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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 

1. 5 月の情報 
1-1. 米国におけるナノ材料の規制動向 
1-1-1. 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 

推定 
2020 年度 

要求 
2019 年度～2020 年度比較 

金額 割合 

連邦政府合計 $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% 

EPA 合計 $8.8 $6.1 -$2.8 -31.2% 

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 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

推定 
2020 年度

要求 
2019 年度～2020 年度比較 

金額 割合 

分野合計 $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。 
2 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」 
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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-presents-
president-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/2019-
03/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/committee-
activity/hearings/hearing-on-the-fiscal-year-2020-epa-budget 
 
1-1-2.   NIOSH は、提案された、工業ナノマテリアル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「工業ナノマテリアルの労働安全衛

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

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/proposed-
data-collection-submitted-for-public-comment-and-recommendations 
 
1-1-3.  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 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-for-
over-the-counter-human-use-extension-of-comment-period 
 
1-2. EU におけるナノ材料の規制動向 
1-2-1. 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-interdit-
dans-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-its-
recommendations-consumer-safety 
 
1-2-2. 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 
 
1-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向 
特に無し。 
 
1-4. 国際的な動き 
1-4-1.  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マテリアルに関する作

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、工業ナノマテリアル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)工業ナノマテリアル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-on-
chemical-safety-and-biosafety-april-2019.pdf 
 
1-4-2.  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 
 
1-4-3.  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 
 
1-4-4.  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： 
・環境や人間への危険（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）； 
・環境と人間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 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/EU-
US%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 
 
1-5. ナノ材料の安全性に関する情報 
1-5-1.  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 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 
 
1-5-2.  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 
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
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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 
 
1-5-3.  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) 材料の人間の健

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、人間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 
 
1-5-4.  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

の公開を発表した。JRC は、フランス Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
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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、「 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/measuring-
nanoparticles-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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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 

 
 
 


