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平成24年度第1回化学物質審議会

日時：平成24年度9月11日（火） １５：００～１７：００

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、高橋委員、辰

巳委員、田村委員、中西委員、福島委員、見越委員、吉澤委員、吉田委員

出席者：上田製造産業局長、川上製造産業局審議官、化学物質管理課三木課長、恒藤室長、

田村企画官、藤沢企画官、木尾補佐

オブザーバー：厚生労働省、環境省

議題：

（１）化審法、化管法の施行の状況

（２）新たな課題への対応

-ナノ物質への対応

-化学物質の分類・表示の国際調和（ＧＨＳ）への対応

-化審法と他の化学物質関連法との連携の推進

-化学物質管理に関するアジア展開

-水銀条約交渉の状況
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○安井会長 定刻になりましたので、ただいまから「平成24年度第１回化学物質審議

会」を開催させていただきます。

本日は、ご多用中、そしてまだお暑い中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。

ご存じのように化学物質審議会と申しますのは、化審法及び化管法に関します事項を審

議するために設置された審議会でございます。この審議会の下部組織には部会がございま

して、化学物質の有害性等についての調査及び審議等を行っております。このたび、化審

法並びに化管法の法施行状況をご報告するとともに、化学物質管理、政策に関します新た

な課題があるかどうか、そういったものにどのように対応するかということに関しまして

ご議論をいただくために、本日、化学物質審議会を開催させていただくことになりました。

実は上田局長におみえいただきまして、まずご挨拶をいただくところではございますが、

遅れておられるようでございますので、審議を進めさせていただきたいと思います。

プレスの方がおられましたら、撮影はここまでとさせていただきたいと思います。

さて、委員の出席状況でございますが、私を含めまして14名の委員にご出席をいただい

ております。定足数は満たされております。

ここで、新たにご就任をいただきました委員のご紹介を申し上げます。

日本化学工業協会会長の藤吉委員のご後任といたしまして、これまで石油化学工業協会

会長としてご出席をいただいておりました高橋委員にご就任をいただきました。

○高橋委員 高橋でございます。よろしくお願いいたします。

○安井会長 よろしくお願いいたします。

また、化成品工業協会会長の杉江委員のご後任として見越委員にご就任をいただきまし

た。

○見越委員 見越でございます。よろしくお願いいたします。

○安井会長 よろしくお願いい申し上げます。

それから、今回は、環境省並びに厚労省にもオブザーバーとしてご参加いただいており

ます。

毎回のことでございますが、節電のために政府は夏季の軽装に取り組んでおりまして、

たしか目標はそろそろ終わったのではないかと思うのでありますが、事務局は軽装にて対

応させていただきます。委員の方々におかれましてもご理解、ご協力をお願いしたいと思

います。
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それでは、議題に入ります前に、まずお手元にお配りしております資料について確認を

事務局からお願いいたします。

○三木課長 本日の資料でございますが、「議事次第」、「配付資料一覧」がございま

して、資料１が「委員名簿」、資料２が「最新の化審法・化管法の施行状況について」、

資料３―１～５まで、それぞれのトピックに関する資料でございます。参考資料１、２、

３とございます。以上でございます。

○安井会長 過不足等がございましたら事務局までお願いしたいと思います。

（資料過不足なし）

それでは、議事に移らせていただきます。

本日の議題、お手元の「議事次第」をごらんいただきますと、１番が「化審法・化管法

の施行状況」、２番目が「新たな課題への対応」になってございますが、審議を始めます

前に、本日の会議は原則として公開とさせていただきたいと思いますが、よろしゅうござ

いましょうか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございました。

それでは、本日の会議は公開とさせていただきます。

なお、本日の資料並びに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、これもあらかじめご了承いただきたいと思います。

それでは、先ほどご紹介いたしましたように、まずは議題（１）の「化審法・化管法の

施行状況」について、議題（２）の「新たな課題への対応」について、事務局から一気に

ご説明をいただきまして、その後に質疑応答の時間を設けたいと思います。

また、これに加えまして昨年度終了いたしました国のプロジェクトが２件ほどございま

して、その概要につきましてもご報告をいただきます。毒性QSARプロジェクトのリーダー

を務められた林委員が本日はご欠席でございますので、その「リスクトレードオフ解析手

法開発プロジェクト」のみを吉田委員に、後ほどご説明いただきたいと思います。林委員

のお務めになったものにつきましての取り扱いはまたということになります。

それでは、事務局から議題（１）と（２）の説明を一気にお願いしたいと思います。お

願いいたします。

○三木課長 安井会長ありがとうございます。

申し遅れましたが、私、製造産業局化学物質管理課長をしております三木と申します。
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本日は、事務局を務めさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

それでは資料２、３につきまして、約30分程度ご説明をさせていただきます。

まず資料２でございます。「最近の化審法・化管法の施行状況について」ということで、

施行状況をご紹介させていただきたいと思います。

（上田局長：入室・着席）

１ページが化審法の立て付けでございます。ご案内のとおり化審法改正をいたしまして、

これまでの新規化学物質、あるいは特定化学物質等の規制に加えまして、既存化学物質の

継続的な管理措置についてもつけ加えられたところでございます。

２ページは、これは体系図でございまして、第１種特定化学物質、監視化学物質、それ

から一般化学物質からリスク評価をして、優先評価化学物質、第２種特定化学物質と、こ

ういう立て付けになっているところでございます。

３ページが「施行状況」でございます。

新規化学物質の届出件数、これは23年分が684件で、全体的には増加傾向でございます。

少量（１トン以下）新規化学物質の申出件数、これも増加基調にあるということでござ

います。

４ページは、具体的にどういう分野の物質であるかということでございますが、新規化

学物質あるいは少量新規化学物質は、電気・電子材料が３割近くを占めている状況でござ

います。

５ページは「上市後の化学物質の継続的な管理」ということで、既存化学物質について

も届出をしていただくということでございまして、改正法施行後２年目になります24年度、

23年度実績分まで入っておりますが、約３万件という状況でございます。下に内訳がござ

いますが、やはり０～100トンのところが多ございまして、「用途分類」は右のほうにな

っております。

６ページは「化学物質のリスク評価」でございます。全体２万超ある化学物質の中で１

トン以上の実績があるものは約１万ございまして、これをスクリーニング評価をして、9,

000物質は一般化学物質として整理をしておりまして、1,000物質について有害性評価を継

続しております。優先評価化学物質について、今年度、95物質に46物質を追加の予定でご

ざいます。

７ページは、優先評価化学物質について、より詳細な届出をしていただくということで、

用途等について詳しいご報告をいただいています。24年度分で972件でございます。
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８ページは、監視化学物質についての届出状況でございまして、過去５年分を載せてご

ざいます。総じていえば減少傾向にあります。

９ページは、これは化審法２特物質についての製造・輸入でございますが、開放系の出

荷数量ですが、これも減少基調にあります。

10ページは、ややトピックス的なことでございますが、ことしの２月に顔料中に非意図

的に副生したPCBが微量含有するという報告がございました。これを受けましてPCBを副生

する可能性のある有機顔料を製造・輸入している事業者に対して調査を行いまして、関係

する厚労省・環境省とともに実態調査をしまして、５月と８月に結果をとりまとめまして

公表しています。

結果としまして、約550の商品について調べましたが、50ppmを超えるものが７件ありま

した。

国際的な基準（50ppm）を一つのメルクマールとして、これを超えるものについては製

造・輸入・出荷の停止、出荷先からの回収の指導を行ったところでございます。

こういう対応を行ってきましたが、一番下のところ、実は先週発表させていただきまし

たが、一度測定をした有機顔料について再度別の方法で分析をしたところ1,500ppmという

大きな数字のご報告がございまして、先週発表するとともに、この有機顔料の出荷停止、

回収の指導をしたところでございます。

これにつきましては、化粧品の原材料に使われているということでございまして、どう

いう用途であるか、今厚労省とともに調べているところでございます。

11ページは、高い濃度のPCBが含まれていた有機顔料の用途について調査中でございま

すが、リスク評価をし、必要な対策を講じていくということでございます。

有機顔料中に副生するPCBについて、技術的にどれぐらい下げられるのか。それからPCB

の分析方法の違いで差が出てきたということでございますので、分析方法はどういう分析

方法が妥当なのかというところを、専門家による検討会を設けまして、今ご議論をいただ

いているところでございます。

12ページは「化学物質排出把握管理促進法（化管法）」でございます。これはPRTR制度

とMSDS制度の２つの柱で、MSDSのところは、最近はGHSに対してシンプルにSDSという言い

方をしておりまして、PRTRとSDSが大きな柱になってございます。

13ページは「PRTRの届出量の推移」でございます。22年度の届出事業所数は３万6,491

で、届出排出量・移動量の推移は、全体的には減少傾向でございます。直近の22年度のデ
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ータは数字がふえておりまして、これは後ほどご説明をいたしますが、対象物質自体を見

