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「米国及び EU におけるナノ材料の規制動向」－5 月分 

                                           2020/5  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. 全米アカデミーズは国家ナノテク・イニシアティブに関する 4 カ年レビューを発表 
米国国家科学・工学・医学アカデミーズ（National Academies of Sciences・Engineering・Medicine、
以下「国家アカデミーズ」と表記）は米国国家ナノテク・イニシアティブ（NNI）の 4 カ年レビューについて、

2020 年 4 月 6 日に連邦議会議員・議会スタッフへ報告した後、同 7 日に公開した。2003 年に制定され

た「21 世紀ナノテクノロジー研究開発法」に基づき、国家ナノテク調整局（National Nanotechnology 
Coordination Office：NNCO）が国家アカデミーズに対して NNI の過去 4 年間の取り組みのレビューを

依頼したもの。国家アカデミーズはアドホック委員会を設置し、以下の 2 つの課題について分析した。 
 
 ナノテクノロジー研究開発の観点から、他国と比較した米国の位置を分析する。ナノテクノロジー科

学技術のトレンドと進展および米国がリードすべき重要な研究領域についても分析する。 
 米国の経済および国家安全保障への影響を含む、ナノサイエンスおよびナノテクノロジーにおける

NNI の成果の現状を分析する。これに基づき、NNI を継続するべきか、そうであればプログラムの

目標、新しい研究領域と優先順位、パートナーシップ、マネージメント、あるいはこれらの目標達成

のための新規プログラムを提案する。 
 
報告によれば、米国は強固なナノ科学および技術研究開発プログラムを維持している。しかし、このプ

ログラムの組織は、日本や EU のような先進国、また、特に中国（またはインド）のような新興国との国

際的な厳しい競争のもとで、より重要になっている。そのような国々でも多額の投資によりナノ科学の教

育や労働力育成が加速しており、分野によっては米国をしのぐ部分もある。論文数、特許数、投資額に

おいてもこれらの国家間の差は縮まっており、米国はもはや明らかなリーダーであるとはいえなくなって

いるという。 
 
このような懸念から、米国が再び国際的なナノテクノロジー科学技術の先頭に立つことと、経済的繁栄、

米国市民の健康、国家安全保障の観点から、NNI の将来のプログラムについて以下のような再構成を

行ったうえで、継続することが必要であるとしている。 
 
 国家の優先研究開発課題（安全保障、AI、量子情報科学、製造、バイオマテリアル、水、気候変動

等を含む）の解決に貢献する、責任ある持続可能なソリューションの開発を目指す 
 米国の国際競争力を維持するため、基礎研究から製品に繋げる、技術移転の取り組みを拡充する 
 最先端の技術・知識・手法の活用を可能にするため、研究開発インフラ（ナノ材料の調整・特性評

価を行う施設など）を改修・強化する 
 官民協力による奨学生のサポートなどにより、ナノ材料・ナノテクノロジーに関連する数理科目への

優秀な学生の誘致やその教育を強化し、世界に通用する人材を育成する 
 NNCO に適切な予算と人員を配置し、アジャイルで競争力のあるナノテクノロジープログラムを実

施する。また、NNCO の取り組みを、NPO との協力や官民パートナーシップにより、支援する。 
 
なお、同報告書の第 3 章「A Global Perspective」では、中国、欧州、日本、カナダ、韓国での取り組み

についてもそれぞれ分析しており、日本については、過去 20 年にわたり多額の投資が行われ、様々な

学術的貢献や実用化事例が世界的にも注目されてきたとしつつ、近年では論文数や特許数が伸び悩

み、欧米や中国との差が広がり、韓国にも追いつかれていると指摘されている。 
 
全米アカデミーズウェブサイト Quadrennial Review of the National Nanotechnology Initiative（2020） 
https://www.nationalacademies.org/our-work/quadrennial-review-of-the-national-nanotechnology-
initiative 
 
報告書本文 
https://www.nap.edu/read/25729 

https://www.nationalacademies.org/our-work/quadrennial-review-of-the-national-nanotechnology-initiative
https://www.nationalacademies.org/our-work/quadrennial-review-of-the-national-nanotechnology-initiative
https://www.nap.edu/read/25729
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1-1-2. EPA はカーボンナノチューブ(ジェネリック)の SNUR を提案 
米国環境保護庁（EPA）は 2020 年 5 月 4 日付の連邦公報（Vol. 85 P. 26419）で、カーボンナノチュー

