council 

米加規制協力会議 政府機関 

SNUR Significant New Use Rules 重要新規利用規則 政策 
SOCMA Society of Chemical Manufacturers and 

Affiliates 
化学品製造者・関連業者協会

（前・合成有機化学品製造者

協会） 

業界団体 

TSCA Toxic Substances Control Act  有害物質規制法 政策 
 
1-6-2. EU 
略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail 

フランス食品環境労働衛生安

全庁 
政府機関 

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin 

ドイツ連邦労働安全衛生研究

所 
政府機関 

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung ドイツ連邦リスク評価研究所 政府機関 
Cefic European Chemicals Industry Council 欧州化学工業連盟 業界団体 
Danish 
EPA
（DEPA） 

Environmental Protection 
Agency/Miljøstyrelsen 

デンマーク環境保護庁 政府機関 

Defra 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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略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
DG 
SANCO 

Health & Consumer Protection 
Directorate-Genera 

健康消費者保護総局 EU 

ECHA European Chemicals Agency 欧州化学品庁 EU 
EFSA European Food Safety Authority 欧州食品安全機関 EU 
ENVI Committee on the Environment, Public 

Health and Food Safety 
環境公衆衛生食品安全委員

会 
(簡略に「環境委員会」ともいう) 

欧州議会

委員会 

EUON EU Observatory for Nanomaterials EU ナノ材料・オブサーバトリー EU 
HSE Health and Safety Executive 英国安全衛生庁 政府機関 
JRC Joint Research Centre 共同研究センター EU 
MEEM Ministère de l'Environnement, de 

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

洋省 
政府機関 

NIA Nanotechnology Industries Association ナノテク工業協会 業界団体 
REACH Registration, Evaluation, Authorization 

and Restriction of Chemicals 
化学物質の登録、評価、認可

および制限に関する規則 
政策 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu 

オランダ国立公衆衛生環境研

究所 
政府機関 

RoHS Restriction of Hazardous Substances 
Directive 

電気・電子機器における特定

有害物質の使用制限指令 
政策 

SCCS Scientific Committee on Consumer 
Safety 

消費者安全科学委員会 EU 

SCENIH
R 

Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks 

新興及び新たに特定された健

康リスクに関する科学委員会 
EU 

SCHER Scientific Committee on Health and 
Environmental Risks 

保健環境リスク科学委員会 EU 

UBA Umweltbundesamt: ドイツ連邦環境庁 政府機関 
 
1-6-3. その他諸国・国際機関 
略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
APVMA Australian Pesticides and Veterinary 

Medicines Authority 
オーストラリア農薬・動物医薬

品局 
政府機関 

FAO Food and Agriculture Organization 国連食糧農業機関 国際機関 
FoE Friends of the Earth フレンズ・オブ・アース 環境団体 
GHS Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of 
Chemicals 

化学品の分類および表示に関

する世界調和システム 
政策 

IARC International Agency for Research on 
Cancer 

国際がん研究機関 国際機関 

ICCA International Council of Chemical 
Associations 

国際化学工業協会協議会 業界団体 

ISO International Organization for 
Standardization 

国際標準機構 国際機関 

OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development 

経済協力開発機構 国際機関 

SAICM Strategic Approach to International 
Chemicals Management 

国際的な化学物質管理のため

の戦略的アプローチ 
政策 

UNEP United Nations Environment 
Programme 

国連環境計画 国際機関 

WHO World Health Organization 世界保健機関 国際機関 
WPMN Working Party on Manufactured 工業ナノ材料作業部会 国際機関 
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Nanomaterials （OECD） 
UNITAR United Nations Institute for Training 

and Research 
国連訓練調査研究所 国際機関 
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