直しをしてふやしましたので、その影響が出ているということでございます。

14ページに、その内訳がございまして、対象物質を従来の354から一部見直しをしまし

て、462という形で一部削除、一部追加しております。継続的にみている物質でみれば、

毎年着実に減少してきている傾向にございます。

15ページは、「有害大気汚染物質の大気への排出量の推移」ですが、有害大気汚染物質

（12物質）についても総じて減少傾向にあります。

16ページは、以前ご紹介をいたしましたが、PRTRのマップとして個別事業所データを検

索・閲覧できるツールを公開しているところでございます。

化学物質については、釈迦に説法でございますが、減少基調にあるればよいと単純にい

えるのかどうか、代替物質も含めて、全体的にどういう絵姿が望ましいのかというのは重

要なポイントだと思います。これの点は後ほど産総研の吉田委員から「リスクトレードオ

フ」についてプレゼンをいただく予定にしております。

それからもう一つ、トピックス的な話題としまして、ことし５月に利根川水系でホルム

アルデヒドが多く含まれているのもが見つかったことがございまして、これは、実はヘキ

サメチレンテトラミンが原因物質であることがわかりまして、これの物質はPRTRの届出対

象であったということで、そういう意味ではPRTRのデータも活用できたということでござ

います。法施行後大分たちまして、かなり浸透してきた、活用されるようになってきたの

ではないかと思っているところでございます。

以上が資料２でございます。

続きまして資料３のご説明をさせていただきますが、まず３―１の「ナノ物質への対

応」でございます。

１ページ、２ページ、このトピックスについても、既にご紹介申し上げておりますが、

検討会を設けまして、きょうの委員の先生方の中にも、この検討会にご参画いただいた先

生方が多ございますが、昨年の12月に第１回の検討会を設けまして、先週第２回の検討会

を行ったところでございます。

この間、２つのワーキング、リスク評価のワーキンググループと計測技術のワーキング

グループで詳細な検討をしていただいております。

３ページ、中身でございますが、リスク評価のワーキングにつきまして、まずナノ物質

についての有害性は、ナノというサイズが問題なのか、形状などの物理的特性が問題なの
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か、あるいは物質そのもののハザードが原因なのか、ナノ物質の有害性についての詳細が

なかなか明確になっていないのが現状でございます。この中で特徴的な、代表的な４製品

をとり上げまして、ばく露等のケーススタディをしていただいたわけでございます。

４ページの表でございますが、ナノ物質が使われている製品として、太字で書いてある

自動車タイヤ、トナー、スプレー、塗料をケーススタディしたということでございます。

５ページが概略でございます。多少細かくなりますけれども、タイヤにつきましては、

カーボンブラックとかシリカという物質が使われていますが、粉じんのサイズがミクロサ

イズという報告がございまして、無毒性量と比べて低い値になっている状況でございます。

トナーにつきましては、これはプリンター等に使われますが、着色剤にカーボンブラッ

クが使われる、あるいは外添剤としてシリカが使われる状況でございまして、これについ

てはドイツ、アメリカなどいろいろな研究がございますが、引き続き知見の集積・収集を

している状況でございます。

塗料につきましては、二酸化チタン、シリカなどのナノ物質が用いられているものもあ

るわけでございまして、特に外壁等の建材用の塗料に着目をいたしまして、今後、塗膜の

劣化試験を行う予定にしております。

スプレーにつきましては、ナノ銀が用いられているものがありますが、ケース１、ケー

ス２という想定ばく露シナリオで検討をいただきまして、ケース１については、呼吸のと

きにリスク懸念があるのではないかというようなご指摘もございましたが、これも過大な

評価ではないかということもございまして、ケース２については、リスクは低いという結

果がございまして、こういう製品その他について引き続き調査を続けていくという状況で

ございます。

それから計測技術につきましては、ナノ物質をはかるのはなかなか難しゅうございまし

て、計測方法が16種類、これをいろいろ分類して、電子顕微鏡のもの、それから７ページ

にご紹介しましたようなさまざまな方法、16種類の計測方法からTEM／SEMに加えて上記計

測方法５種類を絞り込みいたしまして、８ページにございますが、ナノ物質の５タイプで、

どういうタイプのナノ物質の場合にどういうはかり方が妥当なのかということをご検討い

ただいた状況でございます。

９ページに、それぞれのワーキンググループのメンバー、10ページにワーキンググルー

プの開催状況を記載してございまして、引き続きナノ物質については研究・調査を行って

まいりたいということでございます。
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駆け足で申しわけございませんが、続きまして資料３―２の「GHSへの対応」について

でございます。

GHSにつきましても、既にご紹介申し上げておりますが、国際的に化学品の分類及び表

示に関する調和システムとしてGHSがつくられまして、これを活用していこうということ

でございます。

２ページにありますように、国際的にもGHSが使われつつあるという状況でございます。

３ページは、ことしの１月（前回）に審議会を開催いたしましたときに、JIS改正を準

備しております、それから化管法の省令改正を準備しておりますというお話をさせていた

だきましたが、無事にJISの制定がことしの３月に終わりました。省令改正についても改

正が終わりまして、６月から施行という状況になってございます。そして化管法の省令の

中にGHSに対応した項目が盛り込まれたという状況でございます。

４ページは「今後の課題」でございますが、上の２つが特に大きゅうございまして、１

つは「GHSの周知」、基本的にはB to Bを前提としたものでございますが、これをいかに

周知していくかということで、事業者への説明会等々を行っていく予定でございます。

もう一つの課題が、消費者向けでございまして、消費者製品へのラベル表示、あるいは

化学物質表示のあり方について、GHSの表示をそのまま使っていくことが、今の段階で消

費者にわかっていただけるのかどうかというところをニーズ調査なども踏まえて、この秋

に検討してまいりたいと思っております。

以上が資料３―２でございます。

資料３―３が「今後の化学物質管理政策に関する合同検討会」でございます。

１ページ、これは厚労省、環境省と一緒に共同で検討会を立ち上げてまいりまして、安

井会長に共同座長になっていただきまし。２ページにありますとおり４月～８月にかけて

検討会を開催いたしまして、化学物質管理のあり方についてご議論をいただいたところで

ございます。

一応８月の第４回のときに「中間取りまとめ」を行いまして、次の３ページに「中間取

りまとめのポイント」を示しております。

「今後目指すべき目標」、「各主体が担うべき役割」とございますが、やはり各省ごと

に、厚労省、厚労省の中も労働部門、厚生部門もございますし、環境省、それから私ども

です。縦割りだというようなご批判を受けますので、労働者保護、消費者保護、あるいは

環境保全全体を体系的、一元的にやっていこうではないかということで各省連携を進めて
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いこうと。特に「危険有害性情報の収集」というところは各省協力をしてやっていきまし

ょうというのが一つのポイントでございます。

それから、製品中の化学物質でございますが、これも川上から川下にかけてきちっとし

た化学物質の有害性情報を伝達していく、さらに労働環境でありますとか、消費者に対し

ての情報伝達、これもこの流れの中で各省連携してやっていこうというところを検討会の

中でご議論いただいているところでございます。

具体的に当省関係では、４ページでございますが、例えば「化学物質情報データベース

の一元化」というところで、NITEがCHRIPという形で化学物質情報を集めておりますが、

この中に労働安全衛生法の情報をうまく取り込んで整合的にやっていこうということでご

ざいます。

５ページは、リスク評価の推進、例えば消費者向けのリスク評価、これも各省連携して

やっていこうということでございますし、消費者製品の表示については、先ほどGHSのと

ころでもございましたが、消費者に対していかに化学物質情報を発信していくかというと

ころについても協力をしていこうという体制でございます。これが合同検討会でございま

した。

資料３―４は、「アジアン・サスティナブル・ケミカル・セーフティ構想について」で

ございまして、これも従前ご説明をしているポイントでございます。

１ページ、２ページですが、アジア地域は非常に結びつきが深くなっておりますし、貿

易の相手国としても重要でございますし、あるいは日系企業がたくさん進出している、ど

んどんどんどんアジア地域に出ていっている。輸出先としてもアジアのウエイトがどんど

ん高まっている。化学産業のみならず、例えば電気・電子、一般機械という化学物質を使

うようなところも含めれば相当なボリューム、相当な影響がアジア地域にあるということ

でございます。

３ページ、４ページは、WSSDの2020年目標というのはもちろんあるわけでございますが、

他方、やはりアジア各国でも化学物質管理制度の必要性が認識されつつありまして、各国

で化学物質管理の制度、考え方が進みつつあるというところでございます。このアジア各

国の連携、ハーモナイゼーションをいかに進めていくかというところが大きなポイントで

はないかと思ってございます。

５ページ、６ページは、「アジアン・サスティナブル・ケミカル・セーフティ構想」に

ついて、ASEAN等について働きかけをして、日本としても積極的な協力を行っていきたい
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ということでございます。