ブ（ジェネリック、PMN 番号 P-15-54）を含む 24 物質に対して、有害物質規制法（TSCA）に基づく重要

新規利用規則（SNUR）案を発表した。発効すれば、この規則で定められた重要新規利用となる製造等

の行為（輸入を含む）を行おうとする者は、開始 90 日前までに EPA に重要新規利用届出（SNUN）を行

わなければならない。 
 
なお、今回の SNUR 案の対象物質の中には、製造業者による製造前通知（PMN）提出後に、EPA が

TSCA に基づき同意指令（consent order）を発令したものも含まれる。こうした物質については、今回の

SNUR はその規定内容を全事業者に広げるものである。カーボンナノチューブ（ジェネリック）について

も、2019 年 12 月 17 日発効の同意指令が出されている。 
 
このカーボンナノチューブ（ジェネリック）の用途は、以下のように PMN に指定されている。 
 硝酸を用いた酸化により製造される官能基化カーボンナノチューブの中間体 
 力学的・物理的・化学的・電気的特性改善のためのラバーポリマーへの添加剤 
 力学的・物理的・化学的・電気的特性改善のためのレジンポリマーへの添加剤 
 電気的・熱的特性改善のための金属への添加剤 
 力学的・電気的・熱的特性改善のためのセラミックスへの添加剤 
 電気回路およびデバイス中の半導体、導体、または抵抗素子 
 エネルギー装置中の集電体または電極 
 エネルギー装置中の光電または熱電変換素子 
 エネルギー装置中で使用される触媒担体または触媒電極 
 電子機器の透過性と伝導性の向上のための添加剤 
 アクチュエータ、センサー、またはスイッチングデバイスの電気機械素子 
 
同物質に関する PMN を審査した際、EPA は、他の類似するカーボンナノチューブに関する情報、PMN
対象物質に関して提出されたデータ、および溶解しにくい吸入性粒子（respirable, poorly soluble 
particulates）との類似性の比較から、肺への毒性と発がん性への懸念を特定した。このため、EPA は、

この PMN 対象物質に対して 2016 年 11 月 17 日に直接最終規則として SNUR 案を発行している 1。し

かし、PMN 提出事業者が、当時の SNUR 案発効に先立って自社に対して発行された同意指令で許可

されている用途を増やすよう求め、SNUR 案に対しても反対意見を提出したため、EPA は 2017 年 1 月

19 日に SNUR 案を取り下げている 2。 
 
今回の修正版 SNUR 案発表にあたり EPA は、この物質がヒトの健康および環境に悪影響を与えるリ

スクがあるため、TSCA3に基づいて SNUR を発行すると述べている。これらのリスクを防止するため、

修正版同意指令では以下の措置を講じるよう PMN 事業者に義務付けており、今回の SNUR が発効し

た場合には、全事業者による以下の措置を講じない使用を重要新規利用とする。  
 
 皮膚の暴露の可能性がある場合、防護具を使用する 
 吸入による暴露を防止するための、指定防護係数（Assigned Protection Factor：APF）が 50 以上

の国立労働安全衛生研究所（NIOSH）に認定されたマスクを使用する 
 TSCA に基づき発せられた同意指令で認められた用途以外で PMN 対象物質を使用する 
 製造、加工、および使用の工程からの廃液は、焼却または埋立する 
 PMN 物質の製造、加工、および使用の工程からの廃液を、予期せずまたは意図的に米国内の水

域に流出させない 
 
また、EPA は今回の SNUR 案の中で、同物質の PMN 提出事業者が同意指令の修正を求める場合や、

                                                   
1 2016 年 12 月号に記載。 
2 2017 年 3 月号に記載。 
3 第 5 条(a)項(3)(B)(ii)(I) および第 5 条(e)項(1)(A)(ii)(I) 
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その他の事業者が重要新規利用届出を提出する場合には、特定の情報が有用である可能性があると

