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産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（第５６回）  

議事録 

 

１．日時：平成２５年２月２１日（木）１３：３０～１６：３０  

 

２．場所：経済産業省別館６階６２６会議室  

 

３．出席者：平澤委員長、太田委員、菊池委員、小林委員、鈴木委員、森委員、吉本委員  

 

（経済産業省出席者）  

川上大臣官房審議官（産業技術・環境担当）  

吉野産業技術政策課長  

渡邊研究開発課長 

渡邉産業技術総合研究所室長  

事務局：岡本技術評価室長、杉村補佐 他 

 
【議事次第】  

１．技術に関する事業評価について（審議） 

（１）有害化学物質代替技術開発 

（２）構造活性相関手法による有害性評価手法開発 

（３）化学物質の最適管理を目指すリスクトレードオフ解析手法の開発 

（４）先進型坑廃水処理技術開発 

 

２．その他 

 

【議事内容】  
○平澤委員長 

  森委員がまだお見えではないですが、時間になりましたので始めたいと思います。 

 産業構造審議会評価小委員会第 56 回になります。久しぶりに開催することになりま

すので、最初に川上審議官のほうから御挨拶を一言お願いいたします。 

○川上大臣官房審議官 

 産業技術環境局の川上でございます。委員の先生方におかれましては大変御多忙の中、

本日の会議に御参集いただきまして本当にありがとうございます。 

 なおかつ今年度については、今日を含めて予定させていただいておるところで５回の

小委員会を開催させていただきまして、中間評価、終了時評価、それに例外的でござい

ますが、１件事前評価がございますけれども、合計しますと 25 件のプロジェクト評価

と２件の施策の評価というのを大変申し訳ございませんが、お願いする次第でございま

す。 

 あわせて昨年 12 月に、総合科学技術会議のほうで国の研究開発評価に関する大綱的
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指針というものが改定されたことに伴いまして、私ども経済産業省の技術評価について

も指針を改定することを考えております。あわせてその辺もお願いしたいと思っておる

次第でございます。大変お忙しいところお時間を頂戴しまして恐縮でございますが、ど

うぞお願いを申し上げます。 

○平澤委員長 

  どうもありがとうございました。 

  今日は中間評価１件と事後評価３件に係る評価になろうかと思います。 

  それでは、議事に入ります前に事務局から配付資料についての確認をお願いします。 

○岡本技術評価室長 

  それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、最初に座席表、それから第 56 回評価小委員会説明者、一覧表リストになって

いるものがあるかと思います。 

 それから黒いクリップを外していただいて、まず資料１、議事次第及び配付資料でご

ざいます。 

  資料２、委員名簿でございます。 

  資料３、有害化学物質代替技術開発プロジェクト中間評価報告書（案）。 

 資料４、構造活性相関手法による有害性評価手法開発プロジェクト事後評価報告書

（案）。 

 資料５、化学物質の最適管理を目指すリスクトレードオフ解析手法の開発プロジェク

ト事後報告書（案）。 

  資料６、先進型坑廃水処理技術開発プロジェクト事後評価報告書（案）。 

  資料７、評点結果のポートフォリオ。 

  資料８、平成 24 年度中間評価・終了時評価の予定。 

 資料の横長になりますが、補足資料１、有害化学物質代替技術開発プロジェクト中間

評価の概要。 

  補足資料２、構造活性相関手法による有害性評価手法プロジェクト事後評価の概要。 

 補足資料３、化学物質の最適管理を目指すリスクトレードオフ解析手法の開発プロジ

ェクト事後評価の概要。 

  補足資料４、先進型坑廃水処理技術開発プロジェクト事後評価の概要。 

 最後に、資料番号を振っておりませんが、１枚紙でカラーの紙、化学物質のリスク評

価と管理、これは本日急きょ１枚追加で皆様方にお配りしております。 

  資料は以上でございます。不足等ございます場合はお申しつけください。 

○平澤委員長 

  よろしいでしょうか。 

  今日の評価小委員会は事前評価を含んでおりませんので、公開で実施いたします。 

 それでは早速でありますが、議題の１から入りたいと思います。最初の３件はいずれ
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も化学物質管理課化学物質リスク評価室からの案件でありますけれども、１件ずつ審議

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは、企画官のほうから御説明ください。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 ただいま紹介にあずかりました化学物質管理課の藤沢でございます。今日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、説明は申し訳ありませんが座ってさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 当課からは、本日３件のプロジェクトについての評価結果を御説明させていただきま

す。一番初めでございますが、有害化学物質代替技術開発プロジェクト中間評価の概要

でございます。補足資料－１に基づいて説明させていただきます。 

 まず、１.プロジェクトの概要でございます。こちらの表題が「有害化学物質代替技

術開発」というとても大きな表題になっているわけですが、実際に本プロジェクトで実

施していますのは、概要の真ん中あたりにあります「具体的には、色の三原色である、

黄、赤、青について、人体に有害な元素及び環境に対する負荷の大きい元素を含まない

無機顔料の開発、並びに環境への負荷を可能な限り低減できる合成方法を開発する。」

といったものでございます。 

 こういった大きな名称でこのように具体的な内容になっているのは、平成 22 年度当

初に、こちらの事業はＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）プロジェクト

として提案公募型の事業として有害化学物質代替技術開発プロジェクトとして公募を

かけさせていただきました。その中で採択されたのがこの１件ということでございます。

そのまま事業名で契約を結んだため、このような大きな名称となっている次第でござい

ます。 

 実施期間でございますが、平成 22 年度から 26 年度の５年間でございます。24 年度が

中間３年目ということで、中間評価をさせていただきました。 

 予算総額ですが、３年間で１億円強といった金額で、年間では 4000 万円から 3000 万

円前後の金額になっております。 

 実施者ですが、大阪大学にお願いしております。 

 プロジェクトリーダーは、同大学の今中教授にお願いしております。 

 次に２．プロジェクトの目的・政策的位置づけでございます。まず政策的位置づけで

すが、イノベーションプログラム基本計画の中に、環境安心イノベーションプログラム

基本計画という中に、「有害性が懸念される代替が困難な化学物質について、転換が円

滑・迅速になされるよう代替物質の開発等を行う。」、また技術戦略マップの中にも代替

技術で、技術戦略マップの中にも有害化学物質及び重金属の代替のための技術開発とい

ったものを位置づけさせていただいております。 

 目標でございますが、色の三原色である、赤、青、黄それぞれに対して、人体や環境



 - 4 -  

に対する負荷が極めて少ない原料及び合成プロセスを用い、新しい環境調和型の無機顔

料の開発を目指すということでございます。 

 具体的には、①として人体や環境に無害な元素、ナトリウム、カルシウム、アルミニ

ウム等たくさん存在するような元素を中心にするのと、あと希土類元素を選択しており

ます。特に鉛とかカドミウムから脱却したいということを考えている次第でございます。 

 顔料を構成する母体材料としては、酸化物関係や化学的に安定な物質を選択していく

こととしております。 

 目標でございますが、この資料の一番最後のページをお開きいただけますでしょうか。

ここにＬ*ａ*ｂ*表色系による色座標という色の座標をつけております。Ｌというのが

明るさになります。３次元のグラフになりますが、ａが赤と緑の関係、ｂが黄色と青の

関係、そういった座標軸がございまして、このＬ*ａ*ｂ*といった指標で目標値を設定

させていただいております。 

 ５ページに戻りまして、目標値でございます。黄色が、今の表色系におけるｂ*値が

＋70 以上です。そしてクロムや鉛を含まないものを考えております。赤色ですが、これ

はａ*値が＋25 以上で、これもカドミウムが含まないようなもの。青色が、ｂ*値が－35

以下で、これはコバルトを含まない。そういった中間目標を設定させていただいており

ます。 

 次に最終目標のほうに入らせていただきます。最終目標も先ほどと同じように黄、赤、

青でそれぞれの色を、黄色が＋90 以上、赤が＋60 以上、青が－50 以下といった数値目

標をつくらせていただいております。 

○小林委員 

  これは 100 がフルですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 そうですね、100 がフルだったと思います。済みませんそこは中途半端な答えになっ

てしまいますが確か 100 だったかと思います。 

 今の数値目標でございますが、あと実用性の検証とか生体安全性の評価も行っていく

こととしております。 

 次に成果、目標の達成度でございます。まず黄色顔料については、ビスマスとバナジ

ウムの酸化物を使って 90 を超える新しい顔料を開発させていただきました。中間評価

が 70 なのですが、実はこちらは最終目標もクリアになっております。 

 赤色顔料でございますが、これはベンガラの赤色を中間目標としておったわけですが、

それを超える新しい顔料を開発することができた。 

 青色顔料については、タングステン、アモルファスオキシリン酸タングステン基材を

使いまして、ｂ*値が－33.8 ということなので、実は－35 に一歩及ばなかったという形

になっておりますが、青色も近いものを目指すことができたということになります。 

 黒丸の下から２つ目ですが、黄色顔料については、開発したものを有田焼の中の黄色
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上絵具へ応用したところ、伝統色の一つである鉛が入っている「中黄」の色合いを忠実

に再現できるところまでいったということがわかりました。 

 それ以外にも、その黄色についてはセラミックス用途やプラスチック用途での実用性

評価を行いました。ただし、こちらのほうはもうちょっと研究が必要であるといった結

果になっております。 

 次に事業化、波及効果でございますが、事業化の見通しでございます。有田焼のほう

は、製造元さえ見つかればすぐにでも代替可能というところまでこぎつけております。

ただし書きがございますが、需要の規模が有田焼だけですと年間 20 キログラムから 30

キログラムということなので、実はトンオーダーでなければなかなか製造してくれると

ころが見つからないということがあって、今そこでストップしている状況にございます。

赤色、青色については、さらに研究を進めなければまだまだ実用化にはつながっていか

ない状況になります。 

 波及効果でございますが、当該物質を早急に削減させることが可能になるとか、人体

や環境に対する安全性が高い材料を提供できるようになる。インクジェットプリンター

用顔料として利用できるならば、より耐光性の高い印刷が可能となるということを波及

効果として挙げさせていただいております。 

 研究開発マネジメント・体制でございますが、当初１年目はＮＥＤＯからの委託を受

けて開始させていただきました。２年目以降は政府の事業仕分けの関係で、経済産業省

からの直接委託という形で実施してきております。研究開発推進委員会を設置して、下

にあるメンバーに指導・助言を受けて進めております。 

 次は研究開発マネジメント・体制ですが、経済産業省から大阪大学に委託を出しまし

て、そこから安全性の関係、マウスを使った実験を清泉女子大学に委託しまして、経口

投与の実験を行っております。 

 事前評価の結果でございますが、これはＮＥＤＯ ＰＯＳＴのほうでやられておりま

して、こちらの代替技術の開発は喫緊の課題であり、ＮＥＤＯとして事業を推進してい

く必要があるといった評価をいただきこのプロジェクトが進められたところでござい

ます。 

 そして、実際に中間評価を実施させていただきました。そちらにありますとおり有害

化学物質の中間評価検討会を立ち上げまして、座長を東京工業大学の伊藤先生にお願い

いたしました。評価委員については、座長以外に４名の方に評価をいただきました。 

 総合評価コメントでございますが、プロジェクトリーダーの強力なリーダーシップの

元、極めて質の高い成果が得られている。国内の無機顔料メーカーの事業撤退を余儀な

くされている中、我が国としては世界に先駆けて新規顔料の開発が望まれているところ

であり、国際競争力のイニシアティブをとる絶好のチャンスとなってほしい。大学が政

府の資金援助を受けて進めることは重要である。特別な化合物や素材を使わない初期の

設定が実用化の可能性を大きなものとしていると思われるが、実用化に向けては、企業
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サイドとの連携が今後の課題となっている。これまでの科学的知見に基づく開発戦略と

は大きく異なるグローバルな戦略と国からの後押しが期待される。また、目標に向かっ

てさらに邁進することを期待するといった総合評価をいただいたところでございます。 

 評点結果でございますが、事業の目的や目標については、そこにあるとおり 2.2 から

2.4 前後。ただし事業化については、1.2 といった若干低い評価をいただいているとこ

ろです。実用化に向けた課題、対策がもう少しきちんとという理由から、そちらの評点

はちょっと低かったのかなと思っております。 

 提言及び提言に対する対処方針でございます。委員の先生方から提言を幾つかいただ

いておりまして、上のほうからいきますが、塗料とかプラスチックに分散しての実用的

な評価とか、色合い、着色力みたいな研究も必要であります。実は数値を追うばかりに、

何しろ目標が数値でありますので、その数値目標に対して一生懸命研究をやってきたと

ころはありますので、これからはもうちょっと実用なところを考えて、見込みのある物

質については次のステップに入っていこうと考えている次第でございます。 

 次のコメントが企業との連携を強化していく必要があるということで、推進委員から

企業を紹介いただいて、協力していく体制をつくっていくことを考えております。 

 ３つ目ですが、「ヒト影響試験」や「安定性試験」など性能を十分担保する内容であ

るべき一方で、効率よい計画も強く期待されるということで、今後も効率よく評価を行

っていくことと考えております。 

 最後の丸ですが、人の感性に依存している部分が多いので、その分野の専門家も加え

た評価が必要であるということです。本プロジェクトはまだそこまでいきませんので、

実用化を進めるための研究を推進することとして、次のステップとしてそういった感性

のお話を考えていきたいと考えている次第でございます。 

 黄色顔料についてはある程度研究が進んでいますので、それに注力して進めていった

らいいではないかということで、確かにそちらのほうについては着色力等の評価や改良

に取り組んでいくことを考えております。 

 赤色についてはベラガラを目標値にしたわけですが、それだけではなくてさらなる赤

色を目指したほうがいいということで、それ以上の赤を目指して頑張っていくことを考

えております。 

 最後でございますが、レアアースを積極的に使用している姿勢は続けるべきであると

いうことで、今後もレアアースを排除せずに、使えるべきところは使っていく方針で進

めていきたいと考えております。 

 以上簡単ですが、説明を終わらせていただきます。 

○平澤委員長 

  ありがとうございました。 

  御質問、コメントが委員方あれば。 

○菊池委員 
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 このプロジェクトの目標の範囲の中に、実用化というのは明確に具体的に書かれてい