５ページの下のところにあります「日ASEAN経済大臣会合共同宣言」ですが、８月末に

プノンペンで行われました日ASEAN経済大臣会合で、枝野経産大臣からこのような発言を

いただき、共同宣言の中に化学物質管理のセンテンスが盛り込まれたという状況でござい

ます。

さらには、こういうマルチの協力とともに２国間の協力も進めていきたいということで

ございまして、６ページにございますとおり、本年７月にベトナムと、８月にタイと２国

間協力のメモランダムを締結したということでございます。

具体的な内容は７ページでございまして、タイ、ベトナムと協力文書を結びまして、例

えば「人材育成」、「情報交換」、「データベースの整備」といったところを２国間でや

っていきたいということでございます。

人材育成等については、参考資料を８ページ、それから全体の展開図が９ページでござ

いますが、説明は割愛させていただきます。

資料３―５は「水銀条約交渉の状況について」、これも前回ご説明をしてございますが、

直近の状況をご説明させていただきます。

１ページは「世界における水銀の状況等」でございまして、左側に「世界の分野別の水

銀需要」として、例えば小規模金採掘などで使われている状況でございます。

それから「水銀の排出量」として右側にございますとおり、例えば石炭火力発電等で排

出される状況でございます。

これも前回ご紹介しておりますが、UNEPの提唱で水銀条約交渉が2010年からスタートし

ておりまして、いよいよ来年（2013年）秋に外交会議を日本で開催する予定でございます。

来年１月に政府間の交渉委員会が開催される予定でございます。

２ページが「水銀条約交渉における主な論点」でございますが、どこまで規制対象にす

るかとか、こういうところが議論になっております。

３ページが「各国の水銀排出量」の状況でございまして、やはり中国、インドが大きな

排出国になっております。こういうところを巻き込みながら次の政府間交渉に進んでいき

ます。

４ページ、「第４回政府間交渉会議での進捗状況」としては、条文の内容についての検

討が進んできております。

次の５ページは、来年の１月に第５回の交渉、来年の後半に外交会議を日本で予定して
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おります。これにつきましては、水銀のほかにも鉛、カドミウムについての議論も行われ

ておりますし、こういうところをよくウォッチをしてまいりたいと思ってございます。

済みません。駆け足でご説明させていただきました。以上でございます。

○安井会長 ありがとうございました。

これからご質問、ご意見等を伺うところでございますが、この状況ですと、最低でも60

分間ぐらいの時間がとれそうに思いますので、質問をしっかりとお考えいただき、上田局

長がおみえになりましたのでご挨拶をいただいて、それからご質問をいただきたいと思い

ます。

それでは、上田局長お願いいたします。

○上田局長 遅れてまいりまして失礼いたしました。製造産業局長の上田と申します。

本日はお忙しいところをお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今ご説

明させていただきましたが、きょうは私どものほうから化審法・化管法の施行状況、さら

にはナノの話、あるいはGHSの話、あるいは厚生労働省、環境省と共通した取り組みのお

話、化学物質の管理という考え方をASEANにどのように定着させていったらいいのかとい

う話、あるいは水銀条約の話と、いわば化学物質管理をめぐる現代的課題についてご説明

をさせていただきしまた。

本日は、こういう課題につきまして化学物質管理政策の大きな潮流、方向性につきまし

て忌憚のないご意見をいただければありがたいと思うわけでございます。

レイチェル・カーソンが『沈黙の春』を書いてからちょうど50年たったわけでありまし

て、日本の化学物質管理政策も、一つの新しい時代に対応するときを迎えつつあると思い

ます。そういった観点から皆様方のご意見をちょうだいできればありがたく思います。

本日は、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、ご質問・ご意見をいただきたいと思いますが、特にどこからということは申

し上げませんので、どの話題からでも結構でございます。１問１答の形で進めさせていた

だきたいと思っておりますが、ご意見、ご質問がございましたら、例のお手元のネームカ

ードを立てる方式でやりたいと思います。よろしくお願いいたします。

誰も質問がないとあっという間に終わってしまいそうですが、どなたかいかがでござい

ましょうか。どうぞ高橋委員。

○高橋委員 日化協の会長をしております高橋でございます。役目上、立場上最初に口
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火を切らせていただきます。

資料２に、よくまとめていただいておりますが、化審法は２度の変遷を経まして、リス

クベースでの化学物質の管理がかなり軌道に乗りつつあるのではないかというのが率直な

感想でございます。既存の化学物質のリスク管理、これを着実に運用することは、私ども

にとっても何よりも大事なことでございますので、これをぜひ進めていただきたいと思い

ます。

資料３―４に「アジアン・サスティナブル・ケミカル・セーフティ構想」がございまし

た。この内容は、この進展状況で方向は間違いないと思いますが、ご承知のようにASEAN

というのは、今の日本にとって非常に大きなパートナー、これは輸出と、産業にとっては

製造拠点をもつという意味で、非常に重要な地域になっておりまして、政府あるいは行政

のほうでもASEANに非常に力を入れていただいているところでございますが、ASEAN全体を

まとめて日本の主導で持ち込むことを加速していただきたいと思います。

この中でMOUはベトナムとタイで結ばれておりますが、ほかのASEAN諸国についても、こ

れをぜひ早くやっていただきたい。今どのような状況なのかお伺いしたいと思います。

それから中国や韓国、なかなか難しい相手だと思いますが、今、政府のほうでどのよう

に考えておられるのか、お考えを聞かせていただければ大変ありがたいと思います。

それからもう一つ、私はナノマテリアル、NBCIの会長も務めさせていただいております

が、これもご承知のように、かなりEU主導で分析方法、あるいは標準化をやろうという形

になりまして、これがどんどんどんどん走ってしまいますと、結果的に日本はその後追い

対応に迫られるということで、きょうのご報告にもございましたように、日本が主導して

分析方法、あるいは標準化を進めていただきたいと思います。

○三木課長 特に国際面でご質問をいただきましたが、アジアへの取り組みをご紹介さ

せていただきまして、我々も同じ認識で、アジア地域は非常に重要、特にASEANも重要で

ございますし、中国、韓国も非常に重要であろうと思っております。少ないリソースの中

で、どこまでどのように協力をしていくのかというところを、日化協を初め業界の方々と

も協力をさせていただきながら、あるいはNITEとも連携をしながら積極的に、かつ効率的

にこの地域を進めていきたいと思っておるところでございます。

○安井会長 大変重要な問題ですが、ニーズの問題等もあって、ベトナム、タイ、その

次はどこだろうと私も考えてしまうのですが、そのあたり、ニーズを中心にまずお考えい

ただき、それから相性もございますから、やはりいろいろ検討していただくことになるの
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ではないかと個人的には思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。

○高橋委員 産業のほうも個別な案件、具体的な案件がございますので、むしろそれを

盾にというか、具体例としてプッシュしつつ、地ならし、条件整備について産業界として

も総力を挙げてやっておりますので、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、中西委員からお願いいたします。

○中西委員 資料２の「最近の化審法・化管法」、それから「化学物質のリスク管理の

あり方の検討会」のことについて意見を申したいのです。化審法は、生体影響とかいろい

ろな環境影響を防止するための法律という形が前面的に出ているわけですが、やはり化学

物質を世に出していく責任もあるわけです。その点が、とかく忘れがちになっている。こ

の化審法のリスク評価をやっていく過程でも、ただ規制を厳しくすればいいという感じの

議論が非常に進んでいるのですが、もう一方で私たちは、新しい化学物質、非常にいい化

学物質を世に出さなければいけない役割がある。そこのところをどこかでリマインドさせ

るような、法改正とまではいかなくても、そういうところをどこかで必ず書くようにして

いただきたいと思います。

そういう意味でいうと、化学物質の今後の管理のあり方についても、同じような視点を

ぜひ入れていただきたい。これは要望です。

もう一つ、化管法について、先日私はジクロロプロパンのときに、届けなければいいみ

たいな感じのことが実態としてあることで非常に驚いたのですが、ある企業が届けなくな

ってしまうと、その後の追跡はしないものなのかどうか、そこのところについて、細かい

のですが、ぜひ教えていただきたいと思います。

以上です。

○安井会長 ２点ご質問をいただきました。藤沢企画官お願いいたします。

○藤沢企画官 それでは化管法からお答えさせていただきます。

化管法につきましては、届けなければよいのかというのは、そういった視点につきまし

ては、過去２年間届出のあった企業に対しましては、「化管法の届出の時期ですのでよろ

しくお願いします」という案内をNITEから出させていただいて、リマインドをさせていた

だいております。

それ以外の部分につきましては「PRTR目安箱」にメールで、「うちの会社はこういった

ことをやっています。こういった状況です。届出しなければいけないのですが出していま
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せん」とかという報告を受けるようなホームページをつくって対応させていただいている

