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化学物質審議会（平成 27年度第１回） 

議事録 

 

日時：平成 28年２月２日（火曜日） 15時 25分～16時 15分 

場所：経済産業省本館 17階第１～３共用会議室 

 

議題 

化審法・化管法の施行状況について 

 

議事内容 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  ただいまから平成 27年度第１回化学物質審議会を開催

いたします。 

 化学物質審議会は、化審法、化管法に関する事項を審議するために設置された審議会で

ございまして、化学物質の有害性等についての調査、審議を行っております。 

 当審議会の委員をご紹介します。資料に委員名簿がございますので、ご参照ください。

なお、小委員会のみ委員の方もオブザーバーとして出席していただいておりまして、あわ

せてご紹介いたします。 

 先ほどの小委員会と出席者は同じでございまして、お名前を読み上げます。お座りいた

だいたままで構いません。 

 林会長、浅野委員、有田委員、オブザーバー大石様、織委員、栗原委員、崎田委員、庄

野委員、辰巳委員、東海委員、東嶋委員、オブザーバー中村様、オブザーバー飛原様、境

委員代理の堀米様、本田委員、吉田委員です。 

 資料の確認ですけれども、議事次第、審議会の概要、委員名簿、資料１、資料２－１、

資料２－２でございます。 

 また、当審議会では、簡単な議事概要及び詳細なご発言を記載した議事録を作成し、後

日公表する予定にしております。議事録案は、後日、事務局から委員の皆様に確認をいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ここからの進行は林会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

〇林会長  では、また引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 これより議事に入ります。本日の議題は、「化審法・化管法の施行状況について」という

ことでございます。 

 まず、事務局のほうから資料１、２－１、２－２をあわせてご紹介いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

〇飛騨化学物質安全室長  化学物質安全室長の飛騨でございます。私のほうから、資料

１と資料２－１について説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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 それでは、初めに「化学物質審議会各部会の活動状況について」、資料１に基づきまして

説明をさせていただきます。 

 初めに審査部会について説明をさせていただきます。審査部会の審議事項でございます

けれども、ここに書かれてあります化審法と化管法のそれぞれの事項に関しまして、化学

物質の性状に基づいて判断をしていただいているということでございます。最近といたし

ましては、化審法につきましては、このポツの一番上にあります第一種特定化学物質の指

定についてと、３番目の新規化学物質の判定に関しまして審議をお願いしているところで

ございます。化管法に関しましては、平成 20年６月に指定物質の見直しというものを行っ

ておりますけれども、それ以降、審議は行われていないという状況でございます。 

 ２番目の委員の構成ですけれども、林部会長以下９名の委員の方に審査をお願いしてい

るということでございます。 

 ３番目の開催状況ですけれども、これは基本的には２月と８月を除いた毎年 10回という

ものを基本に審議をお願いしております。原則といたしまして、厚生労働省と環境省と３

省合同の審議会で開催しているということでございます。 

 ２ページ目をごらんいただきたいと思います。４．の審議結果ですけれども、(1)の新規

化学物質の判定に関してですが、審議件数といたしましては、平成 25年度に 552件、平成

26年度に 624件について審議をしていただいているということでございます。 

 (2)の第一種特定化学物質の指定に関する審議でございますけれども、これはストックホ

ルム条約に基づいて国際的に製造・使用が原則禁止された２つの物質、ポリ塩化ナフタレ

ンとペンタクロロフェノール類につきまして審議をいただいて、第一種特定化学物質に指

定すべきという結論をいただいております。 

 ５．の今後の予定ですけれども、引き続き毎年 10回のペースで会議をしていきたいと考

えております。 

 続きまして、３ページ目をごらんいただきたいのですけれども、安全対策部会について

説明をさせていただきます。初めに審議事項ですけれども、ここに書かれております化審

法の関係の事項につきまして、化学物質の性状だけではなく、製造・輸入・使用の状況で

すとか環境への排出量等々を勘案して、総合的に判断をしていただいているというもので

ございます。最近といたしましては、上から２つですけれども、第一種特定化学物質使用

製品の指定と、同じく物質の例外使用用途の指定について審議をしていただいております。

また、一番下のところの優先評価化学物質の指定について継続的な審議をお願いしている

ということでございます。 

 ２番目の委員構成ですけれども、これも林部会長以下８名の委員の方に審議をお願いし

ているということでございます。 

 ３．の開催状況ですけれども、ここでは一般化学物質のスクリーニング評価を大体年１

回、優先評価化学物質のリスク評価を年２回、合計年３回ぐらいを基本的なペースとして

審議をしていただいております。27 年に関しては、９月に第一種特定化学物質、先ほど審
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査部会で指定された物質の輸入禁止製品の指定に関して審議をしていただいておりまして、