ますか。それが気になっている点です。なぜかというと、いろいろなところで事後評価

とか追跡評価をやっていると、中間評価の際に急に実用化とかいろいろな目標が出てく

る、または評価の基軸が出てくる。つまりプロジェクト設定時にはそういう話はなかっ

た。したがって、フォーメーションとしても、そういう関係者、そういう知見を持って

いる先生方、またはそういう人たちは入っていない。それにもかかわらずプロジェクト

がずっと動いていて、中間評価になるとそういう基軸で外部の委員の先生方が、過去の

状況も知らずに中間評価をなさる。その結果を受けて、その後の研究開発の方向が変わ

っていくのだということをおっしゃられる方々が実は多いのです。これはどうだろうと

思います。 

 １つはなぜかというと、もし実用化ということであれば、使われる原料のいろいろな

種別のグラム単価、またはキログラム単価を全部見なければ、レアアースを使いましょ

うと言ってもものすごく高いものもあれば安いものもあるわけです。ですから、そうい

うものを考えたときに代替的な材料を開発、合成するということからすると、実用化の

レベルまで本当にこの委員の先生方がサジェスチョンできるような体制で動いている

のかというのは私としては奇異な感じがします。というのは、必ずしもこのプロジェク

トだけではなくて、ほかにいろいろなプロジェクトが似たようなことで動いていること

があるので、そこら辺のことを少し説明いただけると幸いです。 

○平澤委員長 

  今のは、重要なポイントかと思います。これは実用化まで入っているものですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 実用化までは正直言ってこちらのほうは入ってはおりません。その一歩手前です。要

するにある用途の顔料を変えるということにはなっておりません。そもそもこの有害化

学物質代替技術開発プロジェクトは提案公募型事業で実は化審法（化学物質の審査及び

製造等の規制に関する法律）で禁止物質とされている物質、例えばＰＦＯＳ（ペルフル

オロ（オクタン－１－スルホン酸）の別名）みたいな物質がどうしても使わざるを得な

いところを代替させたいものでございました。特に制度設計した際は、ＰＦＯＳを今エ

ッセンシャルユース（例外的にその使用を容認）になっているわけですが、それを使わ

ないで済むような技術開発ということで公募をかけたのですが、実際出てきたのがこの

色で、鉛とかカドミを使わない色をつくりますというのがこの技術開発になっています。

５年間の間にそれを全部置きかえなさいというところまでは求めておらず、いずれにし

ても、ほかの鉛とかカドミウムを使わないで黄色や赤といったものができるのかどうか

というのを開発するという、それがこの目的となります。 

○平澤委員長 

 そうすると中間評価として、４番の項目の事業化、波及効果についての妥当性といっ

たのは、そういう位置づけの課題ならば余り適切な項目ではないのかもしれませんね。 
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○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  はい。 

○平澤委員長 

  ほかにいかがでしょうか。森委員。 

○森委員 

 顔料である以上は化学的な安定性ということはかなり要求されるはずですが、それは

どういう基準をクリアしているという何かそういうのはあるのでしょうか。一応環境顔

料ですから、一通りの経年変化とか安全性の基準があるはずです。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 おっしゃることはまさにそのとおりだと思いますが、このプロジェクトの中ではまだ

そこまでお話は進んでおりません。何しろ色の数値目標をクリアしていくところに焦点

を当てていますので、これからのプロジェクトの後半の中でそこは注意してやっていき

たいと思います。 

○森委員 

  物質としての開発を行ったということですね。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  物質としての開発を行っているという状況です。 

○平澤委員長 

  鈴木委員どうぞ。 

○鈴木委員 

 もともとのプロジェクトの発案経緯が、規制強化が見込まれるからということを書い

ていらっしゃいます。現実的に対応できる顔料がないのにそういう規制をやるというの

は無茶な話ですけれども、このような候補が出てきた段階ではそろそろ規制のほうも考

えられるのではないでしょうか。規制は経済産業省の役目ではないのかもしれませんが、

それが逆に言うと実用化を推進する力にもなると思いますが、いかがでしょうか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 ありがとうございます。まさにそう思います。実は我が国というよりも、今言ったカ

ドミウムとか鉛についてはＲｏＨＳ規制という形で、ＥＵの電子製品のほうでは規制が

かかっているところでございます。顔料としてカドミウムや鉛を含まない顔料が求めら

れているのは、今現在確かでございます。 

○鈴木委員 

 それは逆に言うと日本政府のほうでは、規制を推進する計画までは今のところないの

ですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  規制をかけるところまではまだ来ておりません。 

○平澤委員長 
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 では、ＥＵに輸出する産品についてのみ先行的にそういう規制がかかっているという

理解ですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  そうです、現時点ではニーズがそこにあるということになります。 

○平澤委員長 

  どうぞ太田委員。 

○太田委員 

 色の種類によって達成度が違うという表現が書いてありますが、これは中間目標 97

パーセント達成ですからほぼ全て達成しているけれども、先ほど黄色についてはもう最

終目標までいったという表現もあるのですが、おのおのの色に応じて次の展開というの

は変わるのでしょうか。それとも一番弱い青色を集中的にやるというのか、今後のこと

を考えたらどういうふうになるのでしょうか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 実は３つともやっていくつもりでおりまして、黄色についても今 90 幾つという値が

あるわけですが、先ほど言った黄鉛とか中黄といった昔から使われている黄色に対して

は、同等とは言いながらも若干そこまでいってないところがありますので、研究者は黄

色についてはより黄色を目指したいと思っています。赤と青については、当然数値目標

をクリアしていくこと、今以上の値を達成することが目標でございますので、両にらみ

でやっていく予定でございます。 

○平澤委員長 

  ほかによろしいでしょうか。 

○小林委員 

 この紙のほうの報告書４枚ぐらいですか、ⅳページで論文数と特許というのが書いて

ある表があります。これを拝見すると特許のところで２件あります。その特許の内容の

ことでしょうか、新規無機顔料の創成で１件、実用性の検証で１件とあります。しかも

論文のほうも２件と１件。これ被引用度数というのはちょっとおかしくて、多分論文数

ではないかと思います。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  そうですね。 

○小林委員 

 でも、その実用性の検証のところで論文と特許が出ているというのは、さっきのお話

だと何か実用性を検証したのかなと思うのですが、この内容は御存じですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 正直申し上げますと特許の関係は私も今把握できていないのですが、ただ、先ほどの

実用性の検証については３件やっておりまして、１つが有田焼の関係、先ほど黄色をや

らせていただいたということで、多分そのお話かなと。 
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○小林委員 

  そのカテゴリーの特許が出ましたという意味ですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  と思います。 

○小林委員 

 これは特に目標値ではないのだろうと思いますけれど、パフォーマンスとしてはこん

なものでいいのでしょうか。やはり知的財産というのは、今後技術輸出のような話にな

ってくると必要になるかと思いますが、そういう議論はこの評価のときには余りなかっ

たのですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  評価の中では特に、報告して終わっていた状態だと思います。 

○小林委員 

  わかりました。 

○平澤委員長  

  よろしいでしょうか。 

 この案件については中間評価でほぼ予定どおり進んでいる状況かと思いますので、特

段の意見なしということで御報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  どうもありがとうございました。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  ありがとうございました。 

○平澤委員長 

 それでは次の案件、２番目は構造活性相関手法による有害性評価手法の開発、同じく

15 分で御説明をお願いします。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 こちらの概要説明の前に、前のパワーポイントを見ていただきまして、実は私のいる

課が化学物質管理課でございまして、化学物質のリスク評価についてお話をさせていた

だいてから実際の説明に入らせていただければと思っております。 

 まず、化学物質を評価するに当たりましてはまず２つの評価がございます。１つは化

学物質の有害性について評価。もう一つは暴露評価ということでどれだけ化学物質に暴

露するか、それを体に取り込むか、そういった評価の２つの評価を行いまして、その２

つの評価からリスク評価を行っていくことになります。例えばＡ物質が 100ｐｐｍでヒ

トに影響があるという有害性の評価がなされたとしたときに、次に暴露評価として、実

際どれだけの濃度が環境とか家の中にあるのかということになります。ですので、100

ｐｐｍの有害性を持つ物質が例えば 100ｐｐｍ以上の環境にあったなら、これはリスク

ありということになります。100ｐｐｍの有害性を持つものが 50ｐｐｍしか濃度がない

ようであれば、この場合はリスクはなしという形に評価していくものでございます。 
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 そして、リスクの結果がありとなった場合、２つの方法で低減していく。１つは有害

性を低減させるということなので、実は先ほどの代替物質の転換というのがこちらの有

害性の低減ということになります。もう一つ、暴露を低減させる。その物質を使いなが

ら排出量を減らしていくことによって暴露を低減させるということで、全体としてリス

クを低減させていくという２つの方法がございます。 

 このように、私ども化学物質管理課はリスク評価を主体に制度設計を行っており、有

害性の評価と暴露評価の２つを掛け合わせたリスク評価というもので今施策を行って

いるところでございます。これから説明させていただきます構造活性相関手法による有

害性評価手法プロジェクト事後評価でございますが、これはここの有害性評価のところ

をいかに効率的に行うかといったことが目的でございます。 

 実はここの有害性評価もいろいろなレベルのものがございまして、今日説明させてい

ただきますのは、それをパソコン上で予測してしまいましょう。次のレベルとして出て

くるのが細胞を使って実験をやる方法。最後に動物を使って実験をやる方法。有害性評

価はいろいろな段階がありますが、今回のプロジェクトは、一番初期のコンピュータを

使って予測する手法の開発でございます。 

 皆様のお手元にあるスライドで、目次の次のプロジェクトの概要のところから説明さ

せていただきます。 

 このプロジェクトは、動物実験によらない化学物質の毒性の評価手法を開発すること

を目的に、類似化学物質の実測試験データ、類似化学物質の物理化学的性状データ、作

用機序、生体内における代謝の挙動の毒性評価を網羅し、統合したシステムから効率的

に有害性評価をするようなシステムを構築したところでございます。 

  実施期間ですが、平成 19 年から平成 23 年度の５年間でございます。 

 予算総額ですが、7.39 億円ということで、年間一億数千万円の規模のプロジェクトを

させていただきました。 

 実施者は、独立行政法人の製品評価技術基盤機構と富士通株式会社の２者が受託して

おります。 

 プロジェクトリーダーは、財団法人食品農医薬品安全評価センターのセンター長の林

真先生にお願いしました。 

 プロジェクトの目的・政策的位置づけでございますが、第３期科学技術基本計画の分

野別推進戦略の中に、重要な研究開発課題の概要ということで、新たな有害性について

予見的に評価する新技術・新手法を開発するといった項目を入れさせていただいており

ます。 

 本事業に関する経済産業省の計画・提言でございますが、イノベーションプログラム

基本計画の中に、「従来の動物実験による反復投与毒性試験に代わり、in silico や類推

等を用いた予測・評価を可能とするため、有害性評価支援システムを構築する。」とい

うことを書かせていただいております。 
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 技術戦略マップの中にも、メカニズムを反映したＱＳＡＲ。構造活性相関の英訳の頭

文字を取ったのが「ＱＳＡＲ」と呼ばれているものでございます。あとカテゴリーアプ

ローチ手法を位置づけさせていただいております。 

 目標ですが、化学物質の既知の毒性試験データから、毒性を化学構造から評価するた

めの判断材料となる情報を引っ張り出すシステムを開発して公開するというのが目標

となっております。開発に当たっては、我が国だけでは意味がありませんので、ＯＥＣ

Ｄの（Ｑ）ＳＡＲプログラムの開発が進んでいるわけですが、そちらのほうへ提供して

いくことを考えて開発させていただきました。ですので、この出来上がったものは英語

版でございます。データそのものも全て日本語から英語にしてデータを入力することを

行っております。 

 開発方針でございますが、専門家の判断をサポートするためのシステムを構築する。

すなわちこのシステムで、答え一発で幾つですみたいな形ではなくて、幾つかの候補が

出てきて、それを専門家が見てそこを判断していく、そういったシステムになっており

ます。 

 通常ですとシステムの専門家がお金をもらって開発することが多いのですが、今回は

本当に毒性学とか病理の関係を理解している人がプロジェクトの中に入って、その人が

こういったことをできないのかという形で、システムの人たちにそういったことをお願

いするような形で開発を進めてまいりました。 

 国際的に利用されるものを目指すということで、ＯＥＣＤの（Ｑ）ＳＡＲツールボッ

クスを開発している研究者をメンバーに加えて、実施しております。これは後のほうで

実施体制が出てくるので、そのとき説明させていただきます。 

 目標でございますが、こちらは細かいので 10 ページのシート、開発システムの構成

という図があります。実際にこのプロジェクトで行いましたのは、①が毒性知識情報、

②が代謝知識情報、③が有害性評価支援システム統合プラットフォームということで、

①、②、③を組み合わせてつくり上げたシステムです。これは我々は「ＨＥＳＳ」とい

うふうに略称をとって呼んでいますが、こういった形のものをつくり上げました。 

 まず①の毒性知識情報でございますが、これは試験報告書データベースということで、

我が国で化審法という法律があるわけですが、昭和 48 年当初、我が国で製造・輸入さ

れていた化学物質については国が責任を持って安全性評価しますということを言って

いるわけでございまして、細々とではありますが厚生労働省が試験を行っていました。

その結果をデータベースに入力しました。約 500 物質のデータを入力しました。次の毒

性作用機序データベースですが、毒性作用機序の部分は、体の中に入ってどういった形

でどういった動きをするかということでございまして、これの論文のデータベースを上

のほうでは集めさせていただきました。 

 ②番は代謝知識情報ということで、これもラットの代謝マップデータベースというこ

とで、体の中に入ってどういった物質に変化していくかを予測するシステムがラットの
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代謝マップデータベースになります。ＡＤＭＥデータベースですが、ヒト特有の代謝酵

