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平成２３年度 第３回 化学物質審議会  

 

 

 

日時：平成２４年１月３０日（月） １０：００～１１：３０ 

 

場所：経済産業省本館１７階西７第１特別会議室 

 

出席委員（五十音順）：  

安井会長、赤松委員、有田委員、伊藤委員、内田委員、織委員、黒田委員、崎田

委員、杉江委員、高橋委員、辰巳委員、田村委員、本田氏（中西委員代理）、福

島委員、藤吉委員、吉澤委員、吉田委員 

 

 

議題：    

１． 「化学物質の分類・表示の国際調和（GHS）」の化管法への導入  

２． ナノ物質への対応状況（「ナノ物質の管理に関する検討会」の状況）  

３． 化審法47条の運用について  

４． アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフティ構想について  

５． 水銀条約交渉の状況 
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○安井会長  皆様、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから平成23

年度第３回化学物質審議会を開催させていただきたいと思います。本日は、ご多用中のと

ころをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 化学物質審議会でございますが、ご存じのように、化審法、化管法に関する事項を処理

するために設置された審議会でございます。今年度３回目ということでございますが、割

合と多いほうかなと思っております。今回は、ＧＨＳの化管法への導入などにつきまして

ご審議をいただくような事項が出ておりますので、開催をさせていただくことになりまし

た。 

 それでは、まず初めに、事務局を代表されまして、経済産業省より上田製造産業局長か

らごあいさつをいただきたいと思います。 

○上田局長  製造局長の上田でございます。本日は大変ご多用中のところ、また大変寒

いところお集まりいただきまして、ありがとうございます。この部屋がもう少し暖かけれ

ばいいのですが、余り暖かくなくて申しわけなく思います。 

 ご存じのとおり、ことしは化学物質の管理の世界においてはさまざまな動きが予定され

ております。ことしの６月に国連の持続可能な開発会議、いわゆるリオ＋20というものが

ございます。また、秋には国際化学物質の管理会議（ＩＣＣＭ）が開催されるということ

でございます。前回の2002年の地球サミットにおきましては、2020年までに化学物質によ

る健康と環境への影響を最小化するという、いわゆる2020年目標というのが採択されたわ

けでございまして、我が国におきましても、化審法の改正をはじめとするさまざまな取り

組みが行われてきたところでございます。 

 今回は、こういった流れ、さらにはリオ＋20をにらみながらライフサイクルを通じた化

学物質の管理、あるいはナノ物質の管理、こういった項目につきまして既に活発な議論が

行われているところでございます。ご案内のとおり、東日本の大震災あるいはタイの洪水、

こういった問題のときに我が国の工場が被災いたしました。そのときに、東日本の化学メ

ーカーがとまれば自動車の生産がとまる、あるいはタイのサプライチェーンの中で、タイ

の部品がとまれば日本の部品がとまるといったようなことが起きました。これは日本のも

のづくりのサプライチェーンの強さを別途示すという好機でもあったわけでございますが、

他方でこの化学物質の世界におきましては、さまざまな物質がグローバルに流通をしてい

くということが極めて明確になったわけでございまして、こういった観点からも、リスク

が未解明な化学物質というものについてどう取り組んでいくのかといったことがグローバ
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ルな視点からも求められていると考えております。 

 きょうの審議会におきましては、国連が制定いたしました化学物質の分類、表示に関す

る国際調和、いわゆるＧＨＳといった問題、あるいは我が国の化学物質管理制度のアジア

への展開といった問題、こういうものについてご議論をお願いしております。これは、い

ずれも我が国の化学物質管理制度自体をグローバル化し、先進的な水準に引き上げていく

ということとともに、消費者の不安にこたえていくというために不可欠なものであると考

えております。忌憚のないご意見、ご審議をいただくよう、ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 それでは、まず、委員の変更や本日の説明書等につきまして、事務局からご紹介をお願

いしたいと思います。お願いします。 

○河本課長  おはようございます。化学物質管理課長の河本でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 まず、委員の変更等についてでございますけれども、今回の会議から、全国中小企業団

体中央会監事の伊藤委員、それから、ＵＩゼンセン同盟副書記長の田村委員に新たにご就

任をいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。また、鈴木委員のご後任として、

日本化学エネルギー産業労働組合連合会事務局長の黒田委員にご就任をいただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 さらに、本日、中西委員の代理として本田様にご出席をいただいております。よろしく

お願いいたします。 

 それから、これからの議題１のＧＨＳの議論におきまして、三菱化学株式会社の徳重様、

大内新興化学株式会社の永井様にもプレゼンをお願いすることになっております。よろし

くお願いします。 

 さらに、本日は、経産省以外に厚生労働省、環境省からも参加をしていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 続きまして、議事に入ります前に資料の確認をいただきたいと思います。 

○河本課長  それでは、手短に資料の確認をしたいと思います。資料１が委員名簿です。

資料２、これは議題１になりますが、ＧＨＳの化管法への導入。参考資料１、参考資料２
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ということで省令と指針の案。ＧＨＳの議論を踏まえて、省令、指針の案をつけておりま

す。資料２－１と資料２－２は、後ほどプレゼンをいただきますけれども、三菱化学さん、

大内新興化学さんの資料でございます。資料３、ナノ物質への対応、資料４、化審法47条

の運用について、資料５、アジア・サステイナブル・セーフティ構想について、資料６、

水銀条約交渉の状況について。たくさん入っていて申しわけございませんが、中身はござ

いますでしょうか。 

○安井会長  よろしゅうございましょうか。過不足ございましたらおっしゃってくださ

い。 

 それでは、これより議事に移らせていただきたいと思いますが、その前に、本日の会議

の公開につきましてお諮りしたいと思います。 

 本日の会議は公開とさせていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。よ

ろしゅうございましょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○安井会長  それでは、本日は公開とさせていただきます。 

 資料及び議事概要につきましては、後日ホームページ等で公開されますので、あらかじ

めご承知おきをいただきたいと思います。 

 さて、本日の進め方でございますが、既にご紹介いただいておりますが、議題１のＧＨ

Ｓに関しましては事務局から説明、続きまして三菱化学さん及び大内新興化学工業さんか

らのプレゼンテーションが行われます。その後に質疑の時間を設けてございます。また、

それが終わりまして議題２以降でございますが、一括して事務局からご説明をいただきま

して、その後ご議論をいただくという手はずで進めてまいりたいと思います。 

 それでは、早速でございますが、議題１、「化学物質の分類・表示の国際調和（ＧＨ

Ｓ）」の化管法への導入ということで、まず事務局からのご説明をいただきたいと思いま

す。お願いいたします。 

○河本課長  それでは、資料２になりますけれども、ＧＨＳの化管法への導入について、

この資料について簡単にご説明をさせていただきます。 

 １ページ目を開いていただきまして「ＧＨＳとは」、この辺の資料は前回の８月の議論

でもご紹介させていただきましたので、少し簡潔にと思います。ＧＨＳとは何かというこ

とでありますけれども、これは化学品の危険有害性に関する情報を国際的統一基準で分類

して、共通のラベルや安全シートにより伝えていくということで、化学品の適正管理に役
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立てるということで国連が制定して、各国に入れましょうということでやっている仕組み

でございます。下のほうに、例えばラベル・絵表示の例とありますけど、世界的に共通の

ラベル表示にしていこうということになっております。 

 次の２ページ目でございますけれども、現在の世界的な導入状況であります。ＥＵでは、

物質及び混合物の分類・表示及び包装に関する欧州議会及び理事会規則（ＣＬＰ規則）と

いうものが既に純物質についてはスタートしているということであります。アメリカでも、

いわゆる労働安全衛生法、ＯＳＨＡと呼んでおりますけれども、近々導入されると聞いて

おります。さらに、アジアにおいてもどんどん導入が進んでおりまして、中国においては

既に導入が始まっているということでございます。韓国、台湾等でも導入をしているとい

うことでありまして、そのほかにもニュージーランドとかありますけれども、これから世

界的な導入がどんどん進んでいくだろうと考えているところであります。 

 次のページでございますけれども、「3.ＧＨＳの共通基盤となるＪＩＳの整備について」、

これは少しわかりにくいかもしれませんが、ＧＨＳというのはあくまでも国連でつくった

文書でありますので、日本国内において効力のある状態にしていく必要性があるわけでご

ざいます。ところが、ご承知のように化学物質の世界は法律が縦割りになっておりますの

で、日本の中でばらばらの運用になるとかいった状態が起こることは非常にまずいという

ことで、これをどうするかということを労働安全衛生法の当局とも議論させていただきま

して、各法律の共通の基盤となるようなＪＩＳを整備していこうということになっており

ます。実はＧＨＳに関するＪＩＳというのは既に存在をしておったのですけれども、それ

を各法律が共通に引けるような形で統合し、また一部改定してというような作業を現在既

に進めておりまして、パブリックコメントも今終わって、３月末を目途に今作業が最後の

段階に来ているという状況にあります。このＪＩＳができましたら、これを基盤としなが

ら各法令で対応が可能になるというふうに我々は考えております。 

 次のページですが、これはＪＩＳができたという前提で考えているということでありま

すけれども、現在の化学物質排出把握管理促進法、化管法と呼んでおりますが、この法律

自体は、目的のところにありますように、事業者による化学物質の自主管理の改善を促進

する。そのために、１つは化学物質管理指針をつくり、ＰＲＴＲ制度ということで排出量

を届け出ていただく。さらにその前提として、ＭＳＤＳというサプライチェーンの中での

安全情報、いろいろな化学物質に関する情報を提供していただく。大きく３つの仕組みか

ら成り立っているわけですけれども、一番最初の化学物質管理指針の中に、１つはＧＨＳ
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を─実際にはＪＩＳですけれども、それを位置づける。それから、ＭＳＤＳ省令を改正し