４回開催しております。 

 ４．の審議結果ですけれども、(1)と(2)、若干文章が長いので、簡単に概要だけ説明させ

ていただきますと、平成 26年は、スクリーニング評価の結果、優先評価物質になったもの

が 14物質あったと。また、その優先評価物質の中から評価Ⅱに進んだものが３物質あった

ということでございます。平成 27年に関しては、スクリーニングの結果、優先評価物質に

なったものが 19物質、評価Ⅱに判定されたものが６物質あったということでございます。 

 続きまして、４ページ目をごらんいただいて、(3)のところでございます。新たに第一種

化学物質に指定される化学物質についての具体的な規制措置ということですけれども、こ

れは先ほどのポリ塩化ナフタレンとペンタクロロフェノール類について、これが第一種特

定化学物質に指定されるということを受けまして、具体的な規制措置について審議をいた

だいたところです。両物質ともにエッセンシャルユースというものは認められなかったと

いうことと、両物質ともに、それぞれここに書かれております用途について、それぞれの

物質が含まれている場合には、輸入を禁止するという措置が講じられることになったとい

うことでございます。 

 今後の予定ですけれども、大体年３回ぐらいのペースで部会を開催していくということ

を予定しております。 

 各部会の活動状況については以上となります。 

 続きまして、資料２－１に基づきまして、「化審法の施行状況と最近の動向について」説

明をさせていただきます。若干分厚い資料になりますので、少し簡単な説明になりますけ

れども、よろしくお願いいたします。 

 １ページ目が化審法の概要ということでございまして、ページをめくっていただいて２

ページ目、化審法とはということでございます。これは皆さん既によくご存じだと思いま

すけれども、化審法は、「人の健康を損なうおそれ、又は動植物の生息・生育に支障を及ぼ

すおそれがある化学物質による環境の汚染を防止」することを目的とする法律でございま

して、その構成といたしましては、新規化学物質の事前審査、あるいは上市後の化学物質

の継続的な管理措置、あるいは化学物質の性状等に応じた規制及び措置となっております。 

 次のページ、３ページ目をごらんいただきたいのですけれども、ここに化審法の体系と

いうものがあります。先ほど課長のほうからも簡単にこの説明があったのですけれども、

上市前の事前審査及び上市後の継続的な管理により、化学物質による環境汚染を防止する

ということでございます。絵がございまして、若干左のところに上市のラインというのが

ありまして、これより左側が上市前、右側が上市後ということになっております。上市前

に新規化学物質について事前審査をするという仕組みになっておりまして、その結果に応

じて、それぞれここにある５つのカテゴリーに化学物質が分類されるということになって

おります。 
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 現状では、一番上からいきますと、難分解・高蓄積・長期毒性があるということで原則、

製造・輸入が禁止されております第一種特定化学物質として 30 物質が指定されています。

その下に、第一種特定化学物質の候補物質である監視化学物質というのがございまして、

これが 37物質。その下に第二種特定化学物質、これは人健康ですとか生態影響のリスクが

あるという物質ですけれども、これは 23物質指定されているということです。その下に優

先評価化学物質というのがありますけれども、これは二特になり得る物質として国が優先

的にリスク評価を行う物質ですけれども、現在 177 物質が指定をされております。一番下

が、今のところリスクの懸念がない物質ということで一般化学物質、およそ２万 8,000 物

質があるということでございます。 

 この絵の左下のところに、審査によらないで製造ができるカテゴリーというのがありま

す。「審査の特例」と書いてありますけれども、事前確認などによって審査を経ないで製造

ができるという物質が若干ございますけれども、これにつきましては、次のスライド以降

で簡単に説明をさせていただきたいと思います。 

 次のページ、４ページ目ですけれども、新規化学物質の審査・確認ということでござい

ます。 

 ページをめくっていただいて５ページ目ですけれども、ここでは新規化学物質の審査・

確認制度について簡単に説明をしております。通常の新規化学物質といいますのは、事前

に届出をしていただきまして、審査を受けることによって製造・輸入が可能になるという

制度でございますけれども、これに対して、この通常の届出によらずに事前の確認制度に

よって製造・輸入ができるという場合がございます。具体的には、低生産量新規、少量新

規、低懸念高分子、中間物等といった仕組みがございます。大きな違いは、届出時に提出

する有害性データが異なっております。 

 下に表がございまして、左から４つ目の縦のラインですけれども、「提出すべき有害性デ

ータ」という欄があります。例えば通常新規ですと、分解性・蓄積性・人健康・生態影響

の４つの分野についてデータを提出していただいておりますけれども、これが低生産量新

規、これは全国 10トン以下という枠がかかっていますけれども、低生産ですと分解性・蓄

積性のデータだけでよいとなっております。さらにその下の少量新規、これは全国１トン

以下という縛りがありますけれども、少量新規に至っては、有害性データは必要ないとな

っております。あと、低懸念高分子、中間物等についても、これら有害性データは必要な

いという形になってございます。 

 次のページをごらんいただきたいのですけれども、６ページ目、この４つの有害性に関

する評価項目というものでございます。これは大体みていただくとわかる内容だと思いま

すので、詳細の説明は省略させていただきたいと思います。 

 次のページ、７ページ目ですけれども、新規化学物質をどういうふうに判定をするのか

ということでございます。先ほどの４つの有害性の評価項目を審査して、その結果を届出

者の方に通知をいたしますけれども、物質の特性に応じて判定項目というのが分かれてお
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ります。ここに１から６号まで判定が書かれておりますけれども、１号につきましては、

