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第２回化審法施行状況検討会 

議事録 

 

１．日時：平成２７年１０月１６日（金）１５時００分～１７時０５分 

２．場所：経済産業省 別館３階３１２会議室 

３．出席： 

＜委員＞（◎は共同座長） 

有田 芳子 主婦連合会 会長・環境部長 

◎大塚 直 早稲田大学大学院 法務研究科・同法学部 教授 

亀屋 隆志 国立大学法人横浜国立大学大学院 環境情報研究院 准教授 

蒲生 昌志 国立研究開発法人産業技術総合研究所 安全科学研究部門 

リスク評価戦略グループ長 

崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー 

鈴木 規之 国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク研究センター 

  センター長 

◎東海 明宏 国立大学法人大阪大学大学院 工学研究科教授 

丸山 修 一般社団法人日本化学工業協会 化学品管理委員会委員長 

（住友化学株式会社 執行役員） 

 

＜事務局＞ 

山内 輝暢 経済産業省製造産業局化学物質管理課 課長 

飛騨 俊秀 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 室長 

奥村 浩信 経済産業省製造産業局化学物質管理課リスク評価室 企画官 

中沢 潔  経済産業省製造産業局化学物質管理課 課長補佐 

鈴木 章文 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 課長補佐 

大久保 晶 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 課長補佐 

 

立川 裕隆 環境省環境保健部環境安全課 課長 

福島 健彦 環境省環境保健部企画課化学物質審査室 室長 

近藤 亮太 環境省環境保健部企画課 課長補佐 

髙橋 亮介 環境省環境保健部企画課化学物質審査室 室長補佐 

高橋 一彰 環境省環境保健部環境安全課 課長補佐 

山崎 邦彦 環境省環境保健部企画課 環境リスク情報分析官 
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４．議題 

（１）第１回検討会における指摘事項について 

（２）ＷＳＳＤ目標の達成に向けた既存化学物質のリスク評価の進捗状況 

（３）その他 

 

５．議事 

○環境省（高橋室長補佐） それでは、定刻になりましたので、第２回化審法施行

状況検討会を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただき、誠にあり

がとうございます。 

 まず、前回御欠席されており、本検討会から御参加される委員を御紹介いたしま

す。 

 崎田委員でございます。よろしくお願いします。 

○崎田委員 崎田です。どうぞよろしくお願いします。 

○環境省（高橋室長補佐） 有田委員ですけれども、前回御欠席されていまして、

今回御出席との御連絡をいただきましたけれども、まだ遅れているということでご

ざいます。 

 なお、赤渕委員、菅野委員、武林委員からは本日御欠席との連絡をいただいてお

ります。 

 続いて、オブザーバーとして厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安

全対策室においでいただいております。 

 次に、お手元にお配りした資料の確認をお願いいたします。 

 議事次第の下から資料１、そして資料２、パワーポイントの資料になってござい

ます。資料３、その下が参考資料１としまして委員名簿で、その後、メインテーブ

ルの皆様には化審法の法令集と、あと第２回化審法施行状況検討会の欠席委員から

の事前コメントが２つありまして、その後に第１回検討会後に委員から提出された

御意見について、がございます。資料の過不足等がございましたら、事務局までお

知らせいただくようお願いいたします。 

 ここからの議事進行についてですけれども、本検討会の共同座長は東海座長と大

塚座長にお願いしているところでございますが、今回の検討会の議事進行は大塚座

長にお願いしたいと思います。大塚座長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○大塚座長 どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議題の第１の第１回検討会における指摘事項について御説明をお願い

いたします。 
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○環境省（高橋室長補佐） それでは、資料１の第１回検討会における指摘事項に

ついて、を御覧ください。 

 この資料でございますけれども、前回の第１回検討会の議事録につきましては、

委員の皆様に御了解をいただきまして、その後、各省のホームページで公表させて

いただいてございます。その議事録を元にしまして、御指摘いただいた事項につい

て、１ポツ目、全般的な事項、そして、２ポツ目、既存化学物質等のリスク評価の

進捗状況、３ポツ目、新規化学物質の審査・確認の状況、そして４ポツ目、特定化

学物質等の適切な管理の状況の順番に整理させていただいたものでございます。 

 また、メインテーブルにはお配りしておりますけれども、検討会後にいただいた

追加の意見につきましても、同様に整理をさせていただいてございます。 

 いただいた御指摘ですけれども、これから第２回、第３回、第４回という検討会

の中でそれぞれ資料を作って御回答させていただきたいと思いまして、個別の回答

は時間の都合上割愛させていただきますけれども、今回第２回は既存化学物質等の

リスク評価の進捗状況ということでございますので、こちらについては資料２の中

で回答させていただきたいと考えております。また、３ポツ目の新規化学物質の関

係につきましては第３回の検討会、４ポツ目の適切な管理の関係につきましては第

４回の検討会でそれぞれ資料を作成して御説明させていただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

○大塚座長 今、説明していただきました資料は、前回の検討会の指摘事項を整理

したものでございます。もし発言内容と異なるような整理がなされている場合には、

検討会の終了後に事務局までお問い合わせをお願いいたします。 

 では、時間の関係もございますので、議題２に移らせていただきたいと思います。 

 議題２、ＷＳＳＤ目標の達成に向けた既存化学物質のリスク評価の進捗状況につ

きまして、まずは資料２の説明をお願いいたします。 

○環境省（高橋室長補佐） それでは、資料２の既存化学物質のスクリーニング評

価及びリスク評価の現状についての資料を御覧ください。 

 おめくりいただきまして、２ページ目、目次になってございまして、順番に御説

明をさせていただきます。 

 まず、１番はＷＳＳＤ２０２０年目標について３枚目のスライドを御覧ください。 

 前回の検討会でも多くの委員から、前回の化審法の改正時の視点から振り返って

はどうかという御意見を頂きまして、まずはそういった観点で振り返させていただ

きたいと考えてございます。 

 まず、このＷＳＳＤ２０２０年目標でございますけれども、上の囲みの２番目に

ございますように、「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基

づくリスク評価手順と科学的根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物質が、
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人の健康と環境にもたら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」ものということでございまして、下の囲みにありま

すとおり、化審法はこの目標を踏まえた改正を実施しているということでございま

す。 

 続きまして、次のスライドでございまして、４枚目のスライドでございます。 

 前回改正において導入されたものということで、前回の検討会でもございました

けれども、前回の化審法改正は３本の大きな題目がございまして、その１番目、化

学物質の上市後の状況を踏まえたリスク評価体系を構築するというものが今回の検

討会の検討課題でございます。 

 このポイントでございますけれども、下にあります通り、全ての化学物質を対象

に製造・輸入事業者に対して数量の届出を義務化しているということでありまして、

届出情報等を利用して国がスクリーニング評価・リスク評価を実施するという枠組

みができ上がってございます。これに基づいて評価を行いまして、第二種特定化学

物質の指定等を実現するということでございます。 

 ５枚目のスライドは、その参考としまして前回の答申あるいは国会答弁の状況を

記載してございます。 

 答申につきましては、２０２０年までにすべての対応を完了することを目指すべ

きであると書かれておりまして、また、国会答弁の中でもすべての優先評価化学物

質のリスク評価を終了させる予定、あるいは１，０００物質の優先評価化学物質に

対して毎年１００物質以上のリスク評価を実施して、リスク評価を終了させるとい

うような御発言がありました。 

 ただ、これらの答弁はスクリーニング評価やリスク評価の手順の検討開始前の時

点で想定していたものということでございます。 

 おめくりいただきまして、６枚目のスライドから実際にこれらのスクリーニング

評価、リスク評価の概要について御説明させていただきます。 

 この評価の対象となるものでございますけれども、昭和４８年以前から既に製造

輸入されていた既存化学物質に加えまして、審査を経て公示された新規化学物質あ

るいはまだ公示されていませんけれども、審査済みの新規化学物質等がこれに該当

するということでございます。 

 このスクリーニング評価、リスク評価でありますが、繰り返しでございますけれ

ども、全ての一般化学物質を対象に規制対象物質を効果的・効率的に選定するため

のスキームということでございまして、３省合同の審議会において、これらのスク

リーニング評価やリスク評価が実施されているということでございます。 
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 さらに、前回の検討会でももう少し数字を出して議論したほうがいいのではない

かという御意見がございまして、７枚目のスライドに少し細かく現在の絞り込みの

状況というのをお示ししてございます。 

 対象となる一般化学物質等は約２万８，０００物質あるということでございます

が、このうち実際に届出が行われている１社当たり１トン以上の製造輸入がある化

学物質は１万１，８９７物質ということでございます。スクリーニング評価につき

ましては、全国で１０トン超の製造輸入数量があったものを対象としておりまして、

こちらは７，６９９物質あるということでございます。有害性クラスが付与されて

いるものは人健康影響で約３００物質、生態影響約２３５物質となってございます。 

 ここから既に優先評価化学物質に指定されている物質は１７７物質あるというこ

とでございまして、リスク評価Ⅰの対象となっているものは１４０物質ございます。

リスク評価の評価Ⅱの対象になっている物質は４１物質ございまして、この中で評

価Ⅱを実施した物質が人健康影響で１物資、生態影響で４物質あるということでご

ざいます。大きくまず物質だけを見ていただくと、こういう形になっておりまして、

実際の詳細につきましては、また次以降のスライドで御説明させていただきます。 

 それでは、進みまして８枚目のスライドでございますけれども、こちらはその評

価以前にまず手法を構築するところの議論の経緯について御説明させていただきま

す。 

 このスクリーニング評価やリスク評価の手法の検討につきましても、やはり１年

程度の時間をかけて実施されまして、手法検討のための３省の審議会が設置されま

して、スクリーニング評価あるいはリスク評価について検討を行っていただいたと

いうことでございます。 

 ９枚目のスライドから、実際スクリーニング評価の手法について御説明させてい

ただきます。 

 こちらは前回の検討会でもお出ししましたけれども、スクリーニング評価につき

ましては、基本的にはこの優先度マトリックスで判断することとしておりまして、

有害性クラス、そして、前回改正で入りました暴露クラスも加味してリスクの観点

から判断していくということで、左上側、有害性が強く暴露が大きい物質をリスク

が十分に低いと判断できないとしまして、優先評価化学物質に指定するということ

でございます。 

 ただ、導入しました暴露クラスにつきまして、出荷量と用途に対して１つずつ設

定される排出係数の掛け算で推計環境排出量を求めて推計しているのですが、前回

の検討会でも排出係数の設定方法のところをもう少し詳細に説明してほしいという

御意見がございまして、それにつきましては、１０枚目以降のスライドで御説明さ

せていただきたいと思います。 
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 こちらは用途分類別の排出係数の設定の経緯でございまして、もともと海外、Ｅ

Ｕの排出係数を出発点としまして、そこから専門家間の議論、こちらは先ほどの手

法の検討会でございますし、また、日本独自の係数に換算するために、例えばＰＲ

ＴＲのデータであるとか、産業界からのヒアリング結果を活用しまして、パブリッ

クコメントも行った上で排出係数が設定されているということでございます。 

 細かくは１１枚目のスライドでございますけれども、例えば個別の物質や個別の

事業者のデータが得られた時には加重平均値を取ったとしても、ＰＲＴＲの排出量

と比べても安全側に設定できているのではないかという考え方のもと、一つ一つ設

定されたということでございます。 

 また、スクリーニング評価の排出係数につきましては、後ほど説明させていただ

きますが、このリスク評価の排出係数を使ってさらに設定しているということでご

ざいます。 

 排出係数はかなり細かく設定されておりまして、次の１２枚目のスライドであり

ますけれども、ライフサイクルステージと我々は呼んでいますけれども、実際の化

学物質が製造、使用される段階、つまりは製造段階、調合段階、工業的使用又は家

庭等での使用段階、そして、長期使用製品の使用段階といったライスサイクルステ

ージごとに排出係数を設定しております。また、優先評価化学物質のリスク評価の

場合には用途分類を２８０ほど設定しており、さらに水溶解度区分あるいは蒸気圧

区分といった物理化学的性状を踏まえて、一つ一つ排出係数を選択できるようにし

ておりまして、その数が６，０００ほどあるということでございます。 

 一方、スクリーニング評価に用いる排出係数は、スクリーニング評価の段階では

物質もたくさんあることから届け出られる用途別出荷量も簡易なものになっており

まして、また物理化学的性状が得られていないものですから、先ほどの２８０では

なく、約５０程度の用途分類ごとに、リスク評価用の物理化学的性状あるいは詳細

な用途分類ごとの排出係数を幾何平均して排出係数を設定しているということでご

ざいます。 

 おめくりいただきまして、今までの説明は優先度マトリックスで優先評価化学物

質を選ぶ手法でございましたけれども、優先度が中あるいは低の物質の中からも３

省合同審議会の専門家の判断によって優先評価化学物質に指定することができるこ

とにしております。 

 具体的には、例えば暴露側の詳細評価としましては、ＰＲＴＲや環境モニタリン

グデータ等の化審法によらないデータを使うようなケースであります。また、有害

性についても、専門家によって重篤であると判断できるようなものについては、不

確実性係数を修正するといったことがございます。こうした観点からも専門家の判

断によって優先評価化学物質の指定をしております。 
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 この結果でございますけれども、１５枚目のスライドでございます。 