ところでございます。

○安井会長 そういうことで、出さなくなったのは一応チェックはされているというこ

とですね。それ以上のフォローはなかなか……。

○藤沢企画官 化管法上は、立入検査の権限をもっていませんので、そういった形の対

応とさせていただいております。

○安井会長 もう一つの件につきましてお願いいたします。

○恒藤室長 ご指摘いただきました一点目、私も資料を改めてながめてみますと、「き

っちり管理をしていきます」ということをしっかり書き込んでいますが、確かにご指摘の

とおり、今使われている化学物質よりも、より安全で、また便利なものを世の中に送り出

していくというのが大きな背景の中にあるのはおっしゃるとおりでございまして、実際、

実務としては少しでも審査の期間が短くなるよう、あるいは事業者の方にも制度全体がわ

かりやすくなるように努めているつもりではございますが、もともとの制度全体の大きな

視点を忘れずに引き続き運用してまいりたいと思っております。

○安井会長 ありがとうございました。

それでは、辰巳委員お願いいたします。

○辰巳委員 ３つぐらいいわせていただきたいと思ったのですが、一つは、資料２で、

非意図的にPCBが入っていたというお話のところで、びっくりしたのは、分析方法ですご

く濃度の異なるデータが出てしまったという結果を今伺って、これはたまたま７件を分析

されたのではないかなと思ったのですが、それ以外のところでも、分析方法が違ったらこ

んなオーダーの違いが出てくる可能性があったら、私たちは余りいい気持ちはしませんよ

ね。そのあたりが、何ゆえにそれほど違ってしまったのか、ほかの場合は問題ないのかと

か、そのあたりをもう少しご説明いただければいいかなと思いました。

２つ目は、アジアとの関係のお話ですが、当然このように進めていっていただきたいし、

日本には情報も随分蓄積されているだろうから、うまくやっていただければいいと思うの

ですが、私が誤解しているのかもしれませんが、製品の上流のお話ばかりなのではないか

という気がして、今は廃棄物の化学物質でアジアを汚染しているという話が一方ではあっ

て、管轄が違うといわれればそうかもしれないのですが、物は一つで、例えばパソコンの

リサイクルが国内でなされず海外に出ていってしまって、昔は中国で汚染していたのが、

今はインドにまで広がっているとか、いろいろな情報が入ってきますので、そういうライ
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フサイクル全体で化学物質をどのようにとらえていくのか、あるいはこういう構想の中に

入っているのか気になりましたもので、伺えればと思いました。

３つ目ですが、日曜日に久しぶりにすごく大きなスーパーマーケットに行きました。ス

ーパーマーケットとはいわないのかもしれませんが、衣料品をたくさん置いているところ

に行きました。久しぶりに塩ビから強烈な臭いのする製品をみてしまいました。塩ビ製品

の大きなバックでしたが、最近国内で販売しているものには、ああいう臭いのするものは

なかったのですが、海外から輸入して販売されているもので、製品中に、もしかして大気

に出てくるような、あるいはいろいろな規制を逃れてしまって出てきているような製品は

まだまだいっぱいあるような気がするのですが、しかもそれが消費者用製品で、私たちの

手元に届いてしまうということですね。

そういうのは、今後GHSも含めて消費者との細かいコミュニケーションもやっていって

いただけると期待はしておりますが、まだまだ隙間から逃れてくる製品があると、そこら

辺はどのようにネットをかけていけばいいのか、よくわかりませんが、私たち消費者とし

て購入するときに気になりますね。そういうのも、どこかで抑えられるといいなと思った

のですが。

以上です。よろしくお願いします。

○安井会長 ３点ほどご質問をいただきましたが、お願いします。

○恒藤室長 それでは初めのご質問、資料２の10ページ、有機顔料中に非意図的にPCB

を含有している件でございます。先ほどご説明を若干端折ったところもございますが、実

際にはかり直して高い濃度が出てきたのは１つでございますが、実は、ほかにもはかり直

したというご報告を正式に事業者の方からいただいている顔料もございまして、少なくと

も正式に報告があったものでも553のうち22について、既にはかり直したというご報告を

いただいておりますけれども、この１点以外のものについては50を超えるような高い値が

出たものはないというのが実態でございます。

それから別途化成品工業協会が中心となりまして、この分析方法によってどうしてこう

いう違いが出るのだろうということについての検討も進めておられると聞いておりまして、

また、11ページに書いてございますが、「今後の取組」の（２）の後段に「検討会におい

て分析方法の検討を行っていく」と書いてございます。実はけさもその会議を有識者の先

生を含めて開きまして、化成品工業協会から今の調査・検討の状況について中間報告をし

ていただきました。
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その中では、ある種の有機顔料について分析をするときに、前処理の方法によって分析

値に数値の違いが出てくるのではないかといった傾向が、まだ調査・分析の途中でござい

ますが、傾向としては得られてきているというようなことも聞いておりまして、そういう

観点から、今までご報告をいただいていた553件のすべてが信用できないとかということ

では全然なくて、まず一部の有機顔料において毒性の方法でやった場合に起こるようなこ

とではないかという傾向のようなものはつかんでございますが、ただ、引き続きこういう

ことを有識者の方の意見も聞きながら慎重に考えていく必要があると思っておりますので、

鋭意そこの原因を明確化し、こういう場合はよくないねというのがわかれば速やかに対応

を講じていこうと考えてございます。

○三木課長 ほかの２点についてでございますが、アジアについて、高橋委員からもご

指摘がございまして、アジア側にニーズは間違いなくあると思っておりますし、日本とし

て化学物質、その上流面もそうですが、末端の対策も含めて、対策としてはいろいろな経

験を踏んできて知見はあると思っておりますので、どこにフォーカスをしていくのがいい

のか、彼らとしてアジア各国の政府が何を悩んで何を問題としてとらえているか、それか

ら高橋委員からもご指摘がありましたが、例えば日本の企業が活動されている中でどうい

う点にお困りになっておられるのか、今まではこういう構想を掲げてマルチで協力する、

あるいはバイで協力するという枠組みはつくってきたわけでございますが、やはり具体的

にどういう点をフォーカスして、どういう点について協力していったらいいのか、まさに

これからそういう分野に入っていく段階だと思っております。

それから、先ほどの塩ビ製品の臭いの件について、きょうは厚労省、環境省からもご出

席をいただいておりますし、やはり各省連携をとって、先ほどの合同検討会でもそうです

が、化学物質の製造・輸入段階で規制すべきなのか、それから最終製品に入る段階でどう

いう規制が妥当なのか、あるいは表示の問題、サプライチェーンの中をどのように化学物

質情報を伝達していくかというところが、これは大きな課題であるわけであります。各省

連携をぜひ進めていきたいと思っておりますし、隙間があるといういろいろなご指摘もい

ただいておりますので、こういう検討会の中で協力できる体制をまずとっていきたいと思

っております。

各省からコメントがあれば、補足いただければと思っております。

○安井会長 二省から何か補足ございますか。――よろしいですか。

それでは、福島委員お願いします。
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○福島委員 資料３―２のGHSについて、２点お聞きしたいと思います。