述べている。具体的には、天然有機物（natural organic matter：NOM）を分散剤として用いた慢性水生

毒性試験の結果が、同物質の潜在的な環境への影響を評価するのに役立つ可能性があるという。なお、

同意指令はこうした試験の実施を義務付けていない。 
 
SNUR 案に対するコメントの締切は 2020 年 6 月 3 日である。 
 
SNUR に関するドケット：https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2019-0596 
 
連邦広報での発表「Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances (20-1.5e)」：
https://downloads.regulations.gov/EPA-HQ-OPPT-2019-0596-0001/content.pdf 
 
1-2. EU におけるナノ材料の規制動向 
1-2-1. EUON はナノ材料が女性の生殖能力に与える影響についてのデータが不足していると発表 
2020 年 4 月 6 日、EU ナノ材料・オブサーバトリー（EUON）は「ナノ材料の生殖及び発生毒性に関する

クリティカルレビュー」と題した報告書を発表した。この研究は欧州化学品庁（ECHA）によって委託され、

デンマークの技術系コンサル企業 DHI A/S およびデンマーク国立労働環境研究センター（ Danish 
National Research Center for the Working Environment）により実施された。この研究では、ナノ材料

製品が生殖及び発生毒性に及ぼす影響の実験的な研究の最新の知見を収集・分析した。 
 
筆者らは文献調査を実施し、ナノ材料製品の生殖毒性および発生毒性を調べるため、適切なヒトへの

暴露経路（経口および呼吸）を想定して主に in vivo のデータをとった研究を特定した。111 件（19 のナ

ノ材料が対象）の研究が関連性があると特定され、うち 48%がナノ二酸化チタンとナノ銀であった。その

後、これらの研究について、試験方法が OECD テストガイドラインに沿ったものであるか、対象としたナ

ノ材料の化学的・物理的性質が REACH 登録ガイダンスで毒性評価のために必要とされる項目につい

て適切に特性評価がなされているか、等の研究の信頼性や質、また、このプロジェクトの目的に沿った

内容であるかについて点数化した。 
 
これらを検討した結果、これまでに実施された研究には不確実性やデータギャップがあることが見いだ

された。具体的には、今回レビューされた研究には、動物実験におけるサンプル数が少ないもの、複数

の用量レベルを用いていないもの、試験対象物質の投与方法を複数用いていないもの、などがみられ

た。このように、OECD テストガイドラインに基づいていない試験から得られたものがほとんどであり、デ

ータを比較する上で問題があるという。次に、全体的にみて気道からの暴露に関する研究がほとんどな

かった。ナノ材料の毒性において、ヒトへの暴露は、経口ではなく気道が重要である。肺胞に蓄積したナ

ノ粒子は長期間にわたる暴露の原因となる一方で、消化管を通過する期間は比較的短いためである。 
また、重要な結果として、女性の妊孕性に関する調査はほとんど行われていなかった。 
 
本報告書における今後の研究及び試験のための提案は以下の通り。 
 毒性評価をする上で最も重要な要因である暴露経路と材料の特性について、より標準化された方

法を用いる 
 粒子のサイズ（または粒子形態のような物理化学特性）が毒性の違いに与える影響についての知

見を得るため、ナノ粒子の試験と並行して、より大きいサイズの粒子についても試験を実施する 
 暴露経路として、気道をより重点的に調査する 
 女性の妊孕性および生殖能力のパラメータをより重点的に調査する 
 妊娠の進み具合に応じて胎盤を通じたナノ粒子の移行量等が変化する可能性を考慮して、暴露期

間を設定する 
 発生毒性を検討する上で、出産後の機能（出生児の妊孕性、神経、組織、心臓血管系、免疫機能）

も広く含める 
 従来の試験結果で生殖能力に悪影響を誘発する可能性が示された物質について、継続的に調査

する 
 OECD テストガイドラインの原則を遵守し、それが不可能な場合でも可能な限り従う 
 「バリア」（血液精巣関門、胎盤）を通じた粒子の移行について詳細に検討する 

https://www.regulations.gov/docket?D=EPA-HQ-OPPT-2019-0596
https://downloads.regulations.gov/EPA-HQ-OPPT-2019-0596-0001/content.pdf
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 ナノ材料のグループ化のために、毒性の発症機序を特定する。粒子の存在が胎児発達を変化させ

