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１．プロジェクトの概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

平成１９年度～平成２３ 年度 （５年間） 

４．６５億円 
（平成１９年度：１．２０億円平成２１年度：１．０６億円平成２１年度：１．０６億円  
平成２２年度：０．７６億円 平成２３年度：０．５７億円） 

独立行政法人産業技術総合研究所 
株式会社三菱化学テクノリサーチ（平成２０年度まで） 

独立行政法人産業技術総合研究所 安全科学部門 副部門長  
 副部門長 吉田 喜久雄 

 本プロジェクトは、リスクが懸念される物質の代替化が同一用途の
物質群（以下、「用途群」という。）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、費用対効果等の社会経済
分析をも行える「リスクトレードオフ解析手法」を開発した。 
 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・溶媒、金属類(以下「４つの用途群」という。)ごとにリスクトレード

オフ評価書及びリスクトレードオフ評価指針を策定し、事業者（団体）
等による評価において広く活用できるように公開した。 
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２．プロジェクトの目的・政策的位置付け 
●本事業に関連する国の計画 

 ○第３期科学技術基本計画の分野別推進戦略（平成１８年３月、総合科学技術会議） 

  ◆環境分野 政策目標：環境と経済の好循環に貢献する化学物質のリスク・安全管理を実現する。 
 

重要な 
研究開発 

課題 
重要な研究開発課題の概要 

研究開発目標 ○計画期 
 間中の研究開発目標、◇ 
 最終的な研究開発目標）  

3４ 環境動態解析と
長期暴露影響予
測手法 
③-9 
 

残留性物質や過去からの負の遺産のヒトお
よび生態系への影響評価とそれらの長期予
測を行うため、発生源や暴露経路、暴露量等
を推定可能な高度動態モデルを開発する。 

○2010年度までに、ESD(Emission Scenario Document)ベースの精緻
な排出量推計手法を開発する。 
○2010年度までに、製品からの直接暴露に対応する暴露評価手 
法・リスク評価手法を開発する。 
○2010年度までに、地域レベルから広域レベルまでの地域スケール
に応じた環境動態モデルを開発する。 
 【経済産業省】 

４０ リスク管理に関わ
る人文社会科学 
③-9 
 

リスク管理の優先順位と手法を選択する際に
重要となるリスク便益分析、より効果的なリス
クコミュニケーション手法、より満足度の高い
合意形成の手法など、広く人文社会科学的な
見地から開発する。 

○2010年度までに、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手法を開発する。 
 【経済産業省】 
 

●本事業に関連する経済産業省の計画・提言   
○イノベーションプログラム基本計画 
  ◆環境安心イノベーションプログラム基本計画 
   《研究開発内容：化学物質総合評価管理》 
 「化学物質のリスクを共通指標で比較、検討し、

事業者等における代替物質の選択の際に、リス
クの相互比較が可能となるリスク評価手法およ
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２０１１《化学物質総合評価管理分野》 
 2010年～2020年「化学物質管理の第３世代 リスクトレードオフに基づく管理」 
【技術課題】 
(7)化学物質間のリスク（代替物質のリスク等）を考慮したリスク管理手法 
(10)人の健康リスク・生態系リスクの統一指標 
(11)人の健康の様々なエンドポイント（例：発がん性、感作性等）の統一指標 
(13)費用対効果の評価手法 
(14)データ等の不確実性を前提としたリスク管理手法 
(15)目的やデータの質や量によって最適なモデルを選択する方法 
(16)不確実性を反映したリスク指標 
(17)不確実性を反映した暴露指標 
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３．目標（１） 
本プロジェクトは、リスクが懸念される物質の代替化が同一用途の物質
群（以下、「用途群」という。）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、費用対効果等の社会経済分析をも行える
「リスクトレードオフ解析手法」を開発する。 
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・
溶媒、金属類(以下「４つの用途群」という。)ごとにリスクトレードオフ評価書

及びリスクトレードオフ評価指針を策定し、行政等による規制や事業者（団
体）による評価において広く活用できるように公開する。 

●研究開発項目 
①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 
②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 
③地域スケールに応じた環境動態モデルの開発 
④環境媒体間移行暴露モデルの開発 
⑤リスクトレードフ解析手法の確立 
⑥４つの用途群の「用途群別リスクトレードオフ評価書」の作成 
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３．目標（２） 
要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 

①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 

○４用途群（工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、溶剤・溶 

媒、金属類）の化学物質を対象とした環境排出量推算式 

を導出するとともに、ESDを作成し、公開する 

 

 

○ESDで推定される排出量を既報のデータ等を用いて検 

証し、妥当性を確認する 

○暴露情報がない化学物質では、環境動態モデル(大気、
河川、海域生物蓄積)、環境媒体間移行暴露モデルで暴露
情報を補完する必要があり、環境排出量データが必須であ
る。 

 

○推定した排出量を基に環境動態モデルや環境媒体間移
行暴露モデルを用いて暴露情報を補完し、意思決定に使
用するため、±1桁の精度を最低限の目標とした 

②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 

○化学物質の室内挙動に影響する因子で最適化しつつ、
製品からの室内吸入暴露モデルを開発し、公開する 
（iAIR) 
 
