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1. 2021 年 3-7 月の情報 
1-1. 化学物質全般 
1-1-1. 米国 

① 米国の ELI が有害物質規制法（TSCA） 改正後 5 年ウェビナーを開催【規制】 
2021 年 6 月 30 日、Environmental Law Institute （ELI）、Bergeson & Campbell, P.C.、ジョージ・ワシ

ントン大学ミルケン研究所公衆衛生学部の共催で、有害物質規制法（TSCA）改正後 5 年についてのウ

ェビナーが開催された。このウェビナーは ELI が TSCA 改正 1 年後から毎年開催してきたもので1、

2016 年の改正から 5 年後の節目となる今回は、主に 2017 年に発足したトランプ政権下の EPA が順

次適用作業を進めてきた改正版 TSCA のこれまでの成果と、2021 年 1 月に発足したバイデン政権下

の EPA による今後の同法適用の方向性が議論された。 
 
米国環境保護庁（EPA）の化学物質安全汚染防止局のミハル・イラナ・フリードフ氏（Michal Ilana 
Freedhoff）による基調講演では、2016 年の TSCA 改正で、健康と環境に関するリスク評価の対象とな

った 初の 10 種類の化学物質について、今後の進め方が発表された。過去においては化学物質のリ

スク評価で大気、水、廃棄物への暴露は除外されていたが、バイデン政権における EPA は、10 種類の

化学物質の内、6 種類（塩化メチレン、トリクロロエチレン、四塩化炭素、パークロロエチレン、NMP、1-
ブロモプロパン）について、大気、水、廃棄物への暴露を考慮して、リスクの有無を判断するための評価

を行うことを計画している。また、リスク評価においては、個人保護具の使用状況に関する前提条件の

見直しを行う。これまでのリスク評価では、労働者が常に個人用保護具を着用し、適切に使用している

ことを前提としていたが、EPA はこの前提について再評価を行う。 
 
TSCA と PFAS についてのセッションでは、EPA 長官であるマイケル・リーガン氏（Michael S. Regan）

が、PFAS を 重要課題としており、EPA は PFAS に関する新たな政策や取り組みの策定を目的とした

タスクフォースを設置していることが報告された。これまで、新規 PFAS は少量免除によって市場への

参入が認められていたが、2021 年 4 月に EPA は新規 PFAS の承認を縮小していく方針を発表してい

る。PFAS の規制において、TSCA は重要な役割を担っており、バイデン政権における TSCA が PFAS
への適用範囲を拡大し始めている。また、ウェビナーの討論において、現在 PFAS に関して公開されて

いないデータが多くあるため、EPA が法的権限を行使して、企業などに PFAS とその影響に関するデー

タ取集の支援を求めるべきであるという意見があった。 
 
イベント情報「TSCA Reform – Five Years Later」：https://www.eli.org/events/tsca-reform-five-years-
later 
 
EPA によるリスク評価に関する今後の方針の発表（EPA Announces Path Forward for TSCA 
Chemical Risk Evaluations：2021 年 6 月 30 日）： 
https://www.epa.gov/newsreleases/epa-announces-path-forward-tsca-chemical-risk-evaluations 
 
EPA による新規 PFAS の市場参入に関する方針転換の発表（EPA Announces Changes to Prevent 
Unsafe New PFAS from Entering the Market：2021 年 4 月 27 日）： 
https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-announces-changes-prevent-unsafe-new-pfas-
entering-market 
 
1-1-2. 欧州 

① 欧州化学物質戦略【規制】 
欧州理事会は、2021 年 3 月 15 日に持続可能性のための欧州化学物質戦略に関する結論を承認し

た。同戦略は、EU の化学産業の競争力を強化すると同時に、人の健康と環境をより高いレベルで保護

し、有害物質のない環境を実現することを目的としており、2020 年 10 月 14 日に欧州委員会が発表し

た ものである。結論として、EU 理事会は欧州委員会に対し、EU の化学物質法制を合理化するために

                                                  
1 過去のウェビナー情報は以下から閲覧可能：（1 年後）https://www.eli.org/events/tsca-reform-one-year-later; （2 年

後）https://www.eli.org/events/tsca-reform-2-years; （3 年後）https://www.eli.org/events/tsca-three-years-later; （4
年後）https://www.eli.org/events/tsca-reform-four-years-later 
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対象とされた改正、懸念物質の代替と 小化、社会的に必要のない用途で も有害な化学物質の段階

的廃止など、戦略に定められた行動を実施するよう求めている。この戦略では特に、化粧品、玩具、洗

剤、育児用品、家具、繊維、食品と接触する材料などの消費者製品に含まれる も有害な化学物質を、

健康、安全、社会の機能に不可欠とみなされる場合、または代替手段がない場合を除き、禁止すること

を定めている。また、内分泌かく乱物質（ホルモン系に有害）への暴露を制限し、化学物質の混合物に

よる有害な影響を低減することの重要性を強調している。 
この戦略では、脆弱なグループに影響を与える危険な化学物質を段階的に廃止することを目指してお

り、全体として、すべての化学物質がより持続的かつ安全に使用されるべきである、と説明している。 
この戦略の主な特徴は、「安全で持続可能な設計によるアプローチ」に焦点を移していることである。加

盟国は、製造から使用、リサイクル、廃棄に至るまで、化学物質が存在するすべての段階でその毒性を

考慮する、このライフサイクルアプローチを支持している。その目的は、設計段階ですでに有害な化学

物質が製品に混入するのを防ぐことにある。また、このアプローチは、化学品分野におけるイノベーショ

ンと持続可能性を促進することも目的としている。なお、欧州理事会は、EU が世界の舞台で主導的な

役割を果たし、化学物質に関する規則をゴールドスタンダードとして推進するとともに、健康と社会の機

能に不可欠な化学物質へのアクセスを確保することを支持している。 
 
2021 年 4 月 15 日には欧州経済社会評議会（European Economic and Social Committee；EESC）

が、欧州化学物質戦略に対する意見を公表した。同意見は、「1.結論と推奨事項」、「2.欧州委員会の提

案」、「3.総論」、「4.具体的なコメント」からなる。 
EESC は同意見の結論と推奨事項として以下の 9 点をあげている。 
 
 EESC は、有害物質のない環境へと移行し、化学物質が社会への積極的な貢献を 大化し、環境

への影響を低減する方法で生産されることを保証するという欧州委員会の目的を支持するもので

ある。 
 化学物質のどのような用途が「必要不可欠」なのかを定義し、化学物質を「安全で持続可能な設

計」にする方法について、明確な方法論を示す必要がある。この文脈において、我々は、産業界が

適応できるように、「懸念物質」が も包括的で曖昧さのない単純な方法で特定、評価、分類されな

ければならないことを強調する。 
 EESC は、EU が安全で持続可能な化学物質の生産と使用において世界のトップランナーとなるべ

きであるという欧州委員会の見解を支持し、企業のための国際貿易取引において公平な競争条件

を保証し、すべての EU 市民のための公正な移行のための措置が重要であることを強調する。 
 この戦略を成功させるためには、人々や産業界の関与が必要であり、また、革新的な考え方や、

透明性、意思決定プロセスへの関与が必要である。 
 本戦略は、リスク管理に対する一般的なアプローチを、発がん性、変異原性、内分泌かく乱作用な

どの有害化学物質を含む消費者製品にまで拡大することを目的としている。しかし、産業界が適応

しやすくするためには、一般的な評価とリスク評価のバランスを確保する必要がある。 
 EESC は、ナノ材料を含む製品を含むサプライチェーン全体に強制力を持たせた、適切で一貫性

のあるラベリングを義務付けることを求める。 
 EESC は、特に健康用途に使用される化学物質に関して、EU の戦略的自律性を強化する努力を

歓迎するとともに、他の分野でも同様の努力をすることを望み、主要な化学物質の生産の一部を

EU 諸国に移転することを視野に入れて、EU 産業政策の見直しを検討することを求める。 
 EESC は、イノベーションや消費者の信頼を高め、適切な影響評価を行うためには、化学物質のデ

ータが入手できないことに取り組むことの重要性を強調している。データへのアクセスを制限してい

る工業所有権や特許を見直し、「データなくして市場なし」の原則を強化するためには、研究成果の

ためのアクセス可能で信頼できるデータベースを持つことが不可欠である。 
 EESC は、化学物質のリスク評価において、化学物質の混合物に対応することは関連する一歩で

あると考えている。しかし、実際の知識のギャップをカバーし、化学物質の混合物の評価と管理を

進めるためには、さらなる研究開発が不可欠である。 
 
ナノ材料に関しては、同意見の結論と推奨事項において、「サプライチェーン全体に強制力を持たせた、

適切で一貫性のあるラベリングを義務付け」を推奨している。また、「4．具体的なコメント」の中でも、知
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識ベースに関する事項の中で、「データのアクセス性の問題は、利用可能なデータを拡大し、その質を

向上させるための方策を含めて対処し、解決しなければならない。例えば、科学的知識が不足している

ナノ材料のリスクに関する独立した研究に、ナノ材料を輸入している産業が資金を提供する仕組みを作

ることができる。」と指摘している。また、化学物質戦略が、内分泌かく乱物質や PFAS に焦点を当てて

いるためにナノ材料のような他の化学物質についてはほとんど言及されていないことも指摘している。

ナノ材料等に関しては、「REACH に含まれているが、定義の改訂は保留されており、その規制は不十

分である（例：ナノ材料の環境への放出に対する規制がないこと、市場への投入が制限されていないこ

と、透明性、製造から消費者までのトレーサビリティを確保するための EU 登録簿の設置）」ことを指摘し

ている。 
内分泌かく乱物質については、化学物質戦略が PFAS に特に注目していることから、PFAS に対して

「PFAS は個別に扱うのではなく、グループとして扱うべきである。新しい研究によると、従来の PFAS の

代替品の中には、安全性に問題がないものもあるようである。」と指摘している。 
そのほか、本意見では、「特に健康用途に使用される化学物質に関して、EU の戦略的自律性を強化す

る努力を歓迎するとともに、他の分野でも同様の努力をすることを望み、主要な化学物質の生産の一部

を EU 諸国に移転することを視野に入れて、EU 産業政策の見直しを検討することを求める」とも記して

いる。 
データに関しては、「データなくして市場なし」の原則を強化するためには、研究成果のためのアクセス

可能で信頼できるデータベースを持つことが不可欠であると指摘している。また、評価や決定の根拠と

なる生データ（ECHA & EFSA）を公開する必要があることも指摘している。 
また、懸念化学物質のリスク評価において特に注意が払われる混合物の評価への使用が提案されて