るのかそれとも酸化ストレスと炎症か。 
 よりシステマティックなアプローチを実現するために、試験プログラムをコーディネイトする 
 
EUON のプレスリリース（2020/04/06） 
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/female-fertility-data-lacking-for-
nanomaterials 
 
報告書「A critical review of studies on the reproductive and developmental toxicity of 
nanomaterials（2020/04）」 
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/24095696/critical_review_of_studies_on_repr
oductive_and_developmental_toxicity_of_nanomaterials_en.pdf/c83f78ef-7136-ef4b-268c-
c5d9b7bf1fea 
 
1-3. その他諸国におけるナノ材料の規制動向 
1-3-1.   産総研がセルロースナノファイバーの安全性評価手法及び評価事例に関する文書を発表 
軽量、高強度、低熱膨張性等の特長を有するセルロースナノファイバー（Cellulose nanofiber; CNF）を
使用した工業製品の開発が進められている一方、繊維状で超微細なサイズ等の物理的特性により有

害性影響があるのではないかという懸念もある。未だ安全性に関する知見が少ない中で、事業者は予

防的な考え方で、自主的な安全管理に取り組むことが重要である。 
 
産業技術総合研究所(安全科学研究部門、生物プロセス研究部門、ナノチューブ実用化研究センター)、
京都大学、王子ホールディングス(株)、第一工業製薬(株)、大王製紙(株)、日本製紙(株)は、新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構(NEDO)からの委託事業「非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発

／木質系バイオマスから化学品までの一貫製造プロセスの開発/CNF 安全性評価手法の開発(2017～
2019 年度)」において、CNF の安全性評価手法の開発を進めてきたが、このほど、CNF を取り扱う事

業者などの安全管理を支援することを目的として、以下の 3 つの文書を作成・公開した。自主安全管理

の参考として活用されることが望まれる。 
 
①セルロースナノファイバーの検出・定量の事例集 
CNF の安全性評価を行うには、夾雑物存在下でも微量な CNF を検出・定量できる手法が必要である。

しかし、CNF は、植物起源の有機物であること、特徴的な元素を持たないこと、高分子であること、吸光

度が小さいことなどから、検出・定量が難しく、確立した検出・定量手法がないのが現状である。そこで、

NEDO 委託事業では、CNF の検出・定量手法として、酸分解法、酵素分解法、熱分解法の適用・開発

を進めてきた。この事例集は、それらの手順や測定事例、注意点などについてまとめたもの。 
酸分解法は、夾雑物として糖類をふくまない水分散試料に適用可能な、比較的簡易な方法である。酵

素分解法は他の有機物や多糖類との分別が可能である。熱分解法は、分散液だけでなく粉体にも適用

可能で、他の有機物との分別が困難だが簡易な炭素分析法と分別可能な熱分解 GC-MS 法があり、こ

れらは作業環境試料に用いられる。 
 
②セルロースナノファイバーの有害性試験手順書 
この文書は、CNF の有害性試験のための試料調製、特性評価、吸入影響試験（気管内投与試験、動

物組織中の CNF 分析）、経皮影響試験（透過性試験、刺激性試験）、変異原性試験（発がんリスクの予

測のためのバッテリー試験としての細菌復帰突然変異試験、in vitro 染色体異常試験、ラット赤血球小

核試験）に関する手順をまとめたものである。特性の異なる CNF を被験材料に、これらの手順に基づ

いて得られた評価結果や知見について収載し、CNF を取り扱う事業者や関連する試験機関が利用しや

すいように構成されている。なお、これに準拠して得られた試験結果は、CNF の有害性全般について保

証するものではない、との留意点を挙げている。 
 
③セルロースナノファイバー及びその応用製品の排出・暴露評価事例集 
CNF の製造現場調査や模擬排出試験の実施により、CNF の製造・使用時の排出・暴露や、CNF 複合

材の加工・摩耗・劣化時の排出・暴露が評価された。また、将来的に実用化するであろう CNF 応用製

https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/female-fertility-data-lacking-for-nanomaterials
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/female-fertility-data-lacking-for-nanomaterials
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/24095696/critical_review_of_studies_on_reproductive_and_developmental_toxicity_of_nanomaterials_en.pdf/c83f78ef-7136-ef4b-268c-c5d9b7bf1fea
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/24095696/critical_review_of_studies_on_reproductive_and_developmental_toxicity_of_nanomaterials_en.pdf/c83f78ef-7136-ef4b-268c-c5d9b7bf1fea
https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/24095696/critical_review_of_studies_on_reproductive_and_developmental_toxicity_of_nanomaterials_en.pdf/c83f78ef-7136-ef4b-268c-c5d9b7bf1fea
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品を整理し、代表的な製品ケースとして、自動車、化粧品、容器・包装プラスチックについて、暴露シナリ