○放散量等の推定式を作成し、上記モデルに組み込む  
 
○生活・行動パターン等の情報を収集し、データベース化
し、公開するとともに、モデルに組み込む 
 
○モデルの開発に際しては、最低限、暴露濃度を既報値
の±1桁の精度で推定可能とする 

○総暴露量への室内暴露の寄与は大きく、特に室内使用
製品からの暴露は重要であるが、化学物質の室内挙動に
影響する因子を適切に反映し、製品からの暴露を推定でき
るモデルはない 
○室内暴露評価を簡易かつ的確に行うためには、製品か
らの化学物質の放散量を推定する必要がある 
○室内暴露評価を簡易かつ的確に行うためには、生活・行
動パターン等に関する情報（製品の使用頻度データ等を含
む）を収集し、暴露係数を決定する必要がある 
○本モデルは、意思決定の判断材料を得るために使用さ
れることを想定し、±1桁の精度を最低限の目標とした 
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３．目標（３） 
要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 

③地域スケールに応
じた環境動態モ
デルの開発 

 

（大気モデル） 
○有機化学物質の光分解、二次生成および沈着過程
をモデル化し、気象・拡散モデルに組み込み、汎用パソ
コンで日本全国の任意の地域の濃度分布推定が可能
な大気モデルを開発する（ADMER-PROVer. 1.0） 
 
（河川モデル） 
○日本全国の全１級水系での金属を含む化学物質の
水中濃度分布推定が可能な河川モデルを開発する 
（AIST-SHANEL Ver.2.0） 
 
（海域生物蓄積モデル） 
○海域内湾の海洋生物中の金属を含む化学物質の濃
度分布推定が可能な海域生物蓄積モデルを開発する 
（AIST-CBAM Ver.2.0） 
 
○モデルの開発に際しては、最低限、濃度を既報値の
±1桁の精度で推定可能とする 

○本事業で対象とする工業用洗浄剤と溶剤・溶媒の２用途
群のリスクトレードオフ評価で、揮発性有機化学物質に加
えて、二次生成過程で生じるオゾン等の分解物の大気中濃
度を推定する必要があるが、一般ユーザーが利用できる汎
用的な大気モデルはない 
 
 
○本事業で対象とするプラスチック添加剤と金属類の２用
途群のリスクトレードオフ評価で、全国の主要河川水中濃
度および海域生物中濃度の分布を推定する必要があるが、
利用可能なモデルはない  
 
 
 
 
 
○各モデルは、意思決定の判断材料を得るために使用さ
れることを想定し、±1桁の精度を最低限の目標とした 

④環境媒体間移行暴
露モデルの開発 

○農・畜産物の生産地、流通経路、消費地を考慮して
有機化学物質と金属の地域特異的な経口摂取量推定
モデルを開発し、公開する（SIET Ver.0.8、AIST-
MeTra Ver.0.8） 
     
○地理情報システム（GIS）を用いて、モデルの地域特
性パラメータをデータベース化し、モデルに組み込む 
 
 
○モデルの開発に際しては、最低限、濃度や摂取量を
既報値の±1桁の精度で推定可能とする 

○本事業で対象とするプラスチック添加剤や金属類は、環
境に排出された後、環境媒体間を移行し、農作物や家畜に
蓄積されるため、これらを経由する経口摂取量を地域特異
的に推定できるモデルが必要である 
 
○地域特異的な摂取量推定には、土壌、気象、生産/出荷

量、農・畜産物消費量、体重等の地域特異的なモデルパラ
メータが必要である 
 
○本モデルは、環境媒体移行、流通、暴露の各モデルを統
合して作成するため、推定の不確かさが大きくなる可能性
があるが、推定結果が意思決定に使用されることから、±1
桁の推定精度を最低限の目標とした 
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３．目標（４） 
要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 

⑤リスクトレードオフ
解析手法の開発 

（ヒト健康） 
○限られた動物試験の情報からヒト健康影響の種類と
無毒性量等を推論する手法を開発する 
○化学物質のヒト健康リスクを比較できる統一指標を決
定する 
 
○推論手法と統一指標を４用途群のリスクトレードオフ
評価に適用する 
 
 
 
 
（生態） 
○生態影響の無影響濃度等を推論する手法を開発す
る 
○化学物質の生態リスクを比較できる統一指標を決定
する 
○推論手法と統一指標を４用途群のリスクトレードオフ
評価に適用する 

（ヒト健康） 
○代替物質に伴うリスクトレードオフを評価する際に必要と
なる有害性情報を補完するために必要 
○有害性のエンドポイントが異なる化学物質間のヒト健康リ
スクのトレードオフを解析するために、物質間のリスクを比
較できる統一指標が必要である 
○ヒトでの用量－反応関係が明確な物質に対してのみ算
出できる質調整生存年数(QALY)を統一指標として、限られ