素があるわけです。ヒトに特化した代謝のデータベースがＡＤＭＥデータベースになり

ます。 

 こういった４つのデータベースをつくり上げて、それを使ってカテゴリーアプローチ

支援機能ということで一番右の黄色縦のやつで、カテゴリーアプローチ支援機能がイン

ターフェースの部分でございます。こういった部分をつくり上げました。 

 もう一つはベイジアンネット毒性推定システムということでございまして、カテゴリ

ーアプローチ支援機能というのは、似た化学物質があればデータベースから引っ張って

きます。ですから結構精度の高い情報を提供することが可能となります。しかしながら、

似た化学物質がない場合どうするかということですが、その場合はベイジアンネット、

言ってみればデータマイニングみたいな手法を使いまして、本当に予測の予測を行う。

何もないよりは何かどのくらいのイメージを持てばいいかというものをつくり上げる

ということで、ベイジアンネット毒性推定システムを組み込ませていただきました。で

すので、ユーザーは化学物質の構造を入力しますと、それに対応する近い化学物質の情

報がここに出てくるか、もしくは何らかの毒性の大きさが出てくるということになりま

す。それをそこで判断するのではなくて、専門家がそれを見て判断していくという使い

方をしていくシステムを開発しました。 

 次は事業化、波及効果でございます。まず開発システムについては、昨年、ＮＩＴＥ

（製品評価技術基盤機構）のホームページから公開して、ダウンロードして使っていた

だいております。 

 国際貢献のところでは、先ほども何度か言っていますとおりＯＥＣＤのツールボック

スバージョン２に掲載され、またバージョン３が公開されたと思いますが、そちらのほ

うにはエンジンも含めて載っております。 

 開発システムの利用方法でございますが、先ほど来言っています化審法の法律の中で

のリスク評価での利用をこれからやっていくことを考えています。また同法の中での新

規審査でも、参考としてのデータの活用が考えられております。また、ＲＥＡＣＨでの

利用とありますが、一昨年、欧州化学品庁（ＥＣＨＡ）のほうに、トライアルで使って

みてくれと言って使っていただいたところ、これはいいというお話をいただいて、自分

たちも内部で使わせてもらいますという形で、この事業をきっかけにＥＣＨＡとの交流

も深まっております。事業者においても、新しい化学物質を開発する際にスクリーニン

グ的に評価していけることを産業界からも声を聞いているところでございます。 

 波及効果でございますが、社会への波及効果ということで、有害性の推定が少しでも

できるようになっていく。経済への波及効果については、動物実験を低減させることが

できることになります。 

 次に研究開発マネジメント・体制でございます。こちらの事業もＮＥＤＯプロジェク

トで始まったわけですが、最後の５年目は事業仕分けによりまして、経済産業省からの
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直接委託となっております。経済産業省から富士通とＮＩＴＥに委託を出しまして、そ

れぞれから再委託ということで東北大学と関西学院大学とブルガス大学に出させてい

ただきました。そして国立衛生研究所のほうですが、これは厚労省の研究施設ですが、

そちらとは共同研究という形で本当にバックアップをいただきながらプロジェクトを

進めてまいりました。 

 事前・中間評価の結果でございますが、こちらはＮＥＤＯのプロジェクトで評価を受

けたものでございます。 

 そして、今回事後評価、８．になります。評価検討会ですが、国立環境研究所の白石

センター長を座長にしまして、そこにいらっしゃる委員の皆様方に評価をいただきまし

た。 

 総合評価コメントでございますが、まず反復投与毒性を予測する代替手法が存在しな

い中で、28 日反復投与毒性のデータベース化とともに国際的に利用可能な評価支援シス

テムが完成され、利用が始まっている。国際的にもＯＥＣＤやＥＣＨＡからも高い評価

を得られているところでございます。 

 実は有害性のＱＳＡＲというのは世界の初めての事業で、今後の拡張や発展も期待で

きる。また、最終的に反復投与毒性について、ＡＯＰ（Ａｄｖｅｒｓｅ  Ｏｕｔｃｏｍ

ｅ Ｐａｔｈｗａｙ）に基づくすなわち毒性のちゃんとした作用機序に基づいてカテゴ

リーアプローチ支援機構を開発し、当初の目標を達成したことは大きく評価できる。 

 下から２つ目の丸ですが、化学物質の安全性評価に常に関わってくる、代謝の問題を

いかに組み込むかは大きな課題であり、さらなる研究が望まれる。次に、ユーザーフレ

ンドリーなものに仕上げられるかは、今後も研究を進めていってほしいということをい

ただきました。 

 評点結果でございますが、総じて 2.3 から３といった評価をいただいております。 

 提言及び提言に対する対処方針ですが、まず医薬品とか農薬のほうにも発展されるこ

とを期待するといった提言がございましたが、こちらはあくまでも一般の化学物質を対

象としております。ただし個別にデータを持つことができるので、民間企業の方は自社

のデータを入れていただければ医薬品とか農薬のほうにも活用することは可能になっ

ていると思っております。 

 次が、メンテナンスと改良をきちんとやっていってほしいというお話でございます。

それはＮＩＴＥのほうで来年度あたりにユーザーからコメントを受けて、少し見直しを

やっていこうかという計画をしていただいているところでございます。 

 最後でございますが、生体内暴露時の推移データの既存情報整備を抜かし、体内に入

ってからの定性的な物質代謝変換予測を国内外２カ所で別々に実施したことは反省点

と考えられる。これは代謝データベースのところを、ラット代謝マップデータベースが

ブルガス大学、ＡＤＭＥデータベースが東北大学のほうで開発していただいたことに対

するコメントでございます。ただ、ブルガス大学の代謝シミュレータはラットの肝臓に
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おける代謝のシミュレータでございます。東北大学の開発したＡＤＭＥデータベースは

ヒトの酵素の代謝ですので、それぞれ得意分野を生かして開発させていただいたことを

コメントとして出させていただいております。 

 以上簡単ですが、終わらせていただきます。 

○平澤委員長  

  どうもありがとうございました。 

 これは事後評価ですが、管理の形態から言うと最初の４年間がＮＥＤＯ、最後の年だ

けが経済産業省という奇妙な形態になっているかもしれませんが、いずれにしろ事後評

価については経済産業省で行われたものです。委員方、何かコメントありませんか。鈴

木委員。 

○鈴木委員 

 スライドで６ページ目の目標の③があります。これの前のスライドの目標の①とか②

というのは、既存のデータをちゃんと集めてデータベースにするという話ですね。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  はい。 

○鈴木委員 

 それで③のほうで、目標・指標のところに書いてあるのは、毒性予測モデルを組み込

んで、未試験の化学物質について構造から有害性を予測する手法でベイジアンネットワ

ークを使ったということだと理解してよろしいですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  はい。 

○鈴木委員 

 これは要するに in silico でこういうふうになるだろうという推定結果を出力するも

のだと思うのですが、実際に in vitro とか in vivo でその予測がどのぐらい当たって

いるのか、検証というのはされていないのですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 検証はできておりません。また実験をやらなければいけませんので。ただ、ここで出

てきますのが、例えばベンゼン環にある物質がついたものを入力しますと、それに似た

ような物質のデータがずらっと出てくることになります。それを見て専門の方が、この

物質というのはここにある毒性を踏まえると、大体似たような毒性だろうという評価を

行っていく。それを支援するものになります。 

○鈴木委員 

 データベースとしての機能は確かにそれでいいのだと思いますが、新しい予測手法を

使ってモデルをつくって予測するという点を新しい要素として開発されたような気が

するので、その手法がどのぐらい本当に有効なのかを検証しないで、終わりですという

のは何か違和感があります。 
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○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 実はＱＳＡＲの関係というのは大体そういった感じではあるのです。ただ検証という

観点でいきますと、新規化学物質についてはデータ試験をやって届け出したものがある

わけでございます。それらがもしこのプログラムが使えるのであれば、対象となる物質

であれば、それは合っているかどうかという検証を行うことが可能になります。 

○鈴木委員 

  今後検証もやられる可能性があるということですね。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  そうですね。 

 済みません、もしよろしければ実施者の方から説明させてもらってよろしいでしょう

か。 

○平澤委員長  

  どうぞ、ＮＩＴＥの方よろしくお願いします。 

○実施者（製品評価技術基盤機化学物質管理センター主任） 

 ＮＩＴＥの櫻谷と申します。もと実施者であります。検証について御質問いただきま

したが、全然検証をやっていないというわけではありませんで、一部の物質についてデ

ータが取得できた物質について、この手法が有効であるという部分の検証は行っており

ます。ただ網羅的に全体の部分については、現時点では行っておりません。それについ

ては今（Ｑ）ＳＡＲツールボックスというお話がありましたが、今のお話では新規物質

というものもありますし、ＲＥＡＣＨのほうに届け出られたＥＣＨＡのほうのデータが

今年になって公開されましたので、そこである程度まとまった数の反復毒性試験データ

がありますので、それを用いて検証して、またその検証結果についても当方のホームペ

ージから公開していきたいと考えております。 

○鈴木委員 

 少し安心しました。これは計画のつくり方だと思いますが、目標としてデータベース

を作ります、新しい予測手法を開発しますというのが目標ではなくて、それをサンプル

試験で検証して 90 パーセントの確率で正解が出るということが目標に本当は入るべき

ではないかという気がするのです。 

○平澤委員長  

 私がＮＩＴＥの評価を担当していたころ、多分これもやっていたのではないかと思い

ますが、非常に難しい課題ですね。それで構造が似ていても全く毒性がないとか、思わ

ぬ毒性があるようなケースもあるわけです。だから構造からだけ推定を確実にしていく

というアプローチ自身は非常に難しいと考えざるを得ないだろう。それが実態です。で

あるならば、どこまでデータベースを利用して有効な推論というか、確からしさという

のを確保しながらさらにその先の試験をしていけばいいのか。こういうアプローチをと

らざるを得ないだろうと思っています。 
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  菊池委員、何か。 

○菊池委員 

 その当事者みたいになってきたのですが、今現在ＮＩＴＥに関係しているものですか

ら。これはかなり細かく見てこれ以外の情報を私自身が持っているということで、ＮＩ

ＴＥの方も御存じです。そういうことからすると、広い意味でのスクリーニングという

レベルをこのデータベースのところでやったという意味では、ＱＳＡＲはすごい貢献が

あって、かつ標準化等も含めて、ＯＥＣＤとの連動も考えるとかなりいいのかなと思っ

ているし、それから、今現在ＮＩＴＥで公開されているものは、私は実は見ていますが、

かなりレベルアップされてきている。ただ、鈴木委員がおっしゃられたところを実際に

一個一個確かめてやろうとするとお金の問題になると思います。この予算のレベルでは

ないのです。ですからユーザーのほうがむしろそれを使われて、自分たちのコストパフ

ォーマンスを良くするというような色彩である。そういうことからするとＮＩＴＥのコ

ントリビューション（貢献）としては、皆さん使ってくださいというツールをつくるの

が基本かなと思っています。 

 ちょっとＮＩＴＥが寄っているかもしれないので、なるべく中立にお話ししました。 

○平澤委員長 

 化学をやっている方は皆さん御存じだと思いますが、例えば立体異性体、構造式は同

じであっても、立体異性により作用がうんと違うということは大いにあるわけです。か

といって、こういう構造からだけ推定しようとするのはナンセンスだというほどのもの

でもないというぐらいのところで、ある程度の有効性を確保しようという感じなんじゃ

ないでしょうか。 

  小林委員、どうぞ。 

○小林委員 

 今の話とも関連しますが、またＡ４縦の概要のⅴページに、ライセンス供与数と国際

標準への寄与というのがあります。これは１つの成果だろうと思います。今のお話でラ

イセンスが 215 件で、そのうち 39 件が海外ということです。 

 １つお聞きしたいのは、このライセンス供与というのはどういう条件があるとライセ

ンスがもらえるのか、どういう普及をされたのかをお聞きしたいです。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 間違えたら補足してください。実は私は前職がこの担当課長でおりまして、そのライ

センスの関係も、使っていただくに当たって免責事項等々ございますので、それらをち

ゃんとクリアした方に使っていただこうということで、基本的にはこれはダウンロード

された数だと思います。 

○実施者（製品評価技術基盤機化学物質管理センター主任） 

  ダウンロードの際にユーザー登録をしていただいた数になります。 

○小林委員 
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 基本的にはそんなにハードルが高くなくて使えるということで、これは世界中から使