て、ＭＳＤＳの制度の中にもＪＩＳをそういった形で進めていただくように位置づけると

いうような形を考えているところであります。まずは、できるだけ早期に現状の法律の枠

組みの中で可能な形でＧＨＳを導入していこうと、そういう考え方からこういう対応を考

えております。 

 次のページは、ちょっと繰り返しになる部分がありますが、化管法によるＧＨＳ対応の

推進ということで、事業者間で化学品を取引する際の情報伝達についてＧＨＳとの整合性

を図り、確実でわかりやすい伝達をするために、化管法に基づく省令等の改正を行うとい

うことでございます。 

 改正としては、１つは化学物質管理指針の一部改正ということで、事業者が化学物質の

自主的な管理の改善を促進する際に、留意すべき措置を定めている化学物質管理指針にお

ける情報の活用に関する事項に、ＧＨＳに対応する２つのＪＩＳを遵守し、化学物質の自

主的な管理の改善に努めることを追加したいということであります。 

 もう１つは、ＭＳＤＳ省令という部分を改正して、安全データシートで提供すべき情報

をＧＨＳの中で定められている16項目と整合させるとともに、安全データシートへの記載

は、現在制定中、３月にできる新ＪＩＳに従うことを努力義務化するということでござい

ます。別途、労安法も指針を出しておられまして、この新ＪＩＳに従えば安衛法の規定を

満たすという形での運用が予定されています。これによりまして両法の対応は、１つのＪ

ＩＳを実施すれば両方の法律を満たすということになろうかと考えております。 

 それから、化管法の中について、提供すべき指定化学物質の性状、取り扱いに関する情

報について、これまではなかったんですけれども、これもＧＨＳに基づいたものでありま

すけれども、新たにラベル表示を制定中のＪＩＳによって行うことを努力義務化するとい

う内容でございます。 

 今後のスケジュールでございますが、本日の議論も踏まえまして、パブリックコメント

を２月にかけたい。それを受けて公布・告示を24年４月に出して、これは純物質と混合物

ではかなり技術的な対応のハードルが違いますので、純物質については６月１日に、早々

に進めていただくようにしたい。混合物については若干の時間をとって、いろいろな対応

ができるような形にして進めていきたいということでございます。 

 次のページでございますけれども、今回のＧＨＳ対応の意味というか意義というか、そ

れについて簡単にまとめてみたものでございます。ご承知のように化学物質というのは、
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最初の上流、化学物質としての製造、それから、いろいろな形で調合されたり、まぜてい

ろいろな混合物になったり加工されて、さらに物によっては成形品になり、最終的にはい

ろんな形で社会の中で使われている。そういうサプライチェーンができるわけであります

けれども、今回化管法がカバーするのはビジネスベース、事業者間、ＢtoＢでございます

けれども、その間については、上流から下流に向けて安全情報が流れるという流れができ

ます。ただ細かい話になりますけれども、化管法が対象としておりますのは、いわゆる化

学物質の状態あるいは混合物の状態ということになっていますので、成形品になりますと、

いわゆる削ったりいろんな形で環境中に出れば、成形品になってもＧＨＳあるいは化管法

の義務はかかるわけですけど、その形状のまま維持されるという場合には法律の対象外に

なるという形になっておりまして、この図でいいますと、一番左側の原材料メーカーから

加工メーカー、部品をつくるというところまでが大体原則的には対象になるだろうと考え

ているところでございます。 

 次のページでございます。繰り返しになりますが、今後の課題としては、我々の化管法

というのはＢtoＢをベースとした制度であるということでございまして、最後のいわゆる

消費者用製品について、どのようにＧＨＳ対応や情報伝達をしていくか。いわゆる消費者

製品の限られたスペースの中でどのような情報を伝えていくべきか、あるいは既存の法律

もありますので、その関係をどういうふうに整理するか等々について、関係行政機関と連

携して引き続き検討していく、いわゆる今後の課題としてしっかり対応していくべきであ

ろうと考えております。ただ産業界のほうでは、一部このＧＨＳ対応をもう既に進めてお

られるということでありまして、日本石鹸洗剤工業会・工業組合、日本家庭用洗浄剤工業

会、日本塗料工業会あるいは芳香消臭脱臭剤協議会、そういった既に進めておられるとこ

ろのいろいろな経験であるとかいったことも十分参考にしながら検討していく必要がある

であろうと考えております。 

 それから、このサプライチェーンの中には多数の中小企業さんがおられるであろうとい

うふうに考えておりまして、中小企業の皆様のＧＨＳ対応を円滑に進めるために、特に混

合物になった状態にどのような情報を伝達するか、実は非常に難しい課題もあります。そ

ういったものについてガイドラインをつくったり、いろんな支援措置を充実していく必要

があるのではないか。そのためにも、いわゆるＧＨＳ分類の情報基盤というのでしょうか、

いわばデータベースというのか、さまざまな化学物質がどういうＧＨＳ分類になるのかと

いった情報をきっちりと整備していく必要があると考えております。 
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 それから、後ほどの議題にもありますけれども、サプライチェーンがアジアに出ていく

ケースというのは非常にたくさんありますので、その中で、ある国のＧＨＳ分類と別の国

とＧＨＳ分類は違うとかいう形になると、張りかえるとかいったこともあるかもしれませ

んので、そういったことにならないように調和というのを進めていくというのが今後の課

題になるだろうということでまとめてみました。 

 事務局からは以上でございます。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 ご質問、ご意見は後でいただくことにいたしまして、続きまして、取り組み対応事例の

ご発表をいただきたいと思います。 

 まずは、三菱化学株式会社の徳重様から、ＧＨＳの取り組みについてプレゼンテーショ

ンをいただきたいと思います。お願い申し上げます。 

○三菱化学（徳重）  三菱化学の徳重と申します。今回はこのような機会をいただきま

して、どうもありがとうございます。 

 それでは、三菱化学におけるＧＨＳの取り組みについてご紹介をさせていただきます。 

 本日の内容といたしましては、以下のとおりに進めてまいりたいと考えております。ま

ず、三菱化学について簡単にご紹介をさせていただきまして、続きまして、三菱化学にお

けますＧＨＳの取り組み、最後に、まとめといたしまして今後の課題ということで進めて

いきます。 

 まず、三菱化学の概要でございますけれども、三菱化学は、1994年に旧三菱化成と油化

とが合併をいたしまして設立をしております。資本金は500億円でございまして、事業内

容としましては、ここに示しているような内容でございます。後ほど製品の紹介はさせて

いただきたいと思っております。従業員としましては、連結で２万8,000人弱、単独で6,0

00人強というような数でございます。ここに示しておりますような田辺三菱製薬、三菱樹

脂、三菱レイヨンとともに三菱ケミカルホールディングスを形成してございます。 

 これは国内の事業拠点を示してございます。本社は東京の多摩市にございまして、製造

を行っております事業所は、南は黒崎から北は直江津、筑波まで９事業所、工場がござい

ます。研究所でございますけれども、現在は分社化をしておりまして、横浜と筑波のほう

に擁しております。 

 これは三菱化学グループの製品でございます。大きくは３つの事業分野に分かれており

ます。従来は、サプライチェーンの最上流というところで素材関係のほうを主力にしてお
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りましたけれども、最近は直接消費者のほうにも提供するような製品まで広がってきてお

りまして、機能商品のほうが主力になってきております。あと、ヘルスケア関係の商品・

サービスというのも提供しておりまして、こちらのほうはグループ会社が担当してござい

ます。ここに示しておりますような非常に広範な製品を取り扱っております。 

 続きまして、これはＧＨＳにも関連してまいりますけれども、当社におけます化学品管

理の位置づけを示しております。環境、健康、安全、こういうものを確保する自主的な活

動、これは化学業界ではレスポンシブル・ケア活動と呼んでおりますけれども、化学企業

グループとしまして重要な責任を果たすというふうな認識をしております。 

 ＲＣ活動でございますけれども、ここに示しておりますように、化学品安全を含めまし

て５つの大きな柱がございます。これらの活動をPlan、Do、Check、Action、いわゆるＰ

ＤＣＡサイクルを回しましてスパイラルアップさせていきますとともに、社会とのコミュ

ニケーションを図りまして、最終的には「KAITEKIものづくり」あるいは社会からの信頼

を得る、そういうようなところを目指しております。この「KAITEKI」でございますけれ

ども、これは、最近、社長の小林が提唱しているものでございまして、いわゆる「快適」

とは異なりまして、環境負荷の低減とサステイナビリティ（持続可能性）というものを確

保しながら「KAITEKI」というのを追求していく、そのような「KAITEKI」というものでご

ざいます。ＧＨＳでございますけれども、化学品管理の中でも非常に重要なテーマ、その

ようにとらえて取り組みを進めております。 

 それでは、本題の三菱化学におけますＧＨＳの取り組みについて話を進めてまいります。

まず、ＧＨＳ関連で私どもが管理をしないといけない化学物質についてお示しをしており

ます。まず、供給者のほうから原料を購入いたしまして、試作、製造を行います。でき上

がりましたものを、購入いたしました試薬を用いまして評価あるいは検査を行います。で

き上がりました試作品あるいは製品をお客様のほうに提供する、このような流れになって

ございまして、この青字で示しておりますようなものを、ＧＨＳとしては管理をしていか

ないといけないことになります。これまでは労働安全衛生法（安衛法）に従いまして、こ

の試作品、製品のラベルあるいはＳＤＳ、これらのＧＨＳ化対応というのを進めてまいり

ましたが、今後は、この黄色の部分に示しておりますような作業場内の容器表示、これら

についてもＧＨＳ化対応というものを進めていかないといけない、このように考えており

ます。 

 これまでの私どものＧＨＳの取り組みについて、簡単に経緯をご紹介したいと思います。
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まず、法規制の動向でございますけれども、労働安全衛生法が06年に改正をされまして、