た動物試験結果のみが存在する化学物質に対して算出可
能にするために、動物試験結果からヒト健康影響を推論す
る手法を開発する必要がある 
 
（生態） 
○代替物質に伴うリスクトレードオフを評価する際に必要と
なる有害性情報を補完するために必要 
○化学物質間の生態リスクのトレードオフの解析のために、
統一指標が必要である 
○影響を受ける種の割合が指標となり得るが、その算出に
は、多数の生物種に対する生態毒性に基づく種の感受性
分布(SSD)が必要となるため、SSDを推論する手法を開発
する必要がある 

⑥４つの用途群の「用
途群別リスクト
レードオフ評価
書」の作成 

○工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、溶剤・溶媒、金
属類の４用途群での物質代替に伴うリスクトレードオフ
を評価し、社会経済分析も行い、評価書を作成し、公開
する 
 
○リスクトレードオフ解析を実践する際の手引きとして、
経済分析等の指針を作成し、公開する 

○本事業で開発する評価手法を普及していくためには、開
発する手法やツールの公開に加えて、具体的な適用事例と
して４用途群でのトレードオフ解析を実践し、評価書を作成
し、公開することが不可欠である  
 
○同一用途群での物質代替のリスクトレードオフ解析を実
践するには、手引きとして、ツールのユーザーガイド、手法
のガイダンス、リスクトレードオフ評価書に加えて、経済分
析等の指針が必要である 
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４．成果、目標の達成度（１） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

①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 

○４用途群（工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、
溶剤・溶媒、金属類）の化学物質を対象とした
環境排出量推算式を導出するとともに、ESDを
作成し、公開する 
  
  
○ESDで推定される排出量を既報のデータ等
を用いて検証し、妥当性を確認する 

○４用途群（工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、溶剤・溶媒、
金属類）を対象に、環境排出量推算式を導出し、ESDを作成
して、公開した 
○OECD暴露評価タスクフォース会合にESDを提出し、レ
ビューコメントに対応し、改訂版を提出した 
 
○導出した環境排出量推計式について、おおむね±１桁の推
定精度であることを確認し、妥当性を確認した。 

達成 
 
 
 
 
 

達成 
 

②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 

○化学物質の室内挙動に影響する因子で最適
化しつつ、製品からの室内吸入暴露モデルを開
発し、公開する（iAIR) 
 
   
 ○放散量等の推定式を作成し、モデルに組み
込む 
  
 ○生活・行動パターン等の情報を収集し、それ

らをデータベース化し、公開するとともに、上記
モデルに組み込む 
  
    
○モデルの開発に際しては、最低限、暴露濃度
を既報値の±1桁の精度で推定可能とする 

○放散、吸脱着、分解、換気等8つの因子を考慮する室内空

気質モデル、放散速度等のデータ作成機能、生活行動パター
ンデータベース等で構成される室内暴露評価ツール（iAIR）
Ver.0.8βを開発し、公開した 
  
○放散と吸脱着を測定し、製品からの放散速度推定式を作成
し、既報値の1/2～2倍の推定精度をおおむね確保した 
 
○アンケート調査と文献調査により収集した製品、用途、住宅、
世帯、行動およびその他の6カテゴリーに関する200項目の

データをデータベース化し、公開するとともにツールに搭載し
た。また100物質の物性等のデータベースも搭載した 
 
○日本の一般的な住宅における長期平均の室内濃度につい
て、既報値の1/2～2倍の推定精度をおおむね確保した 

達成 
 
 
 

達成 
 
 

達成 
 
 
 

達成 
 

同一用途群内での物質代替を対象として、被代替物質と代替物質のリスクを定
量的に比較でき、費用対効果等の社会経済分析も行える「リスクトレードオフ解
析手法」を開発した。事業者(団体)や行政等がリスクトレードオフ解析を活用する
ことや広く化学物質管理者が活用できるように手法等を公開した。 
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４．成果、目標の達成度（２） 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

③地域スケールに応じた
環境動態モデルの開発 

（大気モデル） 
○有機化学物質の光分解、二次生成、沈着過
程をモデル化し、気象・拡散モデルに組み込み、
汎用パソコンで日本全国の任意の地域の濃度
分布を推定可能なモデルを開発する 
 
 
○最低限、モデルは濃度を±１桁の精度で推
定可能とする  
  
（河川モデル） 
○日本全国の全１級水系での金属を含む化学
物質の水中濃度分布推定が可能な河川モデル
を開発する 
 
 
○最低限、モデルは濃度を±１桁の精度で推
定可能とする 
   
（海域生物蓄積モデル） 
○海域内湾での海洋生物中の金属を含む化学
物質の濃度分布推定が可能な海域生物蓄積モ
デルを開発する 
 
 
 
○最低限、モデルは濃度を±１桁の精度で推
定可能とする 

  
○日本全国の揮発性有機化学物質とその光分解、二次生成
物（オゾン、アルデヒド類等）の大気中濃度と沈着量を、乾性
沈着速度、洗浄比、大気中分解速度を基に推定可能なモデ
ルADMER-PRO Ver. 1.0を開発し、操作マニュアル、技術解
説書とともに配布した 
 