えるということですね。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  そういった数になっているということです。 

○小林委員 

  わかりました。 

○菊池委員 

 最終評価報告のところで気になったところがあってお聞きしたいのですが、この中で

多分何人かの先生だと思うのですが、暴露の話までなさって評価なさっているのでしょ

うか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  暴露はありません。どの部分を見られてのご質問でしょうか。 

○菊池委員 

 後ろの総合評価のところで、生体内暴露時の推移データ云々というところ、そういう

ことはやるべきであったという話なのでしょうか。なぜそんなことを言っているかとい

うと、一番後ろの各先生方の評点の中に全て１をつけている先生がいらっしゃったので、

何に対してこれがだめだったとおっしゃっているのかなというのがすごく気になった

ものですから。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 この先生の言われているのを予想すると、化学物質は生体内で濃縮していくと連続投

与によっては毒性が強くなるじゃないか。そういったことを懸念する先生がおりました。

そうなると、実験のときにどういった量が体に暴露していったのかをちゃんと記録して

おかなきゃだめでしょうということなのですが、28 日反復投与試験ではそこまで取って

いるデータは余りないので、それについては考えていないということになります。 

○平澤委員長 

  どうぞ。 

○森委員 

 このタイトルの構造活性相関手法というのは、開発システムにその言葉は直接出てこ

ないのですが、何を指すのですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 指す言葉は、化学物質の形から予測する手法であると。活性ですので、ここで言うと

毒性を予測する手法ですと。 

○森委員 

 それがこのベイジアンのところに使われたということですか。タイトルの言葉が開発

システムの中に出てこないから、どこからどこまでをこの言葉が指すのかなということ

が気になったのです。 
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○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  構造活性相関というのはいろいろな使われ方をされているところがございまして。 

○森委員 

  一般的な言い方ということですね。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 はい。今回は毒性についての構造活性相関というだけですが、当方、蓄積性の構造活

性相関とか生体毒性の構造活性相関という手法も別途ございます。 

○森委員 

 私の同じ学科の情報の先生で、毒性の話ではありませんでしたけど、有機化学物質な

どの帰納学習を使ってやろうとしている先生もおられました。さっき検証の話がありま

したが、帰納学習なんかやると、当然チェッキングとトレーニングとデータ分けて、そ

れで当てはめて信頼性何パーセントという言い方をしますけど、今回はとにかく全部入

れたということですね。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  そうなります。 

○平澤委員長 

  ほかによろしいでしょうか。 

 この案件も目標としていることはほぼ達成されているということと、今後まだそれを

ブラッシュアップしていくようなこともお考えだということで、プロジェクトとして事

後評価は特にコメントをつけなくてもいいのではないかと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

  どうもありがとうございました。 

 それではもう１件でありますが、３件目については化学物質の最適管理を目指すリス

クトレードオフ解析手法の開発、同じく企画官からお願いします。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 ３件目でございます。化学物質の最適管理を目指すリスクトレードオフ解析手法の開

発プロジェクトの事後評価の概要について説明させていただきます。 

 申し訳ありません、もう一回画面のほうを見ていただきまして、先ほどの図でござい

ます。今回のリスクトレードオフ解析手法の解析プロジェクトでございますが、暴露評

価とそれを使ったリスク評価部分の開発となります。ですので、これからお話しさせて

いただくのは一部有害性についても予測するような手法が入ってきていますが、いろい

ろなツール開発は濃度予測のためのツール開発がメインとなっております。 

 リスクトレードオフということですが、いろいろな意味がございますが、例えば化学

物質のある有害性リスクを低減させようとして、ほかの物質に変えたところ、別のリス

クが持ち上がってくることが多々ございますので、そういったところをどうやって評価

していくのかといった手法の開発を行ってまいりました。 
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 本プロジェクトでは、リスクが懸念される物質の代替化が同一用途の物質群で検討さ

れる点に着目して、用途群内の物質を対象として、定量的に比較でき、費用対効果、社

会経済分析も行える「リスクトレードオフ解析手法」を開発しております。 

 リスクトレードオフと言うと、例えば洗浄剤を塩素系から炭化水素系に変えると爆発

というのがあるわけですが、そこのところ、洗浄剤の人体への影響と爆発のリスクの比

較は今回は考えておりません。同じ有害性リスクの中で議論しているということでござ

います。 

 実施期間でございますが、平成 19 年度から平成 23 年度。 

 予算総額でございますが、4.65 億円ということで、年間１億円弱の金額でございます。 

 実施者でございますが、独立行政法人産業技術総合研究所と株式会社三菱化学テクノ

リサーチ。これは２年間の受託をしていただきました。当該プロジェクトも、先ほど来

言っています当初はＮＥＤＯのプロジェクトで４年間実施しまして、最後の年度が経済

産業省でございますので、私どものほうで最終評価を実施した次第でございます。 

 プロジェクトリーダーは、産業技術総合研究所の安全科学部門の吉田喜久雄、当時副

部門長にお願いいたしました。 

 プロジェクトの目的・政策的位置づけでございますが、第３期科学技術基本計画の分

野別推進戦略の中で、右側の欄になりますが、2010 年度までにＥＳＤ（Ｅｍｉｓｓｉｏ

ｎ Ｓｃｅｎａｒｉｏ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ、排出シナリオ文書）ベースの精緻な排出量推

計手法を開発する。製品からの直接暴露に対する暴露評価手法を開発する。環境動態モ

デルを開発する。その下のほうに行きまして、マルチプルリスク社会におけるリスクト

レードオフに対応した社会経済分析法を開発するといったことが位置づけられており

ます。 

 本事業に関連する経済産業省の計画・提言でございますが、イノベーションプログラ

ム基本計画に、リスクの相互比較が可能となるリスク評価手法及び社会経済分析等リス

クトレードオフ解析手法を構築する。技術戦略マップの中にも、リスクトレードオフに

基づく管理といったものが位置づけられております。 

 目標でございます。先ほど概要のところで言わせていただいたのと同じでございます

が、リスクが懸念される物質の代替化が同一用途の物質群で検討される点に着目し、用

途群内の物質を対象として、定量的に比較でき、費用対効果をも行える分析方法を開発

するというものでございます。 

 代表的な化学物質用途である工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、溶剤、金属類とい

った４つの用途群に絞りまして、リスクトレードオフ評価書及び手法を開発して、行政

や事業者による評価で広く使ってもらうように公開しているところでございます。 

 研究開発項目として６つの項目を挙げております。１つが排出シナリオ文書（ＥＳＤ）

ベースの環境排出量推計手法の確立、あと化学物質含有製品からヒトへの直接暴露等室

内暴露評価手法の確立、地域スケールに応じた環境動態モデルの開発、環境媒体間移行
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暴露モデルの開発、リスクトレードオフ解析手法の確立、４つの用途群の「評価書」の

作成を開発項目としております。 

 それぞれの目標でございます。まずＥＳＤ文書の関係ですが、４つの用途群のＥＳＤ

を作成して公開するというのが目標です。 

 ２つ目の直接暴露の関係については、製品からの室内吸入暴露モデルを開発して、公

開していくということでございます。 

 ３つ目の地域スケールに応じた環境動態モデルでございますが、大気モデル、河川モ

デル、海域生物蓄積モデルといったモデルの開発になります。大気は日本全国を対象と

しております。河川についても日本全国の一級河川のモデルになります。海域生物蓄積

は東京湾になります。 

 ４つ目の環境媒体間移行暴露モデルでございますが、農・畜産物の生産地、流通経路

等を含んだ経口摂取を推定するようなモデルを開発し、公開するというのが目標となっ

ております。 

 ５つ目のリスクトレードオフ解析手法の開発でございますが、実はここの中では少し

有害性についても予測していく。先ほどＱＳＡＲについて有害性について予測するとい

うお話があったわけですが、そちらよりももう少し粗い予測です。いずれにしても、化

学物質の有害性はわかっているものが少ないという実態がございますので、何らかの有

害性のオーダー的なものでもわかればという形のヒト健康の関係では、推論する手法を

開発することになっております。そして生態影響のほうも、生態影響の有害性について

推論する手法を開発していくということでございます。 

 ６つ目の「用途群別リスクトレードオフ評価書」をつくり、かつ経済分析等を行って

公開していくという目標を立てさせていただいております。 

 各目標に対する目標の達成度でございますが、まず排出シナリオ文書については、４

用途群についてそれをつくって、実はＯＥＣＤの中で暴露評価タスクフォースというグ

ループがございまして、そちらのほうにエミッションシナリオドキュメントを提出して

レビューをもらっている。できればＯＥＣＤのタスクフォースの中の文書にしていきた

いという形で今動いているところでございます。 

 ２つ目の室内暴露モデルは、ｉＡＩＲという名前のソフトを開発して、現在産総研の

ホームページから公開しています。 

 ３つ目の地域スケールに応じた環境動態モデルでございます。まず大気モデルですが、

こちらはＡＤＭＥＲ－ＰＲＯ。このプロジェクトの前まではＡＤＭＥＲというソフトが

あったわけですが、こちらは５キロメートルメッシュの全国版であったわけですが、Ｐ

ＲＯということで１キロメートルメッシュになるとともに、二次生成物もきちんと予測

できるようなモデルになっております。河川モデルでございますが、こちらは一級河川

のデータを全て入力してつくり上げているものでございます。海域生物蓄積モデルでご

ざいますが、これも主要の内湾、先ほど東京湾と言いましたが、主要の幾つかの内湾で
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のモデルが入っていると認識しております。 

 環境媒体間移行暴露モデルでございますが、こちらは土壌と植物と家畜といった各媒

体間をどういう形で移行していくかをモデル化したものでございます。実際に大気に放

出されたものが農作物にくっついて、それがどういった形で人の口に入るか。また、草

におりた化学物質が牛などに食されて、それがお肉となってどこに行くのかというモデ

ルでございます。 

 リスクトレードオフ解析でございますが、動物試験情報しかない化学物質の情報がな

い臓器に対する無毒性量を推論する手法を開発して、損失ＱＡＬＹ（質調整生存年数）

を統一指標としたヒト健康のリスク比較手法を開発しております。 

 リスクトレードオフ解析では、生態も限られた生態毒性情報から、こちらのほうは感

受性分布を推論する手法を開発しました。 

 ⑥は用途群別リスクトレードオフ評価書ということで、４つの用途群での評価書を作

成し、公表しました。そのほかにいろいろな技術ガイダンス等々をつくって、ホームペ

ージから公表しているということでございます。 

 スライドの 12 ページの図でございますが、実際にプロジェクトの成果物ということ

で、まず対象用途群が横に青い線で、洗浄剤、プラスチック添加剤、溶剤、金属とござ

います。縦に環境排出量という研究開発の項目がございます。それぞれに出てきた成果

物が、そこに書かれているとおり、例えば環境排出手法では、排出シナリオ文書という

文書が成果物として出ています。暴露評価ツールでございますが、こちらはｉＡＩＲと

いうソフトウェアと、あと技術ガイダンス「室内暴露評価」といったものが成果として

出ています。環境動態モデルについても、ＡＤＭＥＲ－ＰＲＯとＳＨＡＮＥＬとＣＢＡ

Ｍといった内湾関係のソフトウェアがつくられている。それぞれに最終目標としていた

成果をつくり上げてまいりました。 

 次のスライドですが、標準化等のシナリオ、波及効果でございます。６つの項目に対

して目標はきちんとクリアさせていただきました。ただし、その後どのような形で進め

ていこうとしているかということですが、基本的には産総研の交付金による自主研究を

引き続き行ってまいります。 

 まず環境排出量推計手法の開発で出たものは、今後ＯＥＣＤのＥＳＤ化、エミッショ

ンシナリオドキュメントへとつなげていきたいと考えています。室内暴露ツールについ

ては、シックハウスの関係で最近注目を浴びております。実は昨年度から経済産業省の

ほうから、受託事業としてさらなる次のステップへと進んでいるところでございます。

次の環境暴露関係のモデル等についても、産総研で自主研究という形で実施しておりま

す。 

 評価手法のほうは、今後エンドポイントを拡充したり、不確実性を検証したりして、

より精度を高めていくことを実施していくということでございます。 

 標準化のシナリオですが、暴露手法の補完手法を開発し、有害性を補完する手法とリ
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スク比較の手法開発、あとリスクトレードオフの評価書をつくりました。直接のアウト