ＧＨＳの手法が導入をされております。ラベルにつきましては、該当する製品については

即時対応が必要でございまして、その後、ＳＤＳについては切りかえに４年程度の猶予期

限をいただいております。この法規制動向を受けまして、私どもとしましては、安衛法改

正のおよそ１年半前から準備に入りました。まず、製品調査というのを行っております。

どのような内容を調査したかは、次のスライドでお示しをしたいと思います。 

 この2006年末に対応する形で表示対象物質の含有製品についてのラベル、これについて

はＧＨＳ化を図っております。これと並行いたしまして、全製品を構成する物質のＧＨＳ

分類調査というのを行いました。それとあわせまして、結構数もあるということでＧＨＳ

対応のＳＤＳを作成する、あるいは管理するようなシステムの導入というのを図りまして、

2010年のＳＤＳの切りかえに対応を図りました。現在は、１度調査いたしましたようなＧ

ＨＳ分類結果の見直しというのを進めております。このＳＤＳですけれども、一部はホー

ムページのほうから公開もさせていただいております。 

 この③、④でございますけれども、ここでは費用等はお示ししておりませんけれども、

この③のＧＨＳ分類調査にはおよそ１億円程度、これはグループ会社の調査会社のほうに

委託するような形で進めまして、かかっております。また、このシステム導入については

5,000万程度の費用をかけております。 

 今後でございますけれども、本年４月に安衛法、化管法の省令改正というのがなされる

ことになっておりまして、これらに対応しまして全製品のラベルのＧＨＳ化、作業場内の

ＧＨＳ表示、こういうものを進めていきたいと考えております。 

 これが製品の調査に使用しました書式でございます。製品名がございまして、それらの

成分、含有量、該当するような適用法令がまとめられるような書式になっておりまして、

これを各事業部に配布して調査を行いました。その結果、ＳＤＳを提供している製品数が

およそ4,000、それらを構成する物質数が1,300ということがわかってきております。 

 これが私の最後のスライドになりますけれども、今後の課題として挙げておるものでご

ざいます。１点目と２点目につきましては先ほども紹介しましたが、安衛法、化管法の省

令改正に伴いまして全製品のラベルのＧＨＳ化、作業場におけます容器のＧＨＳ表示対応、

このようなものを進めていきたいと考えております。これらにつきましては、これまでそ

れほどＧＨＳとなじみのなかったような研究所等も展開する必要がありまして、結構時間、

手間がかかるかなというふうに考えております。 
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 ＧＨＳをベースといたします危険有害性、これらの情報にさらに用途情報、要は暴露情

報を加味しましたリスク評価、こういうふうなものに基づく管理体制というのを構築して

いきたいと考えております。 

 さらには、そのリスク評価管理体制をサプライチェーン全体で展開していく、要はライ

フサイクル全体で化学物質を管理していくような体制を構築していかなければいけない、

こういうふうなことを考えております。この（３）につきましては、日化協のＧＰＳ／Ｊ

ＩＰＳ活動、（４）につきましてはＪＡＭＰ、これは安井先生のほうにアカデミア・アド

バイザリー・ボードの議長もお願いしておりますけれども、こちらのほうの活動に積極的

に参画をいたしまして、また経済産業省様とも連携を図らせていただきながら、このよう

な産業界の自主的な活動を積極的にとり進めていきたいと考えておる次第でございます。 

 私のほうのプレゼンは以上でございます。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、大内新興化学工業株式会社永井様からのプレゼンをいただきた

いと思います。お願いいたします。 

○大内新興化学工業（永井）  品質保証安全環境室の永井です。よろしくお願いします。 

 それでは、本題に入ります前に会社概要についてご説明いたします。当社は、創業は19

31年、現社長が41歳と非常に若い、やる気のある会社でございます。資本金が１億1,500

万円、年商が142億円程度の会社です。本社は東京にありますけれども、工場が福島県の

須賀川市及び南相馬市、今20キロのオンラインにありまして非常に苦労している状況です。

研究所も須賀川にありまして、そのほか関連会社として福島県の二本松に加工工場、中国

のほうに２社ほど合弁会社がございまして、化学薬品をつくって日本に輸出し、海外に再

度展開しているという状況です。 

 先ほど申しましたように創業は古いんですけれども、主にゴム薬品ということで、業務

はかなり絞ったところで来ております。ＴＱＣの導入も1978年で非常に古く、品質管理及

び安全衛生の面での取り組みもＩＳＯ等で行っているところです。 

 取り扱い品目ですけれども、主にゴム薬品です。加硫促進剤、加硫剤、酸化防止剤とい

うことで、自動車用のタイヤ及びゴムチューブ、ベルトといったようなものの加工剤とい

う形で供給させていただいております。それ以外に果樹用抗菌剤、例のチューラムといわ

れるものが主製品ですけれども、そういったものの製品化。それから重金属固定剤、これ

は鉛等を焼却灰から溶出しないようにするような薬剤です。それから医薬品原薬を数品目、
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その他化成品を製造しております。 

 事業規模ですけれども、メーンの須賀川工場、原町工場、年間でほぼ１万トン、それぞ

れ100名ちょっとの会社でございますが、特徴がございまして、須賀川工場は少量多品種

を切りかえ生産しております。一方原町工場は、数品目をバッチ生産、連続加味しまして

大量生産を行っております。品目の特徴としましては、液化硫化水素、液状物質では危険

物もありますし、国連の輸送上にかかわる危険物もございます。固体関係では、後で物質

を紹介しますけれども、危険物のたぐいも扱っております。形状ですけれども、ゴム薬品

ということで、粉末の場合は飛散性が問題になりますし、ゴムに配合した場合の分散性が

問題になります。それらをユーザーの要求に応じまして乾粉から湿潤化したもの、あるい

はペレット化したもの、グラニュールしたもの、あるいはマスターバッチの浸透化したよ

うなものを提供しております。成分としては、単一品目で140品目ほど、混合物として160

品目ぐらいです。 

 典型的な製造方法ですけれども、反応釜に原料を投入しまして、反応後、固液分離しま

す。そのまま乾燥、粉砕しますと粉製品、粉状態から混合して混合製品、脱水、ウエット

の状態で成形して乾燥すると成型製品ということで、典型的な化学工場ですけれども、主

に粉塵が発生するのはこの辺の乾燥、粉砕といったところだと思います。 

 基本的な構造ですけれども、原料型はアルキルアミン、二硫化炭素、硫黄、アニリン、

ジフェニルアミン、フェノールといったようなもので、見て委員の皆様はおわかりかと思

いますけれども、難分解性の化合物が多いという状況です。 

 ＧＨＳに関する関連部署ですけれども、全社組織の中で生産研究開発本部というものが

ありまして、その下に自分が所属します品質保証・安全環境室がございます。ここが全社

の品質及びＭＳＤＳを含めた安全環境すべてをトータルで管理しているというところです。

工場の業務部の物流課、生産関係あるいは安全環境課、品質保証といったところで、実際

のＭＳＤＳの場内教育でありますとかラベルの貼付といったようなものに対応していると

いうところです。 

 製品のＭＳＤＳの作成状況の本題です。このように各種の法令に対応するというか、該

当製品が種々ございますので、それらを中心に今整備をしているところで、ＭＳＤＳとし

ては基本的に全品目対応済みなのですけれども、それを今ＧＨＳ対応に直している最中で

す。安衛法、化管法といったようなものは対応が済んでいるんですけれども、混合製品と

いったところになりますと、まだほとんど未着手な部分が多いというところです。表示に
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しましては、やはり法律上の要求がありますところは済んでおりますけれども、それ以外

のものにつきましては今後の方向を、ＧＨＳの表示という意味ですけれども、今後進めて

いかなければならないというふうなところです。 

 作成する際の基本的な考え方ですけれども、少なくとも５年に１回は法規制に対応して

改訂いたしております。情報入手ですけれども、Ｗｅｂ上で入手可能な情報が基本です。

ですから、それ以外のお金をあえてかけるということは、新規化学物質は別ですけれども、

それほどの余裕はないというところです。高価なソフトは使用しませんで、市販のワード、

エクセル等を使って作成しておりますので、人件費だけということです。 

 活用状況ですけれども、社内パソコンのデータベースという形で全工場結んでおります

ので、そこで常時、最新版のみを公開しております。ユーザーへの配布ですけれども、こ

れは要求があった場合配布しているという状況です。 

 実際に作成する上で苦労することは、情報の入手と提供両面で、英語以外に中国語、韓

国語、それぞれユーザーがふえていますので、それらの対応に今苦労しているというとこ

ろです。それから、ここには書いてございませんけれども、混合物につきまして、急性毒

性等は数値がありますので式にのっとってできるんですけれども、それ以外の、いろいろ

な文章上で発がん性だとか臓器への影響だとかいうことを混合物としてＭＳＤＳに展開す

る際、そういった意味でノウハウがございませんので非常に苦労しているというところで

す。 

 懸念材料としましては、海外との規制の差異は如実に感じているところでありまして、

中国で規制がかかるということですけれども、実際に現地の方に聞いてみると、全く聞い

ていないというような実情でございますので、弊社が情報、特に混合物等の情報を公開す

ることによって機密が流出してしまうことは、一つの懸念材料かなと思います。 

 これはその例ですけれども、ＮＩＴＥとか中災防の方でＭＳＤＳ、ＧＨＳ対応のものは

大分公開されておりますので、その情報をもとにこのようなラベル例を作成いたしまして、

これが製品袋に印刷したものです。製品名と、これは輸入の危険物の表示です。裏面にＧ

ＨＳの日本語と英語、現在はこれにさらに中国語を加えるバージョンに切りかえつつあり

ますけれども、さらにこれが韓国語となると、印刷の版下の切りかえということでの費用

が大分かかって、負担になっているというところです。 

 続きまして、原料のＭＳＤＳについてです。基本的に社内システム上で、新規の原料を

購入する場合、あるいはメーカーを変更する場合には必ず入手するよう義務づけておりま
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す。ただ入手割合は95％程度でございまして、メーカーによる対応の差があります。１つ