○関東および近畿地方でおおむね1/2～2倍の推定精度であ
ることを確認した 
  
 
○わが国の全一級水系を対象に、バックグラウンド濃度と存
在形態を考慮して金属等の難分解性物質の河川水中濃度を
物性や分解速度等を基に推定可能なモデルAIST-SHANEL 
Ver.2.5を開発し、操作マニュアルとともに配布した 
 
○洗浄剤のLAS（4水系）でおおむね1/2～2倍、鉛と銅（7水
系）でおおむね±1桁の推定精度であることを確認した 
  
 
○わが国の主要内湾での金属等の難分解性物質の生物中
濃度を同化効率、摂食速度定数等を基に推定可能な生物蓄
積モデルAIST-CBAM Ver.2.0を開発し、公開用Windows版
（東京湾の魚類に適用可能）を操作マニュアルとともに配布し
た 
 
○東京湾のマアナゴとシロギス（有機化学物質と金属）でおお
むね±30％以内の推定精度であることを確認した 

達成 
 
 
 
 
 

達成 
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４．成果、目標の達成度（３） 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

④環境媒体間移行暴露
モデルの開発 

○農・畜産物の生産地、流通経路、消費地を考
慮して有機化学物質と金属の地域特異的な経
口摂取量推定モデルを開発、公開する 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
○地理情報システム（GIS）を用いて、モデルの

地域特性パラメータをデータベース化し、モデル
に組み込む 
  
   
○最低限、モデルは濃度を±１桁の精度で推
定可能とする 

 ○有機化学物質：土壌、植物、家畜の各媒体間移行モデルを

構築し、既報データに基づく消費地への流通モデルと消費地
住民の経口暴露モデルと組み合わせて、農・畜産物経由の地
域特異的経口摂取量推定ツールSIET Ver.0.8を開発し、マ
ニュアルとともに公開した 
○金属類：土壌中濃度等に基づくコメ中濃度推定式を決定し、
これを基に農・畜産物中濃度を推定する媒体間移行モデルを
構築した。さらに、空間的相互作用モデルでパラメータを決定
した主要農・畜産物の消費地への流通モデルと媒体間移行モ
デルを統合し、環境媒体間移行暴露モデルAIST-MeTra 
Ver.0.8を開発し、マニュアルとともに公開した 
 
○GISを用いて、環境媒体間移行暴露モデルで用いる地域特

性データ（表層土壌の種類と特性、気象、土地利用、農･飼料
作物生産量、家畜飼養頭数、農･畜産物消費量、体重等）の
代表値や確率密度関数を決定し、モデルに組み込んだ 
 
○可塑剤や鉛の既報実測濃度との比較により、SIETとAIST-
MeTraは、おおむね±１桁の推定精度であることを確認した 

達成 
 
 
 
 
 

達成 
 
 
 

達成 
 
 
 

達成 
 

⑤リスクトレードオフ解析
手法の開発 

（ヒト健康） 
○限られた動物試験の情報からヒト健康影響
の種類と無毒性量等を推論する手法を開発す
る 
  
○化学物質のヒト健康リスクを比較できる統一
指標を決定する 
  
○推論手法と統一指標を４用途群のリスクト
レードオフ評価に適用する 
   

（ヒト健康） 
○限られた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た 
 
 
○損失QALYを統一指標とする化学物質間のヒト健康リスク
の比較手法を開発した 
 
○開発した手法を、プラスチック添加剤と金属類のトレードオ
フ評価に適用し、代替に伴う損失QALYの変化量を算出した 
○開発した手法とリスクトレードオフ評価の考え方を「ヒト健康
リスクトレードオフ評価ガイダンス文書」として取りまとめ、推論
アルゴリズム、データベース、データベース中の物質に対して
推論された相対毒性値とともに公開した 

 

達成 

 

 

達成 

 

 

達成 
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４．成果、目標の達成度（４） 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

⑤リスクトレードオフ解析
手法の開発 

 （生態） 
○生態影響の無影響濃度等を推定する手法を
開発する 
  
○化学物質の生態リスクを比較できる統一指標
を決定する 
  
  
○推論手法と統一指標を４用途群のリスクト
レードオフ評価に適用する 

（生態） 
○限られた生態毒性情報しかない化学物質の種の感受性分
布(SSD)を推論する手法を開発した 
 
○SSDに基づく「影響を受ける種の割合」を統一指標とする化
学物質間の生態リスクの比較手法を開発した 
 
 
○開発した手法を、工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、金属
類のトレードオフ評価に適用し、物質代替に伴う影響を受ける
種の割合の変化量を算出した 
○開発した手法とSSDに基づく生態リスクトレードオフ評価の
考え方を「生態リスクトレードオフ評価ガイダンス文書」として
取りまとめ、公開した 

 

達成 

 

 

 

 

 

達成 

 

達成 

 

⑥４つの用途群の「用途
群別リスクトレードオフ評
価書」の作成 

○工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、溶剤・溶
媒、金属類の４用途群での物質代替に伴うリス
クトレードオフを評価し、社会経済分析も行い、
評価書を作成し、公開する 
 