これは第一種特定化学物質であるということで製造・輸入はできないという判定になりま

す。６号につきましては、データが不足していて判断できないというものでございまして、

この２号から５号までの範囲であれば製造・輸入が可能だということになってございます。

平成 26年度の実績といたしましては、合計 372件について判断をいただいておりますけれ

ども、このほかに低生産として 252 件の判定がございまして、合計 624 件について製造・

輸入が認められているということでございます。 

 次のページ、８ページ目をお願いします。これは新規化学物質の届出件数の推移でござ

います。新規化学物質につきましては、その届出は直近では 600 件前後で推移をしており

ます。そのうち通常新規による届出は 400 件前後でございまして、低生産による届出件数

は 200 件前後となっております。主な用途といたしましては、１番目に塗料、コーティン

グ、２番目に中間物、３番目に電気・電子材料の順となっておりまして、近年、この傾向

は変わっていないということでございます。 

 ページめくっていただいて、９ページになります。低生産量新規化学物質の確認件数の

推移でございます。低生産量新規化学物質につきましては、その確認件数は年々増加して

おりまして、平成 26年度では約 1,600件の確認がございました。これは毎年確認が必要で

すので、このグラフは累積になっているというふうにお考えいただいていいと思います。

大体年間 150 件ずつぐらいの増加があるという形になっております。主な用途といたしま

しては、１番目に電気・電子材料、２番目に中間物、３番目にフォトレジスト材料、写真

材料、印刷版材料となっておりまして、この傾向は近年変わっていないということでござ

います。 

 次のページをお願いします。10 ページ目になります。少量新規化学物質の申出件数の推

移でございます。少量新規化学物質の申出件数も年々増加しております。直近では３万

6,000件程度の申出があったということでございます。これも毎年申出が必要になりますの

で、ある種累積の結果だと思っていただいていいと思います。毎年 2,200 件程度のペース

で増加していっているということになります。 

 主な用途ですけれども、これは先ほどの低生産量新規と全く同じ状況になっているとい

うことでございます。 

 続きまして、次のページですけれども、低懸念高分子化合物の確認件数の推移でござい

ます。低懸念高分子化合物につきましては、一度確認をするとその後ずっとつくり続ける

ことができることになっておりまして、確認件数は大体年間 50件前後で一定量の届出があ

るという状態になっております。 

 次のページをお願いします。12 ページになります。今度は中間物などの確認件数の推移

になります。平成 26年度では、中間物の特例制度の確認件数というのは 236件ございまし

たけれども、中間物が最も多くて８割程度を占めており、残り２割は輸出専用品というこ
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とでございまして、もう一つのカテゴリーの閉鎖系用途の件数は非常に少ないという構成

になってございます。 

 次のページは化学物質の継続的な管理ということでございまして、もう１ページめくっ

ていただきまして、初めに第一種特定化学物質についてでございます。第一種特定化学物

質は、難分解、高蓄積性で長期毒性のおそれがあるという物質でございまして、現在、政

令で 30物質群が指定されております。この規制内容は、原則として製造・輸入が禁止され

ているとか、あるいはそういったものが使用されている製品が政令で指定されている場合

には輸入ができないというものでございます。 

 次のページをごらんいただきたいのですけれども、現在、第一種特定化学物質に新たな

物質を指定するということが行われております。先ほども説明いたしましたけれども、ポ

リ塩化ナフタレンとペンタクロロフェノール類について、これがＰＯＰｓ条約に基づいて

国際的に製造・使用が禁止されるということで、それを担保するために、化審法の政令を

改正し、第一種特定化学物質に指定するということになっております。 

 今後の予定ですけれども、４月に物質自体の製造・輸入を禁止し、10 月にはその製品の

輸入を禁止するという予定になっております。 

 続きまして、16 ページをお願いします。今度は第二種特定化学物質ですけれども、これ

は環境中に広く残留して長期毒性のおそれがあるということでして、23 物質が指定されて

おります。これは事前に製造・輸入量の予定数量の届出、あるいは事後に実績の届出が必

要だということになっております。その下に、典型的な例であるトリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン、四塩化炭素の開放系用途への出荷量というのがグラフになっており

