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欧州法規制におけるナノマテリアル定義の現状 
2016 年 1 月 20 日 

 

改正新規食品(Novel Foods)規則((EU) 2015/2283)が 2015 年 12 月 11 日に欧州官報から公布され

た。1) 欧州の食品分野の法規制における「合成ナノマテリアル」の定義の一貫性を保つために

「消費者に対する食品情報の提供に関する規則(FIC)」((EU) No. 1169/2011) 2) におけるナノマテ

リアルの定義が改正新規食品(Novel Foods)規則に採用された。これで欧州連合の法規制におい

て、ナノマテリアル定義を採用した規則は化粧品規則 3)、殺生物性製品規則 4) 及び消費者に 

対する食品情報の提供に関する規則(FIC)に続いて 4 番目になる。 

その他の欧州各国法においてはフランス、デンマーク及びベルギーのナノ製品登録規制において 

ナノマテリアルの定義が採用されている状況である。それらは欧州委員会勧告のナノマテリアル

定義 5) を基本としながらも一部の修正・追加がされている場合もある。 

本規則の定義については欧州委員会勧告の定義と比べて以下の点が異なっている：  

(1) 天然の又は偶発的に生ずる材料は対象ではなく、対象の合成ナノマテリアルは「意図的に」

製造された材料である。 

(2) 欧州委員会勧告の定義における「特別な場合に50%の個数粒度分布閾値が1から50%の間の閾

値で置き換えられる」の付帯事項は削除されている。 

(3) 委員会規則(EU)No 1129/2011 及び(EU)No 1130/2011 による規則(EC)No 133/2008 第 4 条で言

及されるリストに収載されている場合の食品添加物は該当しない。 

(4) ナノスケールに特有の特性として同じ材料の非ナノ形状のそれとは異なる特別な物理化学的

特性が追加されている。 

  

今回の改正により、「消費者に対する食品情報の提供に関する規則」に定義されている「合成

ナノマテリアル」を含む食品、あるいは合成ナノマテリアルから成る食品は新規食品規則の規制

対象となった。今後、合成ナノマテリアルを使用した食品を市場に導入するには、各国及び EU

レベルで新規食品として認可を受けることが必要となる。ただし、ナノマテリアルを含む食品添

加物については、食品添加物向けの食品安全規則（(EC)No 1333/2008）の規制範囲に含まれてい

るため、新規食品規則の対象とはならない 

 

関連情報として、欧州連合の規制におけるナノマテリアルの定義、欧州委員会勧告のナノマテ

リアル定義及び欧州の各国法におけるナノマテリアル定義を以下に紹介する： 

１．化粧品規則((EC) No. 1223/2009) 

「ナノマテリアル」とは、非溶解性又は生体内残留性の意図的に製造された物質であり、一つ

以上の外径又は内部構造が 1～100nm の大きさであるものをいう。 

 

２．「消費者に対する食品情報の提供に関する規則(FIC)」((EU) No. 1169/2011)食品表示規則 

合成されたナノマテリアルとは、100nm 又はそれ未満の大きさの一つ以上の次元を有する又は

内部で又はその表面上でのいずれかで、100nm のオーダーを超えるがナノスケールに特有の特
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性を維持していることもある、構造、弱凝集体（アグロメレート）又は強凝集体（アグリゲー

ト）を含めて、それらの多くが 100nm 又はそれ未満のオーダーの一つ以上の次元を有する、

別々の機能的部品から構成される、意図的に製造されたすべての材料を意味する。ナノスケー

ルに特有の特性には、以下のものが含まれる： 

(i) 考慮される材料の大きな特別な表面積に関係するもの；及び/又は 

(ii) 同じ材料の非ナノ形状のそれとは異なる特別な物理化学的特性 

 

３．殺生物性製品の市場における利用及び使用に関する規則((EU) No. 528/2012) 

  ナノマテリアルとは、１つ以上の外形寸法のサイズの範囲が 1～100nm である粒子の 

  50%以上の個数粒度分布で、非結合状態で又は強凝集体（アグリゲート）若しくは 

  弱凝集体（アグロメレート）としての粒子を含む天然の又は製造された活性物質あるいは 

非活性物質を意味する。 

  1 つ以上の外形寸法が 1nm 未満のフラーレン、グラフェン・フレーク、及び単層カーボン・

ナノチューブはナノマテリアルと見なすものとする。 

 