には様式の違いがありますし、更新頻度、10年前のＭＳＤＳ等はざらですので、そういっ

た対応の差があるという点。 

 それから成分開示されない原料、基本的に法規制のものは開示されているというふうに

信じているんですけれども、ＣＡＳ番号さえ開示してくれないメーカーがございます。そ

れから場内への展開ですけれども、特徴としましては、配属時あるいは異動時に重点的に

教育しております。取り扱い上の注意を優先しまして、物自身の衛生性というよりは取り

扱い、取り扱う際にはこれだけは気をつけてくださいといったようなことです。それから

異常が発生した場合、このときに重点的に水平展開する形を含めて再教育しているという

状況です。 

 問題点としましては、職場ごとに内容、視点を変える必要がございます。例えば物流課

と生産課では全く内容が違いますので、その辺の暴露確率の差による教育の仕方の違いで

す。それからＱＣＤ、衛生性につきましてはハード的に対応しなければならない部分があ

りますけれども、その辺のシートの整合、会社全体としての優先順位づけ等含めて大変で

あるということです。ＧＨＳ表示につきまして、現状ではこのようにＧＨＳの前のものを、

要約したものを一品一様で配布している状況ですけれども、今後ＧＨＳ表示に切りかえる

際、その絵表示の理解をなるべく早急に浸透させる必要があるのかなと考えています。 

 今回ご紹介いただきました化成協での活動ですけれども、有機ゴム薬品環境保安委員会

というものがございまして、ゴム薬品メーカー５社が集まって活動しているわけですけれ

ども、そこでも汎用71物質を抽出しましてＧＨＳ対応のＭＳＤＳを作成しております。基

本的には、その５社の認識を統一するということでやっていますので、非公開にしており

ます。それから情報入手源ですけれども、公開情報を共有化することによりまして、法規

制とか当局指導へ迅速に対応したいということ。ユーザーの利便性を考慮して、業界とし

て内容の整合性を確保したいということ。最後は、これは個人的な考え方なのかもしれな

いのですけれども、輸入対抗品とサービス面での差別化をしたいということでございます。 

 以上です。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまからご質問、ご意見等いただきたいと思いますが、お手元にござい

ますネームカードを立てていただけましたら幸いでございます。 

 有田委員、どうぞ。 
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○有田委員  三菱ケミカルホールディングスグループの方の発表の８ページ、「ＧＨＳ

の取組み経緯」というところでのご質問ですが、ＧＨＳ調査結果見直しをされているよう

ですけれども、どういう視点で見直しをされているのかを教えていただきたいなと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○三菱化学（徳重）  １つは、新しい有害性に関するような治験がふえていないかどう

か、ＧＨＳそのものが改訂されていきますので、最新版に合ったような形で分類をし直す、

大きくはその２点でございます。 

○安井会長  それでは、高橋委員お願いいたします。 

○高橋委員  大内化学さんは中国に２カ所ほど合弁を持っておられる、これは製造拠点

ということでございますか。 

○大内新興化学工業（永井）  そうです、製造拠点です。 

○高橋委員 大変失礼な言い方ですけれども、全体的に非常に組織が潤沢じゃない中で、

中国における今ご説明にあったような対応について、もしコメントがございましたら、参

考になると思いますのでよろしくお願いします。 

○大内新興化学工業（永井）  中国では、２社とも常駐の日本人はいません。選択段階

から大分苦労したようですけれども、その当事者を信頼しまして、化学物質の管理も含め

て製造を一任しているという状況です。 

○高橋委員  国内と比べて、管理のレベルというのはどういうふうにご評価されていま

すか。 

○大内新興化学工業（永井）  レベルにつきましては中国は独特でございまして、例え

ば製造技術につきましても、教育をすると盗まれるということでマニュアルを現場に置か

ない、これだけはするなよとか肝心なところは教えているんでしょうけれども、標準用を

現場に置いてしっかり教育するんだよといっても、教えたら盗まれてしまうということで、

基本的な違いというのを如実に感じております。 

○安井会長  それでは、崎田委員お願いいたします。 

○崎田委員  前回の審議会でも基本的なご説明はあったということだったんですけれど

も、私、今回から出させていただいたので。 

 まず最初に、資料２の経済産業省からのご発表に関して一言質問させていただきたいの

ですけれども、私自身は、2003年に国連勧告ができたときから非常に関心がありました。

その当時は、日本は世界に先駆けて実施しますというふうにかなり明確におっしゃってく
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ださっていたんですが、申しわけありませんが、かなり時間がかかってきたということで

す。ただ、きょうの発表を伺って、とりあえず現在はＢtoＢの段階が中心ということです

けれども、かなり進めてこられたということで、私は大変ご尽力されたというふうに思っ

ております。 

 なお、最後のページに今後の課題として、消費者への最終製品のラベル表示ということ

がありますけれども、せっかく事業者の段階でこれだけの努力をしてくださっているので、

消費者の最終製品へのラベル表示とかそういうところまでいけば、消費者にもっと伝わる、

産業界の取り組みとかそういうものが伝わっていくのだと思います。消費者のところの最

終製品にも表示がきちんといくということに関して、ここの化管法の範囲を超えるという

ふうにお話があったんですけれども、表示をきちんとしたほうが、それまでの全体の産業

界の取り組みが社会に評価されるんだということにつながるように、ぜひ産業界にもマイ

ンドチェンジしていただき、消費者にもそれを理解していただくように、消費者への広報

とかそういうのも徹底していただきたいなと思いました。今後どういうふうな形で消費者

の最終製品のところまで考えておられるのか、その辺のロードマップといいますか、そう

いうことをぜひ教えていただきたいなと思いました。 

 なお、三菱化学さんにご質問させていただきたいのですけれども、積極的に産業界で取

り組んでおられるということで、今の関連なんですが、最後に、全製品のラベルのＧＨＳ

化ということが課題というふうに書いてあります。今後そういうふうに展開する中で、何

を今一番困っておられるのかとか、その辺についてどういうふうに進めておられるのかと

かいうことを、もう一回お話しいただければありがたいなと思います。 

 あと、もう１社、大内新興化学工業さん、化成協での活動の最後の４番の「輸入対抗品

との差別化」ということがあります、ここをもう少しお話しいただきたいんですが。私も

ＧＨＳの制度をとるということは、各国の貿易のときに非常にうまくいくというようなこ

とも最終的にはあると思って、産業界の皆様が取り組んでくださるといいと思っていたん

ですけれども、この辺、せっかくのこの取り組みが評価されるような形になっていないの

であれば、残念なことかなというふうに思いますので、どういうふうにお考えなのか、も

う少し教えていただきたいと思いました。 

○安井会長  それでは、それぞれ順次お願いいたしたいと思いますが、課長からどうぞ。 

○河本課長  ＧＨＳにつきましては、ご指摘のように2003年に制定されていたというこ

とでございます。これまでも、それを導入するためにどういう課題があるか、あるいは技
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術的なガイドライン的なものはどうあるべきか、あるいはＪＩＳも既に制定されていたわ

けですので、取り組みはしてまいりましたし、各省ともそういう省庁連携の会議を置いた

りもしてまいりました。やはり最大の問題は、日本の場合、法律が縦割りになっている部

分がありますので、各省がばらばらにやってしまうと、かえって混乱をしてしまう、そこ

をどういうふうに乗り越えるのかというのが最大のハードル。そこのある種のイノベーシ

ョンというか、行政の世界のイノベーションがなかなか見出せなかったので、多分おくれ

てきた部分があるんじゃないかなと思います。今回、特に労働安全衛生との関係では、共

通のＪＩＳをつくっていこうという発想が、きょう出席されている厚生労働省の半田課長

のほうからもありましたので、制度的な壁を乗り越える仕組みが出てきたということで一

気に進んだというところだと私自身は理解をしております。 

 ご指摘のように、いわゆるサプライチェーンの上流からＢtoＢではずっと情報が流れて

くる、最後の消費者の部分をどういう形で情報を提供していくのかというのは、まさにお

っしゃるように残っているというふうに思っています。この辺になりますと、例えば消費

者庁さんの家庭用品品質表示法との関係をちゃんと考えていかなきゃいけないと思います

ので、私ども関係省庁にやはり消費者庁さんも入っていただいて、その中で対応策を進め

ていくということで、明確なロードマップが示せないのは非常に申しわけないんですけれ

ども、我々としては、きっちりこれに引き続いて、進めていく方向でちゃんとやるという

ことは申し上げたいと思っております。 

○三菱化学（徳重）  私どもの全製品のラベル化における課題でございますけれども、

大きく２点あると考えておりまして、１つは試作開発品、これは相当スピードを要求され

ておりまして、それらにＧＨＳラベルというのがついていけるかどうか。ついていかない

といけないんですけれども、どういう形で回していくのかなと、これが１点です。 

 もう１点は、先ほど大内新興化学さんもお示しになられましたけれども、要は日本国内

と合わせまして海外にも同じ製品を出していくということで、ラベル等どういうふうに海

外のものを張っていくのか。また、海外で強制的にこういう分類を使いなさいというよう

なのが出てしまいますと、現在までの分類結果と違うようなことになりまして、要は違っ

た分類結果を同じ製品に２つ張るみたいな、というとおかしいんですけれども、そこら辺

はどういうふうに整合させるか、こういうようなところが私どもの大きな課題かなと考え

ております。 

○安井会長  ありがとうございました。 
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 それでは、お願いします。 