ますけれども、ずっと下がり続けているという状態になっているということでございます。 

 17 ページをお願いします。今度は一般化学物質の製造・輸入の実績でございます。これ

は平成 22年度から一般化学物質を年間１トン以上製造・輸入した方は、その数量を届出す

る必要があるという制度でございますけれども、直近のデータとしては、平成 25 年度に

1,348社から約 7,000物質の届出があったということでございます。このデータは、次ペー

ジ以降で説明するリスク評価に活用されているということでございます。 

 次のページをめくっていただきたいのですけれども、18 ページですが、これも先ほど説

明がありましたけれども、化学物質の評価が、これまでのハザードのみに着目した規制か

ら、環境への排出量を加味したリスクベースの評価体系になったということでございます。 

 評価の仕組みを次のページで簡単に説明をしたいと思います。19 ページになりますけれ

ども、この絵のほうをみていただきたいのですけれども、一般化学物質について製造・輸

入量その他幾つか届出をしてもらいまして、そのデータをもとにスクリーニング評価をす

るということになります。この結果、リスクが十分に低いと判断できない場合には優先評

価物質に指定をされ、現在 177 物質が指定されております。リスク評価をしていく中で、

リスクの懸念があるとなった場合には詳細なリスク評価をして、リスクがありとなった場
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合には第二種特定化学物質、不明ですと優先評価化学物質にとどまる、リスクがないと判

断されると一般化学物質になるという仕組みになっております。 

 次のページをめくっていただきたいのですけれども、最初の部分のスクリーニングがど

ういうふうに行われるかということを説明しております。一般化学物質について、環境へ

の排出量と有害性の強さというものを加味して、この表に基づいて評価をします。簡単に

いいますと、環境への排出量が多くて有害度が高いものは優先順位が高くて、それらが低

いものは優先順位が低いと、こういった判断のもとに評価をしております。 

 それ以降は若干技術的な話になりますので、少し省略をさせていただきます。 

 24 ページをみていただきたいのですけれども、優先評価化学物質になったものがどのよ

うに評価をされていくかということなのですけれども、リスク評価は段階的に進められて

いって、評価の精度を順番に上げていくという形をとっているということになります。詳

細につきましては省略させていただきます。 

 25ページ目以降はスケジュールですけれども、これも省略をさせていただきます。 

 28ページをみていただきまして、最近の動向ということになります。 

 29ページをごらんください。規制改革実施計画の指摘への対応ということでございます。

平成 25年６月に規制改革実施計画が閣議決定されまして、化審法の化学物質審査制度につ

いても３件盛り込まれております。１つは、少量新規化学物質の規制のあり方。今、全国

１トンとなっているところを、１社１トン単位にしてほしいという話。２番目が、申請の

回数をもっとふやしてほしいという話。３番目が、化学物質の用途ですとか暴露可能性を

考慮した審査制度に見直してほしいという要望事項となっております。 

 それに対して、30 ページ以降で我々がどういうことをしてきたかという説明が書いてあ

ります。30 ページ目は、少量中間物制度の確認制度というものを新設したということでご

ざいます。これは１社年間１トンまでであれば、中間物の確認制度で提出する書類を非常

に簡素化して、簡単に申請ができるようにしたというものでございます。 

 31 ページ目以降、その他の合理化策について幾つか説明をしております。31 ページは、

少量含まれる副生成物であれば、従来はそれも個別に評価が必要だったのですけれども、

親物質の混合物質として届出ることを認めるようにしましたという話。 

 32ページ目が、生物蓄積性の判定にＱＳＡＲを活用しているという話。 

 33 ページ目が、新規化学物質の変化物について、その判定結果を公表して、ほかの事業

者の方が同じ物質について重複して試験をすることがないようにしたという話。 

 34 ページ目が、その届出する方のＱＳＡＲの利用を促進するために、蓄積性の試験結果

を公表したという話。 

 35ページ目が、従来簡単な方法で判断することが難しかったイオン性化合物についても、

簡単な方法、動物実験によらない方法で判定できるようにしたという話でございます。 

 36 ページ目が、先ほども指摘がありましたけれども、電子申請を進めるために、電子申

請の場合には届出期間を１カ月延長するという措置をしたという話でございます。 
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 駆け足で申しわけありません。37ページ目が化審法に係る今後の取り組みでして、38ペ