カムとしては、いろいろなツールを出させていただいています。 

 間接的なアウトカムでございますが、産業界においても、既存化学物質に対して何ら

かの代替をしていく際に、リスク削減対策を費用対効果で検討することができるように

なる。また、行政としても、実際に優先評価化学物質というリスク評価をやっていかな

ければいけない部分があるわけですが、そちらのリスク評価手法に使うことができるこ

と。第二種特定化学物質になったものについて、費用対効果を考慮した管理対策が検討

できるようになってくるということでございます。 

 研究開発マネジメント・体制でございますが、産総研にお金を出して、そこから再委

託ということで 2009 年までＮＩＴＥに調査を依頼したり、統計数理研究所にプログラ

ムの開発を委託したりしております。 

 事前・中間評価の結果については省略させていただきます。 

 最後、事後評価でございますが、19 ページのスライドになります。評価検討会でござ

いますが、座長を東京大学の谷口先生にお願いして、４名の委員とともに評価をいただ

きました。 

 総合評価（コメント）でございますが、リスクの全体像を把握し、精度の高い暴露評

価モデルの構築と有害性指標の定量化、さらに経済的側面を視野に入れたトレードオフ

解析手法は、総合的化学物質管理の政策及び実務において、国際的、国内的に重要なツ

ールであり、目標とされた成果が達成されていることを高く評価する。また、本システ

ムが総合的な評価システムとして、国内はもとより世界に認知された手法になり、世界

標準となることを期待する。総合的なアウトプットを念頭に置いて、事業者などのユー

ザーが利用しやすいシステムに発展するよう検討を期待する、といただきました。 

 評価点についても、２～2.6 ということで評価をいただいております。 

 提言及び提言に対する対処方針でございます。１つ目は、今後はこれまで以上に国際

的な評価を高める努力が期待されるといただいております。これらについては、ＯＥＣ

Ｄの暴露タクスフォースのほうに、ＥＳＤの文書としてのドキュメント化を図っている

ところでございます。 

 次が、他省庁や他プロジェクトへの事業成果の共有や活用が望まれるといただきまし

たので、関係省庁が集まるシンポジウム等で情報発信を積極的に行っている。成果活用

の拡大を今後図ってまいりますということを言わせていただいております。 

 そして、化学産業以外の産業界にも伝えていくことというのをいただいておりまして、

リスクトレードオフ解析の考え方や成果について、やはり情報発信を多くしていくこと

をしていきたいと思っております。実は昨年度、このプロジェクトの成果報告会という

シンポジウムを開いた際には、化学産業以外の電気電子等の参加者もかなりの方が聞き

に来ていただいたと聞いております。 

 最後のほうでございますが、現場で物質代替を判断する担当者のための活用ツールと
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いう形にしてほしいとか、このプロジェクトを開発した者たちも、物質代替の意思決定

をより簡便かつ迅速に行える活用方法を開発して、それらの普及に努めていきたいと考

えております。今後、自主の交付金の中でそういったこともやっていくということを考

えているところでございます。 

 最後でございますが、リスクや膨大な作業の優先づけ等に対応した政策決定ツールと

して使われるよう、総合的なリスクの把握をより簡便に、ハイスループットで行えるよ

うに改良を進めていくことを期待されているということでございますので、今後も本プ

ロジェクトで開発した解析手法の改良・拡張を行っていきたいと考えている次第でござ

います。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○平澤委員長 

  どうもありがとうございました。 

  委員方から何か質問、コメントはいかがでしょう。どうぞ、森委員。 

○森委員 

 こういう比較は大変大事だと思います。特に大気汚染、河川は日本全国をカバーして

いるシステムをつくっているということですね。だから、どこでどんなものが漏れても、

これで評価できるところまでやってきたということでよろしいですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  大気汚染は大丈夫だと思います。委員のおっしゃるとおりです。 

○森委員 

 それで物質を変えた場合に、確かにこれだと、あるものが漏れたらどうなるかという

トレードオフはできますけれども、どういうハザードを設定したかによって。例えば揮

発性の高い物質のものを揮発性の低い物質に変えたら、当然拡散のものが全然違うもの

になりますよね。上に行くか下に行くか。そういう横並びの使い方はユーザーに任せる

というイメージでよろしいですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 そういった観点でガイダンスみたいなものを出させていただいているということに

なります。 

○森委員 

  分かりました。 

○平澤委員長 

  ほかに。鈴木委員。 

○鈴木委員 

 まず細かい点を１つ。スライドの８枚目の成果、目標の達成度（1）のところですが、

このプロジェクトではその成果に検証の項目が入っておりますね。例えば一番下に目標

のところで「±１桁」という表現がありますが、これはどういう意味ですか。 
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○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  これは実際に家の中で実測をして、それと合っているかどうかを考えています。 

○鈴木委員 

  この１桁というのは。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  濃度のオーダーです。 

○鈴木委員 

 濃度が±１桁。だとしたら、その右の成果のところで「既報値の 1/2～２倍の推定精

度をおおむね確保した」というのは、どういう意味ですか。これをもって成果を達成と

いうことになっておりますが、この１桁という話と２分の１から２倍というのがどうい

う整合性を持つのかよく分かりません。 

○平澤委員長 

 ±１桁だと片側 10 倍あるわけです。その中の２倍程度だから、入っているということ

じゃないでしょうか。 

○鈴木委員 

  もうちょっとわかりやすい表現にした方がいいのではないかという気がします。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  わかりました。 

○鈴木委員 

 それとこれは全体的な感想というか今後の話かと思いますが、一般的にこれを拝見す

るとどこにも除染の話とか復興の話とか出てこないのですが、これは大いに活用できそ

うな気がするのです。今後そういうことを言及されてもいいのではないかという気がし

ます。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 除染というのは例の福島の東京電力の事故ですね。実はこのプロジェクト云々ではな

いのですが、そこに携わっている研究者が独自にそちらのほうを今考えているところで、

特にこのグループにいた中西準子先生あたりは放射能関係のリスクについて相当研究

を進めていらっしゃいますので、この辺のものが一応ベースになっているかと思います。 

○平澤委員長 

 私も同じことを考えながらお聞きしていたのですが、要するにセシウムに関しても、

プロジェクトのときに金属類の中にセシウムが含まれているのかどうか。それは含んで

いなかった。余り一般的ではないのですね。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  ここではセシウムは考えていません。 

○平澤委員長 

 類似金属、類似の挙動するような金属から考えて、何かここでやったことは使える部
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分があるのではないかと思いますが、その辺はどうですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 私がこういうことを言っていいかどうかあれですが、その辺をベースに産業技術総合

研究所の中で有志で福島プロジェクトという形でやっておりまして、どういったところ

から除染をやっていくべきかから始まって、どのくらいまで下げればいいのかというと

ころも、実は２か月くらい前にそういったシンポジウムがなされていまして、それを聞

きに行ったときにはそういった観点でのお話がございました。この辺で開発した手法が、

多分ベースには存在していると思うのですが、そういった形で使われつつあろうかと思

っております。 

○平澤委員長 

  菊池委員、どうぞ。 

○菊池委員 

 細かい話というか、私自身がこの模型を見たのではなくて、私の周辺にいる者が模型

を見てコメントしたというレベルでの伝聞になります。地方自治体の関係者の方々が実

際にこれを扱ってみようとしたときに、マニュアルが難しい、分かりにくいというのが

一つありました。それから自分たちの現場で抱えるものの場合に、例えば油濁みたいな

話が割と大きな話題になります。そのときにこの排出シナリオを使えるのだろうかとい

うような、つまり今の放射性物質だけではなくて油濁関係のもの、特にＳＨＡＮＥＬあ

たりのモデルを使いたいという人たちが九州のほうにいらっしゃるようで、そういうと

きに少し使い勝手が悪いのではないかとか、多目的にバージョンを変えていくことがで

きるのでしょうか。 

 もう一つ聞いたのは、中国の方の関係者の方がいらっしゃって、特に河川の動態のと

ころについてこれは非常に面白いと、英語バージョンであるのか、そういうレベルの議

論がなされるような状態であると私のところに問い合わせがありました。たまたまそん

なところで、数か月たったらこの事後評価だったので、あれと思ったのです。いわゆる

公に開示する、こういうふうにして広く利用できるように公開するというところは、産

業技術総合研究所にお任せしているわけではなくて、環境省にお任せするのではなくて、

経済産業省本省が現在主導的におやりになっているのですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 開示については産業技術総合研究所のほうで主体的にやっていることになります。そ

こには彼らが開発したツールが全てホームページ上で一元化して、ダウンロード等する

ことができます。また委員のところにそういった相談があるようであれば、今日名刺交

換させていただいたので、逆に私のほうにつないでいただければ、私のほうから研究者

におつなぎすることは可能でございます。希望がどこまで応えられるかわかりませんが。 

 実はＡＤＭＥＲについても当初５キロメートルメッシュだったわけですが、自治体の

ほうからもうちょっと細かくならないのかという相談があって、それで１キロメートル
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メッシュのＡＤＭＥＲの開発に着手したということもありますので、まずこういったこ

とができないかという要望を言っていただくと、研究者も、あ、それならこういうふう

にやればということができると思いますので、そこは言っていただければ、できるでき

ないは別としてやっていくことが可能かと思います。 

○菊池委員 

 今お聞きしたことは、もう少し実務とかかわるような方々がいらっしゃって、これは

特にこういう模型が出てくると事前のハザードに係る投資コスト、つまりそういうこと

が起きないようにするためとか、またはその濃度を低くするための事前の投資コストを

自分たちが負担しているのだろうかという議論に使えるのだろうかという問合せもあ

ります。もう少しステップを踏んでいくと、訴訟との関係も考えられている人たちもい

らっしゃると思いますが、そういう人たちのところに情報が少しずつ渡りつつあるわけ

です。その人たちが本当に使えるのだろうかといったときの、先ほどの鈴木委員の話で

はないですが、信頼性ということからすると、どこが評価しているのだろう。第三者が

見ているわけではないでしょうから、そこら辺の御事情というのはありますか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 まだ第三者の方がこういった評価をしていただきましたというところまでは来てお

りません。13 ページのところで、今自主の研究として、さらにその辺の精度を高めてい

くことをやろうとしているところでございます。実はＡＤＭＥＲについても、もう 10

年前からつくり上げて、やっとここまでこぎつけているところがございます。経済分析

等についてはこのプロジェクトで、初めてとまでは言わないまでも出てきた部分でござ

いますので、まだまだこれからかなと思っている次第でございます。 

○平澤委員長 

  小林委員、どうぞ。 

○小林委員 

 今の関連ですが、英語の文書があるかどうかというお話があったと思いますが、それ

はできているのですか。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  一部できております。 

  プログラムの英語化ですか。 

○小林委員 

  プログラムは多分英語で。マニュアルの方で文書というのが出ていましたね。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  ＥＳＤについては、英文化してＯＥＣＤのほうに提供しています。 

○小林委員 

 これは当然ながら国内外への普及も評価委員会で出てまいります。できるだけ情報公

開というのは必要だろうと思います。 
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 もう一点は最後の評価のところで、実は達成度が一番低いのです。なぜかというと１

をつけている委員がいらっしゃって、その理由は何なのかいうのが少し気になります。

Ａ委員ですね。その方は目標が高かったのでしょうか。詳細が分からなければ結構です。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

  済みません、そこまでお聞きしておりません。 

○平澤委員長 

  ほかによろしいでしょうか。 

 このプロジェクトも目標を達成しており、それから実務的にも効果のあるような形に

今後整備していくという方向性を持って展開するわけなので、特にこの小委員会として

はコメントつける必要はないかと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ３つプロジェクトを今拝見しましたが、その３つまとめて一つ議論してほしいことが

あるので、説明者の方はそのままお残りいただきたいのです。実は私プログラムのこと

をずっと考えてきたわけですが、これは環境安心イノベーションプログラム基本計画と

いうことに基づく、環境安心イノベーションプログラムの中の３つの課題ということに

なりますね。だから基本計画というのがまずあって、それを実現していくためのプログ

ラムをおつくりになって、その中から第１の課題の場合は公募をおやりになった。２番、

３番については計画研究に相当するようなものなのでしょうか、それでおやりになった。

そうすると基本計画の中のどの部分をどのようにプロジェクトとして落としてやって

きているのかということをお話しくださると、基本計画、つまりプログラムの評価がで

きるようになるのではないかと思うのです。このことが１つです。 

 それからもう一つ、今回３つのプロジェクトについて有識者による評価検討会をおつ

くりになって、それぞれ評価しているわけですが、その必要があるのかどうかというこ

とです。政策的な観点からするならば、こういう詳細な評価までここでやる必要がある

のか。進捗・達成データはもちろん把握しなければいけないのですが、それらをまとめ

てプログラムとして評価すれば目的は達するのではないかということも考えられるわ

けです。 

 私自身は政策展開の効果的な運用のための評価ということから考えると、個別プロジ

ェクトをこのような有識者による会を組織しながら個別にやっていくというのはちょ

っと過重ではないかと思っています。それよりもむしろ逆に基本計画のプログラム化の

進捗状況を把握する有識者の検討会があって、そこに個々のプロジェクトのパフォーマ

ンスはこういうふうになっているということを御報告して、政策展開の部分に焦点を絞

った議論をしていただくということでいいのではないかと思っているのです。 

 その場合には、達成度に相当するものは御担当の方たちが判断することになろうかと

思います。今のようなプロジェクトレベルで個別にやっていたのを、一段上のところで

まとめてやる体制に持っていくことが妥当なのかどうか。現場のほうで、いやそうだと

ちょっと大変なのか、それともその方がより本質的な話ができるようになるとお考えな
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のか、こういうことをお聞かせいただきたいと思います。 

