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1. 2021 年 8-10 月の情報 
1-1. 化学物質全般 
1-1-1. 欧州 
① ECHA の年次会議で「設計段階から安全で持続可能な化学物質」の条件を議論【規制】 
2021 年 10 月 6 日、欧州化学品庁（ECHA）は「2021 年度より安全な化学品に関する会議（Safer 
Chemicals Conference 2021）」と題する年次会議をオンラインにて開催した。複数の異なる議題を扱う

講演やパネルディスカッションが企画され、その中でも、安全で持続可能に設計された化学物質（Safe 
and Sustainable by design）の条件（criteria）について議論するラウンドテーブルが冒頭に開催され

た。定義を設定することの緊急性は確認されたものの、明確な方向性は示すには至らなかった。 
 
2021 年 7 月号でも取り上げた通り、2021 年 3 月に欧州理事会の支持を得て、欧州化学物質戦略の

実施が始まっている。同戦略の主な特徴の一つが「安全で持続可能な設計によるアプローチ」である

が、何をもって「設計段階から安全で持続可能な化学物質」であるとするかについては様々な考え方が

あり、未だに合意形成には至っていない。これについて、欧州委員会は、2022 年までに、「設計段階か

ら安全で持続可能な化学物質」の条件をまとめ発表することを目標としている。その最初のステップとし

て、2021 年 3 月 19 日にステークホルダーを集めたワークショップ 1を開催し、同 4 月には条件形成に

寄与し得る、安全で持続可能な化学物質に関するこれまでの議論をまとめた「マッピング・スタディ」の報

告書 2を発表した。特に後者では、ナノ材料を例に挙げ、安全に設計されたナノ材料に関する政策支援

から得られた教訓や、これまでに開発されたツールやフレームワークをまとめている。 
 
10 月の会議でのラウンドテーブルの参加者は以下表の通り。EU の 2050 年までにカーボンニュートラ

ルを目指す目標に沿って、化学業界がその業態を持続可能な形で変化・革新していくためにも、欧州委

員会の持続可能な化学物質戦略の中核となる「安全で持続可能な設計」の条件を至急定義する必要が

あることが共通認識として述べられた。しかしながら、各々の関係者が持続可能な目標により影響を受

ける分野が異なり、課題が複雑であるため、意見の合意には至っていない。たとえば、環境団体

ChemSec の Bäckar 氏は、「安全で持続可能な設計」の条件を最初から完全に定義することは現実的

ではないことを勘案して、中期的に最低限必要な条件から始めて段階的に条件を加えていくことを提案

した。この考え方は欧州委員会の Ávila 氏らから多少歓迎されたものの、業界団体である Cefic と AISE
をそれぞれ代表する Mensink 氏と Zänker 氏は、企業にとっては条件の導入の段階分けや優先順位

付けよりも具体性・方向性が重要であるとして、具体的な方向性を定めたうえで条件に反映するよう求

めた。 
 

氏名 所属 役職 
Jack de Bruijn ECHA Director of Prioritisation and Integration 
Bjorn Hansen ECHA Executive Director 
Cristina de Ávila 欧州委員会環境総局 Head of Unit - Sustainable Chemicals 
Marco Mensink 欧州化学工業連盟（Cefic） Director General 
Anne-Sofie Bäckar 国際化学物質事務局（ChemSec） Executive Director 

Susanne Zänker 

欧州石鹸洗剤工業連合会
（International Association for Soaps, 
Detergents and Maintenance 
Products：AISE） 

Director General 

 
ECHA の「2021 年度より安全な化学品に関する会議（Safer Chemicals Conference 2021）」専用ペー

ジ（録画ファイルの視聴やスライド資料の閲覧が可能： 
https://echa.europa.eu/-/safer-chemicals-conference 
 
                                                   
1 環境総局（Directorate-General for Environment）と研究・イノベーション総局（Directorate-General for Research and 
Innovation）の共催。https://ec.europa.eu/environment/events/safe-and-sustainable-design-criteria-chemicals-
materials-and-products-first-stakeholders_en 
2 「Mapping study for the development of sustainable-by-design criteria」研究・イノベーション総局発行。
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f679c200-a314-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en 

https://echa.europa.eu/-/safer-chemicals-conference
https://ec.europa.eu/environment/events/safe-and-sustainable-design-criteria-chemicals-materials-and-products-first-stakeholders_en
https://ec.europa.eu/environment/events/safe-and-sustainable-design-criteria-chemicals-materials-and-products-first-stakeholders_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f679c200-a314-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
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ランドテーブル「Safe and sustainable products and materials – how to get there?」 
録画ファイル視聴リンク（英語：1 時間）：https://youtu.be/bt88AKoty_E 
 