いる混合物評価係数（MAF）に対して、化学物質のリスク評価における MAF の信頼性は、これがシナリ

オ固有の因子ではないことから懸念されるため、EESC は、化学物質の混合物を効果的に評価・管理

するために、報告書（SWD(2020) 250 52）で指摘されている研究開発に関する優先事項と提言を強く

支持することを示している。 
 
欧州理事会による欧州化学物質戦略結論の承認： 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/15/council-approves-
conclusions-on-the-eu-chemicals-strategy-for-sustainability/ 
 
欧州理事会による EU 化学物質戦略に関する結論：  
https://www.consilium.europa.eu/media/48827/st06941-en21.pdf 
 
欧州経済社会評議会による欧州化学物質戦略に対する意見： 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_EESC%3AEESC-2020-05343-AS 
 
 

② 欧州 REACH 及び CLP の見直しに係る動向【規制】 
REACH 規則と CLP 規則は、既存の EU 化学物質法の基本となるもので、2020 年 10 月に発表され

た「持続可能性のための EU 化学物質戦略」3の下で改定が予定されている。CLP 規則の改定について

は 2021 年末までに、REACH の改定については 2022 年に、より広範なパブリックコンサルテーション

が行われる予定である。 
欧州化学品庁（ECHA）は、2021 年 4 月に、「Transparent progress in addressing substances of 
concern - Integrated Regulatory Strategy Annual Report」（懸念物質への対応における透明性の高

い進展－統合規制戦略年次報告書）を公表した。 
ECHA の統合規制戦略は、データの生成、懸念物質群の特定、規制措置を迅速化することを目的とし

ている。また、本戦略の目標は、2027 年までに、どの登録物質が規制上のリスク管理やデータ作成の

優先度が高く、どの登録物質が現在、さらなる規制措置の優先度が低いかを明確にすることであり、そ

のためのアプローチとして、当局の作業効率を高め、潜在的な懸念物質に焦点を当て、適切な規制措

置を特定するのに役立つとして、物質ごとではなく、構造的に類似した物質をまとめて取り扱うグループ

                                                  
2 報告書 SWD(2020) 250 5：https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_mixtures.pdf 
3 https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en 
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ピングアプローチに注目している。このグループ評価アプローチと、この作業に対する ECHA のリソー

ス投資が行われた結果、以前のスクリーニングアプローチと比較して、年間の評価対象物質数は約 10
倍に増加した、と報告している。つまり、グループピングアプローチにより、2020 年に評価された化学物

質の総数は約 1,900 に増加し、これは 2019 年の 2 倍、2014 年から 2018 年の間に毎年審査された

量の 10 倍にあたる。また、2020 年に実施されたグループ評価では、290 種類の化学物質が EU 規制

によるリスク管理を進めるべき候補として特定された。しかし、これらのほとんどは、何らかのアクション

を開始する前に、さらにデータを作成し、ハザードを確認する必要がある、とされている。REACH やそ

の他の EU 法でリスク管理を行うためには、調和のとれた分類が必須条件となることが多いが、現在入

手可能な情報に基づいて、整合性のある分類が必要であるにもかかわらず、これまでに当局によって

取り上げられていない物質が 100 種類以上あることも指摘している。なお、グループ評価では、現在入

手可能な危険有害性と使用情報に基づき、評価対象物質の約 3 分の 2 について、EU レベルでのさら

なるリスク管理の必要性がないことも示されている。 
また、グループ評価により、コンプライアンスチェック後に物質の評価を行うことなく、規制当局によるリ

スク管理に直接進むことができる場合が多いことが確認されている。ECHA は、物質の評価から規制に

よるリスク管理措置への流れが滞らないようにするために、加盟国はさらなる規制措置を必要とする物

質が遅滞なく進められるようにする必要があり、そのためには十分なリソースが必要である、と指摘して

いる。 
本報告書で主な推奨事項として以下の 4 点をあげている。 
 グループピングアプローチと EU 市場に流通している物質のマッピングにより、当局は登録物質の

全体像とその効率的な対処法を把握することができた。ECHA は、この戦略の実施中に得られた

教訓に基づいて、このプロセスの改良と 適化を継続する必要がある。 
 加盟国は、さらなる規制措置が必要な物質の処理を進め、必要に応じて規制上のリスク管理を開

始するために、適切なリソースを遅滞なく確保する必要がある。 
 加盟国は、作業の成果を 大化するために、相互に協力を強化することが奨励される。 
 産業界は、登録者が REACH 登録書類のデータを見直し、更新するために開発されたプログラム

を利用すべきである。産業界は、当局が規制措置をとるまで待つのではなく、積極的に行動する必

要がある。 
 
その後 ECHA は 2021 年 6 月 1 日に、REACH 及び CLP の運用に関する第 3 回報告書を公表し、そ

の報告書の中で、同法が人々の健康、環境、域内市場、競争力、イノベーション、さらには動物実験の

代替手段の促進に与えた影響を示した。 
報告書に係る ECHA ニュース4によれば、REACH と CLP は、健康と環境の保護を改善し、有害な化学

物質は、以前に比べてはるかに迅速に特定されるようになり、それらを規制するために重要な行動がと

られ、労働者、消費者、環境のリスクが軽減された。また、ECHA の化学物質データベースを主要な情

報源とするこの法律により、物質、その危険性、用途に関する透明性が向上した。これにより、EU 内外

の当局、企業、労働者、消費者は、化学物質の安全性について、より多くの情報に基づいた意思決定を

行うことができる。今後の規制措置の予測可能性を高める努力は、市場の信頼性を高め、企業がよりよ

い事業計画を立て、より安全な代替品を見つけるために早期に投資することを可能にした、と説明して

いる。 
しかし、REACH や CLP と、労働者保護法などの他の法律との間の相乗効果は、しばしば実現してい

ない、とも述べている。そのため、異なる法律の間で物質がどのように取り扱われるのかが明確になっ

ていない。法規制をより効果的に機能させ、「1 物質 1 評価」の野心に向けて前進するためには、まだま

だ多くのことを行う必要がある、としている。 
ECHA はこの報告書で、さらなる政策展開を支援し、REACH と CLP の機能を向上させることができる

分野を特定するための事実を提供している。本報告書は、欧州委員会が 2022 年に REACH および

CLP の第 3 次レビューを開始するにあたり、ECHA が貢献するものである。 
 
また、2021 年 6 月 16 日に EDC-Free Europe のメンバー15 社以上が、欧州委員会が発表した

REACH および CLP 規則の改定に向けたロードマップにコメントを寄せ、有害な内分泌かく乱化学物質

                                                  
4 https://echa.europa.eu/nl/report-on-the-operation-of-reach-and-clp-2021 
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（EDC）から人々の健康と環境を守るための野心的な提案を求めている。 
コメントでは、「ギャップを解消し、REACH 規則と CLP 規則を洗練させることは、欧州委員会と EU 加

盟国が化学物質戦略の約束を果たすための重要なステップであり、特に消費者製品から EDC を禁止

するという約束を果たすために重要である」と説明している。 
また、コメントでは、REACH 規則と CLP 規則の改訂案が特に以下のようになることを確認している、と

述べている。 
 健康と環境の保護に対する高い意欲に応える。 
 子供用玩具からパーソナルケア製品、食品接触材料に至るまで、関連するすべての法規制分野に

おいて、強固で首尾一貫した政策枠組みを確立する。 
 発がん性、変異原性、生殖毒性のある物質と同様に、EDC の包括的な定義（「EDC 疑い」のカテ

ゴリーを含む）により、予防的アプローチを設定し、早期の科学的警告に対応する。 
 物質ごとにのみ作用して「残念な代替」のリスクを冒すのではなく、類似した構造を持つ化学物質

のグループに対して規制決定を行うことができるようにする。 
 子供、10 代の若者、妊娠中の女性、将来の親などの脆弱なグループに特に注意を払う。 
 私たちが化学物質に何度もさらされているという現実に、出生前の段階から備える。 
 
また、一方で REACH 及び CLP に関しては、その改正による影響の評価に関する活動も行われてい

る。 
欧州グリーンディールの目標を達成するためには、EU の REACH 規則を見直す必要があるとして、欧

州委員会による初期影響評価が行われている。2021 年 5 月 4 日に公表されたこの初期影響評価 は、

欧州委員会の計画を市民や利害関係者に知らせ、意図された取り組みに対するフィードバックを提供

し、今後の協議活動に効果的に参加できるようにすることを目的として実施されるものである。ただし、

初期影響評価は情報提供のみを目的としており、このイニシアチブを推進するかどうか、あるいはその

終的な内容についての欧州委員会の 終決定を予見するものではない。 
この初期影響評価では、REACH 改正に関するイニシアチブが取組むべき課題として以下があがって

いる。 
 REACH は世界的に も進んだ知識ベースであるが、多くの物質の知識にはまだギャップがある。 
 登録者の安全性評価では、化学物質の複合効果は考慮されない。 
 サプライチェーンでのコミュニケーションが非効率的である。 
 登録書類や物質の評価が複雑すぎて不十分である。 
 現在の制限プロセスは遅すぎて、 も有害な物質によるリスクから消費者と専門家のユーザーを

十分に保護することはできない。 
 管理と執行は、すべての加盟国で同じように有効であるとは限らない。 
 
上記で特定された課題への対処するための対策として、2021 年 4 月時点での規則の現行規定を継続

することをベースラインとして、以下の事項が取り上げられた。 
 登録要件の見直し 
 混合物評価係数の導入 
 サプライチェーンにおけるコミュニケーションの簡素化 
 認可プロセスの改革 
 制限プロセスの改革 
 管理・施行に関する規定の見直し 
また、上記に関して、予想される影響の予備的評価も行われている。予備的評価は、「経済的影響」、

「社会的影響」、「環境影響」、「基本的権利への影響」、「簡素化および／または管理負担への影響」、

の各観点についてそれぞれ実施されている。 
経済的影響では、REACH 改正に伴い、中小企業等の産業界のサプライチェーン全体のコスト増につな

がる可能性を指摘しているものの、技術革新と代替がさらに促進され、より安全で持続可能な製品と消

費者の信頼の向上に向けた業界のグリーン化を通じて、欧州の産業全体が回復することが期待される

ほか、輸入製品に国内製品と同じ要件を課すことで、公平な競争の場が確保され、現在の EU 産業の

不利な状況が緩和される、と分析している。 
社会的影響では、一般市民、労働者、自営業者の有害化学物質への曝露を低減することで、環境経由
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も含めて人間の健康保護を高めるほか、職場での化学物質の管理が改善され、より安全に使用できる