ージ目をごらんください。今後の取り組みですけれども、１番目といたしましては、新規

化学物質、優先評価物質のリスク評価を着実に進めていきますということです。これが進

んでいない最大の理由は、有害性情報が不足しているというところにあると考えておりま

して、化審法第 10条１項に基づいて、有害性情報の提出を求める手続を今後進めていきま

すという話。２番目が、新規化学物質の審査制度をさらに合理化していきますという話。

３番目が、ＰＯＰｓ条約で新たな規制対象物質ができた場合には、直ちに化審法の第一種

特定化学物質に指定していきますという話。４番目が、現在行われている化審法の改正後

５年後の見直しの検討会の話でございます。２月８日に第５回目の検討会というのを予定

しておりまして、報告書案について審議をしていただくという予定になっております。 

 駆け足になって申しわけありませんでした。私のほうからは以上でございます。 

〇奥村化学物質リスク評価企画官  続きまして、「化管法の施行状況と最近の動きについ

て」説明させていただきます。 

 資料２－２の２ページ目をごらんください。こちらは第１部でもみていただいた資料に

なっております。２つの柱、ＰＲＴＲ制度とＳＤＳ制度がございます。対象の化学物質と

対象の事業者については、ここに記載のとおりでございます。なお、下のほうに「特定第

一種指定化学物質」とありますけれども、これは発がん性、生殖細胞変異原性、生殖発生

毒性について、ＧＨＳ分類で区分１以上のものを指定してございます。 

 次に、３ページ目をごらんください。こちらは平成 25年度のＰＲＴＲ排出量の概要でご

ざいます。約３万 6,000 事業所から届出がありまして、排出量では前年度比 1.5％の減少、

移動量では同じく 2.9％の減少となってございます。左側のグラフは先ほどみていただいた

ものと同じでございまして、右側のグラフですけれども、これは平成 22年度の物質の見直

しの前後でずっと継続していた対象物質、276物質の推移を示しております。排出量は年々

減少傾向、移動量については、年によっては多いときも少ないときもあるという状況でご

ざいます。 

 次に、４ページ目をごらんください。こちらはＰＲＴＲの届出データの集計結果につい

て公表しているものでございます。このように濃度マップ、排出量マップということで、

ビジュアルな形にしてＮＩＴＥのホームページで公開しております。また、この画面から、

個別事業所の排出・移動量のデータも検索して閲覧できるようになってございます。 

 次に、５ページ目をごらんください。こちらはＧＨＳの導入に関する取り組みについて

でございます。ＧＨＳというのは国連で定められておりまして、危険有害性について統一

の基準で分類をして、その結果については、これも統一の様式を用いてＳＤＳあるいはラ

ベルによって伝達をしていくという仕組みでございます。平成 24年度に、化管法のＳＤＳ

にＧＨＳを導入することを目的としまして省令改正を行っております。このときに、ＳＤ

Ｓの記載項目についてはＧＨＳに対応させております。また、ＳＤＳ、ラベルの様式につ
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いても、ＧＨＳに対応したＪＩＳ規格というのをまた別途定めておりまして、それに基づ

いて実施するように努力義務としております。 

 ６ページ目をごらんください。ＧＨＳの普及・促進について、国の取り組みを示してご

ざいます。経済産業省と厚生労働省が作成したパンフレット、事業者向けのＧＨＳの分類

のためのガイダンス、それと約 3,200 物質については国のほうでＧＨＳに基づいて分類し

ておりますけれども、この結果について公表しております。 

 また、昨年の４月から混合物についても、新たにＳＤＳやラベルに対応してＧＨＳを使

うようにということになっておりまして、それについて事業者の混合物のＧＨＳ分類を行

うということを支援するために、新しくソフトを開発して公開をしております。 

 また、全国キャラバンということで、全国５カ所で事業者向けに、制度の概要ですとか

こういった支援ツールについて説明会を実施しております。 

 説明は以上でございます。 

〇林会長  ご説明、どうもありがとうございました。 

 それでは、まず今のご説明に対して、ご質問ございますでしょうか。――もしないよう

でしたら、少し時間が押しておりますので、重要な点をご指摘、ご指導いただければと思

います。 

 庄野委員、どうぞ。 

〇庄野委員  ありがとうございます。昨年の９月から 10月にかけて、ジュネーブでＩＣ

ＣＭ４というのがございました。これはＳＡＩＣＭのフォローアップ会議ということで、

約 1,200 名の方がご出席されていると思います。ここにも出席された方がおられたと思い

ますが、化学産業は、初めてですけれども、いろいろな意味でのソリューションプロバイ

ダーとしての位置づけを正式にアナウンスされています。というのはどういうことかとい

うと、いわゆる地球環境問題とかいろいろな問題を解決するのは化学品であり化学の素材

であると、それがイノベーションの原点であるというようなことでございまして、そうい

った意味では、ますます今グローバル化するこのコンペティションの中で、産業競争力の

ある産業を日本で育てていく必要があるという観点から、私も繰り返し述べていますが、

化学というのは非常に重要でございます。ぜひ我々のご提言については前向きに――もう

ご検討していただいておりますけれども、さらにそれを加速して、より合理的かつ効率的

な法運用に向けての対応をお願いしたいというのが１点でございます。 

 もう一点ですが、他省庁さんのお話をするのは恐縮でございますけれども、我々、６月

から、労働安全衛生法の改正に伴って 640 物質のリスクアセスメントの義務とこれの従業

員への周知徹底というのを進めていく必要がございます。今このリスクアセスメントの手

法というのは、実はリスクベースのこういった管理をする上での非常に重要なファンクシ

ョンなのですけれども、先ほど東海先生からございましたように、本当にこれをちゃんと

やれる人というのは実は少ないのです。特に地方の中小企業の皆さんは大変でして、640

物質といったって、ＣＡＳベースでいくと 2,300 以上になるらしいのですけれども、こう
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いった物質のアセスメントをやる、そういった意味での人材教育、あるいは専門性のある