Cefic のウェブページ（「安全で持続可能な設計」に関する解説）：https://cefic.org/a-solution-provider-
for-sustainability/safe-and-sustainable-by-design/ 
 
ChemSec の資料（「安全で持続可能な設計」に関する同団体の姿勢）：
https://chemsec.org/app/uploads/2021/06/ChemSec-Safe-and-Sustainable-by-Design-
Chemicals-2021-06-29.pdf; https://chemsec.org/publication/chemical-strategy/our-view-on-safe-
and-sustainable-by-design-criteria/ 
 
1-2. ナノ材料関連 
1-2-1. 米国 
① 米 EPA、多層カーボンナノチューブに関する重要新規利用規則（SNUR）を発行【規制】 
2021 年 8 月 18 日、米国環境保護庁（EPA）は、多層カーボンナノチューブ（PMN P-18-182）など製造

前通知（PMN）の対象となった化学物質に関して、有害物質規制法（TSCA）に基づいた重要新規利用

規則（SNUR）を発行し、2021 年 10 月 18 日より有効となった。これにより、重要な新規用途に使用す

る多層カーボンナノチューブ（PMN P-18-182）を製造、輸入、加工する場合は、少なくとも 90 日前まで

に EPA に通知することが義務付けられる。ただし、以下の場合においては、重要新規利用規則は適用

されない。 
 
1. 硬化したマトリックス樹脂の中に埋め込まれている、あるいは、硬化したマトリックス樹脂と結合してい

る場合 
2. 機械的加工以外の加工を行わず、固体もしくは樹脂に埋め込まれている場合 
3. 物品（article）3に組込まれている場合 
 
今回の重要新規利用規則では、粉塵、霧、エアロゾルを発生させて利用する方法は、密閉されたプロセ

スで行われる場合を除いて、重要新規利用となる。また、材料や製品の機械的特性、電気伝導性、光

吸収特性を改善すること以外を目的として化学物質を使用する場合も、重要新規利用となる。 
 
連邦公報、「EPA による重要新規利用規則（SNUR）」（2021 年 8 月 18 日発表）： 
https://www.federalregister.gov/documents/2021/08/18/2021-17392/significant-new-use-rules-on-
certain-chemical-substances 
 
1-2-2. 欧州 
① 欧州委員会 SCCS、化粧品におけるナノ材料の使用に関する報告書を提出【規制】 
2021 年 7 月 22 日、欧州委員会の消費者安全科学委員会（SCCS）は、化粧品に使用される紫外線防

止剤である HAA299（ナノサイズ）に関する意見書の草案を公開した。2021 年 9 月 27 日まで公開コメ

ントを募集していた。意見書において、SCCS は HA299（ナノサイズ）を化粧品の紫外線防止剤として

皮膚に使用する場合、最大濃度 10%までを安全であるとしている。ただし、吸入暴露につながる可能性

のある用途においては、HAA299（ナノサイズ）の使用を推奨していない。 
 

                                                   
3 有害物質規制法（TSCA）の 40 C.F.R. Section 720.3(c) で以下のとおり定義されている。 
Article means a manufactured item:  
(1) Which is formed to a specific shape or design during manufacture;  
(2) Which has end use function(s) dependent in whole or in part upon its shape or design during end use; and  
(3) Which has either no change of chemical composition during its end use or only those changes of composition 
which have no commercial purpose separate from that of the article and that may occur as described in § 
720.30(h)(5), except that fluids and particles are not considered articles regardless of shape or design. 
* 720.30(h)(5): Any chemical substance which results from a chemical reaction that occurs upon end use of 
another chemical substance, mixture, or article such as an adhesive, paint, miscellaneous cleanser or other 
housekeeping product, fuel additive, water softening and treatment agent, photographic film, battery, match, or 
safety flare, and which is not itself manufactured or imported for distribution in commerce or for use as an 
intermediate. 

https://youtu.be/bt88AKoty_E
https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/safe-and-sustainable-by-design/
https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/safe-and-sustainable-by-design/
https://chemsec.org/app/uploads/2021/06/ChemSec-Safe-and-Sustainable-by-Design-Chemicals-2021-06-29.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/06/ChemSec-Safe-and-Sustainable-by-Design-Chemicals-2021-06-29.pdf
https://chemsec.org/publication/chemical-strategy/our-view-on-safe-and-sustainable-by-design-criteria/
https://chemsec.org/publication/chemical-strategy/our-view-on-safe-and-sustainable-by-design-criteria/
https://www.federalregister.gov/documents/2021/08/18/2021-17392/significant-new-use-rules-on-certain-chemical-substances
https://www.federalregister.gov/documents/2021/08/18/2021-17392/significant-new-use-rules-on-certain-chemical-substances
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また、同じく 2021 年 7 月 22 日、欧州委員会は、化粧品におけるナノ材料の使用と化粧品規則（No 
1223/2009）の評価に関する報告書を欧州議会と欧州理事会に提出した。報告書に記載されている、