４ページをみていただきたいのですが、「今後の取り組み」のところで、まず１点目は、

「GHSの周知活動」ということで記載してありますが、ここのところについてもう少し深

くお聞きしたいと思います。

私自身は、ベネフィットとリスクということでリスク面から研究を進めております。リ

スクをきちっと理解することがベネフィットにつながるということでやっております。そ

ういうところでいつも問題になりますのは、「GHSの周知活動」と書いてありますが、こ

こに書いてあることは、例えば2,000部配布するとか、事業者説明会を全国８ヵ所でやる

とかいっていますが、これは単年度のことなのか、どれだけの年度にわたってやるのか、

要するにこういう周知活動は、ねばり強い周知活動が絶対必要だと思います。今回、大阪

で起こってしまったような胆管がんの問題にしても、結局情報伝達がうまくいかなかった、

そこに根本的な問題があったと思います。ですから私は、このGHSの周知活動の「周知活

動」をぜひしっかりとやっていただくことをお願いしたいと思います。

そういう意味で、先ほどお聞きしたようなことを、ここに書いてある数字は、どれだけ

の期間でやるつもりなのかということが１点です。

もう一点は、「今後の取り組み」のところをみさせていただきますと、GHSにかかわる

化学物質の作成は全部済んだというような印象を受けました。お聞きしたいのは、そうで

はない、GHSの作成というのは一体全体どこまでいっているのだろうか、それから、いろ

いろな化学物質があると思いますが、今後のGHSの作成についての取り組みについてお聞

きしたいということであります。お願いします。

○安井会長 それではお願いします。

○藤沢企画官 まず１つ目の問いに答えさせていただきますが、パンフレットの作成、

事業者説明会の開催につきましては、ここに書いたのは一応今年度のお話でございます。

しかしながら、過去――未来ではなく過去のお話をさせていただきますが、平成14年度か

ら化管法の啓発・普及ということで、全国でキャラバン的にやらせていただいてきました。

その中で「SDSの普及」をうたってまいりましたので、実は情報伝達という観点からいき

ますと、過去から現在までずっと続けてきているということでございます。ですので、引

き続きこの点は実施していきたいと考えております。

また、GHSの作成でございますが、こちらはもともとSDSの提供を義務づけている法律が

化管法と毒劇法と安衛法という３つございますので、そちら。これ法律で対象となるって
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い物質については、国の方で参考モデルとしてGHSの分類を行い公表しております。

経済産業省ではないのですが、今年度も厚労省、環境省の二省において引き続き生産量

の多いものなどについてGHS分類を進めていらっしゃるとお聞きしております。

○安井会長 ありがとうございました。

それでは、織委員お願いします。

○織 委員 資料２の化管法と化審法について、細かい質問と意見になります。

私は、化審法・化管法絡みの審議会にずっと長く参加させていただいておりまして、今

までの既存の化学物質関係のリスク評価については、大枠国際的な調和もとれた日本なり

の制度が整ってきたのではないかと思っております。

つらつら考えてみると、アジアベースで日本の企業が進出していっている中で、資料４

にあるようなアプローチをしていくときに、今度は、新規化学物質の事前審査のあり方に

ついても、もう少し考えていかなければいけない時期にも来ているのではないかという印

象を受けました。

それに絡めて質問としては、３ページのところで、少量新規化学物質の申出件数がずっ

と増加し続けておりますが、これは一体何を意味しているのか、ご説明していただければ

と思います。つまり、先ほど中西先生がおっしゃったように、何か産業が発達してきて有

意義なものがどんどんどんどん登録されてきている状況にあるのか、あるいは日本特有の

「登録制度が無料である」ことと絡んだ問題があるのかどうか。このグラフが伸びてきて

いることは、私たちは普通にみて、これをどのようにとらえればいいのかというのが質問

の一点目でございます。

それと絡めてですが、アジアベースでは、日本の企業が出てきている中で、従来は例え

ばベトナムやタイで新規化学物質が登録されるということは余り考えられなかったのでは

ないかと思いますが、日系企業が進出してきて、今度はそういった国でも新規登録が出て

くることになってくると、グローバルで同じような登録制度という話は出てくると思うん

ですね。そのときに日本が化審法、PCBのときからやってきている難分解性ですとか蓄積

性という要件をいつまでつついて？いくのか、そういったことも今後議論していかなけれ

ばいけないのではないだろうかというようなことを、説明を受けながら感じましたので、

意見というか、今後どうなっていくのか、そのあたりの話です。

それからPRTRに関して、先ほどからデータが上がっていって下がってきていますよねと

いうお話ですが、PRTRの大きな目的としては、リスクマネジメントに使っていくというこ
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とがあると思います。一点知りたいのは、実際にPRTRデータがどういった形で政策に使わ

れているのかというのは、今回、有害大気の中のデータとしても使われているというお話

もありましたが、できましたら、今まで使われていなかったけれども、PRTRデータを使っ

てこういうことができましたというようなことを、一度まとめていただければというのが

要望になります。

それからもう一つ、減っていることの中で、代替物質にかわっているということはある

と思うんですね。それがリスク評価的な形で、実際リスク的に余り変わらないものに代替

されていてPRTRデータの中に出てきていないとか、そういう話もあるのではないかと思い

ますので、その辺の実情もわかれば教えていただきたいと思います。

以上です。

○安井会長 それではお願いします。

○恒藤室長 まず事実関係といいますか、どのように解釈するのかというところからお

答えをさせていただきます。

お手元の３ページ、少量新規化学物質のところのグラフで、ずっと件数が伸びてきてい

ることについて、この制度は、１トン以下であれば、いわゆる通常新規のような審査をせ

ずに、１トン以下であることなどを三省の大臣が確認をしたということをもって、その数

量の中であれば審査を経ないでもつくっていいという制度でございます。これがふえてき

ておりますのは、これは毎月１トンという制度でございますので、昔からずっとつくり続

けているものも、新しく開発されたものも、毎年毎年届出をしていただくということで、

これは恐らく累積量として積み上がっていくのでふえてきているというのが、素直に考え

ると一番大きな原因だろうと理解をしております。

ただ、先生ご指摘のとおり、これは手数料をとっていない制度なので、実際には昔の製

品で、もうつくらないんだけれども、もしかしたらまたつくるかもしれないということも

あって念のために届出をしておきましょうという事業者さんが中にはおられるのは事実な

ので、そういう要因も一部にはあろうかと理解してございます。

○藤沢企画官 PRTRのほうでございますが、今までPRTRが使われた事例として、ここに

ありますとおり15ページの「有害大気」の関係と、次の16ページのNITEのホームページか

ら出しております「濃度マップ」といった形での活用が今は中心となっております。です

ので、これ以外に何かといいますと、ここはまたちょっと考えていかなければいけないの

ではないかと思っております。
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また、代替物質にかわってくるのではないかというお話でございますが、実はこの件に

つきましては、今年ですがNITEのほうで調査をしていただこうと思っております。どうい

った形での代替とかリスク管理をなされたかという点について調査をさせていただくとこ

ろですので、もしかしたら次回ぐらいにはご報告ができるのではないかと思っております。

○三木課長 重要なご指摘をいただきました。補足をさせていただきますと、最後のPR

TRに関しては、先ほどの説明の中でも申し上げましたが、何か事案が発生したときに、ホ

ルムアルデヒドがふえたというときに原因物質は何だ、あるいは原因物質をつくっている

企業はどこだというときにPRTRのデータが役に立つということもございますし、例えば胆

管がんの原因物質候補といわれているようなジクロロメタンとか1,2-ジクロロプロパンと

か、そういうものはPRTRの対象になっていますので、どういう推移になるかというのがわ

かるわけでございます。他方、ご指摘のとおり施行して10年たっていますので、そういう

意味では、例えば段階的な推移、どういうものが代替してきたのかとか、あるいはどうい

う観点なのか、こういう事業所のマップ自体は非常に有効だと思いますが、確かにどうい

うトレンド、どういうことが起きているのか、どういう活用の仕方があるのかというとこ

ろを、もう一回そういう目でみてみるのも重要なことではないかと思いますので、少し勉

強させていただきたいと思います。

それから、先ほどの中で、新規物質の登録状況については恒藤から申し上げたとおりで

ございます。特にアジアについては、今後アジアで化学物質をどう使うか、新規物質をど

のように使っていくかというのは、恐らく日本のメーカーさんも課題として抱えておられ

ると思いますので、これもよく連携をとりながら進めていきたいと思っております。

○永田分析官（厚生労働省） 先ほど福島委員からお話がありました件につきまして、

厚生労働省からご説明しますと、厚生労働省の労働安全衛生法でも、GHSの分類、SDSの交

付を義務づけております。それから、先般ですが、努力義務ではありますけれども、危険

有害性を有する物質について広くSDSの交付等を制度として取り入れているということが

ございまして、これについてもPRを行っております。

それから分類については、JISのZ7253というものが新しく定められまして、GHSの分類、

SDSについて共通プラットフォーム、つまり化学物質管理法、労働安全衛生法の両方、そ

れを満たしておれば制度的に満足しているという共通のものがきちっとできましたので、

そういったことも含めて経産省とも協力しながらPRをしていきたいと考えております。

○中西委員 織委員から、蓄積性とか難分解性に引きずられたような日本の事前審査の
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制度が、国際的に問題はないかというようなご質問がありましたが、それは、そういう問