○大内新興化学工業（永井）  輸入対抗品との差別化ということですが、ちょっと説明

が不足だったかもしれないんですけれども、各国でハーモナイズしているということも理

解していますし、日本とアジアと同じレベルで作業者を保護するという趣旨も理解してい

るんですけれども、ここで言っているのは、その中でもより早くタイムリーに最新情報を

提供することによって、我が社の保障をアピールしたいという意味です。ゴム業界として、

日本のものを安心して使っていただけるようにアピールしたいというニュアンスでござい

ます。 

○崎田委員  どうもありがとうございます。あと、このＧＨＳができたときに環境とか

人体の安全性、もちろんそこがスタートなんですけれども、全世界が取り組むことで、貿

易とか、これを採用した事業者さんの動きがきちんとつながっていくということもかなり

期待されていたと思いますので、そういうことがきちんと皆さんで共有できる、よさが共

有できるような状況になるといいなというふうに思います。どうもありがとうございまし

た。 

○安井会長  ありがとうございます。 

 それでは、織委員。 

○織委員  コメントが１つと、大内新興化学さんのほうに質問が１点あります。 

 コメントは、先ほど河本課長がおっしゃったように、今回のＧＨＳとＪＩＳの統合化と

いうのは、ＧＨＳに関しては、結構柔軟に対応しなければならないところを、今まで一々

法律改正では対応できないのでＪＩＳで柔軟に対応するという方向性については、基本的

には非常に賛成しております。ただ、１点ちょっと気になるというかプラスしていただき

たいところですけど、指針の改正ということで、ＧＨＳに対応するＪＩＳを遵守し、自主

的な管理の改善に努めることを新たに追加されるということは、緩やかではありますが、

新たな義務負担を事業者に課すということになるかと思います。それはＪＩＳだけじゃな

くてラベルの面からも、化学物質管理を促進していくやり方を考えてくださいということ

で、方向的にはいいんですけれども、これが単にお題目にならないように、ＪＩＳとＧＨ

Ｓを統合してラベルを考慮することによって、自主管理がきちっとある意味進んでいくと

いうことを、特に中小企業においてうまくやっていくようなサポート体制というのをしっ

かりしていかないと、指針を追加したけれども結局書いただけということになってしまう

ことを懸念しますので、その辺、実効性ある制度、サポート体制というものは不可欠かな
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という気がしております。 

 もう１点、質問ですけれども、大内新興さんのほうが問題点等で出されていることは、

多分これから中小企業の方が皆さん直面するような問題をご指摘いただいているのかと思

うんですけれども、２点あります。 

 １つは、苦労することで情報の入手、提供両面での海外対応の負担ということですけれ

ども、今まで三菱化学さんからもお話が出ているように、要は分類に関する海外のやり方

が違うからという点で問題になっているか、それ以外のことがあるのかということが１点

です。 

 もう１つ、最後のほうで出てきている問題点ということですけれども、職場ごとに暴露

確率の差というのが出ているのですが、これはまさにご指摘のとおりだと思うんですね。

結局使用形態が違ってくれば暴露量が違ってきますので、当然リスクが異なってくるとい

うことになってくるかとも思うので、この辺、もう少しコメントいただきたいなというこ

とと、ＧＨＳの表示の理解が不足という点ですけれども、これは実は私も、経産省のほう

のペーパーで出ている製品情報の消費者の理解というところで、今のＧＨＳのラベルがど

れくらい消費者に理解されているかというと、あのラベルをぱっとみただけで警告とか危

険とかわかる方ってすごく少ないと思っているので、そういった問題点がいみじくもここ

で出ていると思いますので、ちょっとその辺についてもコメントいただいて、それを受け

て経産省のほうで、ラベルを消費者に対してもっとわかりやすくするためのバックアップ

というのを今後考えていただければなと思います。 

 以上２点です。 

○安井会長  お願いします。 

○大内新興化学工業（永井）  まず、苦労することの情報の入手ですけれども、これは

単に分類ということだけではなく、公開されている文献情報を読み取って、その中から衛

生性について要約をしなくてはならないわけですけれども、まさに文献を読み取る能力と

いう意味でちょっと不足していますので、苦労しているというところです。 

 それから、問題点のほうで暴露確率の差ということですけれども、例えば同じ作業であ

っても、全くクローズで作業している現場もございますし、防塵マスクをつけて作業して

いる場所もございます。それから、搬送する、横持ちを作業しているだけの現場もござい

ます。そういった中で、たくさん原料はございますので、わかりやすく要点を絞って説明

する方法を今模索しているというところです。 
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 それから、ＧＨＳ表示の理解の点ですけれども、これにつきましては、１回言っただけ

では到底理解してもらえませんから、過去の説明の内容と新しいＧＨＳ分類の意味を結び

つけながら説明していかなければならないのかなという意味で、まだ浸透していないとい

うニュアンスでの内容でございます。 

 以上です。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 それでは、課長からお願いします。 

○河本課長  まず最初の、いわゆる今回の制度改正で、かなり中小企業の皆様を含めて

やるべき内容がふえるということはいえると思います。これについては、最初は努力義務

ということになっておりますけれども、今後いろいろな形で中小企業の皆様に対する支援

もやっていかなければならないし、先ほどご指摘がありましたように、それによって何が

どういうふうになったのかという、フォローアップというのでしょうか、それもしっかり

やっていく必要があるというふうに思います。それでもし改めるべきところがあれば、改

めるということはやっていきたいと考えております。 

 それから、消費者の皆さんに対する理解の向上、特にラベル表示のところですけれども、

これについては正直、現時点ではいわゆるＢtoＢ中心に考えていますので、余りそこの点

についての活動は充実していないということはいえると思いますので、先ほどの崎田委員

の指摘もありました、消費者に対する情報提供をどういうふうにしていくかという中で、

今のご指摘も含めて議論していきたいと考えております。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 辰巳委員、どうぞお願いします。 

○辰巳委員  辰巳です。今まで、私もいいたいなと思っていたことが幾つかもう既に出

ているんですけれども、再確認ということで、要するに消費者用ということでさせていた

だきたいと思います。 

 ＧＨＳの絵表示を検討するときに話し合った内容の中で、消費者向けというよりも─も

ちろん消費者向けというのが一番理解しやすいんですけれども、途中にかかわる人たちも

消費者とほとんどレベルは変わらないはずだから、消費者向けというふうに限定するんじ

ゃなくてというか、要するに消費者向けにちゃんと理解できるようにしてあれば、世界じ

ゅうの人が共通で理解できるだろうというふうな言葉があったんですね。だからそういう

意味では、まさに大内工業さんがおっしゃっているように、それに携わる方々も、消費者
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ではないにしても全く同じことだというふうに思うので、そういう視点でもう一度、特別

に消費者に向けて、まだ今はＢtoＢだからというふうな限定をしないでご検討いただける

と、今後消費者につなげるときには非常にやりやすくなるというふうに私は思います。そ

ういう意味で、ＢtoＢとかＢtoＣというふうに余り限定しないで、今からだれにもわかる

ように努めていただけるといいなと思いました。 

 もう１つ、三菱化学さんのほうからは文字ばっかりで絵がなかったので、現状どういう

ふうになさっているのかなというのをすごくご説明の中で知りたかったんですね。こうい

うふうに表示しているんだというのがもしあればと思っておりました。大内さんのほうで

ちゃんと写真を出してくださったのですけれども、あれと同じような感じだというふうに

考えればよろしいんでしょうか。それだけです。 

○河本課長  ご指摘大変重要だと思いますので、いわゆるＢtoＢの世界でも、労働者の

方々も含めていろいろな方々がかかわりますので、あらゆる方々が理解できるようにする

ということは、当然消費者に対するものにもつながっていくというふうに理解しておりま

す。 

○三菱化学（徳重）  ラベルについては同様でございます。 

○安井会長  どうぞ。 

○厚労省（半田課長）  厚生労働省化学物質対策課でございます。 

 今、辰巳委員からご指摘ございました、消費者に行く手前の川中、川下の各事業者の作

業員の方々ということだと思いますが、そういった方々に対しましては、私ども中央労働

災害防止協会といったようなのがございまして、そういったところなども通じましてこう

いった仕組みの伝達を進めていこうと考えてございますので、一言申し上げておきます。 

○河本課長  そういう意味では、厚生労働省と協力して進めていきたいと思っています。 

○安井会長  有田委員、お願いします。 

○有田委員  今、辰巳さんがおっしゃったとおりです。国連勧告が出た当初に、環境省

でＧＨＳの考え方を消費者に理解してもらうためのパンフレットづくりを辰巳さんと一緒

にしたことがあります。まさにその考え方でした。特別にどこだけじゃなくて、どこの立

場の人がみても、共通して危ないものは危ないとわかる、言葉がわからない人もわかる、

それが国際的に共通になっていくといいねということの観点から始まったのに、どうもお

話を聞いているとちょっと違っているなと思いました。長くなりますからここでやめます、

言いたいことはいっぱいありますけど。 
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○安井会長  ありがとうございました。 