欧州委員会の見解・結論の例は以下の通り。 
 
 化粧品届出ポータル（Cosmetic Products Notification Portal：CPNP）に毎日届出される化粧品

数（約 800 件）に対して、ナノ材料を含むものは少なく（10 件程度）、過去 5 年間でその傾向は比

較的同一である（5 年間で届け出られた化粧品全体に占める割合も 1.5％程度）。 
 CPNP を通して届出られたナノ材料を含む化粧品に対する SCCS の見解のほとんどは、データ不

足により結論が出ていない。 
 化粧品に含まれるナノ材料に関する情報に対する一般市民のニーズは高く、既存の表示を補足・

改良するためにも、デジタルラベルによる表示を検討するべきである。 
 
SCCS の意見書の草案（Opinion on HAA299 (nano) ） （2021 年 7 月 22 日）： 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o
_256.pdf 
 
欧州委員会の化粧品におけるナノ材料の使用に関する報告書 （2021 年 7 月 22 日）： 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0403 
 
② EU 化粧品規則の改正とナノ材料定義の見直し【規制】 
欧州委員会は欧州化学物質戦略での指摘等を受けて、化粧品規則の改訂作業を開始するため、改訂

に係る inception impact assessment を実施し、その結果に対するフィードバックを 2021 年 10 月 4 日

から 11 月 1 日までの期間で募集している。この化粧品規則改訂に係る inception impact assessment
の中で、ナノ材料についても「化学物質に関する法律全体で一貫した用語を確保するために、ナノ材料

の定義を見直す」ことを示しており、今後、欧州において化粧品規制においても、ナノ材料の定義の見

直しが本格化していくものと考えられる。 
 
欧州委員会による化粧品規則改訂に係るイニシアチブ「EU chemicals strategy for sustainability – 
Cosmetic Products Regulation (revision)」の概要： 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-EU-chemicals-
strategy-for-sustainability-Cosmetic-Products-Regulation-revision-_en 
 
化粧品規則に係る Inception impact assessment： 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ 
 
③ EFSA、食料・飼料に利用されるナノ材料のリスク評価に関するガイダンスを更新【安全性】 
2021 年 8 月 3 日、欧州食品安全機関（EFSA）は「食料・飼料に利用されるナノ材料のリスク評価に関

するガイダンス：人と動物の健康」を発表した。これは、2018 年に発行した「ナノサイエンス及びナノテク

ノロジーの食品・飼料への利用の安全性評価に関するガイダンス」を改訂したものである。今回改訂さ

れたガイダンスは、同じく 8 月 3 日に発表された「規制対象の食品・飼料中におけるナノ粒子を含む小

粒子を特定するための技術要件に関するガイダンス」とともに、物理化学的特性、測定するべき重要な

変数、ナノ材料の特性評価に用いる方法や技術、複合材料中のナノ材料の特定について詳細に記載し

ている。 
 
EFSA はこれまで、2018 年版ガイダンスの発表（2018 年 8 月号で既報）後、ガイダンス実施から得た

知見・教訓に関するステークホルダーワークショップの開催（2019 年 4 月号で既報）、上記付属文書

「規制される食品・飼料製品中の微粒子（ナノ粒子を含む）の存在を確定するための技術要件に関する

ガイダンス」草案へのパブリックコメント募集（2020 年 7 月号で既報）といったステップを経ている。 
 
EFSA ガイダンス（2021 年 8 月 3 日）「Guidance on risk assessment of nanomaterials to be 
applied in the food and feed chain: human and animal health」 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6768 
 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_256.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_256.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0403
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-EU-chemicals-strategy-for-sustainability-Cosmetic-Products-Regulation-revision-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-EU-chemicals-strategy-for-sustainability-Cosmetic-Products-Regulation-revision-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6768
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EFSA ガイダンス（2021 年 8 月 3 日）「Guidance on technical requirements for regulated food and 
feed product applications to establish the presence of small particles including nanoparticles」 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2021.6769 
 