ようになることで、労働者の職業病や早期退職のリスクが軽減され、社会の関連する医療費も削減され

る、と分析している。 
環境影響では、消費者向け製品や業務用製品に含まれる も毒性の高い、難分解性、移動性、生物蓄

積性の物質をより効率的に規制することで、これらの物質の排出量をさらに削減し、環境保護を向上さ

せることができる、と分析している。 
簡素化及びまたは管理負担への影響では、産業界では、特に低トン数の物質や特定のポリマーに対す

る登録要件の厳格化により、管理負担や関連するコンプライアンスコストが増加することが予想されるも

のの、サプライチェーンにおけるコミュニケーションツールの改善により、管理負担が軽減されることが

期待される、と分析している。また、認可と制限のプロセスを簡素化することで、これらをより透明で予測

可能なものにし、その結果、管理負担を軽減することができるが、制限や認可の条件を遵守すること

で、短期的には追加コストが発生する可能性がある、とも分析している。 
上記の REACH 初期影響評価に対して、産業団体である Eurometaux が回答している。Eurometaux
は回答の中で、低トン数の情報要件について、追加の REACH 情報要件は、不必要なコスト、テスト、

およびイノベーションへの障壁を回避するために、比例的かつリスクベースのままである必要があること

を推奨している。また、スマートな情報収集に関しては、既存の経験の系統的レビューに基づいて、より

高い層の確認試験と二重種試験の必要性を再検討する必要性、上位層の脊椎動物のテスト（すべての

下位層が陰性の場合）は、そのような追加のテストの効率と関連性が確認されるまで停止する必要性、

さらなる脊椎動物の検査の必要性を定義する上で、曝露がはるかに特徴的な役割を果たすスマートな

検査アプローチを開発する必要性、REACH 2.0 を今日の社会的懸念やニーズにうまく合わせるには、

バランスの取れたリードアクロス（ポジティブとネガティブ）およびバイオアベイラビリティベースの評価手

法などの代替の非動物テストアプローチにさらに注意を払う必要性、を指摘している。 
 
また、NGO である欧州環境局（the European Environmental Bureau；EEB）は、「ECHA に対する 10
の REACH テスト」（ECHA’s progress towards implementing REACH principles - 10 crucial tests 
for 2021）5として、ECHA に課題を提示した。このテストは、ECHA が REACH の基本的な民主主義・

環境原則を遵守することで、REACH の実施を改善することを目的としている。これには、予防原則と汚

染者負担原則、産業界への立証責任の賦課（産業界は、物質が健康や環境に悪影響を与えないことを

証明しなければならない）、「データなくして、市場なし」ルールの堅持、より安全な物質や技術への代

替、透明性などが含まれる。 
2020 年 3 月、EEB は ECHA に対し、その年に実施すべき 10 の活動を課題とし、その成果について

ECHA と協力的な対話を行った。ECHA に対する 2020 年の REACH テスト 10 項目の評価は、2021
年初頭に発表され、努力と結果の両方に焦点が当てられた。ECHA に対する 2020 年の REACH テス

ト 10 項目の評価では、ECHA は「透明性の向上については良好だが、予防原則の適用については期

待外れで、社会経済的評価については非常に不十分である」と結論付けている。 
2020 年の活動が各国当局や欧州委員会、その他の市民社会組織から歓迎されたことを受けて、EEB
は 2021 年の ECHA のための REACH テスト 10 項目をまとめ、ECHA に再び挑戦することを決定した
6 。ECHA が 2020 年に達成できなかった活動に焦点を当て、ECHA のパフォーマンスを向上させ、有

害化学物質がもたらすリスクから人々と環境を守るために役立つことを期待して、新たなテストを盛り込

んだ。 
 
また、REACH 同様に CLP に関しても、欧州委員会による初期影響評価が行われており、2021 年 5
月 4 日に公表された欧州委員会の初期影響評価文書 によると、以下の措置が検討される。 
 新しいハザードクラス（内分泌かく乱物質など）とそれに対応する基準。 
 現在 CLP の対象外となっているいくつかの危険有害性に対する情報ラベルの要求。 
 混合物および複合物質に関する規則。 
 環境と安全の調和された値  
 毒物センターに関連した川下の義務 

                                                  
5 https://eeb.org/library/echa-reach-test-2020/ 
6 https://eeb.org/library/echa-progress-on-reach-10-crucial-tests-for-2021/ 
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 EU 委員会が ECHA に新しい調和された分類・表示（CLH）文書の作成を要請する義務。 
 特定の化学物質の分類を調和させるための優先順位付けメカニズム。 
 不必要な管理コストの簡素化と削減。 
 
上記の初期影響評価に対して、EU の産業団体等である Eurometaux と HEAL がそれぞれ意見を公

表している。 
Eurometaux は意見の中で、内分泌かく乱作用等に関わる新しいハザードクラスの追加に関しては、

CLP の変更前に、国連の GHS の下で行い、国連 GHS グローバル基準からの逸脱の可能性を 小

限に抑えることを勧めている。これは、CLP での実施後に国連 GHS レベルで新しいハザードクラスを

提案すると、これらのクラスの 終的な GHS 基準が EU で実施されたものと異なる可能性があり、その

結果、CLP および関連するガイダンスが必要になる可能性があり、不要な費用負担を生む可能性があ

るため、と説明している。また、混合物や複合材料、UVCB、合金、セラミック等を分類するために科学に

よってサポートされるアプローチの開発と、関連するハザードコミュニケーションをサポートすると回答し

ている。 
また、HEAL は、新しいハザードカテゴリーに関して、例えば内分泌かく乱物質に関しては、欧州委員会

は、他の危険有害性クラスの分類システムに沿って既知および推定の ED には Cat1A、1B、疑いのあ

る ED には Cat2 のカテゴリーを導入すべきであるとし、さらに、HEAL は、内分泌活性物質のための追

加クラス（Cat3）の導入を提案している。また、PBT/vPvB 物質については、環境や長期的には健康へ

の影響が懸念されており、現在、EU の危険有害性識別システムでは適切に識別されていないことか

ら、CLP に基づく危険有害性クラスの創設を通じた、調和のとれた分類システムが急務である、と指摘

している。そのほか、神経毒性および免疫毒性物質については化学物質戦略（CSS）に沿って、欧州委

員会は危険有害性評価項目の「特定標的臓器毒性」と「生殖毒性」を更新し、神経毒性と免疫毒性の物

質に関連するものを含めるべきである、と提案している。また、CSS の下で、欧州委員会は、化学物質

に関する EU の意思決定プロセスの科学的裏付けに対する信頼を高めることを約束し、EU の食品安

全分野における透明性に関する重要なステップを基にすることを提案し、これを達成するために、欧州

委員会は、オープンデータの原則と、EU の安全分野に関連する透明性の原則を、他の化学物質関連

の法律にも適用することを約束している。これに関して、HEAL は危険有害性評価手続きの客観性と透

明性を向上させ、それに対する国民の信頼を強化するための重要な第一歩は、企業が提供する毒性試

験をプロセスの一部として公開することであり、そうすれば、評価対象となる物質の承認に商業的利益

を持つ企業が行うこれらの研究に内在する偏りを減らすことができる、とコメントしている。また、長期的

には、物質や混合物の毒性試験が企業によって行われるのではなく、独立した機関（ECHA や公的機

関など）によって委託され、独立した試験所で実施されるシステムを支持する、としている。なお、その費

用は、「汚染者負担」の原則に則り、企業が支援する資金で賄われる、と説明している。さらに、HEAL
は、CLP は、危険有害性評価において利用可能なすべての科学的知識が考慮され、所轄官庁が必要

な科学的専門知識と必要な財源および人的資源を有することを保証するための明確なガイドラインを提

供する必要があり、意思決定の客観性を確保するために 決定が客観的、科学的であり、商業的利益か

ら公平であることを保証するために、CLP 規則は、手続きに関与する主務官庁の間で独立性方針の承

認を促進することを検討すべきである、とコメントしている。 
 
Transparent progress in addressing substances of concern - Integrated Regulatory Strategy 
Annual Report： 
https://echa.europa.eu/documents/10162/27467748/irs_annual_report_2020_en.pdf/646c8559-
360d-f6ab-bfb7-02120eab52fa 
 
REACH 及び CLP の運用に関する第 3 回報告書： 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2021_en.pdf/e271b3c8-
137a-48ad-30ad-499249235ee5 
 
EDC-Free Europe のメンバー15 社以上による欧州委員会発表の REACH および CLP 規則の改定に

向けたロードマップに対するコメントと有害な内分泌かく乱化学物質（EDC）から人々の健康と環境を守

るための野心的な提案： 
https://www.edc-free-europe.org/articles/european-developments/health-and-environment-
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groups-comment-eu-commission-roadmaps-for-revision-of-reach-and-clp-regulations 
 
REACH に関する欧州委員会による初期影響評価： 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Revision-of-EU-
legislation-on-registration-evaluation-authorisation-and-restriction-of-chemicals-_en 
 
REACH 初期影響評価に対する Eurometaux の回答： 
https://eurometaux.eu/media/i2ndwtna/iia-reach-eurometaux-contribution-01062021.pdf 
 
CLP に関する欧州委員会による初期影響評価： 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-of-EU-
legislation-on-hazard-classification-labelling-and-packaging-of-chemicals_en 
 
CLP 初期影響評価に対する Eurometaux のコメント： 
https://eurometaux.eu/media/1xqh1j4y/iia-clp-eurometaux-contribution-01062021.pdf 
CLP 初期影響評価に対する HEAL のコメント： 
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2021/06/HEAL_-Input-CLP-review-
IIA_web.pdf#new_tab 
 
 

③ EU の ECHA が、英国の EU 離脱に伴い、英国から EU・EEA・北アイルランドの企業への REACH
登録の移管手続きを完了【規制】 

2021 年 1 月 1 日に英国が EU から完全に離脱したことに伴い、英国においては、グレートブリテン島

は独自の法規制が適用される一方、北アイルランドでは EU の通関法が継続して適用されることとなっ

た（北アイルランド議定書：Protocol on Ireland and Northern Ireland）。これに伴い、欧州化学品庁

（ECHA）は、2020 年 12 月 31 日を期限として、EU REACH 登録の継続を希望する英国籍企業に対し

て EU、欧州経済領域（EEA）、北アイルランドに籍を置く企業へ EU REACH 登録を移管するための申

請を求めていた7。 
 
2021 年 4 月 26 日、ECHA は、REACH 下において、8000 件以上とされる英国籍の企業による化学

品登録を、EU、EEA、北アイルランドに籍を置く企業への移管手続きを完了したと発表した。新たに各

化学品登録に記載された EU、EEA、北アイルランドに籍を置く企業に対して登録情報の確認と更新を

促した。更新が必要な場合、登録者は登録情報を 大 3 ヶ月以内、より複雑なケースでは、 大 6 ヶ

月、9 ヶ月、12 ヶ月以内に、更新をする必要がある。これらのスケジュールは、欧州委員会（EC）の実施

規則（EU）2020/1435 で定められている。 
 
一方、英国側でも、REACH 下の登録を引き継ぐ作業が進められている。英国籍の企業が EU REACH
に登録していた化学物質については、2021 年 4 月 30 日までに基本的な情報を英国安全衛生庁