 これまで合計５回のスクリーニング評価が実施されておりまして、それぞれ、毎

年製造輸入数量が変わったりしますし、また有害性情報も徐々に増えていく中でス

クリーニング評価をしています。毎年毎年、優先評価化学物質が徐々に指定されて

いるという状況でございます。 

 ちょっと前回の結果をより詳しく見ていただこうと思いまして、１６枚目のスラ

イドを御覧ください。 

 まずは暴露クラスについて御説明させていただきます。平成２６年度に行われま

したスクリーニング評価における暴露クラスの付与の結果でございます。円グラフ

にしておりまして、人健康影響と生態影響、それぞれ暴露クラスは異なりますけれ

ども、見ていただくと緑色の部分が多くなっておりまして、暴露クラス外というと

ころがやはり７、８割を占めております。対象が７，６９９物質ありますけれども、

どちらかというと推計環境排出量の少ないものが多いということになってございま

す。 

 次は１７枚目のスライドで、有害性クラスの付与の状況でございます。 

 こちらは、人健康影響、生態影響それぞれ付与されておりますけれども、棒グラ

フの水色の部分を御覧ください。７，６９９物質のうち人健康影響は約３００物質、

生態影響につきましては約２３５物質の有害性クラスが既に付与されているという

ことでございます。 

 この７，６９９に対して生態影響で言えば２３５という数でございますけれども、

この物質の意味を環境省が担当しております生態影響の観点の作業状況と合わせて

より細かく説明をさせていただきたいと思います。 

 １８枚目のスライドと比べながら御覧いただければと思うのですが、１８枚目の

スライドが、現在環境省が担当しております有害性情報の収集の現状をお示しした

ものでございます。 

 表の一番下の段、合計というところがございますけれども、暴露クラスの全ての

物質を合計しますと、当然７，６９９になるということでございまして、そのうち

審議会で審議いただいているもの、つまり有害性評価の終わっているものが２３５

あるということでございます。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、暴露クラスは推計排出量が多いもの、例え

ば１から４までで小計しますと、７２５物質あるということでございまして、それ

に対して有害性評価の終わっているものは１４１あるということでございます。 

 では、残りの有害性クラスが付与されていない５８４物質はどうなっているかと

いうことでございます。まず、優先非該当と整理済みというものがございまして、

こちらは前回のスクリーニング評価の審議会におきまして、例えば硫酸とか水酸化
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ナトリウムのようにすぐに分解してしまうものの既存の知見があるものは、すぐに

は評価しなくていいのではないかという御意見をいただきまして、そういった物質

が２４ほどあるということでございます。 

 残りの表の赤い部分が審議会で審議済み、環境省で作業しているものとお考えい

ただければと思いますけれども、我々の方でまず２つのステップを置いて作業して

おりまして、１つは有害性情報を収集する、文献を検索するという段階でございま

す。もう一つは、その中身をチェックするという段階でございます。有害性情報を

収集済みで信頼性のある有害性情報があったというものは４７物質ございまして、

これにつきましては、今年のスクリーニング評価をお願いしたいと考えてございま

す。 

 また、情報があったけれども、信頼性のある情報ではなかったというものが４１

物質あるということでございます。 

 また、有害性情報を収集しようとしてみたけれども、そもそもどの文献にも有害

性情報がなかったというものが１８１物質あったということでございまして、先ほ

どの４１と合計すると、大体２２２の物質が評価を行うための信頼性のある情報が

なかったというようなことでございます。 

 こういった信頼性のある有害性情報がなかったものについてはどうするかという

ことでございますけれども、１９枚目のスライドを御覧ください。 

 平成２０年の答申におきましては、必要なハザード情報が不足している物質につ

きましては、一定以上の暴露が想定される場合には優先評価化学物質に指定すべき

であるということになってございます。 

 これを受けまして、スクリーニング評価手法では、有害性情報が得られない場合

には、人健康影響であれば有害性クラス２、生態影響であれば有害性クラス１を付

与する、つまりデフォルトの有害性クラスを適用するという手法が定められてござ

います。具体的な適用方法につきましては、昨年度の３省合同審議会でも対応を具

体的に検討しようということになっておりまして、今後対応を検討している最中で

ございます。 

 このように現在検討中の課題というのもスクリーニング評価の中で幾つかあるも

のでございまして、それを２０枚目のスライドにまとめてございます。 

 一番上の黒丸は、今申し上げた有害性情報の効率的な収集の部分でして、課題が

デフォルト適用の具体的な検討となってございます。 

 また、少しテクニカルな課題でありますけれども、適切な評価単位の検討という

ものがございまして、こちらは例えば混合物等のように、他の物質と組成が重複す

るとか包含関係にあるといったものはどうやって評価するかというなかなか難しい
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ところがありまして、そういったものについては検討会を設置して、検討させてい

ただいているということでございます。 

 ３つ目の丸は先ほど出てきた排出係数の見直しでありまして、ライフサイクルス

テージごとに排出係数を訂正しているということでございましたが、長期使用製品

の使用段階の排出係数であるとか、あるいは廃棄物処理段階の排出係数はまだ考慮

できていない部分がありまして、そういったところの設定であるとか、それを踏ま

えた排出係数の見直し等が必要ということでございます。 

 それから、ＱＳＡＲやカテゴリーアプローチの活用がありますけれども、これは

後ほど資料がまた出てきますので、そのときに御紹介させていただきたいと思いま

す。 

 次に、２１枚目のスライドからが優先評価化学物質のリスク評価の手法というこ

とでございまして、このフロー自体も先ほどの手法の検討の中でパブリックコメン

トさせていただいてできたものでございます。 

 大きく見ていただきますと、評価の一次という段階がⅠ、Ⅱ、Ⅲの３つに分かれ

ておりまして、有害性調査指示を行った後でリスク評価の二次というものが待って

いるということでございます。 

 おめくりいただいて、特に一次につきましては、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、３つの段階に分か

れております。ざっくり申し上げますと、評価Ⅰというものは、評価Ⅱに進める優

先順位付けを行うということでございます。評価Ⅱにつきましては、既存の情報を

全て使ってリスク評価を行う段階で、ここで第二種特定化学物質への指定又は有害

性調査の指示の可否を判断していくということでございます。評価Ⅲにつきまして

は、いわゆる暴露の情報が不足するような場合が主でございますけれども、そのよ

うな新しい情報を手に入れてリスク評価を精緻化していくという段階でございます。 

 その進捗状況でございますけれども、２３枚目のスライドを御覧ください。 

 優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅰの対象となっている物質は１４０

物質ございました。こうして、この後評価Ⅱに進んだ物質というものが４１物質ご

ざいます。さらに、評価Ⅱを実施したものが一番下のところでございますけれども、

５物質あるというような状況でございます。 

 この結果につきましては、２４枚目のスライドでご紹介させていただきます。 

 評価Ⅱの結果でございまして、こちらも３省合同審議会で審議いただいておりま

して、評価Ⅱの結果、評価Ⅲに進んだ物質はまだないというが現状でございます。

一方、優先評価化学物質を取り消す、要は一般化学物質に戻すという判断をしたも

のが１物質ございました。どの物質もこの時点で第二種特定化学物質に該当すると

いうものはございませんでした。前回の検討会でもお示ししましたが、今後はさら

に平成２７年度、２８年度、２９年度と審議を行っていくという予定でございます。 
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 この評価Ⅱの段階で幾つか課題が見つかっているものですから、それを御紹介さ

せていただきたいと思います。 

 まず、２５枚目のスライドはイソプロペニルベンゼンという生態影響の評価を行

った物質でございます。 

 こちらの物質は評価Ⅰでは優先順位が高いという評価になりましたが、評価Ⅱで

はリスクがかなり小さいということでございました。排出量を確認いただきたいの

ですが、例えば平成２２年度の出荷量につきましては、９８ｚという用途での届出

がございまして、その他の原料、その他の添加剤というものとして出荷されたとい

うことでございます。当該用途は届出事業者でもどう使われているかが分からない

ときに選択されるわけですけれども、そうしますと、ワーストケースで全てが環境

中に排出されたという換算をするため、この用途での出荷量の割合は小さいのです

が、排出量に換算すると割合が大きくなってしまうというものです。評価Ⅱの段階

で事業者さんに問い合わせて少し調べていただいた結果、精査され、排出量も減っ

たということでございます。 

 今後はこういうことがないように、評価Ⅱよりも前の段階でしっかりと用途を確

認するような対応を実施しているところでございます。 

 続きまして、２６枚目はクロロエチレンでございます。 

 こちらは人健康影響の観点から評価を行った物質でございます。クロロエチレン

は発がん性があるということがもう知られてございまして、ただ、暴露の状況を見

ていただきますと、例えば環境モニタリングデータを見ていただきましても、モニ

タリングデータでＨＱが１を超えた地点は１地点で、しかも、これは水質のモニタ

リングだったのですが、その後、経年的に見ても減っていたということでありまし

て、現時点では広範な地域で環境汚染による人の健康に係る被害を生じるおそれが

あるとは認められないということで、一般化学物質に戻すという判断がされたとい

うことでございます。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、発がん性があると、スクリーニング評価で

言えば有害性クラスは１にあたりまして、また、化審法に基づいて推計排出量を計

算しますと、暴露クラスは２相当になりますので、今の管理の状態がもし継続され

たとしても、また優先度マトリックスに当てはめると優先度高に該当してしまうと

いうことでございます。こういった物質については今後スクリーニング評価でどう

いうときに優先評価化学物質に戻すのか、あるいはどういうやり方をして一般化学

物質のままだという判断をするかというところはまだ課題となっているというのが

現状でございます。 

 続きまして、２７枚目のスライドを御覧ください。 
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 こちらは１，２，４－トリメチルベンゼンという生態影響の評価を行った物質で

ございます。 

 こちらは表を見ていただきますと分かるように、評価に用いられる毒性情報が魚

類の急性毒性試験１つのみでございました。こういった場合には、例えば栄養段階

ごとの種間の外挿係数あるいは急性毒性から慢性毒性を外挿するための係数という

様々な不確実係数がかかりますので、１万という不確実計数積を使うということに

なりました。そうなりますと、かなり厳しいリスク評価の結果になってくるという

ものでございまして、審議会でももう少し確実な評価を行うために不確実性を低減

する取組を実施してはどうかという御意見があったということでございます。これ

につきましての対応は後ほど御説明させていただきたいと思います。 

 あと、２８枚目のスライドからでございますけれども、前回の検討会でも他法令

の状況とかそういったものをもう少し確認してはどうかという御意見があったかと

思います。そこで、評価Ⅱを実施した、あるいはこれから実施する物質につきまし

て他法令との関係を整理したものでございます。 

 他法令としましては、主に環境法令を引用させていただくことにしまして、例え

ば環境基準が設定されているとか、そういった有害性評価をもとにした基準値がで

きているもの、あるいは排出抑制対策が例えば水とか大気の排出規制が既になされ

ているものにつきまして、対象物質ごとに並べさせていただいたものでございます。 

 見ていただきますと分かりますように、例えば基準値が設定されている物質も幾

つかあるという状況ですし、また、２９枚目のスライドで来年度ぐらいになりまし

たら、どの法律でも手当していない物質がいよいよ評価の対象になってくるといっ

たことが見てとれるかと思います。 

 続きまして、３１枚目のスライドでございまして、今度は逆に化審法の側から他

法令に対して情報提供するようなものがあるということでございます。 

 こちらは平成２０年の答申でも法律間の相互連携をさらに高めていく上では他法

令に関連する部分を関係部局に提供するといった対応が必要であるということが言

われておりました。これをもとに４７条という新しい規定ができまして、３省の化

審法の担当大臣が他の法律に基づく措置に資するために必要に応じてその担当大臣

に対して知見の内容を通知するというものでございまして、こちらは７例が今まで

行われているということでございます。例えば労働安全衛生法とか消防法を所管す

る大臣に対して化審法の製造・輸入数量の実績を通知しているとか、そういった対

応がとられているということでございます。 

 ３２枚目のスライド、こちらから有害性情報の収集の仕組みをもう少し細かく御

説明させていただきます。 
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 有害性情報の報告制度が化審法の４１条にございます。１項と２項はそれぞれ既