EFSA ガイダンス【草案】（2020 年 7 月 9 日）「draft EFSA Guidance on technical requirements for 
regulated food and feed product applications to establish the presence of small particles 
including nanoparticles」 
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/consultation/Draft-Nano-Technical-
Guidance-For-Public-Consultation.pdf 
 
EFSA ガイダンス（2018 年 7 月 4 日）「Guidance on risk assessment of the application of 
nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain: Part 1, human and animal health」 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2018.5327 
 
④ EFSA 食品容器包装に使用される銀ナノ粒子の安全性評価に関する意見書を発表【安全性】 
2021 年 8 月 9 日、欧州食品安全機関（EFSA）は、「食品接触材料に使用される銀ナノ粒子の安全性

評価」と題する意見書を発表した。これによれば、EFSA の「食品接触材料、酵素、加工助剤に関する

パネル（Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids：CEP パネル）」は、プラス

チック製の食品接触材料に抗菌効果を目的として添加する銀ナノ粒子の安全性を評価した。その結果、

CEP パネルは、0.025％w/w 以下の銀ナノ粒子をポリオレフィン、ポリエステル、スチレンなどのプラス

チックに添加した食品接触材料を使用したとしても、消費者に対する安全性に懸念はないと結論づけ

た。 
 
添加剤として使用されている銀粒子のサイズは 1～100nm で、平均粒子径は約 15nm で、20nm 以下

の粒子が 99％を占めていた。プラスチックに含まれる銀ナノ粒子は一部において凝集が確認された

が、ほぼ粒子状の形態が維持されていた。評価試験においては、銀ナノ粒子はプラスチック中に埋め込

まれたままで移動が起こらず、摩耗による脱落も生じていなかった。このため、銀ナノ粒子を添加したプ

ラスチックの食品接触材料を使用したとしても、食品を介した暴露や毒物学的な懸念は起きないものと

している。 
 
また、銀ナノ粒子の表面からは、6μg/kg(食品)以下の銀イオンの溶出が考えられるが、2004 年に

EFSA の「食品添加物、香料、加工助剤及び食品接触材料に関する科学パネル（Scientific Panel on 
Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food：AFC パネル）」

が提案した銀の制限値である 50μg/kg(食品)と、欧州化学品庁（ECHA）が設定している 1 日当たりの

銀イオン許容摂取量（Acceptable Daily Intake：ADI）0.9μg/kg(体重)を下回っており、安全性における

懸念はないとしている。 
 
EFSA の意見書発表ページ「Safety assessment of the substance silver nanoparticles for use in 
food contact materials」：https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6790 
 
⑤ 欧州委員会 SCHEER が「銀に関する水枠組み指令における優先物質の環境品質基準案」につい

ての意見書草案を公開【規制】 
2021 年 9 月 7 日、欧州委員会の健康・環境・新興リスクに関する科学委員会（SCHEER）は、「銀とそ

の化合物に関する水枠組み指令（Water Framework Directive：WFD）4における優先物質の環境品質

基準案」についての意見書草案を公開し、コメントを 2021 年 10 月 7 日まで受け付けていた。 
 
水枠組み指令は、水環境に対して重大なリスクをもたらす優先物質を特定し、水中、堆積物、生物相に

存在する優先物質に関する環境品質基準（Environmental Quality Standards：EQS）を設定することを

                                                   
4 2000 年 10 月 23 日採択。正式名称「Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
establishing a framework for the Community action in the field of water policy」 
原文：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
解説：https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/consultation/Draft-Nano-Technical-Guidance-For-Public-Consultation.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/consultation/Draft-Nano-Technical-Guidance-For-Public-Consultation.pdf
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2018.5327
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
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欧州委員会に求めている。同枠組み指定が出された 2001 年当初、最初に指定された優先物質 33 種