人の育成といいますか、例えば地方の工業試験所とか、あるいは産業支援機関とかいろい

ろなところにこういう人たちを確保できるようなシステムをぜひつくっていただければ、

サプライチェーン全体の管理もできるのではないかなというふうに思っていますので、是

非ご検討いただければと思います。 

〇林会長  事務局のほうから、何か今の点に関しては――よろしいですか。 

 では、崎田委員。 

〇崎田委員  ありがとうございます。今ご発言の人材教育とかそういうのと少しかぶっ

てくる話なのかもしれないのですが、ここは制度のところの話し合いではありますけれど

も、昨年の 12月の終わりに福井の事業所のほうで、オルト－トルイジンの扱いに関して少

し配慮を欠いたやり方で、がんの発生率が従業員の中で高いのではないかということが新

聞に出ました。厚生労働省のほうでもその辺をちゃんとチェックするようにというような

動きがあると伺いましたけれども、例えばそういうようなことに関して、化審法とか化管

法とか、こういう分野の中ではどういうふうにそれを課題で受けとめたらいいのかとか、

どういうふうにしたらいいのか、今どんなふうにお考えかを少し伺ったほうがいいかなと

いうふうに思って発言をさせていただきました。 

 あともう一つなのですが、先ほど資料１のところの優先評価化学物質のところで、優先

評価化学物質から一般評価になったものとしてクロロエチレンのお話などありましたけれ

ども、もちろん業界の皆さんも、きちんと管理をするシステムをつくったり一生懸命取り

組んでおられるのは私もよく承知しておりますけれども、そういう管理はしっかりしてや

っていただいたりとか、ＥＵのほうでは使う難燃材のことが課題になったりとか、話題は

大きいものですので、ある程度そういうものを継続的にきちんとみていくようなことも必

要なのではないかというふうな思いもしております。また、そういうこともお考えいただ

ければありがたいというふうに思っています。よろしくお願いします。 

〇林会長  ありがとうございます。 

 事務局からお答えする前に、先にご意見だけ聞いてしまおうと思います。 

 織委員。 

〇織委員  ありがとうございます。今ご説明ありましたけれども、既存化学物質のリス

ク評価を入れるのに今までずっとぎりぎり検討してきたところなのですけど、制度が動い

てきた段階において、新規化学物質の審査制度と既存化学物質のリスク評価の制度のバラ

ンスみたいなものも考えていかなければならないのかなというふうに思っております。と

いうのは、リスク評価のほうがちょっと緩いというか、情報がいまひとつ十分ではない中

で、新規化学物質のほうはどちらかというとぎりぎりしているところで、少量化学物質の

イノベーション性みたいなものを考えてきたときに、もうちょっと柔軟でもいいのかなと

いう意識はあります。 
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 あと、例えばスクリーニング評価のところですと、もう少し物質が同定できるともっと