存の化学物質あるいは新規の化学物質について一定の有害性が得られた場合には、

それを提供していただく義務があるということでございます。一方、３項につきま

しては努力義務となっておりまして、有害性情報を有している場合は提供いただく

ということになってございます。 

 １項、２項は罰則がありますけれども、前回の検討会でこういった事例はあるの

かという御質問がありましたけれども、適用された事例は特にないということでご

ざいまして、あと、全体的な傾向としましては、これから新規化学物質の届出をし

て審査を行おうとされる事業者さんがそういった有害性データを取得したときに、

提出されることが多いのかなというふうに考えてございます。 

 そして、３３枚目のスライドでございます。 

 こちらは、生態毒性について新しく有害性情報をいただくような仕組みができな

いかということでございまして、前項のものは義務でございますけれども、そうで

はなくて、先ほどの１，２，４－トリメチルベンゼンの例でもございましたが、も

う少し不確実性の低減を進めるためにより多くの有害性情報を使えないかというこ

とで、事前に例えば評価の前段階で、例えば魚類の急性毒性試験しかないといった

ことを公表することでデータのないことが世の中の皆さんに分かっていただけます

ので、そのようにして任意で有害性情報の提供をいただけるのではないかというふ

うに考えてございます。 

 また、前回の検討会でも、委員から例えばＧＬＰではないが、事業者さんが自ら

やられているような試験も使えるのではないかという御意見もありまして、例えば

非ＧＬＰのデータであるとか、あるいはこれからちょっと説明しますけれども、Ｑ

ＳＡＲ等のデータを提供していただく場合には、事業者さん自ら信頼性や妥当性を

証明していただくというようなことができる仕組みを現在検討している最中でござ

います。 

 ３４枚目からはＱＳＡＲの説明をさせていただきます。 

 これまで答申あるいは国会の附帯決議でも、ＱＳＡＲにつきましては可能な場面

から活用を行うことが適当であるとか、あるいは参議院のほうからもＱＳＡＲの活

用等を含む動物試験の代替法開発、活用を促進することという御意見をいただいて

ございます。 

 また、このスクリーニング評価やリスク評価の基本的な考え方の中でも、どのよ

うな場面でＱＳＡＲやカテゴリーアプローチが活用可能かを検討するとか、それぞ

れ活用の場面に応じて評価の使い方は違いますけれども、そういった御意見をいた

だいているということでございます。 
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 ３６枚目のスライドでございますけれども、環境省が担当しております生態毒性

を例に取り上げてＱＳＡＲの現状を御報告させていただきたいと思います。 

 そもそもＱＳＡＲといいますのは、化学物質の構造あるいは性状に相関が成り立

つのではないかということで、これによって毒性試験をしなくても構造によって毒

性値といいますか活性値を得ることができるのではないかと考えられているという

ものでございます。生態毒性予測モデルで有名なものが３つ、ＥＣＯＳＡＲという

米国ＥＰＡが開発したものと、あとＴＩＭＥＳというブルガリア、ブルガス大学が

開発したものと、あと環境省と国立環境研究所で開発しておりますＫＡＴＥという

３つのモデルがございます。 

 ３７枚目のスライドは、その精度の現状をお示ししたものでございます。 

 毎月行っております新規化学物質の審査におきましては、ＱＳＡＲによる予測も

参考情報として審議に供されてございます。その物質、３８６物質、過去３年間の

新規化学物質のデータをどれぐらい当たっているのかをまとめさせていただいたも

のがこの円グラフでございまして、魚類の急性毒性と甲殻類の急性毒性につきまし

ては、それぞれ３つのモデルを用いて予測してございます。 

 見ていただくと、まず、目立つのは薄い紫色の部分が大きいということでござい

ます。こちらはドメイン判定×というふうに説明されておりますけれども、そもそ

もドメイン判定とは何かというのは、もう一度３６枚目のスライドに戻っていただ

きますと、参照した類似物質、元々モデルに入っているのは参照の類似物質であり

ますけれども、その範囲から実施される予測値の有効性の判定ということでござい

まして、モデルでそもそも予測値が有効でないというものをドメイン判定が×とい

うことで返すということになっております。 

 やはり新規化学物質の場合、なかなかドメインに入らないということがかなりあ

りまして、そこがＱＳＡＲを使うのを難しくしている原因なのかなと考えてござい

ます。 

 また、もうドメインに入った中での的中率というものを丸２番のほうで出してお

りますけれども、大体５割とか高いものでも７割前後というところです。こういっ

た的中率を踏まえて使える場面を検討していかなければいけないというところがな

かなか難しいポイントでして、適用可能な物質について的中率のさらに一層の向上

の余地があるのではないかというふうに考えてございます。 

 ここまでを少しまとめさせていただきます。検討中の課題がございまして、３８

枚目、最後のスライドでございます。 

 リスク評価における現在検討中の課題は、先ほどにありましたけれども、取り消

した物質をその後どういうふうに取り扱うのかということが一つ課題になってござ
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います。また、先ほども見ていただきましたが、有害性評価における不確実性の低

減ということがもう一つ課題になってございます。 

 あとの２つは同じですけれども、排出係数の見直しはスクリーニング評価と同じ

検討課題でございまして、また、ＱＳＡＲの課題につきましては、今御説明させて

いただいた通りでして、活用可能が考えられる場面から試行を目指すとともに、必

要に応じて一層の技術開発を進める必要があるのではないかということが課題にな

っているということでございます。 

 ちょっと長くなりましたが、説明は以上でございます。 

○大塚座長 要領よく説明していただきまして、ありがとうございました。ただい

まの御説明につきまして、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

○環境省（高橋室長補佐） 失礼いたしました、すみません。御欠席の委員からの

事前のコメントを御紹介させていただきたいと思います。申しわけありません。 

○大塚座長 お願いします。 

○環境省（高橋室長補佐） お二人の御意見をいただいていますけれども、資料２

に関連するのは、赤渕委員から事前のコメントをいただいておりますので、読み上

げさせていただきます。 

 「資料２のスライド１９頁について、既に平成２０年答申において必要なハザー

ド情報が不足している物質については優先評価化学物質に指定すべきとの方針が確

認されているにもかかわらず、現在においても依然として、デフォルト適用に係る

具体的な検討が課題とされていることの理由は何でしょうか。 

 このことに関しましては、たとえば、上記のような物質、言い換えればこのまま

ハザード情報が十分に提供されなければ優先評価化学物質に指定される可能性のあ

る物質の一覧を外部に公表する、スライドの３３ページにあるような仕組みを設け

た上で、一定期間を経てもなお必要なハザード情報が提供されない物質については、

自動的に優先評価化学物質に指定されるような制度が、早急に構築される必要があ

るのではないかと考えております。」という御意見をいただいてございます。失礼

しました。 

○大塚座長 ありがとうございます。では、ただいまの説明につきまして、御質問、

御意見がございましたらお願いいたします。 

 今後の課題とか検討の方向性に関する御意見につきましては、次の資料３の説明

の後にいただきますので、それ以外のところについて特にお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。 

 では、亀屋委員、お願いします。 

○亀屋委員 非常にまとまった資料をつくっていただきまして、大変ありがとうご

ざいました。 



15 

 本日のテーマはリスク評価、スクリーニング評価ということで、これは前回の改

正の中でも一番大きな部分であったと認識をしております。 

 それで、どこかに全体の評価のフローがございましたけれども、スクリーニング

評価をやってから、その後評価Ⅰ、Ⅱ、Ⅲという形で段階的に回していこうという

ことでやり方を決めて、前回の法改正の審議のときには、副大臣が大体１，０００

物質ぐらいを２０２０年までに終わらせようという非常に強い意気込みでやってき

たと。当時もカナダは４，０００物質とかＥＵのほうでもＳＶＨＣが１，５００物

質ぐらいになるとか、そういう意味で我が国も大分踏み込んだところまで目標、数

と期限を切って頑張りましょうという意気込みでやってきたのだと思います。 

 ただ、スクリーニング評価のところでも余りラフなことをやって安易に入れてし

まうのではなくて、排出係数についてもどこか図がありましたけれども、ＥＵのも

のをそのまま持ってくるのではなくて、かなり我が国独自のカスタマイズをしなが

ら、慎重にやってきていると。それが５、６年経ってきたわけですけれども、ちょ

っとリスク評価が遅れているのではないかという感じを皆が持っているのは、一つ

原因はそこにあるのではないかと思っておりまして、先程も御説明ありましたけれ

ども、１，０００物質というのはあくまでもあまり手法を固めていないときにこん

なものではないかということで決めた数字でありますので、必ずしも１，０００物

質までいかなくてもいいかなとは思うのですが、そうだとすると、今のやり方で２

０２０年までに大体どのくらいになるのかというのが今の段階で見積もれないもの

かどうか。あるいは今見積もれないとしても、大体いつぐらいの時期になればこの

辺がはっきりして、進捗できている部分とできていない部分が今回の見直しで見直

しできたということになるのか、という辺りの整理を今回、一回はやはりやってお

くべきではないかなと思っております。 

 また、先ほどのリスク評価のフローをぐるぐる回していくと。一般化学物質に戻

ったものでも、製造輸入量であるとか、あるいは取り扱いの状況を見直して、スク

リーニング評価から順次やり直して、毎年毎年、常にやり直すという形のスキーム

で始めたわけですけれども、やはりこれがぐるぐる回っているようにはまだ見えて

きていないなというところが一つ進捗としてあり、どうしてそうならないのかとい

うのを見直す必要があるのかなと。 

 先ほど欠席委員の御意見でもありましたけれども、デフォルト値はいきなり当て

るのではなくて、慎重に検討してきたからこれまで当てていなかったわけですけれ

ども、今回の見直しではどういうルールを作ってやっていくのかについては、やは

り方向性を作っておかなければいけないことだと思います。 

 それから、２１ページですね、フローは。２１ページのフローをよく見ますと、

評価Ⅰのところから評価Ⅱに進まなかった物質は製造輸入数量等を監視して、また



16 

この表でいくと右のほうの一般化学物質であるとか上のほうに戻すというルートも

あるのですが、これも回っているのか回っていないのかよく分からないようなとこ

ろもありますし、それから、評価Ⅱとか評価Ⅲのほうから一般化学物質に戻すよう

なところも、一部の物質はもう既に評価されたのもありますけれども、こういった

ところもやはりもう少し丁寧といいますか、議論していかないと、優先評価に入っ

てきた物質がここでずっと停留するような、すなわちリスク評価のスキームがぐる

ぐる回らないような事態がずっと続いてしまうのではないかなと懸念されるところ

があるのではないかと思われますので、ぜひ、リスク評価をぐるぐる回していくた

めに何が必要なのか、どういったことができるのかについての議論、議論といいま

すか見直しをしたほうがいいのではないかなと感じております。 

 以上です。 

○大塚座長 ありがとうございます。リスク評価の目標に関してのお話と、それか

ら、これをぐるぐる回していくことに関して見直しが必要ではないかという御意見、

さらに優先評価に入ったものが停留するようなことについての御懸念などについて

お話しいただきました。事務局に何かコメントしていただくのがいいと思いますけ

れども、今の亀屋委員の御意見に何か関連して御発言があれば、それを先に伺って

からと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○環境省（高橋室長補佐） すみません。事務局から。 

○大塚座長 では、お願いします。 

○環境省（高橋室長補佐） 先ほど想定で国会答弁の中で発言があったのは、すみ

ません、ちょっと赤くしていなかったのですが、元々優先評価化学物質の想定とし

ては１，０００という数字でありまして、ただ、例えば今、暴露クラスの数字とか、

あるいはスライドでいうと１６ページ、１７ページ、１８ページあたりを見ていた

だきますと、実際にこの中でどれが優先になるのかは実際に評価してみないと分か

りませんけれども、これぐらいの数字なのかなというところでございます。 

 ただ、実際、２０２０年目標に向けてどういった目標を具体化していくのかとい

うところにつきましては、資料３で御議論いただきたいと考えてございます。よろ

しくお願いします。 

○大塚座長 ありがとうございます。今の点に関連してでも別の点でも結構ですけ

れども、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ、鈴木委員、お願いします。 

○鈴木委員 排出係数について詳細に御説明いただきまして、ありがとうございま

した。これは確か以前から色々な話で申し上げているのですが、この排出係数だけ

じゃないと思うのですけれども、特にＥＵのリスクアセスメントで、彼らはリーズ

ナブルワーストケースということを非常によく言うのですけれども、この排出係数
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は一例にすぎませんが、例えば排出係数というものがどのような平均値によって算