 私もＧＨＳというのは、例えば荷役に従事しているような方にもわかるようにというこ

とでは、あれはＢtoＢだから─そういうようなことだったと思いますので、またよろしく

ご検討いただきたいと思います。 

 それでは、一応想定内ではございますが若干おくれておりますので、次に進ませていた

だきたいと思います。 

 まず、次の議題２、３、４、５でございますが、２のナノ物質、３の化審法47条、４の

アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフティ、５の水銀条約でございますが、一括

してご説明をいただきまして、まとめてご議論いただきたいと思います。お願いします。 

○河本課長  それでは、資料３から６につきまして、いずれも状況のご報告ということ

になりますけれども、まとめてざっとご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料３は、まずナノ物質への対応ということでございます。１ページを開いていただき

まして、前回の８月の会議では、目的の真ん中の矢印のところにありますが、ＮＥＤＯの

「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」の成果のご説明をいただき、またご議論をしていた

だいたということがございました。その議論も踏まえまして、これは先月でありますけれ

ども、ナノ物質の管理に関する検討会を設置して、引き続き具体的な検討を進めていると

いうことで、２ページ目に検討会のメンバー、この審議会からも何名かの方々にご参加を

いただいているということでございます。 

 ３ページ目に「第１回検討会における主な意見」、これはもっとたくさんありましたの

で、とても全部書き切れないという前提でご理解をいただければと思います。例えば、ナ

ノ物質に関する共通の有害性を整理していこうという項目があるんですけれども、一般的

な炎症というよりは発がん性のような皆さんの関心が高い項目、あるいはサイズや形状か

ら引き起こされるナノの性質について特化して整理をすべきではないか。ヨーロッパのＲ

ｏＨＳの規制の中でカーボンナノチューブが議論されましたけれども、これについてもカ

ーボンナノチューブ全体が問題だということではなくて、長い繊維のカーボンナノチュー

ブが問題なんだという形で議論されましたよ、といったご指摘がございました。 

 それから、ナノについて検討するに当たっては、データというものが非常に重要であろ

うと。データに基づいて議論しなければ、実際のリスク管理が結びついていかないと。こ

れに関しては、厚生労働省さんの労働環境のデータ、あるいは工業会のさまざまなデータ、

そういったものもいただきながら検討を進めていくべきであろうというご指摘がありまし
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た。 

 それから、現時点では、ナノ物質のリスクというのはまだまだ科学的にも不確実な面も

あるということで、実際の現場の方々や社会一般のリスクに関する認識についても留意し

ながら進めていく必要があるであろうということでございます。 

 それから、当面は事業者による自主的な取り組みということがまずは重要だというふう

に思うけれども、どういう状況がみえてきたら規制による管理が必要になるのか、そうい

った整理についてもする必要があるのではないか。 

 それから、ナノ物質の管理のあり方とともに、社会への情報の提供のあり方について検

討をしてほしいと。 

 それから、ＥＵでもナノについて検討されておりますが、それについて昨年、ナノ物質

の定義、どういったものをナノと定義するかというものが公表されました。今後世界的に

ナノ安全の情報や研究成果の共有を行う際に、各国の定義を合わせていくということが非

常に重要ではないかというご指摘がありました。 

 それから、もちろん国際的な調和は重要であるけれども、計測であるとか安全評価等の

技術については、より日本がリーダーシップをとって世界を引っ張っていけるような積極

性が必要であろうというようなご指摘をいただいたところであります。 

 現在、４ページ目にございますように、ワーキンググループを２つ検討会の下に設置を

しまして、リスク評価ワーキンググループ、先ほどちょっとありましたけれども計測技術

のワーキンググループ、その２つのワーキンググループで具体的な検討を進めておりまし

て、ことしの春から夏にかけて中間的なとりまとめをしていきたいということで作業を進

めているところでございます。 

 簡単ですが、資料３は以上でございます。 

 資料４、「化審法47条の運用について」ということでございます。これも前回少し議論

させていただきましたが、今回の化審法の改正で新たに47条という条文が入ってきたとい

うことで、１ページ目の参考に実際の条文の内容が書いてあります。具体的な目的として

は、当省、経済産業省が化審法、これは環境経由というものをみておりますけれども、こ

ういった環境経由を目的としている化審法の運用を通じて、化学物質が人の健康に及ぼす

有害な影響等に関する重要な情報を取得した場合において、当該情報を化学物質に関連す

る他の法令の所管府省に迅速に通知しようというような目的でございます。 

 ２ページ目に、当面の予定であります。現在、化審法自身の法律の施行というのは、い
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わゆるスクリーニング評価段階の作業を中心に進めております。詳細なリスク評価という

のは来年度以降どんどん取り組んでいくということになっているんですが、このスクリー

ニング評価段階においてはということですけれども、人に対して発がん性、変異原性、生

殖毒性のいずれかの有害性が一定程度、これは具体的には有害性クラス１ということであ

りますけど、そういったものを中心にみていくべきであろうと。そういう化学物質につい

てのさまざまな情報、具体的には発がん性、変異原性、生殖発生毒性に関する試験内容の

結果であるとか、あるいは当該化学物質についての製造、輸入あるいは用途の情報、そう

いったものをちゃんとまとめて通知をしていこうというふうに考えております。 

 より具体的になりますと、次のページでございますが、一番上に化審法のいろいろな作

業段取りの流れ。今、日本で１トン以上製造、輸入されている化学物質というのは8,000

物質以上あるということで、その中で製造、輸入あるいは用途に応じてスクリーニング評

価をどんどん進めているということで、現時点では優先化学物質が88物質、さらにもっと

追加をするための作業をしておりますけれども、この優先化学物質について、より詳細な

環境経由のリスク評価を実施するということになっております。より詳細なリスク評価と

いうのは来年度スタートということになっていまして、今はまさにスクリーニング評価段

階でいろいろな情報を集めているということであります。 

 この現時点での優先化学物質88物質について、その集まったデータを分析、整理してい

ったわけですけれども、先ほどの発がん性以外の変異原性と生殖発生毒性についてはクラ

ス１の情報はございませんでした。一方で発がん性について整理をしていきますと、今回

７物質、人に対して発がん性クラス１があるということがわかりました。それを具体的な

表にしたのが右側の７物質ということでございまして、このうちの上の５つはかなり有名

な、表現がいいかどうかわかりませんけれども、メジャーなといいますか、それぞれ各法

令でさまざまな対応がとられている化学物質というふうに我々としては認識をしておりま

す。 

 その一方で、下の２つでございますけれども、これについては、まだ一部対応ができて

ない部分があるのかなというふうに考えておりまして、我々としては、この47条について

は、下の２つの物質を対象として関係のところに通知をして、情報を共有していくという

ような形でまずは進めていきたいと考えているところでございます。 

 以上が資料４でございます。 

 次は、少し視点が変わりますけれども、資料５はアジアン・サステイナブル・ケミカル
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・セーフティ構想ということで、アジア全体でどのように化学物質管理に取り組んでいく

かということでございます。世界全体としては、ＷＳＳＤということで、2020年までにさ

まざまな制度を整備していきましょうということになっておりますけれども、正直、後ろ

にも参考資料がありますが、まだまだアジアはこれからという段階であります。なおかつ

サプライチェーンがつながっているということもありますので、アジアにおける化学物質

管理制度の相互調和、お互いに相互調和をしながら全体としての化学物質管理を充実させ

ていくということが非常に重要であろうということでありまして、特に有害性の情報とい

うのは共通でありますので、アジアで共有をすることによって、各国においてより効果的

かつ調和された化学物質管理が実現していくであろうと考えております。 

 現在の取り組みとしては有害性情報、これはアジア各国で使われている、あるいはつく

られている化学物質についての有害性情報あるいは規制情報、そういったものを共通のデ

ータベースとしてもとうと。それによって、制度の調和がより図りやすくなるだろうとい

うふうに考えております。 

 それから、先ほどのＧＨＳ分類も、考え方は国連で同じはずなんですけれども、現場に

行きますと毒性の考え方がずれていたりして、分類結果がずれているというケースがどう

もあるやに聞いておりますので、Ａという化学物質についての分類結果が調和するという

ことも非常に重要だと考えていまして、ＧＨＳ分類結果の共通化、あるいはこれからどん

どん入れていく国々がありますので、アセアン域内相互の技術支援といったものを進めて

いく必要があるだろうと考えております。 

 2012年度の取り組み予定としては、先ほどのデータセンター、さまざまなデータを蓄積

するセンターの設立に向けて、現在ＥＲＩＡ（東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター）

というところでこういった取り組みのあり方について、これは日本だけじゃございません、

各国ご参加して、各国の専門家が集まって検討していただいていますので、そのアウトプ

ットをもとに具体的な詳細設計等を進めていこうと考えております。さらに、そういった

ＥＲＩＡの研究と並行して、各国それぞれバイでもさまざまな対話を進めまして、最終的

には例えばアセアン化学物質管理研究センターみたいなものもつくっていく必要があるの

ではないかということで、対応を進めているところであります。 

 １ページ飛んで、2.が、先ほど申し上げましたアジアにおける化学物質管理制度の相互

調和に向けた一つの展開イメージということで、一歩一歩具体的にＥＲＩＡの調査をベー

スにしながら、同時にバイの各国との意見交換もしながら、共通のデータベース、あるい
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は最終的には制度の調和というものを目指して対応を進めていこうと考えております。 