題が本当にあるのかどうかも含めて答えていただければと思います。

○恒藤室長 ご指摘のとおり歴史的な背景もあり、難分解性なり蓄積性というところに

重点を置いたといいますか、環境経由のばく露を防止する観点から、そういうところに審

査の重点を置いた制度に日本の制度がなっているのは事実でございます。

そういった日本の制度が、世界全体でみたときにどうなのかというところには、多分い

ろいろな指摘があると理解をしております。この瞬間、これについてどうこうという段階

ではございませんが、世界の動きもよく勉強をして、必要があればどういう形がいいのか

ということも長い課題として我々認識をして、また皆さんのアドバイスもいただきながら

検討を進めていきたいと考えおります。

○安井会長 ありがとうございました。

我々が勉強するのもそうですが、先方にどうやって勉強してもらうかというのも非常に

重要なので、そのあたりもぜひお考えいただけたらと思う次第でございます。

それでは有田委員お願いします。

○有田委員 一つは、先ほど織委員が質問された新規物質のことでしたが、理解できま

した。

それから、同じ資料２の11ページにあります「非意図的PCBに係る対応」の中では、

「ピグメントイエロー」と書かれていて、化粧品に多用されているということで、そもそ

も経済産業省の中の法律的なものとしては対象外だとは思いますが、製品としてピグメン

トイエロー自体は、多分黄色４号という一番多用されている色だと思います。そうすると、

パーソナルケア用品にたくさん使われていて、ボディシャンプー、シャンプー、入浴剤、

特に子どもが喜びそうなキャラクターが中に入っているボール状の発泡する入浴剤、そう

いうのにたくさん使われています。また、子どもが欲しがるキャラクター入り入浴剤など

は管理がされていないようなところで売られていたりするわけです。２年ぐらい前に調査

をしたときに、一番使われていましたし、その後にこのことが出てきたので、もっと早急

に調査をしてほしいというのが一つです。

それから資料３―１の４ページですが、これはよく誤解される方がいらっしゃるので、

もう少し丁寧に書いていただきたいと思うのが、酸化亜鉛とか二酸化チタンがナノ物質だ

とそのまま書かれていると、これがすべてナノ物質なのだと解されていて、例えば二酸化

チタン自体は、チョコレートのコーティングとして使用してその上に着色をするなど食品
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に使われています。二酸化チタン自体は、ナノの物質ではありませんので、誤解がされな

いような書き方をしていただきたい。

それからもう一つは、資料３―５の「水銀条約交渉の状況」についてですが、アジアと

の関係も含め、一つに蛍光管の有害物質問題についてです。今後は、LEDを使用するよう

になっていくと思いますが、その蛍光管の行方について心配の声が出ています。タイに旅

行した方が、バンコクで、有刺鉄線で囲まれた中に日本のメーカー名が書いてある蛍光管

が山積みされていて、その中に、子どもたちが入って、蛍光管を割っていたと話していま

した。水銀をとろうとしているのかよくわかりませんが、そういうことをしている。有害

であるという事を、日本はアジアに伝えて教育をしていく必要があるのではないかという

ような意見が出ています。そういう点についても今後の交流、勉強の部分も含めて、何か

ご検討していらっしゃれば回答をいただきたいと思います。

○安井会長 幾つかございましたが、お願いします。

○恒藤室長 １点目の有機顔料中のPCBのご指摘は、そのとおりでございます。関係省

とよく連携して速やかに調査をしていきたいと思います。

○藤沢企画官 ナノの件につきましては、済みません、実は２回目のご指摘をいただい

たわけでございまして、まことに申しわけございません。修正したいと思っております。

○長谷部室長（厚生労働省） 先ほどのPCBの件は、化粧品原料に使われているという

ことがわかりましたので、化粧品ですと医薬部外品というのもございますが、シャンプー

とか石けんとかを含めまして、いずれも薬事法の対象になるものがほとんどだと思います

ので、医薬食品局内の担当課と連携して、どういうところに納入されているのか、どうい

う製品に使われているのか、その濃度は、ということを調べております。もし薬事法の対

象外のものが出てきましたら、経済産業省、環境省さんにも情報提供をしまして、必要な

対策はとっていきたいと思っております。

あと、今後も連携を迅速にして対策がとれるようにしたいと思います。

○田村企画官 水銀の関係ですが、ご指摘どうもありがとうございました。今、条約交

渉の中でも、発展途上国に対して先進国がいかに意識啓発を図っていくか、そのためにど

のようなフレームワークができるかといったことも交渉事項の一つになっております。

ですので、そういった交渉を踏まえながら、我々としてアジアに対して何ができるかと

いうことを引き続き考えていきたいと考えております。ありがとうございました。

○安井会長 大体よろしいですかね。
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それでは、伊藤委員お願いいたします。

○伊藤委員 ものづくりの現場から参りました伊藤でございます。中小企業で薬品類を

大量に使っているわけでございますが、きょうの委員の皆さんはものづくりに携わってい

る人は多分いらっしゃらないと思いますので、ものづくりの現場から要望を述べさせてい

ただきます。私はめっき業を営んでいます。塗装業界だとかネジ業界だとかプレス業界と

言った様な製造業や小売業、流通業などの中小零細企業が全国中小企業団体中央会に集ま

っております。環境負荷を軽減する為には、化学物質の規制は大変大事なことだと思って

おります。しかし、いろいろな規制が、ヨーロッパからすべて来ています。ELV規制とかR

EACH規制とかRoHS規制とか、次々に決められてきます。それも自動車メーカー･電気メー

カーでバラバラです。壊したときに何が出る、こういうのが入っていてはいけないとか、

化学物質が入っていないことを証明しろとか、いろいろ要求が出てきます。それをみんな

日本は受け売りして、それも企業毎にばらばらにこういう調査をしなさいと依頼があるの

で、現場は混乱しています。何とかもう少し大きくまとめて、日本としてはこういう規制

にしよう、それをアジアに展開しようとか、リーダーシップを日本でとって欲しいと思い

ます。私達は小さな会社ですが、PRTRも当然やりますし、MSDSも提出要求があれば提出し

ます。ありとあらゆる機会を通じてそういうことがやってきますので、これはもっと統一

してほしい。

先ほどのPRTRのことも、実際にはトルエンとかキシレンが大気中に大気汚染で一番多く

出ているんですね。そういうのも減っているのか減っていないのかはインターネットでみ

ればわかりますが、現実にはあの辺の規制もしていただきたいと思うし、それ以外、私も

薬品を使っているので何ともいえないのですが、注意をしながら進めていきたいと思いま

す。今回の私の発言は、お願いが多いのですが、よろしくお願いいたします。

○安井会長 対応がばらばらだといわれても、相手国によりますからね。こちら側とし

て何か対応がとり得るのかどうかですね。

○三木課長 ご要望、ご意見として、承りました。

○安井会長 よろしくお願いします。

それでは、田村委員お願いします。

○田村委員 資料２の２ページで、「化審法の体系」がありますが、上市された第１種

特定化学物質の右の方に、「製造・輸入許可制」、「政令指定製品の輸入禁止」、「回収

等措置命令」等が書いてありますが、これらの違反や違法状態にあるものの発見方法と、
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この違法、違反状態の推移はどのような具合になっているのか、このように管理していま

すというのはわかっているのですから、それで違法状態がふえているのか減っているのか、

もしおわかりならば教えていただきたいと思います。

○恒藤室長 第１種特定化学物質は、ここに書いてございますが、難分解で、かつ高蓄

積、どんどん蓄積されていって、かつ毒性があるということなので、食物連鎖などを通じ

て、人が食べた場合にそれが蓄積されて毒性が出るようなものということで、事実上、禁

止をしてございます。

まさに先ほどから説明させていただいておりますPCBのようなものがここの中に入って

おりまして、一応試買検査なども毎年やりまして、例えば何かの製品に入っていないのか

というチェックはしてございます。ただ、何百物質もあるものではないので、私どもとし

ては基本的これを故意に日本国内で製造して、何かの製品に入れている人はいないと認識

しておりますし、過去数年もそういう例がみつかったことはございません。

ただ、先ほどのPCBのように、つくるつもりはなかったんだけれども、実は非意図的に

副生していたことがわかるケースは、やはり今回のようにございまして、そういうのは基

本的には濃度が高いものについては回収してくださいというご要請もいたしますし、それ

から、今後は一切出荷をしないようにという指導をすることで対応してございます。

○田村委員 減っているとかふえているとかという傾向はないということでしょうか。

○恒藤室長 そうですね。何年かに一回、非意図的なものがみつかるというのが実態で

ございます。

○安井会長 ありがとうございました。

一通り質問が出尽くしたようでございますが、よろしゅうございましょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、いろいろとご意見をいただきましてありがとうございました。いろいろと問