出されたかということはテクニカルな事例ですけれども、そのことよりも、評価の

スタンスとして自分たちの扱っているものがどういうワーストケースであり、平均

ケースなのかというコンセプトの方が重要で、その視点をはっきりさせないと色々

な議論が成立しないし、そもそもどのように平均値を算出したらいいかという話が

定まらないと。 

 ただ、私、昔学生に講義をして、リスクの安全ポイントを９５％タイルに置くと

いう講義をしたら、ある頭のいい学生はすぐに質問して、残りの５％はどうするの

ですかという質問をした学生がいました。この辺りが一種のポイントでありまして、

そこを９５と置くのか９９と置くのか、どこに置くのかという、こんな議論はでき

ないのですが、そのイメージをある程度作った上で、それに対して排出係数なり、

他の様々な評価の手順が自分たちの狙っているコンセプトの近いところに行くかど

うかという形で議論しないと、何が正しいかという議論は成立しないと思うので、

今の化審法のリスク評価手法はいかにも日本的にきっちり組み立てられたものでは

あるのですが、そもそもどういうものを推定し、評価したいのかについて、考え方

を少し明確化したほうが、様々な意味で説明しやすいし、また、規制を受ける方々

にとっても理解しやすいものになるのではないかと私は考え、そういう視点を少し

入れたらどうかと思います。 

○大塚座長 これは事務局、いかがですか。 

○環境省（高橋室長補佐） 先ほど亀屋先生の御指摘にもありましたけれども、ち

ょっと日本流にカスタマイズして慎重にやり過ぎているのではないかということと

まさに同じなのかなと思います。あるいは先生からいただいたもっとぐるぐる回し

て評価を早くしたほうがいいというところと同じかなと思いまして、スクリーニン

グ評価においてどういうコンセプトでざっくりと優先した後に詳細に評価するのか、

それともスクリーニング段階でかなり慎重にやって、優先にする物質を絞り込むの

かというコンセプトのところをもう少しこの検討会でも御議論いただければいいの

かなと考えてございます。 

○大塚座長 はい、どうぞ。 

○経済産業省（大久保課長補佐） 排出係数に関しては、今ＮＩＴＥと、あとは環

境省で検討会を開催して検討しておりまして、鈴木先生にも出ていただいて、色々

とかなり細かい議論をしているところでございますが、今の御発言のようなコンセ

プトを少し取り入れて、もう少し適切な形のものを検討するようにしていきたいな

というふうに思っております。 

 今は、新規審査の場で色々と御指摘いただいたものを個別的に拾い上げて、見て

いるところではございますが、排出係数は多分、時期が経っていくに従って少しず
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つ実情とずれてきたりするところもあるので、ＰＲＴＲの情報も踏まえて、より適

切なものを先ほどのコンセプトも入れながら検討できればいいのかなと思っており

ます。 

○大塚座長 鈴木委員、よろしいですか。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○経済産業省（大久保課長補佐） すみません。１点だけ。 

 ちょっと事務局からこんな話をするのもなんですけれども、ぐるぐる回るという

話ですが、例えば優先評価化学物質のフローが後ろのほうにあったかなと思うので

すが。２１ページです。 

 今、実際に優先評価化学物質に送り込まれたものは評価Ⅰに１４０だかそういっ

た物質がいるのですが、それで実際に細かい評価をするということで評価Ⅱのほう

に送り込まれていますけれども、事務局が感じるのは、今までの運用ではよく分か

らなかったのですが、５物質ぐらいこなしてきて、それぞれがどういった事情を抱

えているのかを少し見ていくと、また実際のスピード感を見ていくと、矢印が戻る

ところが余りないようなイメージが事務局というか私のほうの感覚からいうと感じ

ておりまして、各委員からもそういったところがあるのかなというので、まさに亀

屋先生がおっしゃっているところと関連していると思いまして、要はぐるぐる回す

という感覚ですね。重篤な影響がないものを早く処理できるような流れをこの中で

表現して、いかに今までの経験での積み重ねなどからそれを表現していくのかが重

要な話なのではないかと思いました。 

○大塚座長 その矢印を戻すというのは、一般化学物質に戻すとかそういうことも

含めておっしゃっているのですか。 

○経済産業省（大久保課長補佐） 例えばコンセプトからすると少しずれてくるの

かもしれませんが、例えば評価Ⅰからいきなり評価Ⅱで、これは優先順位づけだと

いう話になっていますけれども、実際には時期が経つと数量が減っていったりする

ものもあったりするので、この辺りは元のコンセプトの関係とかもあって調整はし

なければいけないのでしょうけれども、逆矢印をつけるとかもあるのかなと思いま

す。 

 あとは評価Ⅱ、多分これを作られた当時はもっとすごいスピードで処理すること

を考えていたと思うのですが、実際は事務局の中でもマンパワーの問題があったり、

やはり物質数がすごく多い問題があります。あと、一個一個の物質が抱えている事

情が全然違うので、その辺りを丁寧に見ながら評価をしていくので、どうしても遅

くなってしまったというのがあるのですが、ただ、そういうことをしている間に、

物質が優先評価化学物質に上がってしまったということで、事業者も作らなくなっ

てきているとか、取扱いをやめてきている物質も出てきていたりするのです。そう
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いった物質をどうするかは全然その当時は考えていなかったところもあると思いま

す。そういったところも少し考えたほうがいいのではないかと思っているところで

はあります。 

○大塚座長 ありがとうございます。今の点も含めていかがでしょうか。 

 はい、どうぞ、崎田委員、お願いします。 

○崎田委員 今、スピード感を上げるために矢印をもう少しいろいろ適切に振った

らどうかというお話もありました。例に挙げておられた重篤な影響のないものに関

して、もっと早く回すためにということに関しては非常におっしゃるとおりだと思

っているのですが、その評価の中では、例えば今日の資料に出していただいている

ような、毒性はあるのだけれどもリスク評価をすると余り値が高く出てこないので

優先から外れて戻っていくとか、そういうものもあるわけですので、どういう流れ

にしていくのかはこの後の議論等で、かなり多様性を考えながら方向性を考えてい

ってはいかがかなと思いました。よろしくお願いします。 

○大塚座長 ありがとうございます。クロロエチレンとかですよね、例えば。スラ

イド２６あたりの御議論かと思います。 

○崎田委員 そうですね。先ほどは、何ページかちょっと出てこなかったのですが。 

○大塚座長 スライド２６あたりでしょうか。 

○崎田委員 そうですね、２６ページです。 

○大塚座長 今の点、重要だと思いますけれども、いかがでしょうか。有毒性が高

いものについては一般化学物質に戻してしまっていますけれども、これでいいのか

どうかというような御指摘だと思います。 

 はい、どうぞ。 

○亀屋委員 一般化学物質に戻すという言葉は、私はちょっと、ぴんと来ない部分

があって。というのは全ての物質が本来はきちんと管理されて使用されなければい

けないはずだと思うのです。ですから、そういった意味でリスクの程度がどのくら

いなのかという評価は、特に優先評価化学物質については早く結果を出してあげる

ことによって、規制が必要なら規制の方に行くでしょうし、事業者の自主管理がも

う少し必要だということであれば、事業者は自主管理をここまでやろうというふう

に判断されるわけですし、あるいはそれほどリスクが高くないということになれば、

これまでと同じような管理の仕方でいいという判断が事業者もできるようになると。 

 だから、そういった方向、管理がしやすくなる方向に早く持っていくためにリス

クの評価をもう少し早く回すような仕組みが必要だということを考えていますので、

一般化学物質にしたものが何もやらなくていいのだという考えで評価をするのでは

なくて、一般化学物質になったものについても、何らかの管理を国なりあるいは事
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業者なりにきちんと考えてもらうような仕組みもやっぱり一緒に入れていかないと

いけないのではないかと考えております。 

○大塚座長 そういうことですね。ありがとうございます。 

 はい、どうぞ、蒲生委員。 

○蒲生委員 鈴木委員がコメントしたことのちょっとフォローみたいな感じもある

のですけれども、このスクリーニング評価あるいはリスク評価のフローというのは、

幾つかの絵にありますように、基本的に第二種特定化学物質の指定をいかに網羅的

に効率よくやっていくかという枠組みだということを、色々な評価の設計とか、あ

るいは審議のプロセスで毎回思い出しながらやる必要があるのではないかと。その

前に今の評価の仕組みに照らしたときに、この第二種特定化学物質というのは、概

念としてはもちろん法律に書かれている通りだとは思うのですけれども、それが評

価の仕組みの中でどのように表現されるかという解釈をもう一段入れて、それを共

有した上で先ほどの鈴木委員の例で言えば、例えば９５％で切るのが適当というよ

うな判断があれば、そのように設定するということかと思います。 

 それがないと、結局全く何の懸念がどこにもないことが証明されない限り優先評

価だというような方が、皆ではないにせよ、そういう御意見をお持ちになってしま

う方もおられるかと思いますが、元々の趣旨がどうであったかがもうちょっと共有

されるべきではないかなと思いました。 

 関連で言いますと、では残りの５％をどうするのだということについて、例えば

９５％で切ったときに、先程の資料の中に他法令への情報共有でしたか、提供でし

たか、あったと思うのですけれども、このようなものについては全くリスクの懸念

も何もないわけではないのだけれども、別の法令がカバーするということがあれば、

そういうことはもっと明示的に示すことで、化審法という枠組みはより効率的に回

っていくのではないかなと思いました。 

○大塚座長 ありがとうございます。事務局、今の御意見に対して何かコメントは

ございますか。よろしいですか。 

○環境省（福島室長） 御指摘ありがとうございます。鈴木委員、蒲生委員、いず

れも重要なポイントをおっしゃっていただいていると思っています。後ほど資料３

でも御議論いただきたいと思っているのですけれども、この検討会では、方向性と

か枠組みの議論をお願いしたいと思っておりまして、実際のテクニカルな概念整理

とかの具体の作業は、先ほど経産省、大久保補佐から御説明のあった通り、内部の

検討会なりあるいは場合によってはリスク評価の３省合同審議会で御議論いただこ

うと思っております。 
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 そのあたりは交通整理もした上で、どのようなタイミングでどういうお座敷で作

業を行って、もし適当であるならばこの場にどういうふうにフィードバックするか

を関係省庁でよく相談して整理したいと思います。 

 あと、蒲生先生の御指摘で管理云々の話もあったと思いますけれども、その辺り

の管理の話についてはまた先々の回でまた俎上に上がるのかと思っておりますので、

その辺りとの仕分けもよく考えたいと思っております。 

○大塚座長 ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 はい、鈴木委員、お願いします。 

○鈴木委員 これもう事務局は先刻承知ではないかと思いますが、１８枚目のスラ

イドを見ると、有害性情報の集めていないものが１８１物質で、集めたうちの半分

強ですか、未収集が同じぐらいあると。この状況からすると、恐らく未収集のもの

２２１物質も半分ぐらいはよくても、そもそも集めても何もないということがやら

なくても想像されるような気がしますので、要するに、ないものはゼロになること

は多分あり得ないと残念ながら現状だということを考えると、赤渕委員が書面でコ

メントされていましたが、それをどう扱っていくのかということは多分非常に重要

な課題だと思いますので、それについて検討する必要があるのではないかと私は思

っております。 

○大塚座長 その点について事務局は何かコメントございますか。 

○環境省（高橋室長補佐） 赤渕先生の御質問でもあります通り、まず、どうして

なかなかデフォルトの適用が進んでこなかったかということでございますけれども、

やはり有害性情報のないことを証明していくというのは結構大変な作業でもありま

すので、我々としては、できるだけ検索する情報源を限るとかそういったところで、

もうこれは、国では作業を尽くしたけれども、情報がなかったということを今後お

示ししていきたいと考えてございます。 

 また、未収集の物質でございますけれども、先生のおっしゃるとおり、この中に

もまた有害性情報のあるものもあればないものもあるということはおっしゃる通り

と思いまして、また、未収集のものの中にも、そもそも収集方法がなかなか難しい

ようなものも今後出てくるのではないかなと思っています。例えばＣＡＳ番号と言

われるアメリカで国際的に通用する化学物質ごとにつけられている番号がございま

すけれども、例えばＣＡＳ番号がないような物質もこれから出てくるかもしれませ

んし、そういうところもこれからの検討課題かなと考えてございます。 

○大塚座長 ありがとうございます。赤渕さんの質問は、結局スライド２０にある

ようなデフォルト適用に係る具体的な検討が課題とされていることの理由はなぜか、

つまり答申に示されたことがいまだ具体化されていないことの理由は何かという質

問ですけれども、これはいかがでしょうか。 
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○環境省（高橋室長補佐） まず１つは、有害性情報を収集して、有害性情報のあ

るものを信頼性評価するという作業を優先させていただいたということもあります

し、また、ないことを本当にないかどうかくまなく探していくような作業も少し時

間がかかったということでございますけれども、審議会でもデフォルトを具体的に

検討するということが去年の評価でも書かれていますので、これからはこういった

有害性情報のないものにしっかり取り組んでいかなければならないなと考えてござ

います。 

○大塚座長 ありがとうございます。 

 はい、どうぞ、東海委員。 

○東海委員 短いコメントになってしまいますが、御説明は、大変よく分かりまし

た。 

 今、福島室長の御指摘ありましたけれども、議論として今後の方向性に資するよ

うな論点について集中していくべきであると。そのときに目標と手段と条件といい

ますか、大きく３つに分けたときに恐らく３省ともに共通の目標としてＷＳＳＤの

目標を実現していくということに関しては、当然一致されていらっしゃるでしょう

と。ただ、何をもって目標を達成できたかの整理といいますか、それがこれから論

点となるのではないかと感じました。 

 その意味で、７ページ目のフレームワークで進めていく中で、手段面でこういう

工夫をすればもう一歩前に行けるというところはすごく勉強させてもらっておりま

すけれども、その部分に関しましては、また別途テクニカルな内容を議論するとこ

ろで必要な議論をすることで、適切な議論に進んでいくのではなかろうかと感じて

おります。 

 さきほど挙げた３つのうちの条件ですけれども、諸外国でどのような観点で、ど

んな取り組みがなされていて、どこまで進んでいるのかということも当然恐らくご

存じだと思いますけれども、それを踏まえた上で、化審法の中では２０２０年に向

けてここまでは目標設定ができるということが論点として大事になってくるのでは

ないかと感じました。 

 以上です。 

○大塚座長 ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

○丸山委員 今の先生のお話に引き続いてということになりますけれども、ＷＳＳ

Ｄの２０２０年目標を目指して、今の化審法のリスク評価をどう加速していくかと

いうのは、やっぱり一つの大きな課題になっているのだろうと。そうしたときに、

どういったプロセスでやっていくのか。例えば精緻さをどこまで求めるか、まずは
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全体を一巡させるといいますか、今挙がっているものについて、一通りざっと見た