○リスクトレードオフ解析を実践する際の手引き
として、経済分析等の指針を作成し、公開する 
 

○４用途群（工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、溶剤・溶媒、
金属類）について、物質代替に伴うリスクトレードオフ解析、費
用対効果分析等を行い、評価書を作成し、公開した 
 
 
○リスクトレードオフ評価を実践する際の手引きとして、以下を
作成し、公開した 
・リスクトレードオフ解析のための経済分析指針 
・技術ガイダンス 室内暴露評価 
・技術ガイダンス リスクトレードオフ解析 

達成 

 

 

 

達成 



プロジェクトの成果物 
 研究開発項目①～⑥を遂行し、開発した成果物を公開した 

 事業者や行政によるリスクトレードオフ解析を可能にした 

12 

リ
ス
ク
ト
レ
ー
ド
オ
フ
評
価
書 

成果物 

技
術
ガ
イ
ダ
ン
ス
「
リ
ス
ク
ト
レ
ー
ド
オ
フ
」 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ添加剤 

洗浄剤(工業用) 

③ 
環境動態ﾓ

ﾃﾞﾙ 

 ●  ●    

④ 
環境媒体間 
移行暴ﾓﾃﾞﾙ 

  ●    

② 
室内暴
露評価
ﾂｰﾙ 

● 

研究開発項目 

● 

● 

① 
環境排
出量推
計手法 

金属類 

溶剤・溶媒 ● 

    ● 

⑤ 
有害性推論 
手法とリス 
ク比較手法 

●   ● 

⑥ 
社会経
済分析
等 

● 

● 

● 

● ● 

● 

有機   金属 ヒト  生態 大気  河川  海洋 

●   ● 

●   ●     ●  ●     

    ●  ●     

 ●      

対象用途群 

成果物 

● 

排出シナ
リオ文書 

リスクト
レードオ
フ解析の
ための経
済分析指

針 

iAIR 

技術ガイ
ダンス 
「室内暴
露評価」 

ADMER-PRO SIET ヒト健康リスク
トレードオフ評
価ガイダンス MeTra 

生態リスクト
レードオフ評価
ガイダンス 

SHANEL Ver.2.5 

CBAM Ver.2.0 
文書 

ソフトウェア 

暴露情報の補完 
リスク 
トレード 
オフの解析 

有害性情報の 
補完 

リスクの比較 

４．成果、目標の達成度（５） 
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５．標準化等のシナリオ、波及効果（１） 
 

エンドポイントの拡充、 
不確実性の検証 

2011年度 2007年度 2014年度 

(1) 暴露情報の補完手法の開発 

環境排出量推計手法の開発 

室内暴露評価ツールの開発 

環境動態モデルの開発 

環境媒体間移行暴露モデルの開発 

室内暴露評価ツールの拡張 

「OECD ESD」化 

ヒト健康影響とヒト健康リスク 

環境暴露解析モデルの統合 

生態毒性と生態リスク 
金属の生態リスク評価・管理
におけるBLMの実用化と検証 

受託研究期間（2007～2011年） 事業終了後の標準化等に向けた取組み 

(2) 有害性情報の補完手法とリスク比較手法の開発 

多数物質に適用可
能な有害性推論
ツールの公開 

研究開発（受託研究） 研究開発（自主研究） 

BLM：生物リガンド･モデル 

金属モデルの精緻化 

BLMを用いた金属
の生態リスク評価
の実用的なツール

の公開 

シックハウス症候
群等や経皮・経口
暴露への適用拡大 

●標準化等のシナリオ 

 



14 

５．標準化等のシナリオ、波及効果（２） 
 ●波及効果 

 
間接アウトカム 

プロジェクトのアウトカム 

直接アウトカム 

 反復投与毒性情報か
ら、主要臓器での無
影響量の推論とヒト
健康リスクの比較が
可能に 

 物性や構造から、種
の感受性分布の推論
と生態リスクの比較
が可能に 

 評価書と指針等を参
考にして、物質代替
に伴うリスクトレー
ドオフを解析し、費
用対効果に優れたリ
スク削減対策の意思
決定が可能に 

 環境排出に大きく寄
与するライフステー
ジを考慮した地域特
異的な暴露評価が可
能に 

【産業・企業】 

優先評価化学物質等の既存
化学物質に対して、代替を
含むリスク削減対策を費用
対効果も考慮して合理的に
検討できる 

新規化学物質の開発段階か
ら、リスクやリスクトレー
ドオフを解析でき、低リス
クが期待される新規化学物
質を開発できる 

【行政】 

暴露や有害性の既存情報が
少ない優先評価化学物質の
リスクを詳細に評価できる 

評価法が定まっていない金
属類のリスクを評価できる 

第二種特定化学物質に対し
て、費用対効果を考慮した
管理対策が検討でき、適切
な措置を立案できる 

波及効果 

【2002WSSD国際公約の達成】 

国の評価や企業の自主管理により、低
リスクと判断できない物質を、低リス
クの物質に費用対効果も考慮して代替
でき、WSSDの合意達成に寄与する 

WSSDの合意に沿った国民の福祉の向
上に寄与する産業の健全な発展が期待
できる 

【企業の競争力の強化】 

国際的な化学物質管理の動きにも対応
し、低リスクの新規の化学物質や製品
を開発、上市する上での意思決定、
ユーザーや市民とのリスクコミュニ
ケーションが容易となり、競争力の強
化につながる 