題があることはご指摘いただきましたので、また対応をとらせていただくことになるので

はないかと思います。

それでは、次の議題に移らせていただきたいと思いますが、続きまして「リスクトレー

ドオフのプロジェクトの研究成果」につきまして、産総研の吉田委員から資料をご提出い

ただいておりますので、これのご説明をいただき、質疑応答の時間をとりたいと思います。

お願いいたします。

（上田局長：退席）
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○吉田委員 それでは、お手元の参考資料３に基づきまして「リスクトレードオフ解析

手法開発プロジェクト」についてご説明いたします。

２ページですが、先ほどから話が出ております2002年のWSSDにおきまして、「リスク評

価管理の手順を用いて化学物質がヒト健康と環境に及ぼす著しい悪影響を最小化する方法

で使用、生産されることを2020年までに達成する」との国際合意がなされまして、この合

意の具体化のためにSAICMがとりまとめられております。

このように、先ほどから話が出ておりますように、化学物質管理は、世界的にリスク評

価に基づく管理へとシフトしております。

物質代替、これも先ほどご質問等がありましたが、化学物質管理対策の重要な選択肢の

一つであります。また、実際2006年度に環境省が調査された中におきましては、PRTR対象

物質から対象外の物質へと活発に代替されているという報告もございます。

代替によりまして、当初のリスクにかわって別のリスクが新たに発生するというリスク

トレードオフが生じるわけです。安易な代替を行いますと、そのリスクの削減効果が相殺

されたり、逆に代替によりましてリスクが増大するということを生じますので、こういっ

たことは回避しなければならないことになります。

このためには、化学物質のリスクを定量的に評価しまして、さらにリスクを比較して適

切な代替物質を選択できるようなトレードオフの解析手法が必要となります。

３ページですが、今回ご報告させていただくプロジェクトにおきましては、同一の用途

群における物質の代替を対象といたしまして、リスクを科学的、定量的に比較して、費用

効果分析も行う「リスクトレードオフ評価手法」を開発し、公開することを目標としまし

て、具体的には、ばく露情報を補完する手法、有害性情報を補完する手法、それからリス

クを比較する手法を開発いたしました。

また、それを用いまして代表的な４つの用途群におけるリスクトレードオフ評価書も作

成しております。

これは、下に示しておりますような体制のもとに、NEDOと経済産業省の委託事業として

2007年から2011年度に実施させていただきました。

４ページですが、このプロジェクトにおきましては、ヒトの健康リスクを損失質調整生

存年数、それから生態リスクを影響を受ける種の割合という統一指標を用いて評価いたし

まして、異なる化学物質間のリスクを比較可能としました。

これによりまして、統一指標で表されたリスク削減対策によるリスクの削減量と、リス
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ク削減対策に伴う増分費用から費用効果分析の指標を算出いたしまして、これを比べるこ

とによって種々のリスク削減対策間の比較を可能にいたしました。

５ページですが、このプロジェクトにおきましては、ここにございますように①～⑥の

研究開発を遂行いたしまして、ばく露情報を補完するツールの開発、それから有害性情報

を補完する、あるいはリスクを比較するといった手法の開発を行いました。

この開発した手法を用いまして、リスクトレードオフの解析を行っております。これに

よりまして、リスクトレードオフ評価書を初めとする文書、あるいはさまざまな環境濃度

や室内濃度を予測するツールを開発いたしまして、これらの成果物を公開させていただき

ました。

これによりまして、事業者や行政の方がみずからリスクトレードオフ解析を行っていた

だくことを可能にしたと思っております。

６ページですが、一例といたしまして、工業用洗浄剤のリスクトレードオフ解析の結果

をお示しいたしました。

この解析におきましては、機械・金属系の７業種で脱脂洗浄を取り扱っておりまして、

評価のシナリオとしましては、ベースラインシナリオ、これは何も対策を実施しないケー

スです。それから塩素系の洗浄剤のトリクロロエチレン、ジクロロメタンから炭化水素系

のノルマル―デカン、あるいは水系洗浄剤のアルコールエトキシレートへの代替。それか

ら塩素系洗浄剤へのエンドオブパイプ対策。こういったシナリオを設定いたしました。

真ん中に示しておりますが、ジクロロメタンからノルマル―デカンへの代替を行います

と、当然のことながらジクロロメタンの濃度は減少して、ノルマル―デカンの濃度は上昇

しますが、それに加えて、デカンの二次生成物であるオゾンの濃度も増加します。すなわ

ち代替により、トリクロロエチレンやジクロロメタンの発がんリスクは低下することにな

るわけですが、一方で二次生成物のオゾンによる死亡リスクは増加するというリスクトレ

ードオフが生じていることになります。

下に表で示しておりますが、解析の結果、ジクロロメタンからノルマル―デカン、グリ

ーン系の色で示しておりますが、この代替につきましては、代替によってかえってリスク

が増大することが結果として示されております。

その他の対策につきましては、物質代替は、エンドオブパイプ対策に比べて費用対効果

がやや悪いという解析結果が得られました。

次の７ページですが、プロジェクトではツール類、リスクトレードオフ評価書といった
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成果物を作成いたしましたが、これらは私ども産総研のホームページで公開しておりまし

て、成果の普及と活用に努めております。それからまた講演会等の開催によって情報を発

信させていただいておりますし、またこのプロジェクトにご協力いただきました関係工業

団体の方々へも、情報の発信を行っております。

具体的な活動の内容につきましては、資料に示したようになっております。

８ページですが、本プロジェクトにつきましては、OECDのばく露評価タスクフォースに

おきまして、このプロジェクトの概要や成果の紹介をさせていただいております。また、

このプロジェクトで４つの用途群の排出シナリオ文書（ESD）を開発しておりますが、こ

れをOECDの文書として採用していただくような活動もあわせて行っております。

最も先行しております工業用洗浄剤のESDにつきましては、ドラフト版を提出いたしま

して、加盟各国からのコメントをいただいて、現在修正を行っております。この修正版を

提出いたしまして、年内には工業用洗浄剤のESDとしてOECDからの公表を目指しておりま

す。

次が９ページですが、本プロジェクトの直接的なアウトカムといたしましては、先ほど

から言っておりますように、ばく露情報の補完、有害性情報の補完、それからリスク比較、

リスクトレードオフ解析、リスク削減対策の意思決定、これらを可能にしたことと思って

おります。

こうした直接的なアウトカムによりまして、間接的には産業や企業におきましては、既

存化学物質に対してリスク削減対策を合理的に検討できるようになるとか、あるいは低リ

スクが期待される新規の化学物質を開発していくことが期待できます。

また行政におきましては、既存の情報が少ない優先評価化学物質や金属類のリスク評価

ができるようになりますし、また費用対効果を考慮した適切な措置を立案していただくこ

とも可能になると思っております。

これらによりまして、先ほど述べましたWSSDの国際公約の達成、あるいは企業の競争力

の強化、さらには複合ばく露のリスク評価への展開といったようなことが波及効果として

期待されるものと私どもは考えております。

最後になりますが10ページです。駆け足でご説明が足りない部分があったのではないか

と思いますが、私どものホームページにおきまして、経産省からの委託プロジェクトの概

要、研究成果等につきまして、紹介しております。ご興味があれば一度ごらんいただけれ

ばと思います。
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以上です。

○安井会長 ありがとうございました。

それでは、何かご質疑あるいはご意見等ございましたらいただきたいと思いますが、何

かございますでしょうか。

先ほどちょっと話題になりましたPRTR対象物質を、まだリスクのわからないものにやる

よりリスクがわかっているものに置き換える場合でも、本当はこういうことをやってほし

いというのをぜひお薦めをしたいということでございますが、何かございますでしょうか。

まだ30分ぐらい時間がありますが、どうぞ。

○吉澤委員 今のご発表に対する質問ですが、非常に包括的なモデルを立ててプロジェ

クトを進められたということで、非常に大変であっただろうと思いますが、実際の成果の

活用状況といいますか、特にソフトウエアということで環境動態モデルなどを成果として

公開しておられて、まだ公開したばかりかもしれませんが、関係団体あるいは企業の方々

にどれだけ活用されているのか、あるいは実際にそれらがどれだ使いやすいものになって

いるのかというところを教えていただきたいのが一つです。

あと、ちょっと気になったのが、こういった環境動態モデルとか、例えば環境省さんで

もいろいろなモデルを開発されていると思いますが、特に今回新たにこういったものを開

発するところの特徴を教えていただきたいと思います。

○吉田委員 まず最初の質問ですが、このプロジェクトを進める中で、関係の工業団体

の皆さんにはいろいろとご議論いただきましたので、折々にこちらの成果につきましては

ご紹介させていただいて、またご意見もいただいて、できるだけ使っていただけるような

ものにしていったつもりではありますが、いかんせんプロジェクトが２月で終わりまして、

来週に事後評価を受けるような状況で、まだバタバタしておりまして、私どもといたしま

しては、資料の７枚目に書いていますように、11月に品川区でプロジェクトの成果報告会

を開催して、この中で多くの方に知っていただきたいということであります。

また、きょう皆さんここに来られていますので、資料の一番最後でもごらんになってい

ただいて、興味をもっていただければいいかなと思っております。

それからモデルですが、確かに環境省さんもG-CIEMSというマルチメディアモデルを開

発されていますが、産総研のモデルは単一の媒体モデルということで若干違っており、今

回大きく違うのは、室内ばく露用のツールを開発したというのが大きな違いでございます。

それから大気につきましては、先ほどご紹介しましたように、親物質と二次生成で生じ
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るオゾンやアルデヒド類の濃度が同時に計算できるような特徴がございますし、「海洋」