早く進んだりするのではないかとか、あるいは今全国１トンですよね、それが果たして合

理的なのかどうかとか、イノベーション的なことも考えていったときに、新規化学物質の

ところはもう少しいろいろ考えてもというか、広い視野で検討していってもいいのではな

いかなという感じをもっています。 

 先ほども話しましたけど、もう一点はＰＲＴＲ制度をうまく活用していくために、物質

の同定の仕方についてはガイドライン等が必要なのではないかという意見です。 

〇林会長  ありがとうございました。 

 ほかに。 

 東嶋委員。 

〇東嶋委員  ご説明ありがとうございました。東嶋と申します。 

 ハザードに暴露量を加えてリスクベースで評価管理をやっていくという、その方向性は

そのとおりだと思うのですけれども、今までもご意見ありましたけれども、全国でどのく

らいとか、その暴露の量、全体的なものとしてみてきているのですけれども、資料２－１

の 29の今後の指摘のところの３番目にもありますように、例えば用途とか暴露可能性、つ

まり暴露の状態によってはリスクが変わってくるということでありますので、全体として

の暴露から状態をみていくという暴露を考えていかなくてはいけないと思うのです。先ほ

ども幾つか事例がありましたが、ちょっと古いところではＤＣＰとかＤＣＭの職業性がん

の話などもございました。どのような状況で使うのかということを考えていけば、むしろ

逆に評価の効率化にもつながるのではないかと考えられますので、ここのところ、今後規

制改革ということで考えていかれるということですので、重要視していただければと思い

ます。 

 以上です。 

〇林会長  どうもありがとうございます。 

 どうぞ。 

〇境化学物質政策小委員会委員（堀米代理）  ありがとうございます。化審法の審査の

制度のことについて、資料２－１の３ページ、あとは少量新規のグラフがありますけれど

も、そのあたりのところについてコメントとお願いを申し上げたいと思います。 

 まず、化審法については、いろいろな制度の見直しを継続にしていただいて、少量・中

間制度を導入していただいて、非常にありがたく思っております。一方で、先ほどもちょ

っと話題に出ましたけれども、少量新規の全国１トン、あるいは低生産の全国 10トン、こ

このところで、いろいろな事業を展開するのに非常にそれが足かせになっているという実

態をぜひご理解いただけないかと思います。例えば、目の前にありますが、こういうよう

なｉＰａｄのような液晶表示素子がありますけれども、年々、非常な性能アップ競争にさ

らされています。ほとんどが既存化学物質で液晶はつくられているわけですけれども、ほ

んのちょっと性能を上げるのに、例えば 10％の新規化合物を使おうとする。そういったと
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きに必ず直面するのが少量新規の問題であり、低生産の問題になります。ここで、いかに

安全に、かつスピーディーにきちんと数量が確認できるかどうか。これが事業をとれるか

どうかという分かれ目になる場合が往々にしてあります。こういったモデルは年々変わり

ますので、例えば今年でいったら、2016年の何月かの申請で１トンとれるか 500キロにな

るのか、あるいは低生産が 10トンなのか５トンなのか、それによって、我々のユーザーさ

んから幾ら納入できるかといわれたときに、わかりませんという答えはできませんし、も

しお客様の要望以上に数量が減らされてしまったら、それは１トンが 500 キロになったと

いう影響以上に、液晶の組成物としてはその 10倍のビジネスがなくなります。 

 さらには、こういったデバイスになったときは、我々、化学メーカーの出すビジネスの

大体 50倍から 100倍の規模のビジネスになります。それが失われる。場合によっては、海

外は化審法の制限がございませんので、例えば中国や韓国に物が流れて、実例をいえば、

我々は数年前、二百数十億のビジネスを失いました。それは数量が確認できなかったとい

うことによります。それは、例えば液晶のディスプレイまで含めていえば１兆 3,000 億ぐ

らいのビジネス、それが場合によっては日本から全て中国、韓国、そういったところに流

れていってしまうという。化学物質というのは、川上産業でその付加価値が後から後から

どんどんついていくという、ぜひそこのところをご理解いただいて、ここの上市前の事前

確認のところをいかに安全にかつ確実にできるかどうか、ぜひそういった見直しをしてい

っていただければと思います。 

 また、我々の協会には中小企業の会員さんもかなりいらっしゃいます。こういったとこ

ろの試験が、現行よりも安くて、あるいはさらに確実にできる方法といったものももしか

したらあるかもしれない。そういったところの見直しもぜひお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