類については、既に評価が実施され、EQS が 2008 年に発表された。その後、2013 年に新たに 12 種

類が加えられたことをきっかけに、2 回目の評価が最初の 33 種類も含めて実施されてきた。このため、

欧州委員会の環境総局（DG Environment）は、SCHEER に対し、「銀とその化合物」を含む優先物質

の環境品質基準案の評価を委託している。 
 
意見書草案において SCHEER は、環境総局が作成した「銀とその化合物に関する水枠組み指令にお

ける優先物質の環境品質基準案」の複数の点に関して不備を指摘し、改正する必要があると述べてい

る。その中では、銀のナノ材料の扱いについても触れ、今回の評価が対象とする「銀と銀の化合物」とし

て捉えるべきか、他の物質でできたものを含む全てのナノ材料を別途評価するべきか、検討することを

環境総局に促している。また、SCHEER は、抗菌剤耐性との関連など銀のナノ材料の健康および環境

への影響に関しては、2014 年に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

（SCENIHR）、2018 年に消費者安全科学委員会（SCCS）によって評価されており、関連する問題とし

て「銀とその化合物に関する水枠組み指令における優先物質の環境品質基準案」に記載するべきであ

ると述べている。 
 
「銀とその化合物に関する水枠組み指令（WFD）における優先物質の環境品質基準案」に関する意見

書の草案： 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_022.pd
f 
 
意見書草案の発表・コメント募集ページ（Preliminary opinions open for comments / Public 
consultation）： 
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/opinions_en#fragment0 
＊2021 年 10 月 21 日現在、コメント期間は既に終了したため、当該意見書草案は「Opinions being 
finalized（最終化途中の意見書）」のセクションへ移されている。 
 
⑥ ECHA、二酸化チタンの分類と表示に関する新しいガイドを発表【規制】 
2021 年 9 月 20 日、欧州化学品庁（ECHA）は「二酸化チタンの分類と表示に関する新しいガイド

（Guide on the classification and labelling of titanium dioxide）」を発表した。このガイドは、今後、二

酸化チタン（TiO2）を含む混合物をどのように分類および表示をする必要があるかを企業および各国の

機関が理解するのに役立てられる。 
 
2020 年 2 月、CLP（Classification Labelling Packaging）規則（(EC) 1272/2008）を改正する EU 委任

規則 2020/217（Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217）により二酸化チタンの分類と表

示に関する必要事項が変更となり、2021 年 10 月 1 日より発効となった。これにより、化学物質やその

混合物が空気動力学径 10μm 以下の二酸化チタンを 1%以上含む場合、EU の CLP 規則における

「Carc.2, H351（吸入）」に分類され、吸入した場合に発がんのおそれの疑いがある物質として扱われる

ようになった。 
 
これにより、二酸化チタンを含有する混合物には、「警告！使用時に有害な吸入性の粉じんが形成され

ることがある。粉じんを吸い込まないこと（EUH212）5」という補足のラベル表示が必要となる。また、二

酸化チタンを含む液体混合物は、Carc.2 には分類されないが、空気動力学径 10μm 以下の二酸化チ

タンを 1％以上含む場合には、「警告！スプレーすると有害な吸入性の飛沫が形成されることがある。

スプレーやミストを吸い込まないこと（EUH211）6」という補足のラベル表示が必要となる。 
 
欧州化学品庁（ECHA）による「二酸化チタンの分類と表示に関する新しいガイド（Guide on the 
classification and labelling of titanium dioxide）」： 
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/17240/guide_cnl_titanium_dioxide_en.pdf/d00695
                                                   
5 英語表記： “Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust. (EUH212)” 
6 英語表記： “Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or 
mist. (EUH211)” 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_022.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_022.pdf
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/opinions_en#fragment0
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/17240/guide_cnl_titanium_dioxide_en.pdf/d00695e4-e341-0a33-b0ac-bee35cb13867?t=1630666801979
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e4-e341-0a33-b0ac-bee35cb13867?t=1630666801979 
 
EU 委任規則 2020/217（Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217 of 4 October 2019 
amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) 
No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures and correcting that Regulation）： 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.044.01.0001.01.ENG 
 
⑦ EC 常任委員会、二酸化チタン（E171）を食品添加物としての使用を禁止【規制】 
2021 年 10 月 8 日、欧州委員会は二酸化チタン（E171）を食品添加物として使用することを禁止する提

案を植物・動物・食品・飼料に関する常任委員会（Standing Committee on Plants, Animals, Food and 
Feed）が承認したことを発表した。 
 
これに先立つ 2021 年 3 月、欧州食品安全機関（EFSA）は、食品添加物に関する EC 規則

（1333/2008）に基づく安全性評価を更新する中で、特に遺伝毒性に関する懸念を排除できないことか

ら、二酸化チタン（E171）の食品添加物としての使用は安全でないと結論付けていた（詳細は 2021 年

7 月号もご参照されたい）。欧州委員会の今回の提案は、この EFSA の科学的な見解に基づいている

と述べている。 
 
欧州委員会によると、2021 年末までに欧州理事会あるいは欧州議会による反対意見が採択されない

限り、2022 年初頭にこの提案は発効となり、6 ヶ月間の段階的な移行期間の後、全面的に禁止され

る。 
 
欧州委員会公式発表「Food safety: EU to ban the use of Titanium Dioxide (E171) as a food 
additive in 2022（以下リンク先ページ中段、2021 年 10 月 8 日）」
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_5165 
 
二酸化チタン（E171）を食品添加物として使用することを禁止する提案についての Q&A： 
https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_en#ecl-
inpage-779 
 