（HSE）に提出することで、UK REACH においても法的な登録が継続される（グランドファザリング）8。そ

の後、扱う化学物質の量に応じて、移行期間の終了から 2 年、4 年、または 6 年以内に UK REACH に

基づいた登録に必要な技術情報を提出することが求められる。 
 
登録に必要な技術情報の提出期限 
 2021 年 10 月 28 日から 2 年以内 

・1,000 トン/年以上 
・発がん性、変異原性または生殖毒性（CMR)：年間 1 トン以上 
・水生生物に対する非常に強い毒性（急性・慢性）：年間 100 トン以上 

                                                  
7 “How to transfer your UK REACH registrations prior to the end of the transition period of the UK withdrawal from 
the EU” (ECHA) 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/how_to_transfer_uk_reach_registrations_en.pdf/1fb443ce-79de-
6596-aae5-3f1033f1a5fb 
8 HSE による UK REACH へのグランドファザリングの手続きに関するガイダンス：
https://www.hse.gov.uk/reach/grandfathering-registrations.htm 
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・CLS（2020 年 12 月 31 日時点） 
 2021 年 10 月 28 日から 4 年以内 

・100 トン/年以上 
・CLS（2023 年 10 月 27 日時点） 

 2021 年 10 月 28 日から 6 年以内 
・1 トン/年以上 

 
ECHA プレスリリース原文：https://echa.europa.eu/-/companies-must-review-registrations-
transferred-from-the-uk 
 
英国側での手続き：https://www.hse.gov.uk/reach/grandfathering-registrations.htm 
 
 
1-2. ナノ材料関連 
1-2-1. 米国 

① 米国の NIOSH が銀ナノ材料の暴露による労働者の健康への影響を発表【安全性】 
2021 年 5 月、米国の国立労働安全衛生研究所（NIOSH）は、 新情報広報（Current Intelligence 
Bulletin：CIB）70：「労働者における銀ナノ材料の暴露による健康への影響」を発表した。銀については

粒径に関係なく、1988 年に NIOSH と OSHA（労働安全衛生局）は、総銀量で 10µg/m3 という REL と

PEL を定めている。その後ナノ銀の利用の広がりを考慮して、NIOSH は、動物や細胞に銀ナノ材料を

暴露させる実験を 100 以上も行い、銀ナノ材料の暴露による潜在的な健康へのリスクを評価している。

細胞実験では、細胞死や DNA 損傷を含む毒性が粒径に依存することが確認された。 近の動物実験

において、銀ナノ材料の粒子径が生物学的活性と潜在的な健康への影響と関係していることが示され

た。具体的には、銀ナノ材料を吸入暴露させたラットにおいて、初期の肺炎や肝臓の過形成などの健康

への悪影響が観察された。NIOSH は、これらの動物実験データ、特に 2 の例のラット肺への亜慢性吸

入試験結果を活用して労働者の健康リスクを推定し、銀ナノ材料（一次粒子径：100nm 以下）の推奨暴

露限度（Recommended Exposure Limit：REL）を 8 時間の時間加重平均濃度（Time Weighted 
Average：TWA）で 0.9µg/m3 と設定した。NIOSH は、総銀量（金属粉、銀蒸気、銀の水溶性化合物を

含める）の REL については、8 時間の TWA で 10μg/m3 という基準値を引き続き推奨する。さらに、

NIOSH は、労働者を保護するために、作業場における暴露評価、技術的な制御、安全な作業手順、訓

練と教育、適切な医学的管理手法を推奨している。 
 
NIOSH は、雇用者がこれらの情報を労働者や消費者に浸透させることと、専門家、業界団体、労働組

織が銀のナノ材料への職業暴露の潜在的な危険性について関係者に知らせることを推奨している。但

し、労働安全衛生局（OSHA）の許容暴露限界（Permissible Exposure Limits：PEL）が成文化されてお

り、法的強制力を持つのに対して、NIOSH の REL は法的強制力を持たない職業暴露限界

（Occupational Exposure Limits：OEL）である。 
 
Current Intelligence Bulletin 70: Health Effects of Occupational Exposure to Silver Nanomaterials 

新情報広報 70 : 職場における銀ナノ材料の暴露による健康への影響： 
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2021-112/default.html 
 
 
1-2-2. 欧州 

① 欧州委員会による 2011 年 EU ナノ定義勧告の見直し協議【規制】 
欧州委員会は 2021 年 4 月に、ナノ材料の定義の見直しのための協議を開始し、6 月 30 日まで対象と

なるステークホルダー・コンサルテーションを行うことを発表した。 
ナノ材料の定義は、2011 年に欧州委員会が発表した「Recommendation on the definition of a 
nanomaterial (2011/696/EU)」 で、ナノ材料を以下のように定義している。 
2011/696/EU によるナノ材料の定義 
粒子を含む天然、付随的、または製造された材料で、結合していない状態、または集合体、または凝
集体であり、粒度分布の 50％以上の粒子について、1 つまたは複数の外形寸法が 1nm～100nm
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の範囲にあるもの。 
 
特定のケースで、環境、健康、安全、競争力への懸念から正当化される場合には、粒度分布の閾値
50%を 1～50%の間の閾値に置き換えてもよい。 
 
上記の例外として、1 つまたは複数の外形寸法が 1 nm 未満のフラーレン、グラフェンフレーク、およ

び単層カーボンナノチューブは、ナノマテリアルとみなされるべきである。 
 
上記で勧告されたナノ材料の定義は、その後 2014 年ごろより見直しの必要性が指摘され、欧州委員

会の JRC（共同研究センター）によりレビュー作業が行われた。レビューでは、欧州委員会は、勧告の

実施経験から、その要素や言葉の明瞭さまで、勧告のすべての要素を検討した。レビュー作業の結果と

して、変更のための推奨事項を含む選択肢を含む広範なレビュー報告書が JRC により作成され発行さ

れた。 
 「Compilation of information concerning experience with the definition」（定義の経験に関する

情報のまとめ） (EUR 26567 EN) 9 
 「Assessment of collected information concerning the experience with the definition」（定義の

経験に関する情報収集の評価） (EUR 26744 EN) 10 
 「Scientific-technical considerations to clarify the definition and to facilitate its 

implementation」（定義を明確にし、その実施を容易にするための科学的・技術的考察）（EUR 
27240 EN） 11 

 
ナノ材料定義に関する勧告の見直しは、2020 年に欧州委員会による持続可能性のための化学物質戦

略の下での行動の一つとして再確認されたものである。そのため、欧州委員会はこの 2 回目の対象的

なステークホルダー・コンサルテーションを開催し、欧州委員会の中間的な調査結果と変更の可能性に

ついての検討事項についてステークホルダーの意見を求めている。 
なお、勧告の定義がまだ採用されていない、個々の法律における他のまたはより具体的なナノ材料の

定義（例えば、Novel Foods Regulation (EU) 2015/2283 における「人工ナノ材料」の定義や、化粧品

規則 (EC) No 1223/2009 における「1～100nm のスケールで 1 つ以上の外形寸法または内部構造を

持つ、不溶性または生体浸透性で意図的に製造された材料」としてのナノ材料）は、本協議の対象外で

ある。 
 
このアンケートは以下の 3 つのパートから構成されていた。 
 第 1 部は、より一般的な性質のもので、すべての利害関係者を対象としている。この質問には、定

義、この措置に対する一般的な期待、およびレビューの中間的な結果に関する質問が含まれる。 
 第 2 部では、変更が検討されている定義の要素を挙げ、その後、検討されている定義の変更の技

術的側面に焦点を当てた詳細な質問を行う。 
 コンサルテーションの 後の部分には、特定のステークホルダーグループ、すなわち、検討された

変更によって含まれたり除外されたりする可能性のある材料の製造者、輸入者、川下ユーザーに

対する質問が含まれている。これらのステークホルダーのみがこの質問に回答する必要がある。 
 
また、アンケートの 後に「 終コメント」欄が設けられていた。 
 
その後、欧州委員会内に設置された REACH 及び CLP を管轄する CARACAL（Competent 
Authorities for REACH and CLP）では、第 40 回会議を 2021 年 6 月 29 日に開催し、その会議の中

で、ナノ材料の定義に関する EU 勧告の見直し作業の状況について情報共有を行った。 
欧州委員会は、中間調査結果に基づき、勧告 2011/696/EU における現行の定義を若干変更すること

                                                  
9 EUR 26567 EN ：https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC89369/lbna26567enn.pdf 
10 EUR 26744 EN ：https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC91377/jrc_nm-
def_report2_eur26744.pdf 
11 EUR 27240 EN ：
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC95675/towards%20review%20ec%20rec%20def%2
0nanomaterial%20-%20part%203_report_online%20id.pdf 
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で、また、手法の開発に追随したガイダンスによる実施支援によって、特定された問題に対処できる可

能性があると考えている。 
また、定義勧告見直しに係る今後の作業計画に関して欧州委員会は、寄せられたすべてのフィードバッ

クを分析してレビューを終了し、レビューの全過程、ステークホルダーからのフィードバック、レビューの

結論をまとめたスタッフ作業文書を 2021 年中に発表する、と説明している。なお、結論が勧告

2011/696/EU12の改訂や置き換えを示唆するものであれば、欧州委員会の作業プログラムに従って行

動がとられることになる。また、勧告 2011/696/EU の定義に変更が加えられる可能性があるが、セクタ

ー間の一貫性を確保するため、 終的には附属書 VI ナノ形態の定義の変更に反映させる必要があ

る、とも説明している。 
 
 

② EU の ECHA が REACH に基づくナノ形態の IR&CSA のガイダンスを更新予定【安全性・規制】 
2021 年 5 月 31 日、EU ナノ材料・オブサーバトリー（EUON）13は、ナノテク工業協会（NIA）の事務局長

であるキアラ・ヴェンツリーニ氏（Chiara Venturini）による「Updating our Language: Why we should 
not paint all nanoforms with the same brush（用語の更新：すべてのナノ形態を同一視してはならない