○説明者（化学物質リスク評価企画官） 

 ありがとうございます。何か 12 年前を思い出すようなお話でして、私も 12 年前に技

術評価の制度設計をさせていただいていたわけですが、実際自分でやらせていただいて、

正直言って今回負担的には結構負担で、１人の人間がこの事業に半年くらいかかわって

きたと思っています。ただ、やることが明確になっていますので、ある意味計画さえち

ゃんとつくればうまく進むというのが、今のプロジェクト評価だと思います。 

 平澤委員長がおっしゃったプログラム評価になりますと、意外と指標とかそういうの

をどこに持っていくのかというのがもう少し議論の中で明確になれば、あり得ると思う

のですが、現時点では、指標をどういう指標でやられるのかなというところが難しさを

感じるところでございます。 

○平澤委員長 

 プログラム評価をするときに、どういうポイントを押さえればいいかということは、

我々議論していた、あるいは大綱的指針の中にもあるＲＯＡＭＥＦ（ロアメフ）という

略語で呼ばれているようなものが１つのポイントの見本だということになっていて。そ

れ以外にも幾つか押さえなければいけない点があるかと思います。こういうものの枠組

みは提供することはできると思うので、そのマニュアルと言ったら変ですが、枠組みの

中で担当課として、具体的に対象にあわせてお考えになることは十分できるのではない

かと私自身は思っています。 

 私の問題提起としては、何年かの移行期間を持ちながら、より政策の評価の本質的な

ところに迫っていけるような評価体制に変わっていくのがいいのかな。単にプロジェク

トのよしあしとかその達成の状況だけではなくて、というふうに考えているのです。 

  この辺、産業技術政策課長あるいは審議官はどうのようにお考えでしょうか。 

○川上大臣官房審議官 

 正直言って非常に悩んでいるところが正直なところだと私は思います。今日委員方に

していただいているようなプロジェクト評価を個々に行っていくことについては、もち

ろん意義がある一方で、今企画官からもお話がございましたように現実に相当の負担感

があるということも事実であります。負担と、かつそこで出てくる評価の結果をどう生

かすかを考えた場合のバランスとして、それに見合う状況になっているかということを

考えたときに、平澤委員長がおっしゃるように、ある程度目的を同じくするものをくく

って、相対として評価するメカニズムのほうが望ましいのではないかという問題意識は

私どもとしても共有しているというか、私ども自身としてもそれは感じているというこ

とだと思いますし、方向としてはそういうことだと思います。 

 ただ、それを具体化するときに、今も議論がございましたが、何をどうやって評価す

るかということについてはまだまだ考えなければいけない部分が多いということで、お

答えになっているかどうかわかりませんけれども、そういうような状況だと思います。 
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○平澤委員長 

  技術評価室長は何かお考えがありますか。 

○岡本技術評価室長 

 私はプログラム評価により一層軸足を置いていくべきだと考えております。これは昨

年来皆様方にも御議論いただきました未来開拓型研究に係る新たな評価のあり方の中

でも、プログラム化ということを御議論いただいたこともございますし、それが１つの

目指すべき方向ではないかと思っております。その際、これはまた次回皆様方に資料を

御提供して御議論いただきたいと思っておるのですが、省内の私が所属しております産

業技術の中で具体的なプログラム化というものの検討を進めておりますので、それと具

体性のある話と抱き合わせにして、仮に個別研究開発課題に係る評価の部分を一定程度

削除するというか簡略化するのであれば、どの部分を削除するのが望ましいのかという

のもあわせて皆様の意見を聞きつつ議論していきたいと考えております。 

○平澤委員長 

 恐らく委員方いろいろ御意見をお持ちだと思いますが、例えば今日の第１のものは全

体で１億円ぐらいですね。こういうのは個別にやる必要はないだろう。多少悩ましいの

は２番目で、７億円ぐらいの規模になるものはどうだろうかということがある。とはい

え、この程度ならば個別には有識者会議を組織して評価するということはなくても、御

担当のところで把握できるのではないかと思っています。総事業費で 10 億円以上、も

っと言えば単年度で数十億円単位のものであれば、これは「プロジェクト」という言葉

がついているけれども、それはプログラム化という視点を含んだものとして扱って、そ

れについてはプログラム全体という観点から、あるいは言葉は混同されるといけないの

ですが、大きなプロジェクト全体のパフォーマンスを事前に、特に技術的なパフォーマ

ンスを中心にして専門家に議論していただいて、ここでもう少し政策的なインプリケー

ションについて議論することができるならば、それはそれでいいのだろうと。 

 だから悩ましいのは、どのあたりのところにしきい値を置くのがいいのかという点で

す。この辺は省内で御検討されて。一気に緩めてしまうとずぶずぶになるわけでこれは

よろしくない。だから担当課である程度厳格に把握できる範囲ぐらいであるならば、そ

れはお任せするのでいいだろうと思っています。 

  小林委員、どうぞ。 

○小林委員 

 将来的にはプログラム評価、あるいはプログラム化でよろしいと思うのですが、今回

のプログラムとしてスタートしていないものをどういうふうにまとめていくか、過渡期

だと思います。そこは数年かけて整理していくのが良いと思います。将来的にはプログ

ラムという単位で政策をつくっていく評価体系に持っていけばよいと思うので、そこの

ところは徐々にでよろしいのではないでしょうか。 

○平澤委員長 
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 そうですね。数年かけてやらざるを得ないと思います。この課題で言うならば、名称

は「環境安心イノベーション基本計画」だと思うのです。ここに「プログラム」が入っ

ているけど、要らないだろうと思います。「計画の基本計画」と言っているような感じ

になりますから。その基本計画を展開するプログラムが今回の３つの課題が含まれてい

る。まだほかにもあるかと思います。そうすると政策を展開していくプログラムが既に

位置づけられているので、基本計画の中のポジションの優先順位を考えてポジショニン

グしたものをどういう順序で展開するかということをプログラムとしてお考えになれ

ば、より有効な展開ができるだろうと思っております。今日のはそういうことを具体的

に考える非常にいい事例ではなかったか、考えやすいいい事例ではなかったかなと思う

のです。 

  鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 

 今日の最初の課題でも申しましたけれども、重金属フリーの顔料について黄色のもの

については結構見通しが出てきているわけです。この環境安心イノベーションプログラ

ムの上位目標というのは、危険な化学物質の代替物が世の中に普及するようにというこ

とだと思うので、そういう技術的な芽が出てきているものについては、それを普及させ

る政策までパッケージにして導入の補助金とか、環境規制は環境省の役目なのかもしれ

ませんが、時系列でのプログラム化も考えられたらいいのではないかというのは従来か

ら思っているところです。 

○平澤委員長 

 プログラムとしてこういう大きな枠組みを考えたら、必ずそこのところは入ってくる

わけです。前段としては必要としても、個別の物質開発にとどまっていていいという形

にはその場合はなり得ないですね。 

  菊池委員、どうぞ。 

○菊池委員 

 平澤委員長のお考えはよくわかるのですが、私自身が具体的なレベルに落とせないと

いう意味で、自分自身の頭の中で落とせないという意味ですが、幾つかあります。１つ

今回出てきたのは、途中で本来はＮＥＤＯ等がやっておけばそれで済んでしまうことが、

経済産業省に戻ってきてこのような体制でやるので、当然今の経産省の決まりからする

とこういう体制で評価が上がってくる。 

 もう一つは、委員長がおっしゃられた予算の大小は確かにいい指標であるのですが、

かといってこういうＥＵ指令とかＲｏＨＳの動き、世界の動きを考えると、一番最初の

話はむしろ今鈴木委員が言ったような物質上の問題ではなくて、もっと大きな政策のシ

ステムとして、どこがマネージしてどこが企画しているのであるから、それによってと

いうような意味での評価当然のことあっていいのではないかと思います。次の事業も同

様だと思います。そういうことからすると、コレッシーの重要度も踏み込んで、基本計
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画とどう関係するかというところまで踏み込んで、パッケージとして担当課の企画官が

マネージして説明してくださる。それに対して我々が何らかのコメントというのはあり

得ると思います。 

 そのときに、よく私なんかが過去の追跡評価で何十種類もプロジェクトが入ったよう

な巨大なメガプログラムをやってくれと言われても、片手間にはほとんどできない状態

です。非常に負担感がある。それから、いろいろな方々をアサインすると数名では無理

だとなると結構大きな母体になってくる。そういうことを考えると、もう少しハンドリ

ングできる原課というのがあるわけでしょうから、そこがハンドリングしてやっていた

だけるとよいと思います。それは宇宙分野みたいにパッケージ化されているならわかり

やすいのですが、どうしても原課を越えていろいろな影響が出てくる場合が多いはずで

すので、そこまでどうやってプログラム評価を原課にお任せしたらいいか、よくわから

ないというのが正直なところです。 

○平澤委員長 

 今のことをもっと時間かけて具体的に議論しないといけないと、私もある程度のこと

は考えているのですけれども、それはまた別の場で議論したいと思います。ただ、委員

おっしゃられたＮＥＤＯでも２段階で同じ構造で評価を行っているわけです。ですから

ＮＥＤＯについても、第１段階のプロジェクトレベルで個別にやらなくてもいい部分は、

もっと上のレベルを強化するということで、そっちに吸収すればいいだろうと思います。 

 それからもう一つは、第１の課題についてはプログラムという観点から見ると物質探

索という話になるわけで、これはもう少し小さい玉を多くの研究者にやってもらう。そ

れで公募されたのだと思います。そのほうが普通なわけです。その中で有望な物質が出

てきたときにそれの実用化云々という話になっていくと思います。ですから、そのフェ

ーズを考えてプログラム設計をするとすれば、やや大きなお金と言っても知れているけ

れども、大学の研究室で考えてああいう無機物質を合成するだけだったら、そんなにお

金がかかるはずはないと思いますので、分散型で多数の研究者の協力を得て実施する。 

 というように、もう少し大きいレベルで考えていくことを中心にするとどうなるかと

いうことを今後議論したいということで、今日のところはよろしいでしょうか。 

  吉本委員、何か一言おっしゃりたかったようですが、違いますか。 

○吉本委員 

 今は過渡期ではないかと感じています。委員長がおっしゃるようにプロジェクト評価

をやり過ぎると非常に負担が大きくなりますし、本来はプログラム評価でよいと思うの

ですが、これまで国家プロジェクトの評価にかかわった経験から言わせていただきます

と、プログラムの下にプロジェクトが束ねられているだけで、プログラムに実態がない

というケースが少なくありません。長期にわたるプログラムになると、原課も担当者が

替わってしまって、誰も把握していない。ただし、今後の望ましい姿としてはおっしゃ

るとおりかと思います。 
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 あとプラスアルファですが、私は今日の資料はすごくわかりやすいと思っています。

今までいろいろなプレゼンを聞く機会がありましたが、本日の資料は一つ一つの資料の

作り具合が非常にわかりやすかったので大変ありがたいと思いました。 

○平澤委員長 

  それではよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 時間の進行から言うとちょっと押している感じですが、鉱山・火薬類監理官付の方に

お待たせして申しわけ訳ありません。次は先進型坑廃水処理技術開発が１件、15 分でお

願いいたします。鉱山・火薬類監理官付、どうぞ。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 鉱山・火薬類監理官付の橋場でございます。お手元の資料６と補足資料－４に基づい

て御説明させていただきます。 

 補足資料－４の２ページ目、プロジェクトの概要でございます。この事業は私ども鉱

山の保安を担当している課でございまして、鉱山と言っても金属鉱山、日本ではほとん

ど操業していないということで、既に閉山している鉱山、休廃止鉱山から重金属を含ん

だ坑廃水が出てきているということで、この水に対して水処理、中和処理して現在きれ

いな水にして、排水基準内にして河川に放流することを行っておりますが、半永久的に

処理を行わなければいけないという課題がございまして、いかにこのコストを削減でき

るかというところが課題になっているわけであります。この課題に技術開発を使って対

応しようということで、このプロジェクトについても、中和処理に使用する中和剤、発

生する殿物の量を削減してコストを減らそうという発想でございます。 

 この事業は平成 20 年度から 23 年度の４年間実施されまして、予算総額は 3.2 億円で

ございます。 

 委託先の実施者は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）、

ＤＯＷＡテクノエンジン株式会社の２者に委託しております。 

 次のページですが、このプロジェクトの目的・政策的位置づけです。目的については

先ほど御説明しましたが、坑廃水処理費の低減を図るために、鉄酸化バクテリアを使っ

た中和ということで、これによって従来に比べ中和殿物の大幅な削減、ランニングコス

トの削減を図るという目的でございます。 

 政策的位置づけとしては、法律的な根拠は、私どもが所管している「金属鉱業等鉱害

対策特別措置法」というのがございまして、この第４条に、経済産業大臣が 10 年間の

鉱害防止事業計画である基本方針というものを定めておりまして、その基本方針の中に、

下線に書いてありますように、「コスト削減に資する技術開発を更に推進」という言葉

が入っております。 

 次のページですが、施策体系図における位置づけということで、これまでも下の図に

ございますようなさまざまな技術開発に取り組んできておりますが、この中で特に坑廃

水処理の高度化、殿物の減容化というテーマで、鉄酸化バクテリアを利用した２段中和
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の処理技術を今回行ったわけでございます。 