欧州食品安全機関 EFSA の食品添加物としての二酸化チタン（E171）に対する見解： 
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-
used-food-additive 
 
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 
 
⑧ EC JRC による TiO2 @ BSA ナノコンポジットの特性評価【安全性】 
欧州委員会の欧州共同研究センター（JRC）は 2021 年 9 月に「TiO2@BSA nano-composites 
investigated through orthogonal multi-techniques characterization platform」（直交マルチテクニック

特性評価プラットフォームを用いた TiO2@BSA ナノ複合体の研究）と題する研究結果を発表した。 
この研究では、2 種類の酸化チタンナノ粒子（P25 および E171）の表面に、ウシ血清アルブミン（BSA）
をベースにした生体適合性のあるコーティングを施し、ナノ粒子の潜在的なハザードを抑制することを目

的とした「Safe by Design」（SbD）戦略を採用して特性評価を行った。 
 
ナノ材料の露出度の高い表面に内因性または外因性のコーティングが存在すると、周囲の物理化学的

および生物学的環境との相互作用が決まり、その結果、環境、健康、安全（EHS）プロファイルに影響を

与えるという研究がある。したがって、ナノ粒子（NP）コーティングを正確に特性評価することへの関心

が高まっており、多くの研究者が、NP 表面への生体分子の吸着に由来するタンパク質コロナの特性評

価に取り組んでいる。 
血清アルブミンは血漿中の最も豊富なタンパク質であり、さまざまな内因性および外因性リガンドの輸

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/17240/guide_cnl_titanium_dioxide_en.pdf/d00695e4-e341-0a33-b0ac-bee35cb13867?t=1630666801979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.044.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_5165
https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_en#ecl-inpage-779
https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_en#ecl-inpage-779
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6585
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送、重金属、活性酸素種及び血漿中のイオンなどの一般的な毒性物質の可溶化および無毒化のため

の多くの重要な機能において重要な役割を果たしている。ウシ血清アルブミン（BSA）は、ヒト血清アル

ブミンと 76％の相同性があり、低コスト、生分解性、非毒性、非免疫原性、水溶性、高リガンド結合特

性、固有の蛍光、pH および温度に対する安定性等により、製薬業界で広く受け入れられており、ナノ医

療の有望な材料と見なされている。 
ナノ医療、ナノ毒性学（バイオコロナモデル、分散剤）における設計ツールとして、そして全体としてナノ

製造における設計による安全な戦略として、BSA コーティングを検証するために、堅牢でマルチテクニッ

クの特性評価アプローチを通じて検証されているシンプルで容易に拡張可能なコロイドプロセスが探索

された。 
文献調査では、多くの研究と論文が発表されていたが、有機、無機、タンパク質ベースのコーティングの

高度な特性評価のための標準化されたプロトコルはまだない。本研究は、酸化チタン(TiO2)の安全性

と、TiO2 NP への曝露による免疫および遺伝子毒性の悪影響の可能性に関する懸念の高まりに直面

して開発された。より一般的な考え方は、表面反応性を均一にし、NP が同じ生体適合性表面を露出さ

せるために、NP に安定した BSA コーティングを適用することである。本研究は異なる電荷を帯びた

TiO2 NP（正に帯電した P25 と負に帯電した E171）上で、コロイド状の自己組織化を介して BSA コー

ティングが形成されているときに発生する表面修飾を調査した。 
直交マルチテクニック特性評価プラットフォームが、NP 表面に結合された BSA と結合されていない

BSA の分離、検出、および特性評価のために実行された。（13 種類の分析手法が適用された。）定量

的推定は、非対称フローフィールドフローフラクショネーション（AF4）または UV / VIS 分光法または熱

重量分析（TGA）と組み合わせた超遠心分離によって可能であった。さらに、X 線光電子分光法（XPS）
を使用して非常に薄い表面層の化学的性質を特徴付け、フーリエ変換赤外分光法で減衰全反射

（FTIR-ATR）を使用して、BSA の二次構造といったん NP に吸着した後のその修飾に関する情報を取

得した。さらに、粒子サイズ分布と表面電荷を決定するためのさまざまな手法を比較することにより、詳

細なコロイド特性評価を実施した。 
BSA コーティングすると、ゼータ電位の pH 変化は、二つの TiO2 ともに BSA のゼータ電位の pH 変化

に近くなる。 
結果として注目すべき興味深い点は、3 つの手法（AF4、UV / VIS、TGA）で同等の結果が得られ、最

初に追加された BSA の 10％のみが TiO2 E171 表面に結合し、一方より高い割合（約 60％）が P25
表面の TiO2 に結合することである 。それにもかかわらず、露出した表面積に対して BSA 量を正規化