上で、というのもある意味必要ではないかと思うところです。 

 今データが不足しているということもございますけれども、国が収集した情報以

外に企業が持っている情報はＧＬＰでやっているものもありますし、ｎｏｎ－ＧＬ

Ｐのものもたくさんあろうかと思います。 

 それから、先ほどお話に出ましたようにＱＳＡＲも使い、繰り返しになりますけ

れども、まずは国民全体のリスクの早期回避のために、ざっと一巡させるというよ

うな方法をとり、それを何回も回していくやり方をしていけばと思っているところ

でございます。 

○大塚座長 いかがでしょうか。 

 何か事務局と一対一対応になっているような感じがしますが、どうぞどんどん、

やや違った意見でも良いので、ご発言ください。発言していただかないと議論にな

りませんので。 

 はい、どうぞ。 

○有田委員 実は、私は亀屋委員と同じように考えていて、このスピード感のなさ

に疑問もありました。２０２０年までには今のスピードではとても全物質を対象に

するのは無理だという思いがあります。そこで委員が議論しないといけないという

ことであれば、先ほどどなたかがおっしゃったように、２０２０年までにはこれぐ

らいだったら事務局として可能な数字だとか、そのためにはどうする、ということ

についてもう少し情報を出していただかないと、目標等の色々な議論をしてくださ

いと言われても、ちょっと議論になりにくいと思っているのです。 

 一生懸命努力をされているのは、理解しているのです。けれども、それでもやは

り２０１５年の時点では、もう少し進んでいると思っていたので。期待していたほ

どではなかった。それはいろいろ言っても仕方がないとは思います。目標というか、

実はここら辺まではというのを何か腹積もりでも良いので教えていただいた上で、

それに対して意見を言っていきたいなと思っているのですが。 

○大塚座長 ありがとうございます。スライド１８にあるように、７，６９９物質

のうちでも２３５物質しか審議済みでないということですけれども、暴露クラス４

までだと、７２５物質のうち１４１物質になるとか、色々な見方ができるのだと思

うのですけれども、ゆっくりであることは多分事実なのですけれども、ゆっくりと

いっても、箸にも棒にもかからないという程かというと、多分そうでもないとも思

いますので、そんなことを含めて、どうぞ事務局、何かお答えいただければ。 

○環境省（福島室長） 経産省さんあるいは厚労省さんと詰め切ったわけではない

のですけれども、実はこの夏に環境省の行政事業レビューの公開プロセスというの

があって、昔の公開事業仕分けに相当するようなものなのですけれども、そこで私
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どもの室は公開の場でいろいろヒアリングをされまして、そのときにどこまでやる

のかということは、やはり聞かれております。その際には、今後経産省、厚労省と

調整の上でというお断りをした上で、今の資料でいきますと、スライド１８であり

ますけれども、「例えば暴露クラスに着目すると、暴露クラス４までなのではない

か。そうしたときに暴露クラス４のものは、今７００物質程度あって、その中で審

議済みのものが１４０物質ということを考えると、必ずしも今のペースがそれほど

ひどいものではなかったのではないだろうか。ただ、具体的に７００物質でいいの

か、もっとあるのかとか、あるいはどういうペースでやるのかということは、今後

３省でよく相談します」と公開プロセスの際にはお答えしております。 

 ですので、環境省としての暫定の見方ということになりますと、今お答えしたと

おりですけれども、これはあくまで私どものやりとりの中での想定でしたので、今

後３省でよく相談しながら、この検討会あるいは他の場にどういう形で報告するか

を考えていきたいと思っております。 

○大塚座長 崎田委員。 

○崎田委員 今の目標設定やその達成は何をもって評価するかとか、そういうお話

の中で、先ほど東海先生がおっしゃった目標と手段と条件というお話がありました

けれども、今日いただいた資料２の３ページのところの最初の目標のところで、や

はり市民の目線から非常に印象的なのは、予防的取組方法に留意しつつという言葉

が入っていることに対して、どういうふうに留意してやっているのかということが

仕組みの中で見えるということがすごく大事なのではないかと考えていました。 

 ＳＡＩＣＭ等の中には、そういう流れが入っているという理解もちゃんとしてい

ますけれども、この後の資料３を拝見すると、スピード感を持って取り組むことで

予防的取組を担保するというような言葉があります。そういう理解だったのかと思

って、後でその辺りの意見を申し上げようかと思ったのですが、こういう視点につ

いて、どういう形を担保することで社会が納得感のあるような形で予防的取組手法

を進めていただくのかというのも大事な話なのではないかと考えました。 

○大塚座長 ありがとうございます。１つには、スライドの１９に出てくるような

有害性情報が得られない場合に生態影響について有害性クラス１にするとか、人健

康影響について有害性クラス２がどうかという問題はあると思いますけれども、こ

の辺りは多分、予防的アプローチとか予防原則の話と関係するところかと思います。

その他にも色々あると思いますので、どうぞ事務局、お願いします。 

○環境省（高橋室長補佐） 今まさに大塚先生がおっしゃられましたけれども、前

回の改正のとき、これからスクリーニング評価手法を作っていくときの考え方とし

ましては、予防的取組方法としまして、例えば有害性の情報がないとずっと一般化

学物質で止まってしまうといったことはおかしいのではないかということで、予防
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的取組はそもそも完全的な科学的証拠が欠如している場合であっても、安全側に仮

定を置いて進めるということでございますので、先生がおっしゃられたように、有

害性クラスで言えばデフォルトの有害性クラスを一番厳しい方向に設定して、どん

どん評価を進めていって、その中で有害性情報を収集していって、あるいは必要が

あれば規制をしていくというのが前回改正時の予防的取組方法の考え方だったのか

なということであります。 

 また、これからの議論の中で、これで十分か、あるいはこの考え方や今やってい

る取り組みが十分なのかについては、御議論いただければと考えてございます。 

○大塚座長 とりあえずよろしいですか。また資料３のところで。 

 それから、先ほど丸山委員が言われた企業の持つ情報も活用してほしいというの

は、ぜひやっていただきたいことだと思いますが、ＱＳＡＲの扱いについては、ス

ライド３７だと、的中率１と２で例えばＫＡＴＥだと１８％、７４％なので、これ

をどう見るかという問題が発生すると思うのですけれども、他のＥＣＯＳＡＲとか

ＴＩＭＥＳもそれほどよくはないのですが、この辺りをどう見るかということにな

りますでしょうか。 

 どうぞ。 

○有田委員 企業の情報も当然中に入れながら進めているわけですよね。そこだけ

です。 

○環境省（高橋室長補佐） まず、現状でも事業者さんに有害性情報を任意で出し

てもらうような呼びかけを行っておりまして、３３枚目のスライドにありますけれ

ども、現状の取り組みとしましては、いただいた情報をそのまま環境省の専門家会

合の生態毒性の専門家の先生方に見ていただいて、事業者さんがやられた試験の例

えば報告書をチェックして、使えるあるいは使えないということを判断していると

いうことでございます。 

 大塚先生がおっしゃられたように、ＱＳＡＲにつきましては、やはり技術的な課

題もあります。また、事業者さんが使う場合には、３３枚目のスライドにあります

通り、どういう場面でどういうふうに使えるのかについて、事業者さんに信頼性や

妥当性を証明していただこうと考えておりますけれども、国がどう使っていくかは、

生態毒性については環境省で別途技術的な、専門的な方々あるいは産業界に加わっ

ていただきまして、どういう場面でどう使おうということを今後検討していきたい

なと考えてございます。 

○丸山委員 ちょっとよろしいでしょうか。企業からのデータということでござい

ましたけれども、先ほども申し上げましたが、ＧＬＰではなくて、ｎｏｎ－ＧＬＰ

のデータでも使えるものはあると思うので、活用を検討していただければと思いま

す。もう一つは、３３ページにございますように、どういうデータが必要かに関し
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て、あるいはどういうデータがないかに関してホームページで公表とありますけれ

ども、我々が情報を出す上ではそのタイミングが非常に重要でして、直前になって

出されても、なかなか準備ができないというものもございますし、あらかじめどう

いう物質についてどういうデータがないかをできるだけ早く教えていただけると、

対応あるいは試験等もできるかと思いますので、今後検討していただく中で配慮し

ていただけたらと思います。 

○大塚座長 よろしいですね。 

○環境省（高橋室長補佐） ３３枚目のスライドをもう一度見ていただきますと、

法律に基づく１０条１項の規定に基づく求めとか、あるいはこの後は２項の調査指

示というものもございますけれども、こういったものは原則ＧＬＰのデータとなっ

てございます。要はこの法律の適用の段階になってしまうと、ＧＬＰの試験をいた

だくことになってしまいますので、その前段階でｎｏｎ－ＧＬＰのデータといった

ものも活用したいという意図があり、まさに丸山委員がおっしゃられた通り、我々

の検討の中で配慮しまして、このようなことにさせていただいているところでござ

います。 

 また、評価Ⅱのスケジュールは、既に向こう３年のスケジュールを示ししており

ますので、なるべく有害性の評価を早目にやりまして、評価Ⅱの物質の審議の前段

階でデータはどういうものが集まったかをお示ししたいと考えてございます。 

○環境省（福島室長） 補足いたしますと、有田先生がおっしゃいましたＱＳＡＲ

につきましては、全般で見た場合、的中率は非常に限られていますけれども、それ

こそドメインに入っているものですとか、既に利用可能な毒性データがある他の化

学物質、構造上の類似が近いもの等については、ある程度の確からしさをもって使

えるのではないのか。そうすると、どういう範囲の化学物質に使えるのかとか、そ

れを使うのが実際のリスク評価の場面なのか、あるいはもっと他の場面なのかとか、

あるいはどういうやり方で予測しているＱＳＡＲだったら確からしさに蓋然性があ

るのかとか、そういった技術的なところを詰めた上で、使える場面からどんどん柔

軟に使っていきたいと思っております。 

 丸山委員がおっしゃった非ＧＬＰデータも一緒でありまして、やはりデータ不足

が全般にありますので、私どもとしてもどんどん使っていきたいと思っておりまし

て、その際には、これまでアイデア段階で今後検討していきたいと思っていますけ

れども、信頼性、妥当性を証明するような、例えばどういう実験条件でやったのか

とか、あるいはどういうやり方でやったのかとか、そういった資料もいただいて、

非ＧＬＰだけれども確からしいことが確認できたものからどんどん使っていきたい

と思っております。 
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○大塚座長 座長が質問して申し訳ないのですけれども、今の御回答でよく分かっ

たのですが、スライド３３との関係で、１０条１項、２項が関係します。１０条４

項は企業の間で有害性調査に関する費用負担をどうするかという話が書いてあるの

ですが、先程の丸山委員の御指摘のようにどんどんデータを出していただければ非

常にいいと思いますし、事業者もどんどん情報を出していただかないとリスク評価

はなかなか進んでいかないと思うのですが、１０条４項はあまり使っていないとい

う話も伺っておりますが、どのような感じでしょうか。教えていただけますか。 

○経済産業省（大久保課長補佐） １０条１項が発出された後に例えば費用分担で

もめたとか、そういったときにどうするかという規定です。また、基本的には費用

の調整に関しては、国は調整しないというか、間に入らないというコンセプトにな

っているのです。どうしても調整がつかないときに１０条４項で初めて国が間に入

って何かしましょういう規定だと理解いただければと思います。 

○大塚座長 ＲＥＡＣＨ規則ではこれに関してかなり厳しい詳細な規定があります

けれども、そのような規定はまだお作りになっていないですか。 

○経済産業省（大久保課長補佐） 基準やガイダンス等具体的にどうするかについ

てはまだ作られておりません。 

○大塚座長 リスク評価をどんどんやっていくためには、早くお作りになったほう

がありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 他にはいかがでしょうか。はい、どうぞ、鈴木委員。 