理由）」と題するナノオピニオンを発表した。2011 年に欧州委員会（EC）は、ナノ材料（nanomaterial）を

ナノスケールの材料と定義し、2020 年に欧州委員会（EC）は化学物質の登録、評価、認可および制限

に関する規則（REACH）の付属書Ⅱ（安全データシートの作成要件）14を改正し、安全データシート

（Safety Data Sheets：SDS）に、「ナノ形態」という用語を導入した。ヴェンツリーニ氏は、「特定の化学

物質のナノ材料という表現をすると元素組成とサイズに関する情報のみが提供されることになるが、ナ

ノスケールにおいては、化学物質は複数の異なる形態（ナノ形態）を有することがあり、形態が異なると

物理化学的特性において異なる挙動を示すことがあることが も重要なことである 」と述べている。さら

に、ヴェンツリーニ氏は、SDS に「ナノ形態」という用語が導入されることにより、形態による特性や挙動

の違いに関する情報がユーザーに提供され、ユーザーが労働者や環境の保護の観点で適切な対応や

対策を講じることが可能になると述べている。ヴェンツリーニ氏は、2021 年 4 月に発行された NIA のポ

ジション・ペーパーに記載されているように、EC はナノ材料からナノ形態という表現に移行することを高

く評価している。ナノ形態に関する情報の精度が高まることで、安全な製造方法が維持され、製品に使

用される化学物質が も安全で効率的な形態を特定するための知識基盤の構築に役立ち、ナノテクノ

ロジーに対するエンドユーザーからの信頼を得て、ナノテクノロジーに対する信用を築くために必要な透

明性の継続的な向上に繋がる。 
 
ナノオピニオン「Updating our language: Why  we should not paint all nanoforms with the same 
brush」： 
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/blogs/updating-our-language-why-we-should-not-paint-
all-nanoforms-with-the-same-brush 
 
NIA によるポジション・ペーパー（A changing regulatory landscape and language for the nanoscale, 
April 2021）： 
https://nanotechia.org/position-papers/changing-regulatory-landscape-and-language-nanoscale 
 
 

③ EU の EUON がナノ材料に関する用語の更新の必要性についての NIA によるナノオピニオンを発

表【規制】 
2021 年 5 月 31 日、EU ナノ材料・オブサーバトリー（EUON）15は、ナノテク工業協会（NIA）の事務局長

であるキアラ・ヴェンツリーニ氏（Chiara Venturini）による「Updating our Language: Why we should 
not paint all nanoforms with the same brush（用語の更新：すべてのナノ形態を同一視してはならない

理由）」と題するナノオピニオンを発表した。2011 年に欧州委員会（EC）は、ナノ材料（nanomaterial）を

                                                  
12 ナノ材料の定義に関する勧告 2011/696/EU： https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2011/696/oj 
13 EUON の HP：https://euon.echa.europa.eu/ 
14 REACH 規則本文及び附属書：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-
20210215 
15 EUON の HP：https://euon.echa.europa.eu/ 
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ナノスケールの材料と定義し、2020 年に欧州委員会（EC）は化学物質の登録、評価、認可および制限

に関する規則（REACH）の付属書Ⅱを改正し、安全データシート（Safety Data Sheets：SDS）に、「ナノ

形態」という用語を導入した。ヴェンツリーニ氏は、「特定の化学物質のナノ材料という表現をすると元素

組成とサイズに関する情報のみが提供されることになるが、ナノスケールにおいては、化学物質は複数

の異なる形態（ナノ形態）を有することがあり、形態が異なると物理化学的特性において異なる挙動を示

すことがあることが も重要なことである 」と述べている。さらに、ヴェンツリーニ氏は、SDS に「ナノ形

態」という用語が導入されることにより、形態による特性や挙動の違いに関する情報がユーザーに提供

され、ユーザーが労働者や環境の保護の観点で適切な対応や対策を講じることが可能になると述べて

いる。ヴェンツリーニ氏は、2021 年 4 月に発行された NIA のポジション・ペーパーに記載されているよ

うに、EC はナノ材料からナノ形態という表現に移行することを高く評価している。ナノ形態に関する情報

の精度が高まることで、安全な製造方法が維持され、製品に使用される化学物質が も安全で効率的

な形態を特定するための知識基盤の構築に役立ち、ナノテクノロジーに対するエンドユーザーからの信

頼を得て、ナノテクノロジーに対する信用を築くために必要な透明性の継続的な向上に繋がる。 
 
ナノオピニオン「Updating our language: Why  we should not paint all nanoforms with the same 
brush」： 
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/blogs/updating-our-language-why-we-should-not-paint-
all-nanoforms-with-the-same-brush 
 
NIA によるポジション・ペーパー（A changing regulatory landscape and language for the nanoscale, 
April 2021）： 
https://nanotechia.org/position-papers/changing-regulatory-landscape-and-language-nanoscale 
 
 

④ フランスの ANSES が二酸化チタンの職業暴露限界の推奨値【安全性・規制】 
二酸化チタン超微粒子の職業暴露に関する検討は、米国 NIOSH において 1990 年代後半から行われ

ていた。肺がんと肺吸入炎症に両面から、亜慢性ラット試験を行った文献値に基づいて、微細(fine)粒
子と超微細（ultrafine）粒子の職業曝露限界濃度をそれぞれ、2.4mg/m3、0.3mg/m316としている。 
欧州においては、EU 基金による Scaffold プロジェクト（2014；建設工業における工業ナノ材料のリスク

管理に関する）において、二酸化チタンの OEL として、0.1mg/m3 という値が算出された17。 
2021 年 3 月 4 日、フランス食品環境労働衛生安全庁（ANSES）は、二酸化チタンのナノ粒子における

8 時間の職業暴露限度（Occupational Exposure Limit：OEL）を 0.80μg/m3 とすることを推奨すると発

表した。 ANSES は、この値を遵守することで、 も低い暴露濃度で発症するとされる肺の炎症を防ぐこ

とができるものと考えている。二酸化チタンのナノ粒子による即時あるいは短期の影響については、デ

ータがないため、ANSES は、自身の方法論ガイド18に従って、15 分間で 4.0 µg/m3 を超えないことも推

奨している。ANSES は、この値を遵守することで、1 日の労働時間中の暴露ピークの大きさと数を抑え

ることができると考えている。 
 
ANSES は、大気中における二酸化チタンのナノ粒子を測定する方法については、現在、専門家による

評価が行われているところであると述べている。ANSES は、推奨する OEL を考慮して、空気中の二酸

化チタンナノ粒子の濃度を測定する方法を決定するとしている。また、ANSES は、化学物質の登録、評

価、認可および制限に関する規則（REACH）に基づいた二酸化チタンの評価に求められた研究によっ

て、これらの数値の精度が上がると考えている。 
 
ANSES のニュース「Recommended occupational exposure limits for titanium dioxide 
nanoparticles」： 
https://www.anses.fr/en/content/recommended-occupational-exposure-limits-titanium-dioxide-

                                                  
16 OSH Fact Sheet：https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA_FS-3634.pdf 
17 Scaffold による TiO2 の OEL：http://scaffold.eu-vri.eu/filehandler.ashx?file=13717 
18 ANSES の参考文書（フランス語）「Document de référence pour l’élaboration de valeurs limites d’exposition à 
des agents chimiques en milieu professionnel」 
https://www.anses.fr/fr/system/files/VLEP2016SA0248Ra.pdf 
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nanoparticles 
 

⑤ EU の EFSA が食品添加物である二酸化チタンの安全性評価を更新【安全性】 
EU では 2008 年に二酸化チタン E171 は、食品添加物として EC 規制 1333/200819の附属書Ⅱに従っ

て認可されている。2021 年 3 月、欧州食品安全機関（EFSA）は、二酸化チタン（E171）の安全性評価

を更新した。今回の安全性評価の更新は、2020 年 3 月の欧州委員会の要請に応えて、2016 年の

EFSA による安全性評価の結果20を修正したものである。2016 年には、生殖系への影響の可能性に関

する新たな研究を行い、一日摂取許容量（Acceptable Daily Intake：ADI）を設定することが推奨され

た。また、食品添加物として使用される二酸化チタン（E171）の粒子径と粒度分布に関する不確実性に

ついても、指摘されていた。また、2019 年に ANSES(食品環境労働衛生安全庁)によって行われた曝

露に関連したリスクのレビューにおいても、結論は何ら変わらなかった。そこで、今回の安全性評価の更

新には、初めて 2018 年の EFSA 科学委員会によるナノテクノロジーに関するガイダンス21を適用し、ナ

ノ材料に関する新たなデータを含む研究結果が考慮された。二酸化チタン（E171）には、消費者が暴露

する可能性があるナノ粒子（粒径 100nm 未満）が 大 50%含まれている。 
 
EFSA の食品添加物および香料（Food Additives and Flavourings：FAF）に関する専門委員会の議長

であるマジェド・ユネス教授（Maged Younes）は、「利用可能な全ての科学的研究とデータを考慮し、

FAF 専門委員会は二酸化チタンが食品添加物として安全とは言えないと結論付けた」と述べている。つ

まり、二酸化チタンの粒子は、経口摂取した場合、吸収率は低いものの、体内に蓄積される可能性があ

り、遺伝毒性の懸念を排除することが出来ないとしている。 
 
2021 年 EFSA による食品添加物としての二酸化チタンの安全性評価（Safety assessment of 
titanium dioxide (E171) as a food additive）： 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6585 
 

⑥ 欧州委員会が SCHEER による二酸化チタンの玩具への使用禁止の緩和を検討【安全性・規制】 
EU では、玩具指令 2009/48/EC によって CMR 物質の玩具への使用が禁じられている。ただ条件によ

っては例外が認められる。欧州玩具工業会(TIE)は、使用されてきた二酸化チタンとコバルトについて、

毒性、リスク評価、代替物質の解析を行い、EC にこれらの物質への例外適用を求めた。一方、産業界

だけでなく、NGO 等から、ダイバーシティや子どもの権利等の観点から例外適用を求める声もある。

2021 年 3 月 23 日、欧州委員会（European Commission：EC）は、二酸化チタンの玩具への使用禁止

を緩和する可能性について、健康・環境・新興リスクに関する科学委員会（Scientific Committee on 
Health, Environmental and Emerging Risks：SCHEER）に意見を求めた。 
 
EU 玩具安全指令（Toy Safety Directive）2009/48/EC は、発がん性、変異原性、生殖毒性

（Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction toxic：CMR）物質に分類される化学物質を玩具

に使用することを禁止しているが、一定の条件の下において許可される場合がある。 CMR 物質のカテ

ゴリー2 に分類される化学物質が使用を許可されるためには、科学委員会によって評価された上で、曝

露の観点から安全であると認められる必要がある。また、化学物質の登録、評価、認可および制限に関

する規則（REACH）22において、消費者向け製品への使用が禁止されていないことも条件となる。 空気

動力学径が 10μm 以下の粒子を 1％以上含む粉体状の二酸化チタンは、CMR 物質の発がん性にお

けるカテゴリー2 に分類されている23。 
 

                                                  
19 食品添加物に関する EC 規則：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008R1333 
20 2016 年の EFSA による食品添加物としての二酸化チタン（E171）の再評価結果：
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4545 
21 2018 年 EFSA 科学委員会によるナノテクノロジーに関するガイダンス 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5327 
 