すると、負電荷とおそらくより親水性の高い E171 表面がアルブミンの吸着を促進したため、E171 を覆

う量は P25 よりも高くなったことである。 
全体として、実行された直交マルチテクニックプラットフォームは、ナノバイオコロナの単純なモデルを表

す TiO2 と BSA のナノコンポジットシステムに関する知識を向上させたが、これはナノ粒子の表面化学

と反応性を意図的に制御および平準化する設計による安全の戦略である可能性もある。 
 
JRC による「TiO2@BSA nano-composites investigated through orthogonal multi-techniques 
characterization platform」： 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776521004811?via%3Dihub 
 
1-2-3. その他の国・地域 
【オーストラリア】 
① オーストラリア保健省、オーストラリア工業化学物質導入スキーム（AICIS）の修正を提案【規制】 
2021 年 8 月 23 日、オーストラリア工業化学物質導入スキーム（Australian Industrial Chemicals 
Introduction Scheme：AICIS）の運用開始 7から 1 年が経った。その間、規制により影響を受ける産業

界やオーストラリア保健省の化学物質安全局の関係者により、複数の運用上の問題点が確認・指摘さ

れてきた。このため、オーストラリア保健省は、関連する同省規則（「工業化学物質（一般）規則 2019」8

および「工業化学物質（重大な修正および経過措置）規則 2019」9）の修正を提案し、提案文書において

                                                   
7 AICIS 下でのナノスケールの物質の定義を含む詳細は、2020 年 8 月号も参照されたい。 
8 Industrial Chemicals (General) Rules 2019  AICIS 下での工業化学物質の輸入と製造の規制の詳細を定める。 
9 Industrial Chemicals (Consequential Amendments and Transitional Provisions) Rules 2019  NICNAS から

AICIS への移行に伴う事項について定めた規則。 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776521004811?via%3Dihub
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以下の項目について、課題と修正案を説明している。 
 
・ ナノスケールで工業用化学物質を上市する際の義務 

・ データ所有権の申告 

・ 年次の申告 

・ 管理対象の化学物質、特定の化学物質、環境に排出される指定の化学物質、国家間で評価され

ている化学物質の記録管理の明確化 

・ ロッテルダム条約の対象となる工業化学物質の輸出入に関する認可プロセス 

・ 経過措置 
 
特に 1 点目については、AICIS 下で市場に導入されるナノスケール（粒子径 1～100 nm）の物質につ

いて、業者に課される義務を適用するにあたり、規制対象のナノスケールの物質の定義について、これ

までの文言ではあいまいだった以下 2 点を明示するための修正が提案されている。 
 
1. 固体または分散体の状態で上市される工業化学品とは、上市する際に固体または分散体の状態で

ある工業化学品と定義する。例として、工業化学品が原材料において固体であったとしても、液体に溶

解させて上市する場合には、この定義は適用されない。 
 
2. 個数粒度分布率は、粒子を基準として算出するものとする。これは、粒子が未結合の状態あるいは

強凝集体や弱凝集体に関わらず適用される。 
 
これを反映して修正した定義案の例は以下の通りとなる（赤字が修正箇所）。 
this subsection applies to the following classes of introductions: 
（略） 
(c) introductions of an industrial chemical that: 
 (i) is a solid, or is in a dispersion, at the time of introduction; and 
 (ii) consists of particles, in an unbound state or as an aggregate or agglomerate, where at least 
50% (by number size distribution) of the particles have at least one external dimension in the 
nanoscale 
 
オーストラリア保健省は、提案文書に対するコメントを 2021 年 9 月 17 日まで受け付けていた。 
 
オーストラリア保健省の提案文書「Consultation on amendments to the Industrial Chemicals 
(General Rules)」： 
https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2021-
08/Consultation%20on%20amendments%20to%20the%20Industrial%20Chemicals%20%28Gen
eral%20Rules%29%20%5BPDF%201290%20KB%5D.pdf 
＊工業化学物質（重大な修正および経過措置）規則 2019 への修正案も、巻末に記載されている。 
 
オーストラリア保健省の規則修正案：https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2021-
08/Exposure%20draft%20of%20Industrial%20Chemicals%20%28General%29%20Legislation%2
0Amendment%20%282021%20Measures%20No%201%29%20Rules%202021.pdf 
 
提案文書に対するコメントの募集ページ： 
https://www.industrialchemicals.gov.au/consultations/consultation-proposed-amendments-
general-rules 
 