○鈴木委員 ＱＳＡＲについて私なりのコメントですが、３７ページを見ていただ

ければお分かりのように、大部分はドメイン判定外となっています。結局、できな

いという落とされ方をしているのが現状なので、私も別な分野のモデレーターです

からこういう理論的なアプローチが有効であることは望ましいとは思いますが、あ

まり望みはかけられないと。多くのものはドメインで計算できないというのが現状

で、これを使えば飛躍的にデータが改善するとは必ずしも期待できない気はします

が、一方で多分少なくとも似たもの、類似体あるいはカテゴリー等で使えるような

ものについては、ある程度合うということは確かに言えるかもしれないので、もし

かしたら、例えばデータが揃わない混合物等のややこしいものについて使えるとか、

別の応用の仕方があるかもしれないという気はします。いずれにしてもあまり期待

はできませんが、少なくとも利用にあたって間違いがなければ有効だと思いますの

で、有効な使い方をきっちり考えて使っていくことが正しいという気はします。 

 残念ながら、とにかく何も考えずに使うと、２割しか当たらないという話ですか

ら、それはなかなか悲しい話ですが、その２割の範囲の中で使えるものはあるかも

しれないので、そこをうまく見つけ出して使っていくと。おそらく有効な使い方を

探すことになるのではないかと思っています。 



28 

○大塚座長 何かございますか。どうぞ。 

○環境省（高橋室長補佐） 先生がおっしゃられたように、どの場面あるいはどう

いう物質でどう使えるかというところは今後検討させていただきたいと思いますし、

ドメインが狭いことについては、新規化学物質の審査の結果は非常に重要なデータ

ですので、これを今後、国のホームページで公表させていただきまして、そういっ

たモデルを開発される皆さんに使っていただいて。ドメインを広げるためには、実

際の毒性試験のデータが必要になるというあべこべの状況になってございますので、

そういう情報を公開することによって、モデルを開発していただく方々にドメイン

を広げるような努力をしていただきたいと考えております。 

○大塚座長 鈴木委員、よろしいですか。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 では、崎田委員、どうぞ。 

○崎田委員 この３１ページに対して一言。いわゆる省庁間における知見の共有で、

色々な違う法律がきちんと円滑によりよく動いていくように化審法の４７条がある

ということで、今までの通知の実績というのが書いてあります。こういうことが実

際にきちんと機能し始めているのであれば大変すばらしいことだと思うのですけれ

ども、大体年に１回か２回ぐらいですし、今のところ情報の共有というのが基本的

な情報であり、特定の何かというよりは、基本的にどういう法律の中でどういう名

称か番号かというような情報のやりとりという感じがしておりまして、４７条がう

まく機能しているか、それとも何かもっとよりよくするために考えたほうがいいの

かということも後々お話し合いの中に入ってくるのかどうか。とりあえずこういう

ところがしっかりと機能していけば、化学物質に関する取り組みがより円滑に進む

のではないかと思って一言コメントさせていただきます。 

○大塚座長 ありがとうございます。これは事務局にすぐお答えいただくよりも、

こちらで議論することかと思いますけれども、何かございますか。 

○有田委員 化審法でこういうふうに上手く機能しているというふうに考える部分

と、化学物質全般をどういうふうに管理、考えていくかという別の議論があって、

こういうことも含めて全体で化学物質を捉えていくことが必要じゃないかという意

見もあると思います。これで、ああそうですかで終わるのではなく、こういうこと

も今後どういうふうに入れ込んでいくのか。化管法のときも、それは消防法がある

からいいのだとか、それは何とかで横串が通らない、といったことがありました。

これで多少は改善されたのだとは思うのですけれども、もっと全体で考えていく方

向性も議論の中に入るのか入らないのか、という、意見というより質問ですかね。

意見半分、質問半分です。 
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○大塚座長 これは検討の対象に入れても構わないということだと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

○環境省（高橋室長補佐） 最初に蒲生先生からいただいた御意見の中で、化学物

質の管理を考えるときに、他の法律でできることは他の法律でというところで、確

かこの規定のことをおっしゃられたと思うのですけれども、例えば第４回目の検討

のあたりで、化学物質を管理するときに実際に他法令の方がいいのか、あるいはや

はり化審法でやらなければならないのかという中で、化学物質管理全般を見ると例

えば化管法でやってもらったらいいこともありますし、あるいは化審法でやらない

といけないこともあると思いますので、そういったところを俯瞰しながら、化学物

質管理の観点で検討の中に加えられるのではないかと考えております。 

○大塚座長 今、化管法にはこういう規定はないですよね。 

○環境省（福島室長） 補足いたしますと、あくまでこの検討会では化審法の施行

状況の点検ということでお願いしておりますので、今、有田委員のおっしゃった化

学物質対策全般とかではなくて、化審法の施行状況がどうなのか。その中で化審法

と他法令の連携のあり方はどうなのかといった観点で御議論を賜ればと思っており

ます。 

○大塚座長 よろしいですか。東日本大震災のときも有害物質がどういう状況にな

ったかは結構重要なポイントになったと思いますので、そういう観点からも色々な

知見の共有が重要になってくると思います。 

○鈴木委員 私は法律家じゃないので一般論ですが、他法令との関係は重要だと思

いますけれども、私が理解しているのは、日本の法令は法令が適用する場であると

か対象によってそれぞれ作られているので、必ずしも相互の法令が補完的に働いて

いるわけではないという認識があります。補完的に働いたときもありますが、そう

ではないときもあるので。もちろん他の法令を有効に活用して全体の化学物質管理

を、という考えは、この場かどうかは意見もあるようですが、それはどこかで考え

る必要はあると思いますけれども、少なくとも化審法でできないものが他の法令に

できるかもしれないことをあまり当てにすべきではない場合の方が日本の法体系で

はむしろ一般的のように思いますので、その議論はやや附帯的かなと思っておりま

す。あくまで化審法の対象において化審法の精神をしっかり実現できるかどうかと

いう論点が重要なのではないと思っています。 

○大塚座長 ありがとうございます。４７条も含めて検討の対象にするということ

でございます。 

 では、資料２につきましてはこの程度にさせていただいてよろしいでしょうか。 

 次に、資料３の説明をお願いいたします。 
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○環境省（高橋室長補佐） それでは、資料３、既存化学物質のリスク評価の進捗

状況と課題の整理について（たたき台）、という資料を御覧ください。 

 こちらは今まで御議論いただきました既存化学物質のリスク評価につきまして、

進捗状況と課題の整理を取りまとめていくためのたたき台ということで作成させて

いただいてございます。 

 まず、Ⅰ、既存化学物質のリスク評価の進捗状況でございます。 

 こちらの１ページ目、２ページ目には今まで御説明させていただいた内容を書き

下したものでございまして、まずは評価の手法の構築を行ったということでござい

ます。 

 ２１行目のところで予防的取組方法、先ほど鈴木先生から御質問いただいた点に

つきましては、このように記載させていただいているところでございます。 

 そして、おめくりいただきまして２ページ目が一般化学物質のスクリーニング評

価の実施状況でございます。 

 第５回では７，６９９物質に暴露クラスが付与されておりまして、有害性クラス

はそれぞれ記載されているようなもの、３００物質、２３５物質に付与していると

いうことでございます。そして、現在優先評価化学物質の指定は１７７となってお

ります。また、専門家判断によって優先評価化学物質に指定する物質もありますし、

今回の説明の中ではありませんでしたので、次回で御説明させていただきますけれ

ども、新規化学物質についても同様にマトリックスで判断することになっておりま

して、この１７７物質あるいは今まで指定した１９０物質の中で、１物質はこうい

ったものもあるということでございます。 

 続きまして、３ページ目、（３）でございまして、優先評価化学物質のリスク評

価の実施でございます。 

 こちらも先程御説明させていただいた内容でして、１４０物質の中から評価Ⅱに

進む４１物質、また、４１物質の中で５物質が既に評価Ⅱの審議を行っているとい

うことでございます。 

 続きまして、３ページ目のⅡ、１３行目から既存化学物質のリスク評価の課題の

整理ということでございまして、この検討会のミッションとしましては、課題の整

理をしていただいて、今後の検討の方向性を議論していただくということですので、

まずは課題の整理の案を作らせていただきました。 

 まず、１５行目の１つ目の丸でございます。平成２１年改正化審法のこれまでの

施行状況を踏まえ、改正時に想定していた目標を考慮して、まずは現状のリスク評

価の進捗状況を評価してはどうかということでございまして、また、これまでの運

用実績をもとに改善点の抽出を行ってはどうかということでございます。 



31 

 １８行目、２つ目の丸でございますけれども、現在のスクリーニング評価、リス

ク評価における取り組みがＷＳＳＤ２０２０年目標等に掲げられた予防的取組方法

の観点から十分なものとなっているか、検証してはどうかということでございます。 

 ３つ目、その上でＷＳＳＤ目標の目標年である２０２０年に向けて、化審法の枠

組みにおいて達成すべき具体的な目標とそのための道筋が不明確であることが課題

であるということから、化審法で今後どのような作業を優先して行うべきかを検討

してはどうか、この際、欧米等の国際的な動向も踏まえつつ、化審法の枠組みにお

ける目標達成の具体的なイメージを明確化してはどうかというものでございます。 

 そして、丸の４つ目がこの目標関係の最後でございますけれども、２０２０年に

向けたイメージの具体化を行った上で、現状の進捗が不足しているのであれば評価

を加速化する方策を検討してはどうかということでございます。現状のボトルネッ

クとなっている要因を検討しまして、海外における取り組み、他法令における取り

組みを踏まえて加速化方策を検討してはどうかというものでございます。 

 続きまして、この後の丸３つは、その加速化方策の中で出てきていることでござ

います。 

 １つ目は評価の優先順位付けの方法について見直しを行う等、例えば簡易的な評

価として差し支えない物質とか、あるいは精緻に評価すべき物質について作業の優

先度や作業内容の差別化を行ってはどうかというものでございます。 

 ２つ目はＱＳＡＲ、カテゴリーアプローチ、これまでも導入の効果が期待されて

おりますけれども、導入に進展がないということでございまして、これまで示され

ております基本的な考え方で指摘された課題を踏まえつつ、利用可能なモデル等の

精度、有効範囲等や国際的な動向を踏まえまして、適用可能な具体的な場面を想定

して活用方法を柔軟に検討してはどうかということでございます。 

 またもう一つ、先ほど御説明させていただきましたけれども、事業者さんの自主

的な協力等によりまして収集を進めてはどうかということでございまして、例えば

先ほど御意見いただきましたｎｏｎ－ＧＬＰのデータとか、あるいはＱＳＡＲ、カ

テゴリーアプローチによる予測結果についても活用を検討してはどうかということ

でございます。また、これらにつきましては、信頼性とか妥当性の確認方法等につ

きましては、関係会議において、その趣旨にも十分注意しまして検討してはどうか

と考えてございます。 

 次の２つは暴露評価関係と考えておりますけれども、１つ目は暴露評価に当たっ

て、先程用途の話がありましたけれども、重要な要素でございますので、精査され

た用途だとか正しい用途の報告がなされるような対応を検討してはどうかというこ

とでございますし、また、前回の検討会でも御意見いただきましたが、暴露評価に
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おいても専門家判断によってさらなる評価が進められるように検討してはどうかと

いうことでございます。 

 また、現在の手法、マトリックスを用いる等画一的な手法の運用になっています

が、その手法が想定していないリスクを見落とす可能性があるため、リスクの見落

としがないかどうか検討してはどうかというものでございます。 

 最後に２つ書かせていただいておりますけれども、これらの検討の実施に当たっ

て、専門的・技術的な事項については、本検討会で課題の抽出を行った上で、これ

らと同様の課題について他の会議でも既に検討されている場合には、当該会議が設

置された趣旨に十分留意しつつ、それらの議論も踏まえて引き続き本検討会で検討

することとしてはどうかとしております。また、現状の検討課題として先ほども御

説明させていただきましたけれども、有害性クラスのデフォルトの適用であるとか、

こういったものにつきましては、速やかに検討を行い、対応してはどうかというこ

とでございます。 

 資料３は以上でございまして、あと欠席の委員からのコメントを御紹介させてい

ただきます。 

 赤渕委員は（２）、（３）で資料３について御意見いただいてございます。資料

３の４ページ、１１行目以下にございます点につきまして、一方で事業者の自主的

な有害性情報の提供が既存化学物質のリスク評価の加速化に向けて極めて重要であ

ることは疑いがなく、その意味でこの御提言に賛成するものでございます。もっと

も、他方でこうした有害性情報の収集を進めるに当たって、その全てを事業者の自

主性に委ねることはリスク管理者としての国の責任を一部放棄するものに等しく、

適当でなく、また現実的でもございませんので、必要に応じて国の行政機関が何ら

かの形で関与することで事業者からの有害性情報の提供を促す及び必要に応じて強

制することも考える必要があるのではなかろうかと思慮しております。 

 ３つ目、また、自主的な情報提供に関しまして、事業者から提供される情報がリ

スク評価の根拠とするに足る適格性を満たしていることを制度的に担保する必要が

あると考えておりますということでございました。 

 また、菅野先生からいただいたコメントを御紹介させていただきます。 

 １つ目の御意見は、クロロエチレンのリスク評価については、他法令で既に管理

が進められていることが一般化学物質に戻すことのポイントであったと理解してい

る。今後、化審法のリスク評価に当たって、他法令で管理が担保されていない物質

については、クロロエチレンと同様には扱えないことから、そのような物質の取り

扱いには一層の注意が必要となる。その対応策を整えることが肝要ではないか。 

 ２つ目、ＱＳＡＲの予測値をそのままリスク評価に用いるのは、特に人健康影響

においては難しいと考えている。カテゴリーアプローチに際しても、構造類似性の
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判断は難しい。活用方法の検討に当たっては、精度や適用範囲に十分に留意してほ