【複合暴露のリスク評価等】 

評価エンドポイントが異なる複数の化
学物質のリスクを統一指標で評価で
き、複数物質への複合暴露が想定され
る製品のリスク評価・管理等の第３世
代／第４世代の化学物質管理方法(経
産省 技術戦略マップ2011)の確立への
展開が期待できる 

暴露情報 
補完手法 
の開発 

有害性情 
報補完手 
法とリス 
ク比較手 
法の開発 

リスクト 
レードオ 
フ評価書 
と指針等 
の作成 
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６．研究開発マネジメント・体制等 

氏名 所属・役職 氏名 所属・役職 

森澤 眞輔 
 
 
 
 
森口 祐一 
 
 
 
大澤 元毅(07-09) 
 
佐藤 征(07-09) 

（委員長） 
京都大学 大学院工学研究科 
都市環境工学専攻 環境デザイン工学講座、教
授 
 
独立行政法人国立環境研究所 
循環型社会・廃棄物研究センター、センター長 
 
国立保健医療科学院 建築衛生部 、部長 
 
日本界面活性剤工業会、前専務理事 

保坂 幸尚(07) 
 
 
島田 光正(08) 
 
 
大石 義勝(09) 
 
川辺 健一郎(10-11) 
 
中井 里史(10-11) 

東京都環境局環境改善部有害化学物質対策課、
課長 
 
東京都環境局環境改善部有害化学物質対策課、
課長 
 
東京都環境局環境改善部化学物質対策課、課長 
 
東京都環境局 環境改善部 化学物質対策課 課長 
 
横浜国立大学大学院環境情報研究院・学府、教授 

●開発推進委員会（敬称略） 

 

(独)製品評価技術基盤機構

研究開発項目②：生活・行動
パターンのアンケート調査

大学共同利用機関法人
統計数理研究所

研究開発項目⑤：ヒト健康影響に係
わるリスクトレードオフ解析手法の
開発－データマイニングと統計モデ
ル化および推論アルゴリズムの開発

(独)産業技術総合研究所

研究開発項目①～⑥

(株)三菱化学テクノリサーチ

研究開発項目①：排出量、排出
係数の推定等

再委託

NEDO・経産省

開発推進委員会

ＰＬ 吉田 喜久雄
(独)産業技術総合研究所
安全科学研究部門

委託

指示・協議

（2008年度まで）

（2009年度まで）



16 

７．事前・中間評価の結果（１） 
●事前評価の結果（平成１８年） 
NEDO POSTにて実施 
推進部署：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 バイオテクノロジー・医療技術開発部 
【総合評価】 
近年、新技術や新規に開発される化学物質などによる新たなリスクが危惧され、予見的リスク管理技術の開発が求められている。こ
のような社会・国民のニーズに応えるためには、持続可能な社会を目指しつつ、リスクと効用のバランス感覚を兼ね備えた社会が醸
成されよう、リスク受容レベル、規制対効果、費用対効果などリスク管理に関わる社会科学的なアプローチによる管理が必要であり、
そのような社会経済分析を本リスク評価手法開発では実施することとしている。また、事業者等による安全な製品開発や、最小リスク
での経済合理的なリスク管理の浸透による社会全体の化学物質最適管理の実現に資する先導的な取組として、リスクトレードオフ解
析手法の構築が必要であることから、本事業はNEDOで実施する事業として適切であると判断する。 

●中間評価の結果（平成２１年） 
推進部署：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 環境技術開発部 
＊研究評価委員会におけるコメントは特になし 
【総合評価】 
 化学物質の代替を進める際に、これまでは配慮がなされてこなかったリスクトレードオフの解析方
法を開発する本プロジェクトは、ヒトの健康への影響、生態系への影響を中心に解析しようとするも
のである。公共性の極めて高い事業であり、REACH 対応、化審法改正対応での活用やOECD へ
の貢献が期待される。専門が異なる国内トップレベルの研究者が参画して、排出から暴露、影響評
価について、これまでに開発され実績のあるモデルを発展させて、解析すると同時に、経済分析など
社会科学を取り入れて、意思決定に活用できる手法開発を手掛け、自然科学と社会科学が融合した
総合的研究領域を組織的に開拓していることを評価する。 
これまでの進行状況は、暴露評価に二次生成物の評価も考慮している点、健康リスク評価にQOL 
も考慮している点などの独自の挑戦的な取組により、各モデルやツールのプロトタイプが完成し、総
体としては中間目標への達成度は高い。 
 ただし、本事業で扱うリスクがヒト健康影響と生態影響に限られているので、前提条件や、リスクト
レードオフ評価の解析上の限界を評価書やマニュアルに明示しておくとよい。また、リスクトレードオ
フ評価結果の判断基準や指標について、産・学・官で徹底的に議論し、明確にしていくべきである。
生態影響に関する有害性情報の推論の方法開発、ヒト健康影響に関する毒性等価係数を推定する
ための推論アルゴリズムの開発については、難しい課題を多く抱えており努力を要するなど、課題又
は設定している用途群によっては、最終目標達成の見通しが、具体的でなく精査が必要である。広
い主体の意志決定ツールとして期待される役割を明確にし、場合によっては、必要な機能を外部か
ら取り込むことを検討すべきである。さらに、査読付き論文の発表に務め、成果の普及とその評価を
受けるとともに、国際会議の発表やワークショップの開催など、国際的なイニシアティブの確保に向
けた活動が望まれる。 