オに基づく評価を行った。さらに、CNF が環境中で使用・廃棄された場合の安定性や分解性を評価する

ために、一般環境および海水中での生分解性試験を行った。この文書は、それらの評価事例をまとめ

たものである。 
なお、付録Ⅲでは、「CNF 及び関連材料をとりまく国際規制状況」がまとめられている。国内外の法規制

において CNF 及び関連材料がどのような規制対象となる可能性があるか、主要な国・地域、主要な法

規制の特長を網羅的に調査した結果（2019 年 12 月時点）が、全体的な俯瞰として示されている。 
 
産総研の発表；https://www.aist-riss.jp/assessment/45276/ 
上記 3 文書のダウンロードは、このサイトから、産総研への登録によって可能である。 
 
非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発；
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100058.html 
 
1-4. 国際的な動き 
1-4-1. ナノ材料に関する 3 件の ISO 標準が発表された 
国際標準化機構(ISO)は、2020 年 3 月から 4 月にかけて以下 3 件の標準を発表した。 
 
ISO/TS 21237:2020「ナノテクノロジー— 高分子ナノファイバーを含むエアフィルターメディア — 特性と

測定方法の仕様」 
ISO によれば、近年、ナノファイバーを利用したエアフィルターメディアは、効率が高いことと、スリップフ

ロー効果により圧力損失が少ないことから広く利用されており、この用途では特に高分子ナノファイバー

が使われる。また、ナノファイバーは織布および不織布の基材に付着させることができる。 
本標準は、基質の表面に高分子ナノファイバーを含むエアフィルターメディアについて、測定すべき特性

を指定すると共に、それぞれの特性を測定する方法を規定している。しかし、健康及び安全に特化した

特性は含まない。なお、圧力損失等のエアフィルターメディアとしての物理的性質および能力について

は、他の関係規格を適用すること。 
 
ISO/TS 11308:2020「ナノテクノロジー— 熱重量分析を用いたカーボンナノチューブ（CNT）サンプルの

特性評価」 
本標準は、不活性または酸化性の環境下での熱重量分析（TGA）による、CNT を含む物質サンプルの

特性評価のガイドラインを提供するもの。CNT を含むサンプル中に存在する炭素類や不純物（金属触

媒粒子等）を定量的に計測し、サンプルの純度を評価する手法を対象としている。また、CNT を含むサ

ンプルの熱的安定性および均一性を定性的に評価することも可能である。 
なお、特定の種類の CNT の存在の確認、また金属不純物の存在の検証については、追加の技術が必

要である。 
 
ISO/TS 21412:2020「ナノテクノロジー—電気化学的なバイオセンシング等に適用されるナノ物質レイ

ヤー— 特性と測定方法の仕様」 
本標準では、溶液処理によって電極上にナノ材料が集合・形成したレイヤーおよび、ナノバイオセンサ

ーまたは診断装置などの電気化学装置のレイヤーを形成するナノ材料自体について、測定すべき特性

を指定すると共に、その測定手法を定める。 
この標準は以下のものには適用されない。 
 トップダウン法により製造したナノ構造の要件 
 ナノ物質レイヤー（nano-object-assembled layer）上へのバイオマテリアルコーティング 
 製造工程での健康および安全要件 
 電気化学的センシングの実験条件 
 ナノ物質により補強された電極の包装、ラベリング、使用期限、および輸送 
 
ISO/TS 21237:2020 2020 年 3 月 
 
Nanotechnologies — Air filter media containing polymeric nanofibres — Specification of 

https://www.aist-riss.jp/assessment/45276/
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100058.html
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characteristics and measurement methods（有料：58 スイスフラン）  
https://www.iso.org/standard/70217.html 
 