〇林会長  どうもありがとうございました。 

 では、吉田委員。 

〇吉田委員  発言の機会、ありがとうございます。吉田と申します。先ほど少しオルト

－トルイジンのお話がありましたので、働く者の立場のほうから、この場でお話しするの

が適切かどうかは微妙なのですけれども、お話をさせていただければと思います。 

 昭和 40 年代に芳香族アミンによる発がん性物質ということで、我々の仲間たちも大分、

それで 40年後に膀胱がんを発がんして、補償交渉に労働組合も入って、企業と個人との間

でいろいろやってきたといった歴史を踏まえております。 

 先ほどのお話の中にありましたオルト－トルイジンの件もそうなのですけれども、そう

いったリスクを中小企業の皆様が本当に負えるのかどうか。労働者側からしても、片方は

大きい企業だから守られる、片方は小さいから守れないという状態であってはいけないと

いうふうに思っております。ぜひその辺も鑑みてのいろいろ政策をお考えいただきたいと

いうところの意見でございますので、この場での発言が適切かどうか微妙ですけれども、

私からの話とさせてください。 
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 以上です。 

〇林会長  どうもありがとうございました。 

 ほかに。 

 では、有田委員。 

〇有田委員  少量新規の１トンを含む製造・輸入数量が全国で各社 10トンを超えないよ

う調整したり一律に試験を要求する考え方について、いろいろな意見と議論があり、ビジ

ネスチャンスを逃すという意見もあります。単に反対するというよりも、例えば労働安全

の視点からも、マネジメントがしっかりされているのであれば、単純にだめだというので

はありません。しかし、前回の改正でなぜ全国で１トンにしたのかということ、評価の方

法も含めてですけど、そこがしっかりと議論されて納得できれば、反対とは言えません。

返事のしようがない状態でいるところが解決され、管理や評価方法がなされているのであ

れば、いいのではないですかという口はもっているのです。ただビジネスだけでいわれる

と、今の状態で――もちろん、全部危ないものではないかもしれないですけれども、化学

工業会でいろいろな方が説明されると、新規のものはそんなに危ないものは出していませ

んといわれる方と、いや、新規の中で完全に評価もしていないので、昔の物質のほうが安

全で、簡単に代替を進めることがいいのか悪いのか、というような発言など、ちょっと矛

盾するように感じられるときがあります。一本筋が通った考え方があれば、消費者も安心

できるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇林会長  ありがとうございました。 

 では、辰巳委員どうぞ。 

〇辰巳委員  一言だけ。私たちが使う製品が上流で、見えないところで例えば環境に負

荷をかけているとか、先ほど芳香族アミンの話が出たのでちょっと心配になってしまって、

そういう情報も含めて――だから、私たちが安心して商品を選択できるのだというところ

でちゃんと管理されているということがわかることがすごく重要だというふうに思うので、

さっき有田さんもおっしゃったのだけど、一つ一つの化学物質がどうとかではなくて、例

えばインドで変な排水を出してないとか、そういうのをちゃんと私たちがわかるように何

か仕組みができるといいなというふうに思っております。 

 以上です。 

〇林会長  ありがとうございました。 

 ほかにもしないようでした、今の全体まとめて何かお答えできるところがあれば、一言

述べていただければと思うのですけれども。 

〇飛騨化学物質安全室長  それでは、オルト－トルイジン問題ですけれども、これは我々

もその有害性については着目していて、ＰＲＴＲの対象物質にもしております。我々が知

っている範囲では、ほとんどの使われ方が中間物ということで、実際に消費者のところに

オルト－トルイジンを含んだ製品が入るということはほとんどないと認識しておりまして、

ＰＲＴＲデータをみても、環境への排出量という意味では、直ちにリスクがあるようなレ
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ベルではないというふうに認識しております。もちろん労働作業現場は高濃度に暴露する

可能性があるので、十分気をつけていただく必要がありますし、我々がもっている有害性

データですとか、どういった事業者がそれを扱っているのかといったデータは省庁間で共

有をして、より安全を高めるための活動をしていきたいと思っております。 

 あと、クロロエチレンを初め今後も優先評価物質から一般化学物質に戻っていく物質と

いうのはたくさん出てくると思いますけれども、当然ながら事業者の方に自主管理という

ものを徹底的に進めていただきたいというふうに考えております。 

 あと、少量新規を初めとして新規化学物質の審査と既存物質のリスク管理の間に若干ギ

ャップがあるのではないかという話ですけれども、これはいろいろな方からご指摘を受け

ておりまして、新規化学物質の審査をもっと合理化できないかというところを、先ほども

紹介しました検討会での議論も含めて、現在検討を進めているところでございます。運用

でできるものと法改正が必要なものとございまして、例えば全国１トンを１社１トンにす

るというのは法改正が必要なわけですけれども、これは先ほどご指摘がありましたように、

安全性を確保しながらどうやって進めていくのかということを十分に考えていきたいと思

っていますし、一つの考え方としては、単に製造・輸入量だけではなくて、リスクという

概念がだんだん市民権を得てきましたので、環境への排出量といったものをベースに考え

るとか、そういった新しい考えを入れて、どういう管理がふさわしいのかということを検

討していきたいと思っております。どうもありがとうございました。 

〇奥村化学物質リスク評価企画官  先ほどから人材育成の重要性についてもご意見をい

ただいております。化管法は企業の自主的取組を促進する法律なのですけれども、自主的

取組をより実行あるものにしていく上でも、人材育成はすごく重要な課題だと我々も認識

しております。課題の解決のためには、大学・研究機関で行われている研究や教育、企業

に入社したあとの企業内育成のところで、業界、大学、研究機関の方々と産学官が協力し

て何らかの対策ができるのかどうか検討していければと思っております。 

〇林会長  どうもありがとうございました。 

 ちょっと時間が過ぎてしまっているのですけれども、今日１部、２部を通じましていろ

いろご意見賜りました。私、個人的に非常に勉強させていただいたなと思うのは、「情報」

という言葉で、一つの単語で流してしまっている意味合いとして、その中にはいろいろな

ものが含まれているのだなというのを、今日改めて痛感したような次第です。有田委員、

辰巳委員がおっしゃったように、その情報の中身ではなくて、情報自身をどういうふうに

扱っているのかというようなところがもう少しみえるようになればいいというようなご意

見もありましたし、その他本当にいろいろなご意見を賜ったというふうに考えております。 

 本日いただきましたご意見は、事務局のほうでまたその中身を精査されて、今後さらな

る検討を続けていっていただきたいというふうに考えております。本日は、ちょっと座長

の不手際で時間が延びてしまいましたけれども、非常に有意義なご意見を賜ったというふ

うに考えております。どうもありがとうございました。 
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 それでは、事務局のほうにマイクをお返しします。 

〇中沢化学物質管理課課長補佐  以上をもちまして化学物質審議会を終了いたします。 

 今後の予定といたしましては、小委員会と同様、年１回程度の開催を想定しておりまし

て、それ以前に開催の必要が生じた場合は、各委員にご連絡を差し上げます。本日はあり

がとうございました。 

                                 ――了――   
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