と書いてございますが、これは具体的には海洋生物への蓄積、魚の中の濃度を推定するよ

うなモデルでございます。

④の「環境媒体間移行ばく露モデル」というのは、経口摂取を推定するモデルで、これ

は今まで地域特異的に特定の地域の経口摂取量を推定するモデルはありませんでした。PR

TR対象物質から情報がない代替物質に替わりしますと、ばく露の情報と有害性の情報を推

論することは必須になって、それができて初めてリスクの比較ができますので、私どもは

現実的な予測ができるモデルを開発したということになります。

○安井会長 ありがとうございました。

辰巳委員何かご質問ございますか。

○辰巳委員 お話を聞いていて、すごく重要な話ではあると思いつつ、こういうことを

消費者に伝える、一般の人たちにどのように理解してもらうか、今のところは事業者に対

しての説明というお話もありましたが、例えば私たちが使う製品の中で、こういうリスク

評価をして、今まではこういうものを使っていたけれども、代替してこのように製品がよ

くなっていますという感じの伝え方をすることによって、余計納得のいく買うときの選択

につながるのではないかなと思ったりするのですが、そういう私たち最終消費者までの伝

達ということは、この中で視野に入っているのかどうかを伺いたいと思ったのですが、以

上です。

○吉田委員 開発側といたしましては、企業の方に使っていただいて、「うちの製品は

これだけリスクが少ない」ということを言っていただくのに使ってもらって、リスクコミ

ュニケーションをしていただくことで、企業からの方向になりますが、企業の競争力強化

という意味で、使っていただければ非常にありがたいと思っております。ですので、単に

代替するというだけではなくて、代替することによってこんなにメリットがあるというこ

とを消費者の方にきちっと伝えていただきたいということが底のほうにあるということで

ございます。

○安井会長 企業の努力に期待ということですね。

ほかに何かございますでしょうか。どうぞ。

○赤松委員 ５ページをみせていただきますと、赤い○がついていたりついていなかっ

たりするのですが、これは開発されたところにつけておられるのか、まだこれから開発さ

れる予定なのか、そういうところをお伺いしたかったのですが。
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○吉田委員 済みません。説明をし忘れました。

赤い○をつけたものは、例えば①の「環境排出量推計手法」が、洗浄剤、プラスチック

添加剤、溶剤・溶媒、金属類のところに赤丸がついておりますが、ここに手法を適用しま

した。例えば金属につきましては、室内のばく露というのは、金属そのものの吸入ばく露

はないだろうということで、そこは適用していませんので空白になっていると、そういう

見方をしていただければと思います。

○赤松委員 それでは、例えば洗剤、溶媒で河川とか海洋には○がついていないのです

が、そういうのは不要だということでしょうか。洗剤などは結構河川に流れたりするので

はないかと思うのですが。

○吉田委員 工業用洗浄剤では、アルコールエトキシレートという界面活性剤につきま

しては、生態リスク間のトレードオフ解析は行っております。溶剤・溶媒のほうは、トル

エンやキシレンなど、自動車の塗装に使われるところをトレードオフ評価の対象としてお

りますので、今回は適用外でございます。

○赤松委員 はい。

○安井会長 ありがとうございました。

織委員どうぞ。

○織 委員 大変興味深く拝見させていただきましたが、この短時間では理解するのが

難しいので、すごくとんちんかんな質問をしているのかもしれませんが、６ページのトレ

ードオフ解析のところで、結局代替に伴って発がんリスクが低減するのと、代替しないで

二次生成物質のオゾンによる死亡の増加を比較したときに、結論としては、物質代替によ

ると排出削減効果は高いけれども、エンドオブパイプ対策のほうが、より費用対効果が悪

いということをおっしゃっているのは、これは、この費用対効果が悪いということの意味

していることはどういうことなのか、つまり私たちが知りたいのは、結局どちらが相対的

にリスクを削減しているのかということですが、この場合は、たまたま「余命１年獲得費

用」でリスクをアレしているからこういう言い方になっているのか、本当に単に費用対効

果ということでみていっていらっしゃるのかがよくわからないのですが。

○吉田委員 済みません。リスクを下げるという意味だけでみていただくとすれば、左

から２列目の発がん件数の増減とオゾンよる死亡の件数の増減、それらを足した値が、一

番マイナスになる対策が最もリスクを下げる対策になるわけですが、それとともに経済分

析を考慮すると、対策の優劣がつくことになります。
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○中西委員 これはこういう意味ではないですか。「物質代替による排出削減効果は高

いが」というのは、「そのものは減るけれども」という意味ではないですか。トリクロロ

エチレンを使っていて、トリクロロエチレンをかえればトリクロロエチレン自体は減るけ

れども……

○吉田委員 そうです。

○中西委員 そういうことですね。だから、これは「削減効果は高いが」というと、リ

スクがうんと減ったと思うけれども、そうではない。ちょっと文章がよくない（笑）。済

みません。

○吉田委員 申しわけありません。

○辰巳委員 理解できないですね。

○安井会長 トレードオフの話というのは、いろいろなところであって、私もやってお

りましたライフサイクルアセスなどもトレードオフがいっぱいあって、こういうものを全

部考えるという思想をこの世の中に広めたいと私もずっと思ってはきているのですが、結

構難しいですね。

○辰巳委員 そうすると、私もこの文章はものすごくこだわって赤線をガァーッと引い

ているのですが、要するに費用対効果が悪いということは、お金がかかるよ、だから買う

ものが高くなるよと、そういうことですか。環境にはよくなるけれども、高くなるよと。

だから、安いものを選びたかったら環境に悪いものを選びなさいとか、そういうイメージ

でよろしいんですか。もう少し具体的にお話しいただければと思います。

○吉田委員 そういうことではございません。代替するかしないかというところの議論

は、そもそもの問題としてリスクがもともとの物質にあるかないかというところから始ま

るわけですが、世の中では結構塩素系が悪いというような状況で、ただ気分的に流れてい

るようなところもあるので、ここに出ております金額の大小を比較されると、どれがいい

か悪いかということになりますが、そういう意味では、ここの右の文章が悪いわけですが、

私たちとしましては、並べてみると物質代替のほうがエンドオブパイフ対策よりも費用対

効果は悪いのですが、それ以前の問題として、そもそもものすごく微量なリスクを削減す

るために物質代替をする必要があったのかどうかというところから事業者の方には考えて

いただきたいというところがあります。書いてはおりませんが。

○安井会長 資金が限られていますから、一番効果的な方法を選びなさいということだ

と思います。
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一通り終わりましたですかね。

ご議論をいただきましてありがとうございました。吉田委員ありがとうございました。

それでは、本日いただきましたご意見、大分いただきましたので、事務局におきまして、

今後の化学物質管理政策に関します課題を再度整理をさせていただきまして、さらなる検

討を進めてまいりたいと思います。

環境省のお二人は一言も発されませんでしたが、上田課長は初めてだと思いますが、何

か一言ぐらいどうですか。

○上田課長（環境省） 本日の件では特にありませんが、私も７月に来て、環境省のほ

うでもまさに化学物質対策全体を見据えた議論も必要であろうということで、「政策対

話」という場で幾つかのテーマを選んで対話をして、その合意点はどこにあるのか、どこ

が課題で、どのような議論をすれば、それに向かって進めていけるのか、そういった議論

を年に３、４回ぐらいやっていきたいと思いますので、本日のお話についても興味深く聞

かせていただきました。今後とも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、以上をもちまして本日の審議会を終了させていただきます。どうもありがと

うございました。

――了――