ISO/TS 21412:2020 2020 年 4 月 
Nanotechnologies — Nano-object-assembled layers for electrochemical bio-sensing applications 
— Specification of characteristics and measurement methods（有料：118 スイスフラン） 
https://www.iso.org/standard/70874.html 
 
ISO/TS 11308:2020 2020 年 4 月 
Nanotechnologies — Characterization of carbon nanotube samples using thermogravimetric 
analysis（有料：118 スイスフラン） 
https://www.iso.org/standard/69548.html 
 
1-5. ナノ材料の安全性に関する情報 
1-5-1. EUON はカーボンナノチューブの SIN リスト追加に関する Nanopinion を発表 
2020 年 4 月 7 日、EUON は「カーボンナノチューブ - SIN リスト高懸念物質となった最初のナノ材料」と

題した Nanopinion を発表した。2019 年 11 月号で既報の通り、International Chemical Secretariat
（ChemSec）はカーボンナノチューブを SIN(Substitute It Now)リストに追加している（SIN リストは、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を集積する）。 
 
本 Nanopinion は、11 月号に報じた ChemSec の公式プレスリリースにもコメントした、ChemSec 所属

のシニア毒性学者で SIN リスト担当プロジェクトマネージャーのアンナ・レンキスト博士が執筆したもの

で、当時の発表内容を改めて述べる内容となっている。 
 
これによると、SIN リストの開始以来、ChemSec へは、ナノ材料を SIN リストに追加するよう求める訴

えが何度も届けられてきたという。同博士によれば、異なる種類の多層カーボンナノチューブが肺に対し

て発がん性をもつことを、複数の研究が示しており、また、国際がん研究機関（International Agency 
for Research on Cancer：IARC）は 2019 年夏に、多層カーボンナノチューブのうち 1 種類を「ヒトに対

する発がん性をもつ可能性がある」と分類した 4。単層、2 層、多層を含む多くの種類のカーボンナノチュ

ーブは遺伝毒性および肺の損傷を起こすことも報告されている。博士はまた、カーボンナノチューブは

現実的な条件のもとで残留性を持つことが証明されており、単層カーボンナノチューブは生殖毒性のエ

ビデンスもあると述べた。 
 
Nanopinion「Carbon Nanotubes – First nanomaterial of high concern on the SIN List（4/7/2020）」
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/asset_publisher/jyZzQmR9Vyq0/blog/carbon-
nanotubes-first-nanomaterial-of-high-concern-on-the-sin-list 
 
1-5-2.   セラミック産業におけるナノ粒子の暴露と有害性：潜在的な発生源、毒性、健康への影響につ

いてのレビュー 
本レビューは、ポルトガル 4 人、スペイン 2 人、オランダ 1 人からなる著者による、参照文献数 159 に

及ぶ膨大かつ詳細なレビューであり、具体的な内容、特にケーススタディによる暴露シナリオ、発生源、

暴露量について記述する紙数がないので、これらについては原レビューを参照されたい。ここでは、結

論的なまとめと今後の方向に関する提言を紹介する。 
 
現代の産業は、ナノテクノロジー由来の材料と革新的なプロセスによって提供される進歩の恩恵を受け

ている。ナノ材料（NM）の独特の物理化学的特性により、投入材料としての NM の利用は産業分野で

広く行われている。同時に、高品質で革新的でコスト競争力のある製品の迅速な製造を可能にすること

を目的とする高エネルギープロセスは、付随的に空中浮遊ナノ粒子（ANP）も生成する可能性があり、こ

れは、これらの作業に携わる労働者が NP 暴露の影響を受けやすい集団であることを意味する。現在、

環境とヒトの健康に対する NM の真のリスクについては不確実性があり、労働衛生上の懸念を引き起

こしている。これらの懸念は、超微粒子（UFP）中のナノサイズ成分が重要な原因であるとされる高濃度

                                                   
4 詳細は 2019 年 5 月号参照 

https://www.iso.org/standard/70217.html
https://www.iso.org/standard/70874.html
https://www.iso.org/standard/69548.html
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/asset_publisher/jyZzQmR9Vyq0/blog/carbon-nanotubes-first-nanomaterial-of-high-concern-on-the-sin-list
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/asset_publisher/jyZzQmR9Vyq0/blog/carbon-nanotubes-first-nanomaterial-of-high-concern-on-the-sin-list
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の粒子状物質（PM）への暴露を罹患率と死亡率に結びつけることに疫学的証拠が示されていることに