 ４ページ目でございますけれども、例えば第17回の日アセアン経済会合においても、ア

ジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフティ構想についてちゃんと進展しているねと

いうような認識をいただいておりますし、また首脳レベルの第14回日アセアン首脳会合に

おいても、こういった取り組みについて高いレベルで認識をしていただいているというこ

とでありまして、これをより具体化していきたいと考えているところでございます。 

 ５ページ目、６ページ目、より具体的になりますので、これについては省略をさせてい

ただきます。後ほど、ご質問等があればお答えをしたいと思います。 

 最後になりますけれども、資料６で水銀条約交渉の状況、これは初めてご説明をさせて

いただくことになります。ＵＮＥＰの提唱によりまして水銀条約交渉が2010年から開始さ

れておりまして、外務省、環境省とともに、ほかの省庁もそうですけれども、私どもも参

加をしているということでございます。2013年、来年ですけれども、外交会議を日本で開

催するということが決定されているということでありまして、既に３回交渉が行われてい

るということでございます。 

 １ページ目は世界の水銀の状況ということでございまして、2005年で大体3,000トンか

ら3,900トンぐらいの需要があるというふうにいわれております。ただ注にございますよ

うに、日本においては例えばＡＳＧＭ、小規模金の採掘に伴う水銀の使用、あるいは塩ビ

の製造における水銀の使用等々の水銀の需要はないということでございます。一部ボタン

型電池、計測器等で水銀需要がありますが、10トン未満と非常に少ないというふうに認識

をしております。 

 隣は大気への排出量ということで、2005年で1,921トン世界で排出されているというこ

とで、後ろに資料がありますが、圧倒的に中国が多いと。中国、インドあるいはアメリカ

とか、そういった国々が非常に多いという現状にございます。 

 ２ページ目にございますが、グローバルにみた場合には、世界全体での水銀汚染対策を

進めていくことが必要だということで、現在、主な論点としては水銀の貿易、日本も現時

点で一部輸出をしたりしておりますので、貿易についてどういうふうにしていくか。それ

から、我が国でも一部ありますけれども、水銀含有製品の製造、輸入をどういうふうに禁

止とか管理をしていくか、あるいは大気中への水銀の排出をどのようにしていくか、そう

いった問題が現在議論をされているという状況でございます。 

 注にありますように、これが条約化された場合には、水銀貿易あるいは水銀含有製品の
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規制方法など、国内における条約の担保手段について検討する必要があるということであ

ります。 

 それから、まだ具体的に決まっているわけではありませんが、世界的には、鉛でありま

すとかカドミでありますとか他の重金属についても議論が起こってくる可能性があるので

はないかと考えております。 

 ３ページ目は、先ほど申し上げた各国の排出量ということで、中国がすごく多いですよ

ということを示したものでございます。 

 ４ページ目でございまして、ことしの６月に第４回の交渉が行われ、一応第５回で大体

まとまることになっていると聞いておりますが、ちょうど１年後ぐらいということでもあ

りまして、きょうは最初のご報告ということになりますけれども、今後、より具体的な話

が煮詰まってきた場合には、また改めていろいろな形で議論していただく必要があるかも

しれないということで、きょうは最初のご説明ということでさせていただきました。 

 以上です。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 以上のご説明に関しまして、ご質問あるいはご意見等ございましたら、先ほどの要領で

またお願いしたいと思います。 

 それでは、吉田委員からお願いいたします。 

○吉田委員  質問ではないのですけれども、アジアン・サステイナブル・ケミカル・セ

ーフティ構想のご相談の中で、先ほど共通的なものとして有害性情報等のデータセンター

をつくられるということでしたが、世の中、2020年に向けてリスクベースの化学物質管理

ということに向かっております。また、ＮＩＴＥさんの801ページの調査報告をみさせて

いただいても、まだアジアはハザードベースの化学物質管理が主体ということですので、

今後そういったリスクベースの化学物質管理に向けて、有害性情報も確かに重要だとは思

いますが、一方の暴露に関するツールあるいはリスクの評価方法に関する教育的なツール、

こういったものもあわせてアジアの国々に供給していただくというか、提供していただく

ということで、アジア全体としてリスク管理ベースの化学物質管理のポテンシャルを上げ

ていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○河本課長  ご指摘ありがとうございました。我々もあるいはＷＳＳＤも、リスクベー

スで管理を進めていきなさいということが指摘されておりますし、現在この時点における
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各国への協力というのは、リスクベースというのは何なのか、どういう形で進めていくこ

とが化学物質管理にとって必要か、ということをまずご説明しております。その上で、リ

スクを評価する上でハザードと暴露管理両方あるわけですけれども、有害性情報というの

は１つでいいわけです。タイもマレーシアも中国もみんな１個でいいわけですので、各国

がばらばらに集めても重複の作業だけですので、これは一緒に集めましょうと。その上に

立って、その国がどういう暴露をしているかというのは、行政当局が国内の状況を理解し

てリスクの評価をしていかなきゃいけないので、リスクについての人材をその国で育てて

いくという全体のリスク管理というコンセプトの中で、その基盤となるハザードについて、

ばらばらにやらずに効率的に集めましょうということできょうご説明させていただいたの

ですけれども、ちょっと私の説明の仕方が悪くて申しわけなかったんですけど、全体とし

てはリスクでやらなきゃいけないよというのをまず最初に説明した上で、段取りとしてデ

ータベースの話をさせていただいているということであります。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 では、織委員お願いします。 

○織委員  ２点あります。まず、化審法47条の運用についてという点ですが、法改正の

ほうにかかわってきたときに、非常に重要な条文だと思っております。今まで縦割り行政

で、一方の省庁では規制していたけど、あるところではやっていなかったということを総

合的にやってもらうために、この47条で情報を共有していこうということですので、この

47条を、ただの置いてある条文じゃなくて、ぜひ活用して実質的なものにしていただきた

いと思っております。 

 １点、そういう意味でちょっと素朴な疑問なんですけど、パワーポイントで、７物質で

47条に基づく通知が２個だけというのは、今のご説明ですと、上のほうはもう既に周知の

事実なので、あえて通知する必要がないということですけれども、逆にいうと、もう周知

の事実であれば、別に通知しても構わないんじゃないかという発想なんです。つまり、や

るんだったら全部やってしまえばいいんじゃないですか。もとの趣旨からいえば、これは

３省庁間で情報を共有していきましょうということなので、その趣旨からいくと、この２

つに絞っているという意味は何なのだろうというのを簡単に教えていただければなと思い

ました。 

 もう１点は、アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーフティ構想ですが、これも基

本的にはぜひ推し進めていただきたいと思っているんですけれども、１点、日本が主導権
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をとって、日本がお金を出して、アジアの各国はただ参加するだけというのは何とか避け

たいなと思っている。ずっとこの問題にかかわっている者としては、何とか主体的に、ア

ジアの各国はそれぞれ自分の国の問題として取り組んでいただけるように誘導していかな

ければならないと思うんですね。そのためには、やはりキーになるのは、データベースの

内容が日本ですとか韓国とか先進国だけに興味がある内容ではなくて、先ほど産総研さん

もおっしゃられたように、まだアジアでは下流のほうが事実上ベースになっているわけで

すね。産廃の問題とか事故時における化学物質の流出の問題というのがやはりキーの問題

になっているので、データベースの内容も先進国中心の考え方より、若干はハザードとい

うかアフターのところも入れていって、彼らの問題として考えてもらうということが必要

なのではないかということが１点と、この点に関しては、国内でも関係者をなるたけワー

キングのほうに巻き込んでいって、すべての関係者に共通のデータベースになると思いま

すので、広く有識者を集めて議論していっていただきたいと思っています。 

 特に規制がデータベースにまとまることによって、ビジネスの方にとっても海外進出上

非常に有益な情報が出てくるということがありますので、中小企業の方も上流の方も。そ

れからリスク評価に関しては、ＮＩＴＥだけではなくて産総研さんも進めていらっしゃる

ので、そういうところも含めて、なるべく今までこの問題にかかわってきた方、ＯＴＳも

含め全部、いろいろな方が情報、この分野の動きを共有できるようにしていただければな

ということです。 

 以上２点です。 

○河本課長  ありがとうございます。最初のほうの47条に関してですけれども、ご指摘

があったように、全部やってもいいんじゃないかという考え方もあるかもしれませんけど、

一応法律に基づく行為ですし、例えば大臣名で通知するということでありますので、これ

についてはこういう法律があって、この法律がまだ対応していないということもある程度

説明できないといけない。意味なく渡すということよりも、もう少し行政としてちゃんと

責任ある説明ができるような範囲内でということで、ある程度絞り込んだということであ

ります。 

 ２点目のアジアについては、まさにおっしゃるとおりで、日本が押しつけみたいな形で

進めるというのは、多分実際にうまくいかないであろうと。主体性をどうやって確保する

か、これがある意味で一番難しいのかもしれません。アジアの方々がむしろみずからやり

たいんだと、そこの部分をどういうふうにインボルブしていくかというのが、多分一番難
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しい点なんだろうなと思います。例えばベトナムなどに参りますと、事故時の対応をどう