22 REACH 本文及び附属書：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-
20210215 
23 CLP 規則の改正規則「委任規則（EU）2020/217」：https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj 
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SCHEER が二酸化チタンに関して求めている科学的情報は以下のとおりである。 
 玩具に使用されている二酸化チタンの化学的および物理的特性 
 玩具に使用されている顔料グレードの二酸化チタンの粒度分布 
 玩具より移動または放出する二酸化チタン 
 玩具に使用されている二酸化チタンの曝露測定 
 
提出期限は 2021 年 4 月 28 日であった。 ただし、以降も情報募集は継続され、必要に応じて追加の調

査がワーキンググループに渡される。 
 
EC は SCHEER に以下についての意見を求めている。 
 
 特に玩具や玩具原料において、吸入曝露を引き起こす二酸化チタンの使用に関する利用可能なデ

ータを再評価すること。 
 特定される曝露および二酸化チタンが CMR 物質の発がん性でカテゴリー2 に分類されていること

を考慮して、玩具や玩具原料における二酸化チタンの使用が安全であると考えられるかどうかを評

価すること。安全な玩具と玩具の原料を示すべきである。 
 
SCHEER が二酸化チタンに関して求めている科学的情報： 
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/calls/scheer_call_info_06_en 
 
EC が SCEER に求めている意見： 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_q_018.pd
f 
 

⑦ EU 化粧品規則附属書 II, III, IV,IV の CMR 改正と TiO2【規制】 
2021 年 5 月 28 日に欧州委員会域内市場・産業・起業・小規模企業総局 (DG GROW) は、欧州化粧

品規則 (EC) No 1223/2009 24の附属書 II を改正および訂正し、附属書 III、IV、および VI を改正する

2021/5/26 付け欧州委員会規則 (EU) 2021/850 「Commission Regulation (EU) 2021/850 of 26 
May 2021 amending and correcting Annex II and amending Annexes III, IV and VI to Regulation 
(EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products」 を官報

公示した。この欧州委員会規則は官報公示の 20 日後に発効し、規則の附属書の(1)、(2)(b)、(3)、(4)
に従った改正は 2021 年 10 月 1 日より適用される。 
この改正は、化粧品規則第 15 条(1)、第 15 条(2)の第 4 副段落および第 31 条(1)を考慮したもので、

欧州化粧品規則では、ECHA のリスク評価委員会が作成した意見に基づき、発がん性、変異原性、生

殖毒性（CMR）のある物質を調和的に分類し、附属書 VI のパート 3 でカテゴリー1A、1B または 2 の

CMR 物質に分類された物質(CMR 物質)は、化粧品への使用が禁止されるものの、第 15 条(1)項第 2
文または第 15 条(2)項第 2 段落に記載された条件が満たされている場合は、CMR 物質を化粧品に使

用することができる、と規定しており、特定の物質が CLP 規則に基づいて CMR 物質に分類されたこと

から、化粧品規則においても禁止物質のリストを改正するものである。 
本改正では多くの禁止物質のリスト改正が行われるが、そのリストの中には二酸化チタン（TiO2）も含ま

れる。二酸化チタンは、CLP 規則の改正規則である「委任規則（EU）2020/217」において、TiO2（INCI
名：二酸化チタン）という物質を「発がん性カテゴリー2（吸入）」に分類することを定めており、空気力学

的直径が 10μm 以下の粒子を 1％以上含む粉末状の二酸化チタンに適用するという規定も含むもので

ある。二酸化チタンは現在、化粧品規則の附属書 IV の項目 143 に記載されており、委員会規則(EU) 
No 231/2012（食品添加物の仕様に関する委員会規則「Commission Regulation (EU) No 231/2012 
of 9 March 2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to 
Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council」）の附属書の項目

E 171(二酸化チタン)に記載されている純度基準に準拠していることを条件に、化粧品の着色料として

使用することが認められている。二酸化チタンは、UV フィルターとして化粧品規則の附属書 VI の項目

27 および 27a(ナノフォーム)にも記載されており、 大 25%の濃度で化粧品に配合することのみが認

                                                  
24 欧州化粧品規則：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1223 
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められている。加えて、二酸化チタン（ナノ）は、吸入により 終使用者の肺を侵す可能性のある用途を

除き、その項目に記載されている他の条件に従い、すぐに使用できる製剤に含めることが認められてい

る。 
酸化チタンが CMR 物質に分類されたことを受けて、2020 年 1 月 28 日に化粧品規則の第 15 条(1)項
の第 2 文に基づく例外措置による化粧品への使用要請が提出され、2020 年 10 月 6 日に消費者安全

に関する科学委員会（SCCS）は、化粧品規則の第 15 条(1)に従って必要な措置を採用する目的で、二

酸化チタンに関する科学的意見（SCCS 意見）を採択した。 
SCCS 意見は、空気力学的直径が 10μm 以下の粒子を 1％以上含む粉末状の二酸化チタン（吸入可

能）を対象としており、利用可能なデータに基づいて、 大濃度 25％までのルースパウダー状のフェイ

ス製品と 大濃度 1.4％までのエアゾールスプレー状のヘア製品に使用する場合、一般消費者にとっ

て二酸化チタンは安全であると結論付けている。業務用としては、エアゾール式のヘア製品に 大濃度

1.1%まで使用しても安全であると考えられた。 
本改正の前書きでは、「SCCS の結論に照らして、空気力学的直径が 10μm 以下の粒子を 1％以上含

む粉末状の二酸化チタンは、 終使用者が吸入暴露する可能性のある用途での使用を認可すべきで

はなく、したがって、化粧品規則の附属書 III の制限物質のリストに追加されるべきであり、その使用

は、これらの結論に示されているように、ルースパウダー状の顔用製品とヘアエアゾールスプレー製品

にのみ許可されるべきである。化粧品規則の附属書 III に二酸化チタンを含めることに加えて、同規則

の附属書 IV の項目 143 に従った着色剤としての二酸化チタンの使用、および同規則の附属書 VI の

項目 27 に従った UV フィルターとしての二酸化チタンの使用は、同規則の附属書 III の下での制限され

た使用を損なうことなく許可されるべきであることを規定すべきである。この目的のために、化粧品規則

の附属書 III の下での二酸化チタンの制限された使用への言及を、同規則の附属書 IV および VI の関

連項目に加えるべきである。化粧品規則の附属書 VI の項目 27a に基づく UV フィルターとしての酸化

チタン（ナノ）の使用に関しては、項目 27a が既に酸化チタン（ナノ）を吸入によるエンドユーザーの肺へ

の曝露につながる可能性のある用途に使用してはならないと規定しているため、追加の措置は必要な

い。」と説明している。 
なお、今回の改正委任規則(EU)2020/217 により CLP 規則に基づいて CMR 物質に分類された酸化チ

タン以外の物質については、例外的に化粧品への使用を求める要求は提出されていない、とも説明し

ている。 
 
改正化粧品規則：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1223 
 

⑧ EU の EUON が食物連鎖におけるナノ材料の生体変化に関するナノオピニオンを発表【安全性】 
2021 年 4 月 29 日、EU ナノ材料・オブサーバトリー（EUON）は、ファゼル・モニク博士（Fazel A. 
Monikh）25による「Biotransformation of Nanomaterials While Transferring in the Food Chain（食物

連鎖におけるナノ材料の生体変化）」と題するナノオピニオンを発表した。ナノ材料が多くの分野に応用

され、その使用が増えるにつれ、環境に放出されるナノ材料の量も増えてきている。そのナノ材料の中

には、生物の体内に入り込み、臓器に蓄積され、食物連鎖における栄養段階をいくつか経て生体変化

していく化学物質が存在することが懸念される。モニク博士は、共同研究者の協力と EU の Horizon 
2020 の支援によって、生物体内に存在するナノ材料を追跡し、その特性を明らかにするための詳細な

ワークフロー を開発した。モニク博士は、このワークフローにより、生物の組織内や細胞内のナノ材料を

分析し、量を計測し、生物内におけるナノ材料の挙動や食物連鎖を通じた生体変化を理解することが可

能になったと述べている。モニク博士は、ナノ材料には長所と短所があるが、今後、ナノ材料の使用を廃

止していくことは現実的でないと考えている。このため、安全設計（safe by design）戦略を採用すること

が、ナノ材料の利点と起こりうる生態学的影響のバランスを保つための有望な解決策であると提案して

いる。また、モニク博士は、自分の研究の目的は、環境や生物におけるナノ材料の影響を把握すること

により、安全なナノ材料の設計を支援することだと述べている。 
 
ナノオピニオン「Biotransformation of nanomaterials while transferring in the food chain」： 
https://euon.echa.europa.eu/nanopinion/-/blogs/biotransformation-of-nanomaterials-while-
                                                  
25 Fazel A. Monikh は、ウィーン大学の環境地球科学部で Ph.D を取得し、ナノ材料の抽出、特性評価、定量化の方法

を開発などを行っている。現在は、東フィンランド大学の博士研究員である。 
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transferring-in-the-food-chain 
 

⑨ EU の ECHA が EU 市場で入手可能なナノ材料に関するステークホルダー調査を開始【安全性・規

制】 
EU ナノ材料・オブサーバトリー（EUON）26は、ナノ物質の安全性、革新性、および研究に関する情報

を、幅広く提供して いる。また、ナノ物質に関する既存の欧州連合（EU）法、および EU 市場における特

定の物質の存在と使用に関する情報も扱う。2017 年 6 月に発足した EUON は欧州委員会（EC）によ

り資金提供を受け、欧州化学品庁（ECHA）によって管理および維持されている。 
2021 年 5 月 21 日、EUON は、欧州化学品庁（ECHA）が、EU ナノ材料・オブサーバトリー（EUON）の

活動の一環として、EU 市場でナノ材料として利用可能な物質に関するステークホルダー調査を開始し

たことを発表した（実施はキプロスの民間企業 NovaMechanics27に委託）。この調査は、EU における

物質、用途、数量、主要事業者などのナノ材料の市場調査である。今回の調査は、EU 市場で利用可能

なナノ材料の概要とその用途や量に関する知見を集めることを目的としている。ステークホルダーに対

して、生産、取引、使用しているナノ材料に関する調査を行っている。 
EUON は設立以来数多くの科学レポートを発行しているが、直近では、「ナノ材料の定義に関するステ