しい。 

 ３つ目の御意見は、評価の優先順位付け方法の見直しや作業優先度、作業内容の

差別化は容易ではないと考えており、暴露評価、有害性評価ともに丁寧に検討する

必要があるということでございます。 

 ４つ目の御意見でございまして、暴露評価については、さらにエキスパートジャ

ッジメントの余地があるのではないか。リスクの観点から評価するのであるから、

ハザード評価だけでなく暴露評価についても専門家による判断が加えられるべきで

ある。特に暴露モニタリングデータに不足があると思われる場合には、専門家の判

断による補強が重要となるということでございました。 

 ５つ目でございまして、予防的取組方法は重要な視点であり、第３回、第４回の

検討でもこの視点に立った検討をしてほしいということでございました。 

 以上でございます。 

○大塚座長 ありがとうございました。では、ただいまの説明につきまして御質問、

御意見があればお願いいたします。 

 では、蒲生委員。 

○蒲生委員 そもそものところをお伺いして申しわけないのですが、３ページの２

ポツといいますか、課題の整理がそれぞれ、基本的に「検討してはどうか」という

提言のような文体で書かれているのですけれども、誰が誰に提言しているのか、誰

が誰に検討してはいかがかと投げかけているのかというのを確認させてください。 

○環境省（高橋室長補佐） これは課題の整理となっていまして、事務局からこの

検討会に対して御提案しているものでございまして、検討会でこの課題について検

討していこうということであれば、少しこの末尾の文言を変えまして、最終的には

この検討会でそういった内容を取りまとめていただきたいというふうに考えてござ

います。 

○亀屋委員 自明のことかもしれませんが、リスク評価をこういうふうにしてやろ

うということになったのは、既存化学物質が２万物質程度あって、それの既存点検

等もやっているけれども、１，５００物質くらいでずっと止まっていて、ジャパ

ン・チャレンジプログラムをやっていただいたけれども、こういうやり方をしてい

てはやはりちょっと遅いだろうということで、包括的に今回一般化学物質という置

き方をして、全体のリスク評価をしてきたと。そういった中で、暴露クラスの多い

物質はちゃんと見ていかなきゃいけないだろうということでスクリーニングという

か振り分けをしながらやってきたわけでありまして、何かここの書きぶりだと７，

６９９物質だけしかやっていないような書きぶりになっていますけれども、そうで

はなくて２万もある物質の全体に対してちゃんとやってきたのだということ、見直
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しですので、全体像が見えるようにレビューをしていただいたほうがいいのではな

いかと思います。 

○大塚座長 よろしいですか。どうぞ。 

○環境省（高橋室長補佐） そのあたり修正させていただこうと思います。 

○大塚座長 重要な御指摘、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ鈴木委員。 

○鈴木委員 まず、この丸の進捗状況については、今、亀屋さんも言っていました

が、２万物質に対してとにかく暴露クラスを７，０００物質につけたのですから、

そう悪くはない、というと褒め過ぎかもしれませんが、そう悪くはないと。ただ、

残り止まっている物質はデータがない、先ほど御説明いただいたように半分ぐらい

はデータの収集が終わっていないという部分があり、もしかしたら加速化しなきゃ

いけない部分で、データがないという部分も加速化かもしれませんが、あと５年で

そのデータを取るというのはできるかもしれないけれども、やはりそこは実現でき

る方法、今データがあるものでできる方法でどうやって狙って、データがないがゆ

えに暴露クラスは付けたけれども、優先判定ができないところをいかにクリアする

かということかなと私は思っています。それが進捗状況じゃないかなと。 

 あと、予防的取組方法の観点から十分か、これは赤渕先生と大塚さんに言ってい

ただきましたので安心したのですが、私は言いたいけれども言っちゃいけないと思

ってあまり言わなかったのですけれども、これは今の化審法で非常に欠けていると

思っていまして、とにかく毒性というのはよく分からないものを相手にしていると

いうことが基本的な感覚ですので、分かる部分は全体の毒性の多分一部でしかなく

て、それを一部だけで判断するのでなくてよくわからないことをどう判定するかと

いうのが予防的な視点であると。 

 だから、こういう制度というのは、ＥＵはよくやったと思いますが、リスク評価

的な制度とやや予防的な制度を対極に組み合わせるみたいな形が多分一つのやり方

だと私は思っているのですが、一方化審法には片側があまりはっきりとは存在して

いないと。それに対処するために今は例えばデフォルトのクラスを当てるというよ

うな予防のやり方が考えられるとなっていますが、それはある意味やり過ぎみたい

なところもあって、正面切って、予防的に扱う物質とはどういうものだという議論

を正面切ってやったほうがいいとも言えるような気が私はするのですが、その議論

は多分化審法では十分行われていないと。 

 だから、データが不十分あるいはデータがあっても解釈しきれないようなものに

ついて、人間が扱おうとすれば多分ある程度予防的に考えざるを得ない部分は必ず

入ってくると思うのですが、その予防的な観点というのは、別に科学でないことを

議論しようなんて思っているわけでは全くなくて、科学の限界みたいなところをど
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う議論するかという議論だと私は思うので、それを少しまじめに考えることは、今

の課題じゃないかもしれませんが、化審法なり化学物質管理の将来にとっては非常

に本質的な課題だと私は思います。 

 ただ、当面は今の化審法の枠組みでいくならば、例えばデフォルトのクラスを当

てるというような形で、わからないところを手当するというのは非常に現実的な考

え方だろうという気はいたします。 

○大塚座長 ありがとうございます。何かコメントはございますか。 

 どうぞ、では有田委員。 

○有田委員 今の御発言に関連するのですが、内分泌攪乱化学物質等は化審法の中

のリスク評価では全く当てはまらないので、今後それをどういうふうに考えていっ

て、化審法の中で取り込んでいくかという意見が度々出されていて、今後どこかで

議論します、と言ったまま数年経っていると思うのですね。そういうことを言えば、

はっきり生態系に影響があるとか人体に影響があるというような物質が薬とかは別

にしまして、予防的取組方法の観点からの考え方で入れられないのかなと考えてい

るのですが、また議論したら、それはちょっとここではないだろうということにな

るかもしれないのですが、意見として言っておきます。 

○大塚座長 ありがとうございます。事務局に何かコメントをしていただいてよろ

しいですか。お願いします。 

○環境省（福島室長） 鈴木委員と有田委員の御意見、環境省の最初のコメントで

すけれども、科学の限界といった問題ですとか不確実性をどう扱うかということ、

内分泌はある種共通しているところがあるのかなと思っていまして、取りかかれる

ものと、あとは研究開発を進めていって手法の開発が必要なものもあるだろうと思

っております。先ほど御紹介したＱＳＡＲにつきましても、今あるものを使える場

面では使っていきたいと思っていますけれども、ＱＳＡＲそのものの精度の向上で

すとかドメインの拡大といった取り組みも必要だろうと思っております。 

 有田委員のおっしゃった内分泌につきましても、一部生態毒性ではＯＥＣＤでも

試験法ができつつありますけれども、まだＯＥＣＤテストガイドラインになったよ

うな確立した試験法というのが十分ではなかろうというのが現時点での環境省の化

学物質審査室の見解でありまして、その辺りは今取りかかれるものと、あとは研究

開発等を進めて中長期的に取り組むべきものを仕分けながら議論していくことが必

要だろうなと思っております。 

○崎田委員 ありがとうございます。私が最初に発言させていただいたときの思い

をもう一回申し上げておくと、今回２０２０年目標をきちんと達成するという方向

に向けて取り組んできているもの、今回化審法の取り組み状況を評価する中で、何

を以ってうまく取り組んでいるとするかというような根本的なところが今まであま
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り議論されていなかったと感じられるので、それで申し上げました。そういう意味

で色々と今の制度の中で予防的取組の精神を入れているやり方がリスク評価の中で

もきちんとあるということも色々と出ていますが、そういうことを踏まえて、それ

が効果を出しているのかどうかといったところを少しきちんと検討していくことが

大事なのではないかと感じました。 

 ですから、ぜひ、この目標の評価をどういうふうにまとめていくかというときに、

一度ちゃんと話し合っていくことが大事なのではないかと思っています。 

 もう一つ別のところなのですが、資料３の４ページの真ん中辺りに「暴露評価に

あたっては、化学物質の用途が重要な要素であるため、精査された用途又は正しい

用途の報告がなされるような対応を検討してはどうか」という記述があります。そ

れで、後々の検討で４回目に情報伝達が課題になると第１回の資料の中で出てきま

したので、そういう際にもかなりしっかりした話し合いになるのではないかと思う

のですが、消費者の目線から言えば、事業者の皆さんの川上から川下への情報伝達、

そこがきちんとうまくいった上で、製品情報が消費者にきちんと伝わると、全体の

リスクがきちんと低減されていく社会になっていくような感じがしており、消費者

に近いところの情報伝達に関して非常に関心を持っているわけです。けれども、そ

うなるためには、まずは事業者の皆さんの川上から川下に向かって暴露評価の情報、

例えば用途の情報がしっかり流れていくのは最低限当たり前なことだと感じていま

すので、それが担保されているような、正しい用途の報告がなされるためにはどう

すればという辺りは、ぜひしっかりと議論していくことではないかと感じています。

よろしくお願いします。 

○大塚座長 ありがとうございました。予防的取組方法についてはＷＳＳＤ２０２

０年目標にも記載があるので、それはそういうものとしてこの会議でも扱っていき

たいと思いますが、もう一つの御意見では用途との関係で、ＢｔｏＣの話とかが出

てまいりましたが、これについて事務局はいかがでしょうか。 

○崎田委員 ＢｔｏＣにも関心を持っていますけれども、ＢｔｏＣの前に、Ｂｔｏ

Ｂがちゃんとなっていないと情報が来ないわけですので。 

○大塚座長 ええ、その通りですが、ＢｔｏＣは今回の対象にするのかなというこ

とがございましたので。 

○環境省（高橋室長補佐） 資料１に前回いただいた御意見をまとめておりますけ

れども、その中でも崎田先生からいただいた御意見を４番の特定化学物質等の適切

な管理のところに入れさせていただいておりますので、第４回で取り扱うべき課題

としまして、用途の情報とか、あるいは管理の中で情報伝達の話も取り上げさせて

いただきたいと考えてございます。そういう意味では本日は資料が準備できており

ませんので、４回目にさせていただこうと考えております。 
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○丸山委員 ちょっとよろしいでしょうか。今の情報伝達、それから、化学物質管

理に関する情報を広く情報公開する取り組みについて、産業界で自主的に取り組ん

でいることを御紹介させていただきたいと思います。 

 １つは、もうよくご存じかもしれないのですけれども、国際化学工業協会、ＩＣ

ＣＡでＷＳＳＤ目標の達成のために化学物質管理に関する自主的取組、ＧＰＳとい

うものを推進しています。これは化学品の製造から販売、それから、消費、廃棄に

至る全てのライフサイクルでリスク評価を行って、その情報を公開するものでござ

います。日化協ではＪＩＰＳということで取り組んでいるところです。 

 それから、もう一つ情報伝達ということに関して、それも全ての産業界が関わっ

ているわけではございませんけれども、ＪＡＭＰという川上から川下にかけての製

品含有化学物質の情報伝達の仕組みを構築して、情報を流すような取り組みをして

おります。一応紹介でございます。 

○大塚座長 ありがとうございます。今の御紹介をもう少し詳しくしていただくよ

うなことはあり得るのでしょうか。 

○環境省（高橋室長補佐） 大塚先生の御指摘は、事務局から御紹介するというこ

と…… 

○大塚座長 それは、いろいろ方法はあると思いますが。 

○環境省（高橋室長補佐） ちょっと丸山委員とも御相談させていただいて、御紹

介できるように進めさせていただきたいと思います。 

○大塚座長 他にはいかがでしょうか。 

 はい、東海委員、お願いします。 

○東海委員 ２０２０年の目標達成に向けてやっぱりカバレージを拡張していくと

いうことは必要なことだと思いますし、かつその過程でその化審法の運用上の工夫

ですとか改正等の必要性の文脈の中で、２０２０年時における達成目標の点検をす

るときには、ではこの過程で二特を確かに押さえることができたというところは、

やっぱり外してはいけない点だと思っております。そういうときに、今のスクリー

ニングのやり方で進めていったときに、確実に将来、二特としてピックアップされ

るような物質が押さえられていることの保証といいますか、それは大事なことでは

ないかと思っております。抜けがないかどうかを見る際に例えばさっき私が少し言

いましたが、諸外国で優先物質として取り組まれている物質リストの中で、実はこ

れがというものがあれば、むしろそれは場合によっては、このスクリーニングのス

キームを外れてでもパラレルで進めていったほうが２０２０年時点での化審法の事

後評価と、それから、ＷＳＳＤへの貢献ということに対して積極的なメッセージを

出せるのではないかと思いました。 
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 ２つ目は、目標とその手段は不可分なところがあるのですが、遅れているという