 次のページが政策的位置づけ、国の関与の必要性ということで、金属鉱業の鉱害とい

うものは、一般産業と異なって、事業が終了した後も、半永久的に出てくる重金属を含

んだ水を処理しなければならないという特殊性がございまして、これを放置すると下流

への健康被害、農作物被害といった社会問題を引き起こすことになります。 

 既に鉱業権を放棄した鉱山も幾つかございまして、そういうところは現在地元の自治

体が税金を使って水処理を行っている現状でございます。このような収益性のない水処

理のコスト低減ということで、企業が市場原理が働かない分野の技術開発ということで、

国が先導的に実施する必要があるというものでございます。 

 参考として、こういった水処理事業について、国は毎年約 20 億円の補助金を投入し

ております。日本全体では休廃止鉱山の水処理費に毎年 35 億円の費用がかかっている

現状がございます。 

 次に３．目標でございます。この一覧表にございますように、全体目標としては、中

和殿物の発生量を従来よりも 30 パーセント削減するという大目標がございます。この

要素技術としては、まずは室内試験、実証試験、全国休廃止鉱山データの調査・解析と

いう３項目に分けておりまして、一番メインになってくるのは実証試験でございます。

現在実証試験の場所は北海道の洞爺湖の近くにある幌別硫黄鉱山ですが、ここに 100 分

の１スケールの実証試験設備をつくりまして、それで処理性能を確認してまいりました。 

 その中で目標・指標ということで、実証試験のところに丸が５つ書いてございますが、

数値目標として、発生殿物量を平成 17 年度の実績比 30 パーセント減、中和剤の使用量

を 15 パーセント減、殿物輸送・脱水エネルギーを 30 パーセント減、殿物処分コストを

30 パーセント減、ランニングコストを 15～25 パーセント減という目標設定を行いまし

た。 

 この目標設定の根拠としては、右の欄に書いてございますが、この事業の前段階とし

て、平成 17 年から 18 年にＪＯＧＭＥＣによる調査・研究ということで小規模の調査を

行っておりまして、そこの調査結果をもとにこのような目標値を設定しております。 

 次のページが処理プロセスでございます。３つ書いてございまして、一番下が今回や

ろうとしている処理プロセスであります。一番上の処理プロセスは、現在行っている幌

別硫黄鉱山の坑廃水処理プロセスであります。ここでは二段中和で炭酸カルシウムと消

石灰のアルカリ剤を使った中和処理を行っておりますが、どうしても薬剤の使用量が多

い、殿物の発生量が多いということでございまして、一番下の鉄酸化バクテリアを使う

ことによってまずは薬剤の使用量を減らしてやる。それによって殿物の発生量も減って、

全体的なコストダウンにつながるということで取り組んでまいりました。 

 次のページはモデル鉱山の概要で、北海道洞爺湖の脇にある幌別硫黄鉱山という硫黄

鉱山でございます。これは昭和 48 年に閉山しております。水量は毎分４立方メートル

で、融雪時期になると３倍の 12 立方メートルということです。特に特徴的なのは、硫
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黄鉱山の特徴としてｐＨが非常に高い強酸性ということで 1.8。これがこれまで鉄酸化

バクテリアを使った二段中和が難しい阻害要因になっておりました。 

 次に成果、目標の達成度でございます。室内試験はここに書いてあるとおりでござい

ます。 

 実証試験は、当初の５つの指標に対して、成果が右欄に書いてあります。右欄に書い

てあるように、いずれも数値目標を達成できました。 

 それから全国休廃止鉱山データの調査・解析についても、当初の目標に沿った形で調

査を実施しております。 

 次のページは実証試験設備、100 分の１スケールの写真になります。現在は撤去して

全てなくなっております。 

 13 ページ以降は細かくなりまして、時間の関係で割愛させていただきますが、これま

での実証試験の成果ということで、13 ページは酸化工程における返泥量と泥濃度の確認

です。 

  14 ページは、実証試験で殿物の脱水性、溶出性の確認です。 

  15 ページは、融雪期の水量変動への追随性です。 

  16 ページは、バクテリアの酸化限界の確認です。 

  17 ページは、長期実証試験による水量・水質状況です。 

  18 ページは、長期実証試験の結果を記載しております。 

 19 ページ目が実証試験の成果で、その成果目標の一つである中和剤の削減でございま

す。これが平成 17 年度の水処理実績との比較ということで、現在使っている中和剤の

炭酸カルシウムと消石灰ですが、こちらを換算してそれで比較したところ、19.8 パーセ

ントの減になった。 

 次のページは発生殿物量の削減で、これも中々わかりづらいかもしれませんが、17 年

度の実績と比較するために換算を行って、最終的に 37.6 パーセントの削減になった。 

 次のページはエネルギーコストで、これは３種類の殿物の処分方法を想定しておりま

す。場内処分、場外埋立処分、場外焼却処分。現在は場内処分をしておりますが、場内

の埋立場がかなりひっ迫しており将来的には場外に持っていく必要があるということ

で、場外の埋立、それから焼却という３つのケースで比較しております。いずれも削減

率は約 50 パーセントになりました。 

 それから、殿物処分コスト試算でございます。こちらも３つの処分方法で比較して、

37.6 パーセントの削減率になっております。 

 ランニングコスト試算ですが、こちらも３つの比較でございます。 

 24 ページに、全体の５つの目標に対する数値目標の実績を一覧表にしております。こ

こにあるように成果目標に対して、それぞれ削減率が達成できたということになってお

ります。 

 次に全国休廃止鉱山データの調査・解析ということで、この技術が全国の鉱山に適用
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できるかどうかという簡単な調査をしております。その費用対効果の検証が 26 ページ

の表でございます。一番左の欄に幌別硫黄鉱山以外は片仮名表記をしております。特に

処理原水のｐＨが４以下で、かつ二価鉄を主体とする処理場を抽出して償却年数を試算

したところ、結果的には幌別硫黄鉱山が強酸性で処理量も多いということで、中和剤を

多く使っていることもあり、償却年数が一番短くなったという結果になっております。 

 次に 28 ページ、事業化の見通しでございます。結果的には事業化については、最初

のポツに書いてございますが、今後、自治体とか鉱山会社により実用化が期待されると

いうことであります。 

 一方で、２つ目のポツにありますように各処理場の条件があって、水質、水量、各種

条件によってそれぞれ適用可能性も変わってくるということがございます。 

 ３つ目のポツでございますが、結果的に幌別硫黄鉱山が本プロセスの有効性が最も高

いという結論になっております。 

 ４つ目のポツにありますように今後大規模な初期投資額が必要となりますが、この設

備の老朽化に伴う設備更新の機会に合わせた導入が期待されるということで、今までの

説明には出てこなかったのですが、今回の幌別硫黄鉱山にこのプロセスの処理設備を導

入した場合に約７億円の初期投資がかかってくるということで、この初期投資をいかに

確保するかというところが課題になっているわけでございます。 

 一番下のポツですが、本技術のノウハウをＪＯＧＭＥＣに蓄積して、引き続き関係機

関への普及・広報に努めて、自治体とか鉱山会社における事業化を目指すということで

ございます。 

 波及効果が次のページです。波及効果としては、処理費の大幅な削減が達成可能とい

うことなのですが、鉄が主成分であって、ｐＨが低い坑廃水に対して経済的なメリット

が多い。坑廃水処理量が多いほど経済的メリットが多いということ。 

 ３つ目のポツにありますが、今後は資源の確保という観点から、海外での資源開発と

鉱害防止対策をパッケージとした海外展開も可能性としてあるのではないかというこ

とであります。 

 最後のポツは、他産業への応用ができるかどうかということです。現時点では事例は

少ないですが、同じような工業廃水で利用可能な技術ではないかということで、ここは

まだ検討の余地が残されています。 

 次に 31 ページ、研究開発計画でございます。４年間かけてやってまいりました。最

初の３年間で実証試験設備をつくりまして、２年目からそれぞれ試験を開始して、最終

年度の平成 23 年度に総合実証試験をやって、設備撤去を行っております。 

 実施体制については、経済産業省から委託先としてＪＯＧＭＥＣ、ＤＯＷＡテクノエ

ンジンに委託しております。 

 33 ページですが、資金年度配分はトータルで３億 1,700 万円をかけております。 

 費用対効果でございますが、ここでは鉄の濃度が高くて、ｐＨが低くて水量が多いほ
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ど経済的なメリットが大きいということであります。９つの処理場での試算結果では、

幌別硫黄鉱山が最も償却年数が短かったということであります。 

 それから、下のほうに書いていますけれども、幌別硫黄鉱山への概念設計ということ

で試算して、処理能力 12 立方メートル毎分の場合だと６億 9,200 万円の初期投資が必

要になる。8 立方メートル毎分ですと６億 1,100 万円が見積もられております。 

 それから、７-１．評価検討会ですが、５名の先生に委員になっていただきまして、

これまで議論を２回してまいりました。主に水処理の専門の先生方を中心に構成されて

おります。 

 ７-２．総合評価ですが、４つ丸がございまして、最初の丸では、このランニングコ

ストの大幅削減は意義が大きいというコメントをいただいております。目標指標を大幅

に上回る研究成果が得られたということで、事業化への見通しが明確にされた。今後は、

汎用的な処理システムの確立が必要になってくる。一番最後の丸ですが、他鉱山への適

用可能性というのは、いろいろな仮定が多過ぎて実現性が欠けるという御指摘もいただ

いております。 

 評点結果でございますが、この棒グラフにございますように、全体的には比較的高い

評価をいただいたと受け止めておりますが、１つだけ４．の事業化、波及効果のところ

が２点を下回っているということで、当面この事業化の見通しが立っていない。技術は

確立されたのですが、あとは初期投資の問題で事業化の計画がまだ決まっていないとい

う点や、ほかの鉱山や海外への波及効果に不透明な点があることから、ちょっと低い点

になっております。 

 最後に、８．提言及び提言に対する対処方針でございます。１．は今後も鉱害対策事

業に対する研究開発を実施すべき。 

 ２．も同じようなことですが、こちらについては私どものほうも引き続き、こういっ

た鉱害防止に関する研究開発や支援策を主導的に実施していきたいと考えております。 

 ３．で海外展開のことを指摘されております。こちらについてはＪＯＧＭＥＣ等を通

じて、特に日本企業が海外で展開するときに、こういった技術が導入できるかどうか常

に検討していきたいと考えております。 

 ４つ目の御指摘ですが、こちらは学術的な根拠を明らかにするために、学あるいは研

究機関との連携が必要だったのではないかという御指摘をいただいております。事業実

施の際に委員会を設立しておりまして、ここには学識経験者に入っていただいておりま

すが、今後は実施者としても、学識経験者に入っていただくことも検討していきたいと

考えております。 

 最後に、鉄酸化バクテリアの処理とは別な話ですが、鉱山の坑廃水処理に対してはパ

ッシブトリートメントと言われるような、人工湿地による自然の浄化作用を利用した処

理が非常にコストダウンにもつながるということで、欧米などでは既に導入されていま

す。こういった技術開発についても、既に私どものほうでも基礎的な研究に取り組んで
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いるということで、今後重点的に取り組んでいきたいと考えております。 

  簡単ですが、以上でございます。 

○平澤委員長 

  どうもありがとうございました。 

 これは酸性の強いところで鉄が二価の状態で溶けている。それを多少中和してｐＨ４

以上にすれば鉄酸化菌は生息できる。そこで鉄を二価から三価に酸化してやると水溶性

がなくなるから、沈澱として落ちてくる。原理的にはそういうことでいいわけですね。 

 それで中和剤が少なくて済むというのは、従来はどうやっていたのですか。ｐＨ７に

なるまで中和するということだったのですか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 従来は炭酸カルシウムと消石灰による二段中和で、ｐＨ７以上にまで上げてそれで落

としていたということで、かなり使用量が多かったということです。 

○平澤委員長 

  二価のままでもアルカリ性にしてやれば、鉄は沈澱するからということですね。 

  大体様子は分かりました。太田委員、これは得意なところですね。 

○太田委員 

 いろいろ目標が設定されていて、さっきの評点結果などを見ても結構目標の妥当性と

いうのを書いてあります。ただ結果を伺うと、目標は達成したけど償却年数で使えると

ころが非常に限られたところであるということは、目標の設定が多少甘かったというか、

もう少し実際の産業界というか、やっている現場の条件を当初から酌み取れるようにし

ておけば、もうちょっと何かできたのかなという気がしないでもないのです。 

○平澤委員長 

  その辺はいかがでしょう。そのときは多分御担当ではなかったと思いますが。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 国内のほかの鉱山への展開という観点で申しますと、幌別硫黄鉱山は非常に特種な鉱

山でございまして、既に事業者がいなくなって、地元の自治体が水処理している。日本

では大きく２つか３つぐらいございますが、一番大きいのが岩手県の松尾鉱山でござい

ます。松尾の場合は年間５億円の水処理費がかかっている。幌別硫黄鉱山についても 2.6

億円ぐらいの処理費が毎年かかっている。このコストをいかに下げるかを重点的に考え

ながら、そのあと国内展開もできないかという観点で実施した結果、幌別硫黄鉱山の適

用可能性を最優先に考えたということでございます。 

○太田委員 

 もう一段考えて、例えば 200 年の償却では話にならないですね。目標となるのは、我々

の常識だと 20 年以内で償却する。それはプロセスでわかりません。 

○平澤委員長 

  10 年だね。 
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○太田委員 

 今いろいろな寿命が 10 年と言われると、私も立場上困ることがいっぱいあります。

それはともかくとして、ある程度やらなければいけないのですが、例えばバクテリアを

変えるとか、これはいろいろな種類がありそうですね。そういうことをもう一段進めれ

ばこの方法がさらに一歩行くのか、最後にあったように池で沈澱させたほうがより効果

的ですよというところでおさまるのか、その辺はどうなのでしょうか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 ほかの技術の話になってくるとわからないのですけれども、今回は技術的には目標達

成できたということで、最終的には設備の初期投資コストの問題ですので、うまく幌別

硫黄鉱山についても設備更新のタイミングがくれば、この技術が導入できるのではない

か。現時点ではまだしばらく現在の設備が使えるということですので、近いうちにこの

技術が導入できるのではないかと考えております。 

○平澤委員長 

  どうぞ、森委員。 

○森委員 

 ケミカルと違って生物の場合は、どうしても生育条件がいろいろあるのではないかと

思います。特に温度条件が気になるところです。幌別硫黄鉱山の場合、例えば何月から

何月はちゃんと働いたけど、何月はうまくいかなかったとか。どうしても生き物の場合

は温度条件が結構あって、微生物をやっている先生は温度管理が大変なのです。これは

状況によって効率が変わっていたということはないのでしょうか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 ここで長期試験をやったのは３か月程度です。岩手県の松尾鉱山でも同じような鉄酸