2.8  
2.4  

1.9  
2.1  

0.0
0.5
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の見通し 
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今後に対する提言 対処方針 

○中間目標までの２つの用途群以外の３つの用途群は抽象
的であり、具体的な製品やプロセスを設定する必要がある。 
５つの用途群の設定が適切かどうか、見直すことも必要と思
われる。 
 
 
 
○ヒト健康影響の評価を推論アルゴリズムで行う際の有害
性データベースの利用方法やエンドポイントについて、専門
家との議論を十分に行っていく必要があろう。 
 
○生態影響評価の開発は、難しく、期限が決められている現
状では、利用できる毒性データに基づいて、より現実的な手
法の開発を目指すことを考えてもよい。 
 
○リスクトレードオフ解析手法の汎用的な利用を進めるため
には、使いやすくするための工夫が随所に必要であり、利用
促進のための活動などが望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○プロジェクト後半の個別テーマ間の開発スケジュール及び予定して
いる用途群（金属類、溶剤・溶媒類）について、具体的な対象物質と
代替事例を選定するなど開発計画を更に具体化する。後半予定して
いた３つの用途群を見直し、家庭用製品については室内暴露評価で
も一部取り扱えることから、金属類及び溶剤・溶媒の２つの用途群に
重点化する。 
 
○毒性学の専門家を客員研究員として実施者に招聘し登録研究員と
し、生態及びヒト健康への有害性推論に係る課題解決方法について
常時助言が得られる体制へ強化している。 
 
○水生生物（魚類、甲殻類、藻類）を対象としたこれまでの手法開発
が最も現実的であり、基本計画を着実に実施し、成果をあげることに
注力する。 
 
○評価書及び評価指針に、各手法等の前提条件、限界、精度並びに
シナリオ作成の考え方などを示していくとともに実務者の利用に配慮
したインターフェースを開発し、使いやすくする。さらに、学術雑誌や学
会での成果発表及び業界団体の講習会などを通じて成果を使いこな
すための普及活動に努め、また、米国のリスク研究学会(SRA)や環境
毒性化学学会(SETAC)等での発表を通じて国際的にも情報を発信し、
議論するなどイニシアティブの確保に努める。なお、研究成果を実務
者が利用しやすい形として公表していく努力は行うが、一般化した各
要素技術を連結したツールやパッケージ・ソフト化は、安易に評価結
果が得られてしまい、前提条件や精度などが認識されなくなるおそれ
があるので取り組まない。 

●中間評価：提言に対する対処方針（１） 
 

７．事前・中間評価の結果（２） 
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今後に対する提言 対処方針 

 
○リスクトレードオフのモデルは、生産量やPRTR等による排
出量、環境測定値などを随時取り込んで、更新できるシステ
ムにすると同時に、有害性データベースや最新のオミクス
データなどともリンクして、総合的なリスク評価プラットホーム
につなげることを期待する。 
 
○今後、ヒト健康リスク評価に子ども、次世代への影響を考
慮することを期待する。 
 
○従来の健康、生態というリスク評価の枠組みにとらわれず、
データギャップが大きい中での化学物質の利用に対する先
導的な指針を提示できような道筋を描いてほしい。 
 
 
○国際規格や学会などでイニシアティブを発揮する活動によ
り、開発された手法が国際スタンダード（OECD）になることを
期待する。  

 
○最新データへ更新できるシステムとはするが、オミクスデータなどと
リンクする総合的なリスク評価プラットホームとすることは、相当な労
力と費用がかかることから別事業として取り組むような大きな課題で
ある。基本計画を的確に実施し、着実に成果を出すことに注力する。 
 
 
○子どもや次世代への影響は本事業の範囲外である。基本計画を的
確に実施し、着実に成果を出すことに注力する。 
 
○ヒト健康と生態影響は化審法を始めとする化学物質管理の中心的
な要素である。リスクトレードオフという新しい枠組みを提案し、それを
可能にする解析手法を開発する事業として、それらに特化し開発を進
める。 
 