４．ナノマテリアル定義に関する欧州委員会勧告 2011/696/EU 

1) 加盟各国、連合期間及び事業者(economic operators)は、ナノテクノロジー製品に関する法律 

   及び政策及び研究プログラムの選択と実行において、用語「ナノマテリアル」に関して 

以下の定義をも用いることを奨励する： 

2)「ナノマテリアル」とは、非結合状態、又は強凝集体（アグリゲート）又は弱凝集体（アグ

ロメレート）であり、個数粒度分布で 50%以上の粒子について 1 つ以上の外径が 1 nm～100 

nm のサイズ範囲である粒子を含む、自然の、又は偶然にできた、又は製造された材料(マテ

リアル)を意味する。 

特別な場合及び環境・健康・安全、もしくは競争力についての懸念が正当化される場合に

は、個数粒度分布の閾値である 50%は、1～50%の間の閾値に置き換えてもよい。 

 3) 第 2 項の規定によらないで、1 つ以上の外径寸法が 1 nm 未満のフラーレン、グラフェン・

フレーク及び単層カーボン・ナノチューブはナノマテリアルと見なされるべきである。 

4) 第 2 項の「粒子」、「弱凝集体（アグロメレート））、「強凝集体（アグリゲート）」は以下の

ように定義される： 

(a) 「粒子」とは明確な物理的境界を持つ、物質の微小な断片である。 

(b) 「弱凝集体（アグロメレート）」とは弱く結合した粒子又は強凝集体（アグリゲート）

の集まりで、その外部表面積が個々の構成要素の表面積の総和と同等のものである。 

(c) 「強凝集体（アグリゲート」とは強く結合した、又は溶融された粒子である。 

5) 技術的に実現可能で、特定の法令で要求される場合は、第 2 項の定義への順守は単位体積

当たりの比表面積に基づいて判断されてもよい。ある材料の単位体積当たりの比表面積が

60 m2/cm3 より大きな材料は第 2 項の定義に該当すると見なされるべきである。しかしなが

ら、個数粒度分布に基づいてナノマテリアルとされる材料は、たとえその材料の単位体積 

当たりの表面積が 60 m2/cm3 未満であっても第 2 項の定義に該当すると見なされるべきで 
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ある。 

 

５．フランス(Decree no. 2012-232 of 17 February 2012)  6) 

ナノスケールの物質：非結合の状態にあるか、又は強凝集体（アグリゲート）若しくは弱凝

集体（アグロメレート）であり、個数粒度分布での粒子の最小限の比率に対して、 

一つ以上の外径が 1 nm から 100 nm のサイズ範囲にある粒子を含有する、意図的にナノメー

タ尺度で製造された、EC 規則 No 1907/2006 の第 3 条で定義されている物質。 

特別な場合及び環境・健康・安全、もしくは競争力についての懸念が正当化される場合に 

は、この最小限の比率は削減されてもよい。この最小限の比率は、環境、農業、健康、労働

び産業大臣によって発行される共同の規則において規定される。本定義の規定によらない

で、1 つ以上の外径寸法が 1 nm 未満のフラーレン、グラフェン・フレーク及び単層カーボ

ン・ナノチューブはナノスケールの物質として見なされるべきである。 

本定義の目的のために、用語「粒子」、「弱凝集体（アグロメレート）」及び「強凝集体 

（アグリゲート）」は以下の様に定義される： 

 a) 「粒子」とは明確な物理的境界を持つ、物質の微小な断片である。 

   b) 「強凝集体（アグリゲート」とは強く結合した、又は溶融された粒子である。 

 c) 「弱凝集体（アグロメレート）」とは弱く結合した粒子又は強凝集体（アグリゲート）の 

集まりで、その外部表面積が個々の構成要素の表面積の総和と同等のものである。 

 

６．ベルギー(Royal Decree concerning the placing on the market of substances produced in 

nanoparticular state) 

ナノ固有の状態で製造された物質：非結合状態の粒子或いは強凝集体（アグリゲート）又

は弱凝集体（アグロメレート）の形態の粒子を含む物質で、かつ、その個数粒度分布で最低

限 50%以上の割合を持つ、一つ以上の外径が 1 nm から 100 nm の範囲にある粒子を含有する

もので、化学的に修飾されていない天然物、その 1 nm 及び 100 nm の間の断片が人間活動の

副生成物である物質は除外する。1 nm 未満の一つ以上の外径を有するフラーレン、グラフェ

ンフレーク、単層カーボン・ナノチューブは、ナノ固有の状態で製造された物質として見な

されるものとする; 

 

７．デンマーク(the order on a register of mixtures and articles that contain nanomaterials) 8) 

ナノマテリアル：その構成粒子が非結合状態にある粒子或いは強凝集体（アグリゲート）

又は弱凝集体（アグロメレート）の形態の粒子を含み、その個数粒度分布で50%以上の粒子が

一つ以上の次元で外径が1 nmから100 nmのサイズ範囲にある粒子を含有する、天然の、又は 

偶発的な又は製造された材料。本定義は、ナノマテリアルの定義に関する欧州委員会勧告

2011/696/EUに従っている。 
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