ークホルダーコンサルテーション」、「食物連鎖におけるナノ材料の生体変換」、「用語の更新：すべての

ナノ形態を同一視してはならない理由」（いずれも本号で紹介）等の調査・意見を発表している。 
 
ECHA と EUON によるステークホルダー調査： 
https://euon.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/euon-stakeholder-survey-on-
nanomaterials-available-in-the-eu-market 
 
 

⑩ ハイドロキシアパタイトに関する EC SCCS 終意見【安全性】 
EC の SCCS（Scientific Committee on Consumer Safety；SCCS）は 2021 年 4 月 12 日に、2021 年

3 月 20－31 日に開催したプレナリーミーティングで採用された SCCS 文書として、ハイドロキシアパタ

イト（ナノ）に関する 終意見 を発表した。 
ハイドロキシアパタイト（ナノ）の安全性評価に関する 初の意見は 2015 年 10 月に SCCS から公表さ

れ、2016 年 3 月に改訂された（SCCS / 1566/15）。この 初の意見で行われた評価は、EU への通知

者によって提出されたデータと文献検索から取得されたデータに基づいておこなわれたが、データ不十

分で全体的な意見は決定的ではなかった。 
EC は、SCCS に対し、ナノ材料であるハイドロキシアパタイトを、報告された 大濃度と仕様に従い、合

理的に予見可能な暴露条件を考慮した上で、リーブオンおよびリンスオフの皮膚および口腔用化粧品

に使用した場合、安全であると考えるかどうかを尋ねた。SCCS は、提供されたデータおよび科学文献

で入手可能なその他の関連情報を考慮した結果、「棒状のナノ粒子で構成されたハイドロキシアパタイ

トを、本意見書で示された 大濃度および仕様で口腔ケア化粧品に使用した場合の安全性について結

論を出すことはできない」と述べている。これは、入手可能なデータや情報が、ハイドロキシアパタイト

（ナノ）の遺伝毒性の可能性に対する懸念を排除するのに十分ではないためである。 
また、EC は、化粧品へのナノ形状のハイドロキシアパタイトの使用に関して、SCCS がさらに科学的な

懸念を持っているかどうかを尋ねた。意見書では、この意見書で検討されたナノ材料の粒子形状は棒

状と報告されているが、「SCCS は、製造プロセスによっては針状のハイドロキシアパタイトナノ粒子も

生成される可能性があることを認識している」と述べている。意見書によると、入手可能な情報から、針

状のハイドロキシアパタイト（ナノ）は「潜在的な毒性に関連して懸念されており、化粧品に使用すべきで

はない」とされている。 
SCCS は、ハイドロキシアパタイト（ナノ）を化粧品に使用することは、「消費者にリスクをもたらす可能性

がある」という懸念の根拠があると結論づけている。 
 
EC SCCS によるハイドロキシアパタイト（ナノ）に関する 終意見：
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o

                                                  
26 EUON の HP：https://euon.echa.europa.eu/ 
27 https://novamechanics.com/ 
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_246.pdf 
⑪ 金に関する EC SCCS の意見【安全性】 
2021 年 4 月 16 日に欧州委員会の消費者安全に関する科学委員会（Scientific Committee on 
Consumer Safety ；SCCS）は、化粧品成分中のナノ材料に関して、金ナノ（金（ナノ）、コロイド状の金

（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 コロイド状の金（ナノ））と、プ

ラチナナノ（白金（ナノ）、コロイド状の白金（ナノ）、アセチルテトラペプチド-17 コロイド状の白金（ナノ））

に関してそれぞれ予備的意見「Opinion on Gold (nano), Colloidal Gold (nano), Gold 
Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) and Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano)」と

「Opinion on Platinum (nano), Colloidal Platinum (nano) and Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal 
Platinum (nano)」 を掲載28し、コメント募集を行った。コメントの締め切りは 6 月 14 日であった。 
EC は SCCS に対して 2 つの質問をしている。1 つ目は、「SCCS は、提供された科学的データを考慮

して、ナノ材料である金とコロイド金、チオエチルアミノヒアルロン酸金とアセチルヘプタペプチド-9 コロイ

ド金は、合理的に予見可能な暴露条件を考慮して、 大濃度と仕様に従って皮膚に塗布する化粧品に

使用した場合、安全であると考えるか」というものであり、これに対して SCCS は、通知者から提供され

たすべての情報を検討した結果、ナノ材料（金、コロイド金、表面改質金）については、重要な情報が限

られている、あるいは不足しているため、安全性評価を行うことは不可能であるとの見解を示した。毒性

に関して提供された情報の多くは金に関するものであり、完全な研究報告書がないため、今回の評価

対象となっている材料のナノ形態に対するデータの関連性を判断することはできないとしている。また、

ナノ材料の安全性を評価するためには、物理化学的特性や毒物学的評価に関する詳細なデータと情報

を、実験のパフォーマンスとともに提供する必要がある。 
表面改質された金については、アセチルヘプタペプチド-9 コロイド状金（ナノ）に関するすべての届出が

届出者によって取り下げられたため、本意見書では金チオエチルアミノヒアルロン酸のみを検討してい

る。 
2 つ目は、「ナノ形態の材料 A、B、C を化粧品に使用することについて、科学的にさらに懸念することは

あるか」というもので、これに対して SCCS は、「科学文献から得られた情報によると、金ナノ粒子が全

身に取り込まれ、特定の臓器（特に肝臓と脾臓）に蓄積される可能性が示唆されている。さらに、文献か

ら得られたデータは、金ナノ粒子の変異原性/遺伝毒性の可能性を示している。これらの兆候から、化粧

品成分として使用される金ナノ材料の安全性をさらに評価する必要があると警告されている。安全性を

評価するのに十分なデータがない中、SCCS はこれらの点を考慮し、金（ナノ）、コロイド金（ナノ）、表面

改質金（ナノ）の材料を化粧品に使用することは、消費者にリスクをもたらす可能性があるという懸念の

根拠があると結論づけた。この点に関する SCCS の消費者安全への懸念は、付属書 II に詳述されて

いる。SCCS は、化粧品に含まれる材料の安全な使用を裏付ける証拠があれば、それを評価する準備

がある。」と結論づけている。 
その後 SCCS は上記意見募集の締め切り期間を終了し、2021 年 6 月 28 日に金（ナノ）、コロイダル金

（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 コロイダル金（ナノ）に関する

終意見 を発表した。EC による SCCS への上記質問項目 1 に対する SCCS の 終意見は予備的

意見から変わっていない。また、質問項目 2 に対する SCCS の 終意見も予備的意見から変更はな

かった。 
 
金（ナノ）に関する EC SCCS の 終意見： 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o
_251.pdf 
 

⑫ プラチナに関する EC SCCS の 終意見【安全性】 
2021 年 4 月 16 日に欧州委員会の消費者安全に関する科学委員会（Scientific Committee on 
Consumer Safety ；SCCS）は、化粧品成分中のナノ材料に関して、プラチナナノ（白金（ナノ）、コロイド

状の白金（ナノ）、アセチルテトラペプチド-17 コロイド状の白金（ナノ））に関してそれぞれ予備的意見

「Opinion on Gold (nano), Colloidal Gold (nano), Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) and 
Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano)」と「Opinion on Platinum (nano), Colloidal Platinum 

                                                  
28 金（ナノ）に関する EC SCCS の予備的意見：
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_251.pdf 
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(nano) and Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano)」 を掲載29し、コメント募集を行った。そ

の後、SCCS は上記でコメント期間を終了し、2021 年 6 月 28 日に、白金（ナノ）、コロイド状白金（ナ

ノ）、アセチルテトラペプチド-17 コロイド状白金（ナノ）に関する 終意見 を発表した。なお、EC による

SCCS への上記質問項目 1 に対する SCCS の 終意見は予備的意見から変わっていない。また、質

問項目 2 に対する SCCS の 終意見も予備的意見から変更はなかった。 
SCCS は EC から 2 つの項目について質問を受け、それに回答する形で結論している。1 つ目は、

「SCCS は、提供された科学的データを考慮して、ナノ材料 A（プラチナとコロイド状プラチナ）と B（アセ

チルテトラペプチド-17（と）コロイド状プラチナ）は、合理的に予測可能な暴露条件を考慮して、添付リス

トに報告された 大濃度と仕様に従って、リーブオン（皮膚に塗布する）化粧品に使用しても安全である

と考えるか」というもので、これに対して SCCS は、「届出者から提供されたすべての情報および他の情

報源から得られた情報を考慮した結果、SCCS は、必須情報が限られている、または不足しているた

め、届出された白金ナノ材料の安全性評価を行うことは不可能であると考えている。また、届出者から

提供された限られた量のデータは、SCCS ガイダンス（SCCS1611/19）や SCCS 覚書

（SCCS/1524/13）に示されている要件やデータ基準に対応していない」と結論している。また、SCCS
による安全性評価を可能にするために、通知者は必要な情報を提供する必要があり、その概要は付属

書 I に記載されている。 
2 つ目は、「SCCS は、ナノ形態の材料 A と B を化粧品に使用することに関して、科学的にさらに懸念

することがあるか」というもので、これに対して SCCS は、「安全性の評価を可能にする十分なデータが

ないため、SCCS は消費者の安全性に懸念を抱かせる可能性のある白金ナノ材料の様々な側面を検

討した。付属書 II に詳述されているように、SCCS は、プラチナ、コロイド状プラチナ、アセチルテトラペ

プチド-17 コロイド状プラチナ（ナノ）を化粧品に使用することは、消費者にリスクをもたらす可能性がある

という懸念の根拠がある」と結論づけている。SCCS は、化粧品への材料の安全な使用を裏付ける証

拠があれば、それを評価する準備がある、とも回答している。 
 
プラチナ（ナノ）に関する EC SCCS の 終意見： 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o
_252.pdf 
 

⑬ MWCNT に関する CLH【安全性】 
製造業者、輸入業者、または下流のユーザーは、ヒトの健康と環境を高レベルで保護するために有害

物質と混合物を（自己）分類してラベルを付けなければならない。 も懸念される危険性（発がん性、変

異原性、生殖毒性（CMR）、呼吸器アレルゲン）に対して、およびその他の物質については個別に、適

切なリスク管理を確保するために、分類とラベル付けを EU 全体で調和させなければならない。 これ

は、調和された分類とラベリング（CLH）によって行われる。CLH は、CLP の附属書 VI に現在記載され

ていない物質、または新しい情報の出現、新しい科学的または技術的開発、分類基準の変更、または

既存のデータの再評価に基づいて変更する必要がある既存の調和分類のある物質に対して提案され

るものである。CLH プロセスは、ECHA が MSCA または製造業者、輸入業者、または下流のユーザー

によって CLH 書類を作成する意図(intention)を受け取ったときに始まる。 意図が受け取られると、物質

の同一性チェックが実行され、その後、ECHA はその意図をそのウェブサイトの意図のレジストリに公開

する。 
CLH の意図を公表することは、現在処理中の物質について利害関係者に通知することに加えて、2 つ

以上の当事者が同じ物質の提案を同時に提出する状況を防ぐことを目的としている。さらに、物質の提

案された危険有害性分類に関連する情報を持っている人は誰でも、プロセスの初期段階で CLH 提案

を提出する当事者にこれを通知するか、協議中にそのような情報を提供することができる。 
ECHA は、2021 年 5 月 17 日に結果が出るまでの CLH の意図の登録の更新を 8 物質について行っ