するかというのに大変興味が深くて、これはいわゆる化学品の世界でもありますので、で

きるだけ対応できるような形で考えていきたいなと思っています。 

 産廃は、多分また考え方が変わってきますので、我々としては、いわゆる化学物質の世

界で安全というか、事故時も含めてどこまで対応できるかというのを、まさにおっしゃる

ようにアジアの方々が主体的になれるような、あるいは興味を持っていただけるような方

向を模索していきたいなというように考えております。 

○厚労省（佐々木補佐）  厚生労働省医薬食品局でございます。今までの議論をお伺い

しまして、47条の運用について私どもも見解を述べさせていただきたいと思いますけれど

も、化審法の主管大臣である厚労大臣、経産大臣、環境大臣が、化審法の運用を通じまし

て化学物質の性状等に関する治験等を得た場合において、その化学物質に関する他の法律

に基づく措置に資することを目的として設定された経緯がございます。資料４の１ページ

の下に書いてある条文がそういうふうに書いてあります。 

 これはどういうことかというと、簡単にいえば、他の法律に基づく措置に役立つ情報を

通知するということになっています。今回の運用案ですと、他の法令に役立つというより

も、むしろ情報提供のレベルではないかと考えています。47条の手続を踏まずとも、もし

スピードを重視したいというのであれば、ホームページ等で公開すればよいという発想も

あるかと思います。 

 毒性情報につきましてはＩＡＲＣなどで公開されていますし、また用途情報につきまし

ては、経産省で入手されている情報を公開すればよいという考え方もあるかと思います。

手続をとるよりもスピードも速いですし、透明性の観点でもすぐれているのではないかと

考えています。できるだけ詳細な用途も含めて積極的に公開するという手もあるのではな

いかと考えています。 

 では、47条の通知の規定で何をするかということでございますけれども、他の法律の措

置に役立つものを通知するという本来の趣旨で通知したらどうかと考えています。例えば

今の案ですと、スクリーニングをした後に通知するということになっておりますけれども、

リスク評価が今後進んでいくわけですけれども、リスク評価が進むにつれて、詳細な用途

なども含めて今後とるべき対策が判明してくるわけで、こういった情報をあわせて連携し

て措置につなげるような通知を打っていく。情報のバトンをしっかり渡していくという通

知をしたらいいんじゃないかと考えています。 
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 繰り返しになりますけれども、スピードになるのであれば公開で十分じゃないか。相手

の制度にしっかり措置をとってもらうならば、質の高い情報をもって渡す。国民への健康

影響に対する措置が最終的目標とすべきなのであれば、47条の通知を打ってそれで終わり

という形にするのではなくて、先ほどの議論でもありましたけれども、書いただけの通知

とならないようにする。例えば、先ほど表示の話などもございましたけれども、表示など

につなげていくのであれば、相手の省庁に対してちゃんと表示までつなげられるかどうか、

そういったことも見据えて打っていく。 

 さらに、先ほどリスクベースの化学物質の管理のポテンシャルを上げていくというよう

な話もございましたように、化審法の運用の中でリスクベースの化学物質の管理のポテン

シャルを上げることが、相手の措置につなげていく際にできるかどうかなどの情報なども

あわせて相手側のほうに打っていくということも必要なのではないかと考えています。今

の情報ですとほとんど公開と変わらないので、例えばＢtoＢ、この場合はＧtoＧになりま

すけれども、ＧtoＧで終わらすのではなくて、ＧtoＧtoＣであるとか、ＧtoＧtoＢtoＣで

あるとか、そういった形でしっかり運用がなされるような形で通知をしたらいいんじゃな

いかと思います。 

 以上でございます。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 ほかは何かございますか、今の件に関して。 

 では、崎田委員どうぞ。 

○崎田委員  私、実は質問事項がその関連だったものですから。そうすると、この資料

の４ページのところに、「通知先の省庁から要望があった場合は、追加情報を提供するこ

とがあり得る。」と書いてあるのはどういうことを意味しているのかを伺おうと思ったん

ですね。それが今のお話かと思うんです。そうすると、例えばスピード感をもって情報を

伝えるのと、通知して対策をとるようなところまでいくことを考えるものと、それをチェ

ックするとかいろいろな段階がありますけど、それを今３省の間でどういうふうにやろう

とお話し合いをされているのかとか、そういう状況をぜひ厚生労働省さんと環境省さんに

も伺えればありがたいなと今思ったんですが、できればよろしくお願いします。 

○安井会長  有田委員も関係のご質問でしたら、今ついでに。それとも、後でいいです

か。 

○有田委員  関係はしていますが、いいです。ちょっと違います。 
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○安井会長  わかりました。全く別の話ですね。 

 では、今のお話で対応をお願いします。 

○厚労省（佐々木補佐）  厚生労働省医薬食品局といたしましては、今申し上げたとお

りで、ちなみにここに書いてある情報というのは、厚労省のほうではハザード情報として

はもう既にホームページに載せておりますので、ハザードについても公開しているという

状況になっています。 

 あと、相手の省庁に措置をとってもらうべき情報、役立つ情報という形で、通知を合わ

せる、ミックスすることによって、よりよい運用、質の高い運用ができないだろうかとい

うことを３省の中で働きかけていきたいと考えております。 

○安井会長  どうぞ環境省さん。 

○環境省（福島補佐）  環境省でございます。私ども環境省といたしましても、ただい

まの厚生労働省さんのご指摘と問題意識は共有しておりまして、まずは速やかな情報公開

というのが大事であろうということと、法に基づく通知につきましては、得られた情報と

講ずべき措置の関係をよく考えまして、関係省庁が十分精査・連携した上でこの条文は運

用していくべきであろうと考えております。 

○安井会長  一応ご回答はありましたが、よろしゅうございますか。 

 それでは、有田委員お願いします。 

○有田委員  直接私の頭の中で浮かんでいるのは化審法に関係はないですが、「茶のし

ずく」という石けんの被害です。そのときの取り扱いの関係からみると、今、消費者庁が

いろいろ案件を抱えていてほとんど動けてない。その様なときに３省で、これは例えば消

費者庁に情報を流したほうがいいと判断するのか。そういうルートはあるとは思いますが、

そういうことが47条をうまく活用するということと、実際にどういうふうに動くか。まさ

に先ほど崎田さんがおっしゃったようなところがみえてこない。法律もある、それぞれや

っている、でも実際にはどういうふうに動いているのかというのが、いろいろな案件１つ

１つみていくと見えてこないし、スピード感がないというのを感じています。直接化審法

とは、今、河本さんからご説明いただいたところとは関係ないですけれども、そこのとこ

ろを、回答というよりも、消費者はそういうふうにみていますので運用をよろしくお願い

しますというお願いです。 

○安井会長  ありがとうございました。 

 多分そういうことかと思います。要するに実際に議論されていることと外からみえるこ
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とを両方ちゃんと考えていただきたいという難しい注文だと思いますが、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

 辰巳委員、お願いします。 

○辰巳委員  時間がない中、済みません。とりあえず、最後にご説明いただいた水銀条

約の話ですけど、非常に重要なことだと思っております。それは、このアジアン・サステ

イナブル・ケミカル・セーフティ構想の中にどのように反映されるのかが全然今連携がな

いようにみえてしまって、それでいて、水銀をたくさん使っているのは中国が圧倒的とい

うふうなことがあるので、このロードマップの上での関連。全然別個にやっていることな

のかどうか、それはちょっと不思議だなとも思ったもので。それだけです。 

○河本課長  ありがとうございます。水銀については、先ほどのアジアン・サステイナ

ブル・ケミカル・セーフティ構想の中で、正直、今現時点で直接的に意識してはないです。

どっちかというと、アジアの中で水銀以外にもたくさん問題があると思うので、それ全体

がカバーできるような仕組みはもちろん考えていかなければいけなくて、その中で当然こ

ういう枠組みができていれば、水銀のような問題が出てきても対応しやすくなるというつ

ながりはあると思うんですけれども、今回の構想の中で直接あるということではないので、

意識の中にこれは入れていかなければいけないなというふうに思います。 

 それから、先ほどの47条について若干コメントをしておきたいと思いますけれども、こ

れについてはまさに法律をどういうふうに運用していくかということだと思いますので、

例えば情報公開についても、いわゆる一般的な情報公開というのは、既に審議会の中で議

論された情報の公用であるとか、あるいは製造量とか輸入量、そういった公表すべき情報

というのはどんどん公表していくという形で考えております。その中で、まさにこの法律

の条文に適合する内容についてさらに、例えば場合によっては、より深い情報を、いわゆ

る公表情報でないものも含めて出していかなければいけないだろうと。それは逆にいうと、

なぜそういうところまでやるのかということは、法律47条に基づいてきっちり動いてない

と、事業者さんとの関係でも説明できないと思うので、そこはやはり情報公開と47条では

違いは当然出てくるべきだろうと我々は考えております。今、若干省庁間で通知時期につ

いて見解の相違がみられましたが、詳細なリスク評価を待ってから47条通知を行うという

のでは、来年度に入って以降になりますので、そうすると通知がどんどん遅れていくとい

う問題があるので、早い段階できっちり47条通知をして、そういう情報を出していくほう

が、結果的には国民全体のためにもいいだろうという判断をしているということでありま
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す。 

 以上です。 

○安井会長  なかなか難しい問題だと思いますので、継続して議論をさせていただきた

いと思います。 

 以上で、大体この残りの議題も終わったようでございます。ありがとうございました。 

 本日、ご質問を多数いただきましたが、大多数のご質問が女性委員からいただいたとい

う、この現実を踏まえまして、次回は若干の改正をお願いしたいと思います。 

 本日いただきましたご意見を踏まえまして、事務局におきまして今後の化学物質管理の

政策に関する課題を整理し、さらなる検討を深めていきたいと考えている次第でございま

す。 

 それでは、以上をもちまして本日の審議会を終了したいと思います。大変ご多忙中のと

ころ、ありがとうございました。閉会でございます。 

 

                                 ――了―― 

 