よってさらに深刻になっている。このレビューは、セラミック産業における NP への職業暴露に関する現

在の知識の概要とその健康への影響を提供する。 
 
セラミック産業は、主に高エネルギープロセスが実行されている場合、空中浮遊のナノサイズ粒子への

職業上の暴露可能性がある典型的な例である。ANP 作業場測定に使用される機器の進歩により、工

業ナノ粒子（ENP）の製造及び取り扱いまたはさまざまなセラミック産業の活動（例：機械加工、焼成、焼

結、アブレーション、表面コーティング、パッケージング）から生じる可能性のある NP の暴露シナリオが

明らかになり、それらの多くは他の産業部門と共通している。この知識は、効果的な NM リスクの評価と

管理、特に ANP への意図的または非意図的な暴露から労働者を保護するためのリスク防止および緩

和策の実行にとって、また ANP の意味のある職業暴露限界（OEL）の確立に役立てるために決定的に

重要である。したがって、更なる暴露評価の研究、特にセラミック業界では、職場の暴露露シナリオをよ

り広範囲に特定し、より詳細な ANP の数、サイズ、形状、凝結/凝集、化学組成および 毒性学的性質の

キャラクタリゼーションを行う研究が必要とされている。この関係で、CERASAFE
（http://www.cerasafe.eu/）は、環境の健康と安全（EHS）に関連する特性評価手法の分野の革新、つ

まりセラミック産業界のバックグラウンドのエアロゾルから ENP を区別することと、有害な NP への暴露

が許容範囲内であることを保証するための適切な実践に貢献してきている開拓的な EU プロジェクトで

ある。暴露評価と並行して、ENP と ANP の職業上のハザードについての理解を進めるために、ANP
暴露から生じる健康への悪影響と用量との関係に関する知識 ギャップを埋めることが緊急である。現

在、NM に固有の OEL は、権限のある機関によって公式に確立および採用されていない。これは、入

手可能な NM の膨大な不均一性と数、および NM の毒性と健康への悪影響に関して限られた知識しか

ないためである。さらに、OEL に一般的に使用される質量測定基準を注意深く分析し、粒子数ベースの

アプローチに置き換えると考える必要があることをサポートする証拠が増加している。これも、OEL の開

発プロセスも妨げている事実である。一方、「ナノ参照値（NRV）」が、NP 暴露から作業者を保護するた

めの暫定的な予防的ツールとして、採用されている場合がある。EU ナノ安全クラスター内での協調的

な取り組みは、従来の化学物質ですでに十分に確立されているものと類似のもののグループ化とリード

アクロスのアプローチを開発するために行われており、これらは NM 安全性評価を加速し、特定の NM
グループの OEL の確立を支援するという最終目標をもって、さらなるテストなしでデータのギャップを埋

めるために使用できる。この点で、いくつかの研究プロジェクト（例：Gracious、NanoToxClass、
PATROLS、SmartNanoTox）は、NM の物理化学的特性と作用機序の共同検討に基づいて、NM の分

類（カテゴリゼーション）に貢献している。 炎症、酸化ストレス、遺伝毒性は、これまでに行われた in 
vitro および in vivo 研究で明らかにされたように、NM 暴露に対する最も頻繁に報告された反応である。 
 