た。結果（CLP プロセスでいう結果(outcome)とは,ドシエの提出から、コンサルテーション、RAC による

意見（オピニオン）の採択、CLH の採択までをいう）が出るまでの分類・表示（CLH）意図の登録は、物

質の新規または改訂された調和された分類・表示のために ECHA が受け取った意図と提案の一覧で

ある。提案は、加盟国の管轄当局、製造者、輸入者、川下使用者から提出される。関係者は、意図の通

                                                  
29 プラチナ（ナノ）に関する EC SCCS の予備的意見：
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_252.pdf 
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知からリスク評価委員会（RAC）の意見の採択まで、CLH プロセスを通じた提案の進捗状況を確認する

ことができる。事前に通知されることで、利害関係者は後にコメントするための計画や準備をすることが

できる。 
今回の更新対象物質である 8 物質のうちの 1 つに MWCNT が含まれている。この MWCNT はドイツ

が REACH 下で登録している物質30で、2021 年 5 月 17 日に 新の更新 が行われている。物質の概

要は、以下のように記載されている。 
 多層カーボンナノチューブ（WHO の定義を満たすファイバー：直径<3 µm、ファイバー長> 5 µm、

アスペクト比≥3：1、直径> xx nm） 
 
その後、2021 年 7 月 5 日に ECHA は上記 MWCNT（多層カーボンナノチューブ（MWC(N)T）を含む、

幾何学的管径範囲≧30nm〜＜3µm、長さ≧5μm、アスペクト比＞3：1 の多層カーボンチューブ（管状

の人造黒鉛））の CLH 提案に関する公開協議を開始した 。 
ドイツ連邦労働安全衛生研究所（BAuA）が提出したドシエによると、本提案は、欧州連合（EU）が推奨

するナノ材料の定義を満たし、EU の定義に沿って、1 つの外寸（直径）が 1〜100nm の範囲にある

MWCT で構成されている。本提案では、CLH 提案の適用領域を直径 3μm までの MWCT に拡大して

いるが、「繊維の病原性のパラダイムによれば、呼吸可能な範囲に収まる直径を持つ MWCT は、同様

の繊維状の特性を持つことが予想されるため」としている。ドシエでは、（構成粒子の）直径範囲が

200nm を超える MWCT が製造されているかどうかは不明であるとしている。この提案は、高直径の

MWCT の繊維（≥ 30 nm）が 「アスベストや石綿状の繊維と同等の可能性を持ち、したがって「繊維の

病原性のパラダイム」と一致する」という観察に基づいている（Donaldson et al., 2010, 2013）。また、ド

シエによると、低直径 MWCNT（30nm 未満）は、「より絡み合った形態のため、繊維病原性のパラダイ

ムが適用されないと考えられるため、提案されている分類の対象ではない（現在までに繊維に関連した

中皮腫形成に関して否定的な証拠は、平均直径 15nm の MWCNT[s]に限られている）」とされている。

BAuA は、発がん性と反復暴露後の特定標的臓器毒性に関しては分類するのに十分なデータがある

が、生殖細胞変異原性に関してはデータがないと結論づけている。提案された CLP 規則の付属書 VI
の項目には、「Carc. 1B, H350i、STOT RE 1, H372」とされている。コメントを募集している危険有害性

クラスは、発がん性と特定標的臓器毒性（反復暴露）である。コメントの締め切りは 2021 年 9 月 3 日と

なっている。 
 
ECHA による MWCNT に関するコメント募集： 
https://echa.europa.eu/nl/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-
rev/28319/term 
 
1-2-3. その他の国・地域 
【韓国】 

① ナノ材料の登録申請資料に関する K-REACH 改正案【規制】 
韓国環境省は、2021 年 6 月 3 日に、環境省発表第 2021-421 号「化学物質の登録、評価等に関する

法律施行規則の一部改正令ない立法予告」（화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 시행규칙 

일부개정령안 입법예고）を発表した。 

この改正にはいくつかの事項が含まれるが、ナノ材料についての改正案は K-REACH 施行規則31別表

1 を改正するものである。 
ナノ材料は、サイズが非常に小さい物質で、同じ分子式で構成された物質であっても、既存の化学物質

とは異なって、粒子サイズ、サイズ分布、形状などの物理・化学的特性に基づいて、人体・環境有害性

が変わることがあるが、施行令32第 2 条第 7 項にナノ材料の定義を規定することで、ナノ材料安全管理

のための 小限の法的根拠は確保されたものの、ナノ物質材料の登録申請時のナノ材料であることを

区別することができるデータおよびナノ特性に関する資料提出に関する規定はなく、したがって、ナノ材

料の製造・輸入者がナノ材料を登録する場合、登録しようとする物質がナノ材料の定義に合致すること

                                                  
30 ドイツによる REACH 登録内容：https://echa.europa.eu/nl/substance-information/-/substanceinfo/100.261.763 
31 K-REACH 施行規則：https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=224229&viewCls=lsRvsDocInfoR# 
32 K-REACH 施行令：https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=220059&viewCls=lsRvsDocInfoR# 
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を確認して、有害性審査の信頼性を高めるために、粒子サイズ、粒子サイズ分布、粒子形状および縦

横比の試験材料を追加提出できるようにする必要があることから、ナノ材料を登録する場合、登録申請

時の粒子サイズ、粒子サイズ分布、粒子形状および縦横比の試験材料を追加して提出することを求め

るものである。なお、現在は、ナノ材料を登録する場合、通常の化学物質と同じ種類の試験データのみ

が提出の対象である。また、登録区分も新たに追加された「ナノ材料」で登録することが求められること

となる。これにより、ナノ材料の登録申請時のナノ特性に関する試験データを提出するようにし、ナノ材

料の有害性の把握と安全使用に必要な情報を事前に確保することで、ナノ材料安全管理システムの構

築など、ナノ材料から国民の健康と環境に対する被害を予防していく、としている。具体的な改正案は以

下のとおりである。 
 [別表 1]物理的・化学的特性および有害性に関する試験データの提出方法（第 5 条第 1 項第 1 号

に関連） 
1.〜6.（現行と同じ） 
7. ナノ物質である場合の特例：ナノ物質の製造・輸入量が 0.1 トン以上の場合には、第 1 号から第 5

号までの規定を適用するが、次の各目の試験データを追加で提出しなければならない。 
    1.粒子サイズ 

2.粒子サイズ分布 
    3.粒子形状 
     4.アスペクト比 
 
改正案： 
https://www.chemnavi.or.kr/chemnavi/spkreach/archivesdetail.do?idx=53472&category=1 
https://opinion.lawmaking.go.kr/file/download/8165765/KHWLWF1XMJC7XHCW2R6G 
http://me.go.kr/home/web/index.do?menuId=68 
 
改正による影響（韓国語）： 
https://opinion.lawmaking.go.kr/file/download/8165764/XUV8WC86WD2KVNGEJ53K 
 
改正の理由書（韓国語）： 
https://opinion.lawmaking.go.kr/file/download/8165763/UUK28HLUD9LSVEB45NJ5 
 
1-2-4. 国際機関 
特になし。 
 
1-2-5. その他機関等 

① 国際的なナノテク業界団体 NIA がポジション・ペーパーを発表【規制】 
2021 年 3 月、ナノテク工業協会（NIA：本部ブリュッセル）は、「A changing regulatory landscape and 
language for the nanoscale（ナノスケールに関する規制環境と言葉の定義の変化）」と題するポジショ

ン・ペーパーを発表した。2011 年に欧州委員会（European Commission：EC）は、ナノ材料の定義に

関する提案書33を発表しているが、ナノ材料の定義する範囲が広いため、同じナノ材料であっても形態

の違いにより特性が大きく異なることが指摘されていた。NIA は 2020 年 6 月 18 日に公布された

Commission Regulation (EU) 2020/87834によって、化学物質の登録、評価、認可および制限に関す

る規則（REACH）の付属書Ⅱが改正され、「ナノ形態（nanoform）」という用語が導入されたことを高く評

価しており、ナノスケールの化学物質に関するリスク情報の透明性が高まると考えている。NIA は、粒

子の形態、表面積、電荷、多孔性などの要因によりナノスケールの化学物質の特性は大きく異なるた

め、元素と粒子径だけで有害性を評価するべきでないと考えており、「ナノ材料」ではなく、「ナノ形態」と

いう用語を使用していくべきとしている。しかしながら、「ナノ形態」という用語が市場に浸透するのに、時

間が要することが予想されている。2019 年 12 月に、ECHA が「ナノ形態のセット（sets of nanoforms）

                                                  
33 「Commission recommendation of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial」 https://eur-
lex.europa.eu/eli/reco/2011/696/oj 
34 「REACH の附属書Ⅱの改正に関する公布（Regulation(EU) 2020/878）」https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=EN 
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35」を同定する方法に関するガイダンス36を公開しているが、現在においても、「ナノ形態のセット」を同定

するのは難しい課題であるとされている。「ナノ形態のセット」の同定については、EU のナノセーフティク

ラスター（NanoSafety Cluster：NSC）の傘下で、EU が資金提供するプロジェクトが、「ナノ形態のセッ

ト」間における境界を特定するためのデータの構築を行っている 
 
NIA ポジション・ペーパー（A changing regulatory landscape and language for the nanoscale ）： 
https://nanotechia.org/sites/default/files/nia_position_paper_a_changing_regulatory_landscape_a
nd_language_for_the_nanoscale1.pdf 
 
 
  

                                                  
35 ナノ形態において個々の粒子の特徴が類似している場合は、それらを一つのグループにまとめて「ナノ形態のセット」と

して、ハザード、暴露、リスクの評価を行うことができる。 
36ECHA のガイダンス「Appendix for nanoforms to the Guidance on Registration and Substance Identification」 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/how_to_register_nano_en.pdf/f8c046ec-f60b-4349-492b-
e915fd9e3ca0 
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2. 頻出略語一覧 
2-1. 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 

 
2-2. 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 

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 

SCoPAF
F 

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 

 
2-3. 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 

 