意見も出ていましたけれども、頑張っているという評価もできるのではないかと思

います。特に先ほど、生態の方では、暴露クラス１から４で７００物質ありました

よね。その中で有害性が把握されているのは１４１物質で、残りが５８４物質であ

ると。そうしますと、分母に何を取るかということで少し表現の仕方は変わってき

ますけれども、把握率は相当高まっているのではなかろうかという表現もできます

し、かつこれまで環境省が進められていた環境リスク初期評価ですとか、あるいは

ＮＩＴＥが進めてきた初期評価といった先行の検討結果も２０２０年度に向けての

アピールになるのではないかと感じた次第です。 

 そのときにＱＳＡＲを入れられるところもあれば入れられないところもあると。

そこの判断基準といいますか、データを確保していって最終的にリスクを判定した

際の判定の考え方のようなところが、ある部分は非常に少ない情報の下で決めざる

を得なかったというルール的な部分の整理ですとか、多分それはどこの国でもきっ

と苦労しているところだと思いますので、そこはむしろ、やや研究課題的にもチャ

レンジングなところがあると思うのですけれども、そこはあえてＱＳＡＲを使えば、

実はＵＦが１万と使っている場合に比べてさほど遜色なければＱＳＡＲを使っても

いいという理屈が出てきますよね。そういったところも合わせて手法面での検討を

されることによって、カバレージを拡大できるのではないかと。ちょっとこれはア

イデアになりますけれども、感じた次第です。 

 かつ不確実な、不十分な情報の下で行うエキスパートジャッジメントの適用の仕

方、プラス何か適用ルール的なものとしてまとめることができれば、研究上の貢献

にもつながるのではないかと感じた次第です。 

 以上です。 

○大塚座長 重要な御指摘、ありがとうございます。何か事務局からございますか。 

○環境省（高橋室長補佐） 先生から２つ御意見いただいて、例えば諸外国で既に

有害性が出ている物質とか、あと、あるいはＱＳＡＲのカバレージを使っていくか

というところも資料３の中で少し文言を修正させて、記載を加えさせていただきた

いと思います。 

○大塚座長 私から東海先生にお伺いして申しわけないのですけれども、情報が少

ない場合にＱＳＡＲを使うというのもあると思いますが、他方でさっきの資料２の

１９のように、有害性情報が得られない場合にデフォルト値を使うという方法もあ

り、どちらにするかによって結論が大分変わってきてしまうような感じがしますが、

ＱＳＡＲ自体の的中率が２割とかという話になってくると、どの程度使えるのかが

なかなか微妙なのですけれども、科学の先生にそんなことをお伺いして申し訳ない

のですけれども、どんな感じなのでしょうか。 
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○東海委員 アイデアの面がありましたが、少なくともこういうルールを一旦５年

前に決めているわけですから、そのルールでもって走らせてみるというのは検討を

これから始める上で、どういう方向で改善していくべきかを考える上での一つの事

前情報になるのではないかという感じです。ただし、行き過ぎるとやはりフォール

ス・ポジティブのところが極めて過大になってしまうので、そこは目配りしながら

やるという考え方です。 

○大塚座長 ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 どうぞ、鈴木委員、お願いします。 

○鈴木委員 ちょっと違う話ですが、先ほど議論されたｎｏｎ－ＧＬＰデータを利

用するという話なのですが、赤渕さんが事前コメントで書いているように、ＧＬＰ

はリスク評価の根拠とするに足る正確性を満たすことを証明する手段だと思ってい

るので、それに欠くものを使うというのは、貴重なデータだけで非常に敷居の高い

ところもあると私は思っていまして、ですから、ある意味それを生かすためには似

たことを簡易、分析法は全然違うと思ったのですけれども、もしかすると、一つの

単に思いつきですけれども、優先評価化学物質の第２カテゴリーみたいなものを作

ることによって、判定されたものですということを明示的に扱う場所を作った方が、

そういうものを生かすことができるのではないか。同じ物質として同様に扱うとい

うのは、かなりハードルが高い事柄ではないかという気もしますので、逆に、生か

すためには何か違う仕組みを考えた方が良いと。それによって全体を生かすような

作戦もあり得るのではないかと思いましたので、一応発言いたします。 

○大塚座長 どうぞ。 

○環境省（福島室長） 確認させていただきたいのですが、今、鈴木先生がおっし

ゃったのは、リスク評価書の作成にあたり、これはＧＬＰデータで評価したもので

すとか、あるいはこれはＱＳＡＲとか非ＧＬＰデータを使ったものですというふう

に何らかの色分けをした方がいいという御趣旨でしょうか。 

○鈴木委員 いや、どういうやり方はそういうことをやってみてはどうかという方

がかえって生かせるし、それによって、逆に実際にデータを生かすことができると

も言えますので、次のステップに進むための準備にはなるかもしれない。 

○大塚座長 参考にさせていただくということですか。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○環境省（高橋室長補佐） もう一点、現状のｎｏｎ－ＧＬＰデータの取り扱いで

すけれども、既に我々が任意で事業者さんから情報提供いただいた中にはｎｏｎ－

ＧＬＰのデータもありまして、実はピンキリと言ったらあれですけれども、非常に

立派な報告書を作られていて、この後ＱＡがさらに進めばＧＬＰになるのではない
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かという本当に出来の良いものから、予備試験のように濃度も１０倍ずつしか振っ

ていなくて、魚の数も足りていないようなものもありますので、現状では一個一個

生態毒性の専門家の先生方に見ていただいていて、例えば非常に立派な内容でＧＬ

Ｐ相当だけれども、ｎｏｎ－ＧＬＰだから信頼性は２番目だがかなり使えるという

ものもある。また、全然箸にも棒にもかからないようなデータも現状であります。

ｎｏｎ－ＧＬＰデータについても今は、一個一個確認して使っているということで

ございます。 

○鈴木委員 それは確かに言われてみればそうかも知れないですね。ｎｏｎ－ＧＬ

Ｐだけでのラベリングは簡単すぎるので、より一般的に、信頼性が高いデータを構

成するものの中にＧＬＰと別な形で検討したものと、検討しても判断しきれないよ

うな種類のものが含まれているということに、データの扱いの区分は対応させる方

が有効かもしれません。 

○大塚座長 よろしいですね。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

 さっき事前コメントをいただいた菅野委員とか赤渕委員の御意見にもございます

が、菅野委員の一番上のコメントは先ほど崎田委員や亀屋委員がおっしゃってくだ

さったことと関係していると思います。 

 あと、（３）は今鈴木委員がおっしゃいましたが、赤渕委員の（２）のところは、

本当に加速化させるのであれば、現在の仕組みだけでいいのかどうかという問題は

恐らくあって、事業者からの有害性情報の提供に関してもっと促進するような仕組

みを考えたほうがいいのではないかという御指摘かと思いますが、この辺りについ

て、もし御議論いただければありがたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 資料２のスライド３２のところだと、法４１条が載っていますが、１項、２項は

過料の適用事例なしということですけれども、過料というのは２０万以下なので罰

則にも入らない非常に少ない額ではありますが、しかし、それも適用がなかなか難

しいのであれば、勧告の規定を入れる等、細かいことが色々と考えられると思いま

す。あとはもっと大きい話として、有害性情報の提供を促すような仕組みを何か考

えたほうがいいのではないかという問題もあろうかと思いますが、いかがでしょう

か。 

 はい、どうぞ。 

○有田委員 先ほど委員の方がジャパン・チャレンジのことを取り上げられて、

色々と努力してきたと。私も最初のコメントで、十分に努力をされてこれまでリス

ク評価をされてきたことは分かっているけれども、もうちょっとスピード感をもっ

て、という言い方をしました。だめだったという意味ではなく、期待が大きかった

ので、ということを付け加えておきます。そういう意味では、事業者からの協力を

受けながら今の状態だと私は理解しています。これ以上どういうことをすれば、と
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いうことを考えれば、過料をもっと高くするのかどうか。それによって本当に協力

が得られデータを出してくれるかどうか。いや、したほうがいいと言っているわけ

じゃないのです。化学工業会も協力しますという発言もある中で、どういうことが

考えられるのかと。こちらがこうしたらどうですかと言う事ができればいいと思う

のですが、努力をして来られた事も認識しているので。そういうふうに努力はされ

てきたけれども、もうこれ以上は協力は出きないのですかという話です。先ほど工

業会の方は協力するとおっしゃっていますが。 

○大塚座長 どうぞ。 

○丸山委員 よろしいでしょうか。何をどこまでやってＷＳＳＤの目標を達成した

かがちょっと漠然としているのですよね。やはり少し遅れているかもしれないなと。

それがちょっとなのかだいぶんなのかも、それぞれで違うかもしれないですけれど

も、少なくとも化学業界としては、今何らかの情報が不足していることによる遅延

であるのであれば、まず、ｎｏｎ－ＧＬＰのデータを使っていただくことで早くな

らないか、あるいはＱＳＡＲも使えるところで使っていただくことで早くならない

か。まず、そこをやってどうかということではないかなと思っています。 

 それから、デフォルトの話もございましたけれども、例えば１０条の第１項を適

用されると、ＧＬＰのデータが要求されることになりますので、そうではないデー

タが活用できるようにしていただくと、そこのところも幾分解消されるのではない

かと思うところでございます。 

○大塚座長 化学業界も誇りを持ってやっていただいているので、余り罰則を高く

したらやっていただけるということではなさそうだということは窺っていますが、

さきほどの例えば１０条４項は、基準を作った方が化学業界としてはよろしいでし

ょうか。費用負担に関しては、丸山さん、いかがでしょうか。 

○丸山委員 そこまではという感じがございますけれども。まずは我々業界として

持っているデータをどんどん出していきましょうというところで、まだ何かスター

トできる余地があるのではないかなと思ったところです。 

○大塚座長 １０条の適用があるのは、先ほどおっしゃっていたようにＧＬＰデー

タであることが前提なので、それで費用がかかるという話であって、今おっしゃっ

ている話とはちょっと別だと思うのですよね。他にも何か、業界として加速化させ

るためにお考えがもしあったら、丸山委員、いかがでしょうか。 

○丸山委員 ちょっとよろしいですか。直接的には関係ないのですけれども、生物

を使った試験も当然必要ですけれども、やはりＱＳＡＲといったシミュレーション

による評価を業界としても精力的に取り組んでいますので、国としてもそういうこ

とをサポートしていただいて、より評価が早く進むようにしていただきたいという

ことはございますけれども。 
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○大塚座長 ＱＳＡＲについては、またさらに御議論いただければと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 資料３につきまして、他によろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

○有田委員 先ほどフロー図の中で矢印とか、例えば箱を設けるとか、そういう意

見が出たと思うのです。フロー図で、先ほど出た意見でも、確実なデータで評価し

たものとそうでないものの箱があって、それはどういうふうに評価が戻るのでしょ

うか。ここでの議論がこの図にどのように生かされるのかを確認させてください。 

○環境省（福島室長） ＱＳＡＲにつきましては、どういう場面で使えるのかを検

討する検討会を今年度の後半から始めたいと思っておりまして、今、関係省庁と業

界団体とで相談しているところです。また、実際に箱をどうするのかとか、どうい

うふうに入れ込んでいくのかというのは、なかなかテクニカルな議論も多いですの

で、資料３の４ページにもある通り、司々の場で検討いただくことだと思います。 

 ですので、こちらの検討会にお願いしたいのは、そういう司々での検討が必要か

どうかについてのサジェッションということになるのかなと思います。 

○大塚座長 よろしいですか。他にはよろしいですか。 

 では、資料３につきましてはその程度にさせていただこうと思います。 

 議題３ですけれども、その他でございますが、事務局から何かございましたらお

願いいたします。 

○環境省（高橋室長補佐） その他は特に議題はございません。 

○大塚座長 では、以上で本日の議題を全て終了いたしましたので、事務局にお返

しいたします。 

○環境省（高橋室長補佐） ありがとうございました。 

 次回の本検討会の開催につきましては、１２月４日金曜日、１３時から１５時半

を予定しております。詳細については、改めて事務局から御連絡いたします。 

 また、今回配付した資料、冊子がありまして重くなってございますので、もし郵

送の希望等がありましたら、事務局までお伝えいただければと思います。 

 本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。 

○大塚座長 ありがとうございました。 

 

午後５時０４分閉会 