UFP が大きな役割を果たす PM への暴露を悪性および心血管の疾患の病因に関連付ける現在の知

識に照らして、ENP と ANP への意図的/意図的でない暴露から労働者を保護するための効果的なリス

ク軽減策を実施することは、セラミック産業環境において最も重要である。保健当局、研究者、産業衛生

専門家、および労働者は、NP への暴露を予防および緩和するための最も適切な戦略を確立するため

に協力する必要がある。WHO は、NM への暴露を最小限に抑えることを目指す予防的アプローチの採

用を公約している。そうするためのいくつかの推奨事項には、職場での労働者の暴露の評価、それが特

定の NM の提案された OEL 値を超えるかどうかの評価、職場で一貫して検出されてきた NM の範囲

へのばく露の削減、管理の階層構造（すなわち、より労働者に依存する管理措置を実施する前の暴露

源の排除、個人保護具（PPE）は最後の手段としてのみ使用される）の原理に基づく管理措置が含まれ

る 。最後に、政策立案者が現実的な OEL を確立できるように、つまり、適切な労働者の健康保護と現

在利用可能なテクノロジーで達成可能な OEL との良いバランスが取れるようにするために、暴露に関

するデータ提供と産業シナリオにおける保護措置の効率の重要性が強調されるべきである 。 
 
レビュー；Nanoparticle exposure and hazard in the ceramic industry: an overview of 
potential sources, toxicity and health effects; Maria Joao Bessa, Fatima Brandao, Mar Viana, 
Joao F. Gomes, Eliseo Monfort, Flemming R. Cassee, Sonia Fraga, Joao Paulo Teixeira; 
Environmental Research 184 (2020) 109297 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120301900 (有料) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120301900
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1-6. 頻出略語一覧 
1-6-1. 米国 
略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
ACC American Chemistry Council 米国化学工業協会 業界団体 
ACS American Chemical Society 米国化学会 業界団体 
CDC Center for Disease Control and 

Prevention 
疾病予防管理センター 政府機関 

CPSC Consumer Product Safety Commission 消費者製品安全委員会 政府機関 
DHHS Department Health and Human 

Services 
保健社会福祉省 政府機関 

EDF Environmental Defense Fund 環境防衛基金 環境団体 
EDSP Endocrine Disruptor Screening 

Program 
内分泌かく乱物質スクリーニ

ングプログラム 
政策 

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

Rodenticide Act 
連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法 政策 

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

Safety and Health 
国立労働安全衛生研究所 政府機関 

NIST National Institute of Standards and 
Technology 

国立標準技術局 政府機関 

NNI National Nanotechnology Initiative 国家ナノテク・イニシアティブ 政策 
NRDC Natural Resources Defense Council 天然資源防衛協議会 環境団体 
NSF National Science Foundation 国立科学財団 政府機関 
OMB Office of Management and Budget 行政管理予算局 政府機関 
OPPT Office of Pollution Prevention and 

Toxics 
汚染防止有害物質局（EPA） 政府機関 

OSHA Occupational Safety and Health 
Administration 

労働安全衛生局 政府機関 

RCC Canada-United States Regulatory 
Cooperation Council 

米加規制協力会議 政府機関 

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

Affiliates 
化学品製造者・関連業者協会

（前・合成有機化学品製造者

協会） 

業界団体 

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

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

フランス食品環境労働衛生安

全庁 
政府機関 

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin 

ドイツ連邦労働安全衛生研究

所 
政府機関 

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

Environmental Protection 
Agency/Miljøstyrelsen 

デンマーク環境保護庁 政府機関 
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略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
Defra Department for Environment, Food and 

Rural Affairs 
英国環境・食料・農村地域省 政府機関 

DG 
SANCO 

Health & Consumer Protection 
Directorate-Genera 

健康消費者保護総局 EU 

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

Health and Food Safety 
環境公衆衛生食品安全委員

会 
（簡略に「環境委員会」ともい

う） 

欧州議会

委員会 

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 

SCENIHR Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks 

新興及び新たに特定された健

康リスクに関する科学委員会 
EU 

SCHER Scientific Committee on Health and 
Environmental Risks 

保健環境リスク科学委員会 EU 

SCoPAFF Standing Committee on Plants, 
Animals, Food and Feed 

植物・動物・食品・飼料に関す

る常任委員会 
政府機関 

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

Medicines Authority 
オーストラリア農薬・動物医薬

品局 
政府機関 

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

Classification and Labelling of 
Chemicals 

化学品の分類および表示に関

する世界調和システム 
政策 

IARC International Agency for Research on 
Cancer 

国際がん研究機関 国際機関 

ICCA International Council of Chemical 
Associations 

国際化学工業協会協議会 業界団体 

ISO International Organization for 
Standardization 

国際標準機構 国際機関 

OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development 

経済協力開発機構 国際機関 
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略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
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 
WNT Working Group of the National 

Coordinators of the Test Guidelines 
Programme 

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 

国際機関 

WPMN Working Party on Manufactured 
Nanomaterials 

工業ナノ材料作業部会

（OECD） 
国際機関 

UNITAR United Nations Institute for Training 
and Research 

国連訓練調査研究所 国際機関 

 