オーストラリア保健省ウェブページ（工業化学物質関連法制度について）：
https://www.industrialchemicals.gov.au/about-us/industrial-chemicals-law-australia 
 工業化学物質法（2019 成立）原文：https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00179 
 
1-2-4. 国際機関 
① ISO、「商業用のナノ材料含有高分子複合材料から放出されるナノ材料の評価方法」を発行【国際

的動向】 

https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2021-08/Consultation%20on%20amendments%20to%20the%20Industrial%20Chemicals%20%28General%20Rules%29%20%5BPDF%201290%20KB%5D.pdf
https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2021-08/Consultation%20on%20amendments%20to%20the%20Industrial%20Chemicals%20%28General%20Rules%29%20%5BPDF%201290%20KB%5D.pdf
https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2021-08/Consultation%20on%20amendments%20to%20the%20Industrial%20Chemicals%20%28General%20Rules%29%20%5BPDF%201290%20KB%5D.pdf
https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2021-08/Exposure%20draft%20of%20Industrial%20Chemicals%20%28General%29%20Legislation%20Amendment%20%282021%20Measures%20No%201%29%20Rules%202021.pdf
https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2021-08/Exposure%20draft%20of%20Industrial%20Chemicals%20%28General%29%20Legislation%20Amendment%20%282021%20Measures%20No%201%29%20Rules%202021.pdf
https://www.industrialchemicals.gov.au/sites/default/files/2021-08/Exposure%20draft%20of%20Industrial%20Chemicals%20%28General%29%20Legislation%20Amendment%20%282021%20Measures%20No%201%29%20Rules%202021.pdf
https://www.industrialchemicals.gov.au/consultations/consultation-proposed-amendments-general-rules
https://www.industrialchemicals.gov.au/consultations/consultation-proposed-amendments-general-rules
https://www.industrialchemicals.gov.au/about-us/industrial-chemicals-law-australia
https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00179
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2021 年 7 月、国際標準化機構（ISO）は、ISO/TR22293:2021「商業用のナノ材料含有高分子複合材

料から放出されるナノ材料の評価方法」を発行した。ナノ材料を含有する製品からナノ材料が放出され

る可能性を早い段階で検討し、ナノ材料に曝露する可能性のある現実的な使用状況に着目すること

で、製造者が製品の開発や使用方法を決定するのに役立てることを目的としている。 
 
ISO/TR 22293:2021「Evaluation of methods for assessing the release of nanomaterials from 
commercial, nanomaterial-containing polymer composites」（178 スイスフラン）： 
https://www.iso.org/standard/73049.html 
閲覧ページ（冒頭の基礎情報に関する数章のみ無料で閲覧可能）：
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:22293:ed-1:v1:en 

 
② ISO、ナノ材料の細胞毒性を簡易的に評価する方法に関して 2 つの規格を発行【国際的動向】 
2021 年 8 月、ISO はナノ材料の細胞毒性を簡易的に評価する方法に関して、次の 2 つの規格を発行

した。 
・ISO/TS 21633:2021「ナノ材料の毒性をインビトロで評価するためのラベルフリー（非標識）インピーダ

ンス技術」：真核細胞や原核細胞に対するナノ材料の毒性を非侵襲的かつリアルタイムに検出する方法 
・ISO/TS 23034:2021「ナノ技術 - 光吸収法を用いたカーボンナノ材料の細胞への取込み量を推定す

る方法」：カーボンナノ材料の細胞への取込み量をインビトロで推定するための近赤外光吸収法 
 
ISO/TS 21633:2021「Label-free impedance technology to assess the toxicity of nanomaterials in 
vitro」（118 スイスフラン）： 
https://www.iso.org/standard/71295.html 
閲覧ページ（冒頭の基礎情報に関する数章のみ無料で閲覧可能） 

 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:21633:ed-1:v1:en 
 
ISO/TS 23034:2021「Nanotechnologies — Method to estimate cellular uptake of carbon 
nanomaterials using optical absorption」（118 スイスフラン）： 
https://www.iso.org/standard/74368.html 
閲覧ページ（冒頭の基礎情報に関する数章のみ無料で閲覧可能） 

 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:23034:ed-1:v1:en 
  

https://www.iso.org/standard/73049.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:22293:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/standard/71295.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:21633:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/standard/74368.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:23034:ed-1:v1:en
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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 

SCHEER Scientific Committee on Health, 
Environmental and Emerging Risks 

健康・環境・新興リスクに関す

る科学委員会 
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 

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 
 
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 
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略語 現地語正式名称 日本語名称 分類 
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 
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 
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