○今後も引き続き、学術雑誌や学会での成果発表及び業界団体の講
習会などを通じて成果を使いこなすための普及活動に努め、また、米
国のリスク研究学会(SRA)や環境毒性化学学会(SETAC)等での発表
を通じて国際的にも情報を発信し、議論するなどイニシアティブの確
保に努める。OECDへの提案活動や国際学会への発表を継続するな
どして、ESDのOECDでの採用に努める。 

●中間評価：提言に対する対処方針（２） 
 

７．事前・中間評価の結果（３） 
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８．評価 

座
長 

委
員 

  
片谷 教孝  桜美林大学 自然科学系 リベラルアーツ学群  教授 
  
熊本 正俊  一般社団法人日本化学工業協会 化学品管理部 部長 
  
崎田 裕子  ジャーナリスト・環境カウンセラー 
  
広瀬 明彦  国立医薬品食品衛生研究所  
         安全性生物試験研究センター  
    総合評価研究室 室長 
 

８－１．評価検討会 

評
価
検
討
会
委
員 

化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発プロジェクト 

事後評価検討会 

谷口 武俊  東京大学政策ビジョン研究センター 教授      
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８－２．総合評価（コメント） 
○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およ
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。 
 
○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的に認知された手法にな
り、世界標準として採用されることを期待する。 
 
○今後は、化学物質に関するリスク管理の徹底に向けて、個別の暴露モデルの予測精度向
上ではなく、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
システムに発展させるよう具体的な検討を期待する。 

８－３．評点結果 
「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、評点法による 評価を実施した。 
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置付けの妥当

２．研究開

発等の目標

の妥当性

３．成果、目標

の達成度の妥

当性

４．標準化等のシ

ナリオ、波及効果

についての妥当

５．研究開発マネジ

メント・体制・資金・

費用対効果等の妥

６．総合評価

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
３点：実施された事業は、優れていた。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が今一歩のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が極めて不十分であった。 
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９．提言及び提言に対する対処方針（１） 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
○国際的なデファクトスタンダード化はもとよりリス 
ク管理政策や規制政策分野において、具体的な考 
え方やアプローチを主導していくことはわが国の新 
たな国際貢献、政策イノベーションの一例になると 
考えられ、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。  
  
 ○得られた成果のさらなる実効的な展開が期待さ 
れるが、そのためには、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。 
  
○リスクトレードオフという視点を、リスク問題への 
対応にあたっての基礎的な考え方として、化学産業 
界以外の産業界にも伝えていくこと、市民社会の理 
解を醸成することが重要であり、社会との共考・協 
働というリスクコミュニケーション活動に繋がってい 
くことを期待する。 
  
  

 
○既に、４用途群（工業用洗浄剤、プラスチック添加剤、溶剤・溶媒、金属）の 
排出シナリオ文書（ESD）についてOECDの曝露評価タスクフォースでOECD 
のESD化を図っているが、引き続き、同タスクフォース、Society for Risk  
Analysis（SRA）、Society of Environmental Toxicology and Chemistry（ 
SETAC）等において、構築したヒト健康と生態のリスクトレードオフ解析手法 
およびそれらを活用した４用途群での解析事例を提示していく予定である。 
  
○産総研と経済産業省は、関係省庁、事業者、研究機関等が集うシンポジウ 
ム等で情報発信を積極的に行うとともに、リスク管理に関する国の施策にも 
積極的に参加し、成果活用の拡大を図ってまいりたい。 
  
○「リスクトレードオフ」という言葉に最近、時折触れることもあるが、まだまだ 
中小を含む多くの事業者、産業界、一般市民には馴染みが少ない状況であ 
る。このため、今後も、様々な媒体を通じて、リスクトレードオフ解析の考え方 
や成果等の情報を発信し、多くの人がリスクトレードオフに関心を持ち、それ 
を基礎として議論できるような状況となるように努めてまいりたい。  
 プロジェクトの成果報告を兼ねたシンポジウムにおいては化学産業以外（電 
気電子、建設等の川下メーカー）の参加も多かった。 
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９．提言及び提言に対する対処方針（２） 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
○国内はもとより、世界的にも本システムを認知し 
活用してもらうためには、現場で物質代替を判断す 
る担当者のための活用ツールの提供、より多くの事 
例への応用、システムを活用できる人材の育成や、 
市民社会、メディアに対する理解普及活動が必要 
である。 
 
 
 ○また、将来に向けて未知のリスクや膨大な作業の 
優先付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改良を進めていくことを期待 
する。 
        

 
○プロジェクト実施者である産総研においては、本プロジェクトの結果や 
遂行時の経験等を活かして、物質代替の意思決定をより簡便かつ迅速 
に行える「活用手法」を開発、解析事例の拡大等を図り、それらの普及 
に努めてまいりたい。さらに、情報発信等を行い、リスクトレードオフを考 
慮して物質代替の意思決定を行い得る企業の人材の育成の支援にも 
努めてまいりたい。 
  
 
○プロジェクト実施者である産総研は、解析の不確実性を考慮しつつ、 
多様なリスクを簡便かつ迅速に比較できるように、今後も本プロジェクト 
で開発した解析手法の改良・拡張を行ってまいりたい。 
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