化バクテリアの処理をやっていて、あそこも寒いところなのですが、そんなに温度に対

する影響はないという知見がありまして、そういった意味ではそんなに問題になってな

かったと聞いております。 

○森委員 

 確かに坑廃水で地下水ですから、出てくる水の温度はほぼ一定かと思いますが、プラ

ントの環境条件依存性について気になるところがあったということです。 

○平澤委員長 

  ほかにいかかでしょうか。 

○小林委員 

 よく理解できなかったことがあって、全体版の評価書を見ているのですが、幌別硫黄

鉱山についてはうまくいったという理解でいいのでしょうか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

  そうですね、技術的にはうまくいきました。 

○小林委員 
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 うまくいったけれども、一方でＤ委員が、パイロットプラントを有効に利用できなか

った点は今後の課題とすべきであるとおっしゃっているのは、どういうことでしょうか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 これは設備撤去の際の有効利用の話でございまして、この実証プラント 100 分の１の

プラントを撤去するときにほかに有効利用できたらいいんじゃないかと委員の先生か

ら御指摘がありました。実際には近くに同じような水処理をやっている鉱山がございま

すので、そこに使えるかどうかという検討もしたのですが、最終的にはコスト的に合わ

ないということで断念して撤去、スクラップにしております。 

○小林委員 

 それは初めから実証のためだけにつくるという計画でやっていたからという指摘で

すね。初めから使えるようにすればよかったのではないかと。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

  そういう意味も入っていると思います。 

○小林委員 

  それは可能だったのですか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 それは 100 分の１ですので、それを他で使えるかというのは難しかったのではないか

と思います。 

○平澤委員長 

  ほかによろしいでしょうか。 

○菊池委員 

 この程度の技術的なイノベーション効果というと、やはり数字を見てしまうと。ビジ

ネスとして考えたときに研究開発費も計算して、それからその後の設備でも、これ 15

年ではなくてものすごく増えるわけです。そこからするとビジネス感覚でいけば、これ

を導入するインセンティブはないですね。だとすると、あとは別なロジックでやらざる

を得ないとなると、何らかの規制をするとか、別途の補助金でやるという話になってし

まうのでしょうけれども、もう少し別なすごい能力を持ったバクテリアはいませんかと

いう感じかな。 

○平澤委員長 

 私はこんなふうに考えるのですが、先の３つの課題にしろ、この課題にしても、市場

があるような対象ではないですね。こういうのを私は「社会的課題」と呼んでいいだろ

うと思っているのです。その社会的課題の場合には、しかしながらその処理の仕方が、

例えばこれに対して実際にやっている処理の仕方もあって、それらとのコストの比較は

当然やるわけですね。その観点から菊池委員おっしゃるようなインセンティブがどこま

であるかという話になってくると思います。ただし社会的課題の場合には、ほとんどは

公的資金でバックアップしないとこれは実現しないわけですので、沈殿物を積んでおく
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場所の大きさ、処分場が大きくなるとか、そういうことを全て考えた上で実際にコスト

が小さくなれば、それはやる価値があるという感じだろうと思うのです。 

 いずれにしろ、営利企業がこの技術を生かして商売をやりますという話ではないわけ

です。とはいえ、その場合にコスト感覚が甘くなってしまうのをどのように管理してい

くのか、こういうことに多分なるのでしょうね。実際には事業者は今おっしゃったよう

に自治体であるとか、あるいは鉱山を持っている鉱山会社の後処理の話になるわけです。

ここの部分は、鉱山会社ならできるだけ安くできる方法を当然選ぶわけですね。 

○菊池委員 

 そうだとすると先ほど小林委員が言われたように 100 分の１ではなくて、実機に近い

形で初期に設定したほうがよかったみたいな話ですね。 

○平澤委員長 

 私は撤去しちゃったというところが何となく引っかかるのですよ。15 年でペイするな

らば一部をこれでやり続けたっていいのではないかと。ただし、100 分の１のスケール

というのは実際に出てくる水量の処理で、やはり手間ばかりかかるという話になります

ね。 

○小林委員 

  次のステップが必要ですね。 

○平澤委員長 

  そういうことですね。でも、一気に実機開発というわけにはいかないよということで

すね。 

○菊池委員 

  分かっていますけれども。 

○森委員 

 規模の経済性が働いても良さそうなシステムだと思うのですが、余り望めないのでし

ょうか。100 倍にすれば結構固定費が下がるような気がするのですけど、だめですかね。 

○平澤委員長 

 もう一つは、ほかの鉱山というか、ほかの廃水では余り効果を持たない一番の原因は

何になるのですか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

  水質と水量の違いというところです。 

○平澤委員長 

  水質がどういうふうに違っているのですか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 特に幌別硫黄鉱山の場合は水量が非常に多くて、ｐＨも低いということで、薬剤試料

がもともと多かったということがございます。ほかのところはｐＨも幌別硫黄鉱山より

も高いということもありますし、水量も比較的少ないところが影響していると思います。 
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○平澤委員長 

  従来の処理法で、それほどコストをかけないでできているということですか。 

  鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 

 先ほどから話題になっているプログラムとして見ると、廃水処理の高度化以外にも、

パッシブトリートメントとか発生源対策ですか、水が余り出ないようにするとか、そう

いうものを組み合わせて総合的に効果が得られればいいと思うのですが、ほかの代替的

なものとの組合せの可能性は考慮されているのですか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

  この技術との組合せという意味です。 

○鈴木委員 

 幌別硫黄鉱山の特化した話として考えると、一番コストが安くなる組合せがあると思

うのです。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 そういう意味では発生源対策というのは、まず水質を良くして減らすという発生源の

工事はどこの鉱山でも先にやって、それでも水が止められなければ水処理を行うという

段階で踏んでいるわけです。あとは水処理の仕方をどういうふうにやっていくかという

ところで、パッシブとの組合せというのは、今度は逆にパッシブに適した水質とか水量

もございますので、その辺の兼ね合いで、検討はしているのですが難しいところはござ

います。 

○鈴木委員 

 最初の全体の施策の位置づけを見ると、パッシブトリートメントの技術開発は終わっ

ているのですね。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

  これから始めようとしているところでございます。 

○鈴木委員 

  平成 20 年から 22 年というのは調査ですか。 

○説明者（金属鉱業等鉱害対策官） 

 基礎的な研究でございまして、来年度以降に実証規模でやっていきたいと考えており

ます。 

○平澤委員長 

 鉱山廃水の特に鉄なら鉄に限定してもいいのだけど、それをどういう形で処理するの

が普遍的にというか、より広い範囲に適用できるやり方としてあり得るかというのは、

プログラムの観点から計画をつくってみると、もう少し詰めることができたかもしれな

いですね。今のように廃水量は止めようがないのだというところから始めると、技術開

発をすればいいという感じになってきますね。というわけで、これもまた将来プログラ



 - 43 -  

ム化を考えるときの１つの事例として非常に面白いというとあれですけれども、いろい

ろ考えるべき示唆があるかと思います。 

○菊池委員 

 プログラムのことを考えていたのですが、こういう状態であれば、電力は省エネルギ

ーのシステムをどこかからべたっとくっつけて、汚泥処分はまた何か別な舗装材に使う

とか、建築材に使うといってインカムを増やすという発想をとってもいいわけですね。

それでバクテリアもうまくいけばいいやという発想で、もっと複合的に考えてよいとい

う話になりますね。そうするとそこのプロジェクト設計というよりも、プログラム設計

なのかわからないけど、そこら辺はどういう評価が入るのだろうか。余り入らないので

しょうか。 

○平澤委員長 

 結局プログラム化するときに、ニーズ側から考えて、例えば既存の処理方法だとする

とコストがどれぐらいだということで、一番大きいのはコストなので、コストを既存の

ものより安くできるようにするところに目標を立てるべきです。例えば３分の２ぐらい

でできるようなものにしたい。そうすると処理だけではコストが高くなるけど、水量が

多いのだったらそこで省水力発電を組み合わせると、電力が一部賄えるからコストが落

とせるとか。どこまでどういうふうにして複合化すれば、コスト目標に合うようにでき

るかというさまざまな工夫をすることになるだろうと思います。その種のアプローチに

していけば、水処理だけでコストがうんと高くなるから使えませんねと言っておしまい

になるようなケースは避けられると思います。 

○菊池委員 

 そうだとするとこのプロジェクトの立案をする、いわゆる設計をしたときの問題なの

かなと思います。 

○平澤委員長 

 ですから、まさにプログラム設計で、その中でも特にターゲットを何にするのか、プ

ログラムの目標を何にするのかというところで、かなり性格が違うものになる。 

○菊池委員 

 実は経済産業省が実施しているほかのプログラムの中で、今から 15 年ぐらい前には

先導的研究のような形で、フィージビリティースタディ等、いろいろなものを仕組んだ

時代がありましたが、今やっていない。ほとんどやれない状態でいるのかなという感覚

が非常に強いです。今流れているプロジェクト、プログラムというのは余りそういうの

は無いような気がします。昔の工業技術院の 1990 年台の前半ぐらいのところでは、ち

ょっとあったはずです。でも、それがないという感じがしています。 

 それからもう一つ、それをきっかけに出てきたかどうかわからないけれども、補正予

算関係でぽんと出てきて、ものすごく短い期間にプログラム、プロジェクト設計がなさ

れて動いてしまった。それでずっと来ているというケースは結構いろいろなところで目
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にします。そうするとその場合のプロジェクト、プログラム設計というのは、我々事前

の評価を去年担当した経験からすると、もう少し時間をかけないとだめなんじゃないか、

または多くの人手をかけないとだめなんじゃないかという感じがします。決まってしま

ったものは、その後どうにかしましょうというのはいろいろな人たちが努力するのだと

思いますが、どうもプログラム評価というところになると、そこへ踏み込まないとだめ

なのでしょうか。 

○平澤委員長 

 そういうことに結局はなると思います。ですから先ほどの見積もりで言うと、基本計

画のようなものをつくられて、そこのところで戦略があって、それを受ける形で実現し

ていく具体的な計画としてのプログラムというのが設計されていく、そんな順序になる

わけですね。 

  森委員、どうぞ。 

○森委員 

 どうしてもプロジェクト評価という形になりますと、個々のプロジェクトの細かいと

ころに我々の目が行ってしまって、本来このプログラム全体としては何が目標、プログ

ラムとしての目標は何であり、それぞれのプロジェクトはどこに位置づけられたかとい

う視点がどうしても弱くなってしまうところがあるのです。もともとのプログラムの中

に、今回は自治体が現にお金の点でいろいろ苦労しているから、何かそれは少しでも解

消しようというように非常に現場のニーズに近いところのものもあれば、最初のはもう

少し商売、ビジネスに近いところのものもあったりいろいろレベルはありますが、全体

を見たときに、それぞれのプロジェクトはどこにどう位置づけられたのかというのは、

我々としてももう一回復習しないといけないところができる。そうすると何か抜けてい

るところがひょっとしたらあったのじゃないかということを考えて、何か抜けたステッ

プがひょっとしたらなかったかということを考えなければいけないと思います。 

○平澤委員長 

 大分時間が過ぎていて４時半ぐらいのつもりなのですが、最近はＦＳ（フィージビリ

ティースタディ）に相当するような設計段階の詰めというのが少ないのではないかとい

うお話がもう一つあった。いや、そうではないよなのか、あるいはこういう理由でそう

なのだというのは。 

○川上大臣官房審議官 

 これはもう私の私見になりますが、菊池委員御指摘のとおり、昔に比べるとそういう

過程が減っていると思います。これはどうしてかというと、昔は研究開発自体が組織と

してプログラム性があって、例えばサンシャイン計画とか、ムーンライト計画とか、大

型プロジェクトとか、そういう組織的なマネジメントを行った上で、その大きなプログ

ラムの中でどういう課題にチャレンジするかということが継続的に検討されていた状

況がございました。ただ、それが廃止されて、むしろ個別のプロジェクトを実施する体
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制に私どももなりましたし、その間国の予算も減り、かつ統計的に見ると全体が短期化

しております。そういったような状況で今日に至っている。したがって、それぞれ個別

のプロジェクトを立てるときに、きちんとしたというと語弊があるかもしれませんが、

フィージビリティースタディという過程を経て熟度が昔に比べると総体的に低下して

きているのが正直なところだと思います。だから現状がどうかということについて言え

ば、これは何とかしなければいけないという問題意識を我々は持っているということで

あります。そこのところを政策的には考えていかなければいけない状況だと思っていま

す。 

○平澤委員長 

  よろしいでしょうか。 

 今日の課題の４件目の結論としては、これは特段の意見なしということでよろしいか

と思いますが、それはよろしいですね。 

  ということで、どうもありがとうございました。 

 一応今日予定した４件の評価はおしまいということで、次にその他の議題について何

かあれば事務局からお願いいたします。 

○岡本技術評価室長 

 次回ですけれども、既に皆様方には御連絡させていただいておりますが、３月 12 日

火曜日午前９時からこの別館５階の 509 会議室にて開催を予定しておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○平澤委員長 

  それでは、長時間どうもありがとうございました。 

 

――了―― 


