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内容 

• 化学物質に関する最近の話題 
• 化学物質の環境リスクとは？ 
• リスクコミュニケーションとは？ 
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事業者が取り扱う化学物質 
による様々なリスク 

リスクの種類 説   明 

作業者へのリスク 事業所の作業者が取り扱っている化学物質を吸い込んだり、触れ
たりすることで、人（作業者）の健康に生じるリスク 

環境リスク 事業所から大気や水などの環境中に排出された化学物質によって、
周辺環境における人の健康及び環境中の生物に生じるリスク 

製品リスク 製品に含まれる化学物質によって、人（消費者等）の健康及び環境
中の生物に生じるリスク 

事故時のリスク 爆発や火災などの事故によって、設備などのモノ及び人の健康や
環境中の生物に生じるリスク 

「化学物質のリスク評価のためのガイドブック」（経済産業省）より 
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最近の化学物質のリスクに関する話題（１） 
2012年5月 
 利根川水系の浄水場で水質基準値を超える 
 ホルムアルデヒドが検出 
           ↓結果 
 千葉県内の約35万世帯が断水 
 
原因調査 
 産廃処理業者が処理廃液を利根川支流に放出 
           ↓ 
 廃液中のヘキサメチレンテトラミンが流入 
           ↓ 
 浄水場の塩素消毒でホルムアルデヒドが発生 
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ヘキサメチレンテトラミン 
 用途：合成樹脂の硬化促進剤、農薬の補助剤 
 性状：無色の固体 水に溶けやすい 
 性質：加水分解によってホルムアルデヒドとアンモニアが生成 
 有害性：感作性（PRTR対象物質） 
 法規上：水質汚濁防止法、廃棄物処理法→非該当 

ホルムアルデヒド 
 性状：無色透明の気体 
 有害性：発がん性、変異原性等（PRTR対象物質） 
 法規上：水道法、化審法、大気汚染防止法等 

HーCHO 

最近の化学物質のリスクに関する話題（１） 

指定物質となる 

「化学物質ファクトシート」（環境省）を参考 5 



2012年6月 
 大阪市内印刷会社の従業員が胆管がんを発症 
 し、数名が死亡→他都府県へ広がる 
   
原因調査 
 従業員が校正印刷において高濃度の有機塩素系 
 溶剤にさらされていた 
             ↓ 
 溶剤中の１,２-ジクロロプロパンとジクロロメタン 
 との関連が指摘（疑わしい） 
             ↓ 
 因果関係ははっきりしない （調査中）  

最近の化学物質のリスクに関する話題（２） 
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１,２-ジクロロプロパン 
 用途：金属を洗浄する溶剤等 
 性状：無色透明の液体 揮発性物質 
 有害性：経口慢性毒性、生態毒性（PRTR対象物質） 
 法規上：化審法、大気汚染防止法（VOC)等 
       安衛法有機則→非該当 

ジクロロメタン 
 用途：各種の溶剤 
 性状：無色透明の液体 揮発性物質 
 有害性：肝毒性、変異原性、生態毒性等（PRTR対象物質） 
 法規上：水道法、化審法、大気汚染防止法、安衛法有機則等 

  Cl 
  ❘ 
H－C－Cl 
  ❘ 
   H 

最近の化学物質のリスクに関する話題（２） 

7 「化学物質ファクトシート」（環境省）を参考 



化学物質の環境リスクとは？ 

有害性 × 暴露（摂取）量  

青酸カリは厳重に管理され、私たちが接する可能性は低い 

どっちがリスク
が高い？ 

青酸カリ と 食塩 

化学物質が望ましくない影響を与える可能性 
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急性毒性 
  一回又は短期間に複数回暴露した後、 
  直ちに引き起こされる毒性 
  （例）一酸化炭素中毒、溶剤吸入によるめまい 

慢性毒性 
  長期間の反復暴露によって引き起こされる毒性 
  （例）水銀吸入による精神疾患 

この中に発がん性、変異原性、催奇形性等がある 

有害性 化学物質により有害
性がそれぞれ異なる 
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「化学物質取扱い事業所周辺の環境リスク評価のための手引き」（川崎市）より 

化学物質の性質に関する情報を公開している情報源 
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情報源の名称 URL 特　　徴
化学物質総合情報提供
システム(CHRIP)（ＮＩＴＥ）

www.safe.nite.go.jp/ja
pan/db.html

経産省が「化学物質安全管理」の一環として
構築したデータベース

化審法データベース
(J-CHECK) (厚労省、経
産省、環境省、NITE)

www.safe.nite.go.jp/jc
heck/Top.do

化審法に関わる厚労省、経産省及び環境省
が、化学物質の安全性情報を広く国民に発信
するために作成したデータベース

化学物質ファクトシート
（環境省）

www.env.go.jp/chemi
/communication/fact
sheet.html

環境省のリスクコミュニケーションホームペー
ジに掲載されており、化学物質の専門家以外
の方にもわかりやすく整理されている。

環境リスク初期評価
（環境省）

www.env.go.jp/chemi
/risk/index.html

環境省の化学物質の人の健康及び環境中の
生物に対する環境リスクの初期評価書約250
物質を収載

化学物質の初期リスク評
価（NITE & CERI)

www.safe.nite.go.jp/ri
sk/syoki_risk.html

「化学物質のリスク評価およびリスク評価手
法の開発プロジェクト」（NEDO事業）で作成し
た150物質の初期リスク評価書を収載。

化学物質ハザードデータ
集（CERI)

www.cerij.or.jp/evalua
tion_document/Chem
ical_hazard_data.html

一般財団法人化学物質評価研究機構が
PRTR事業者等の化学物質の安全管理のた
めに編集した化学物質のハザード評価シート

kis-net （神奈川県＆国
立環境研修所）

www.k-
erc.pref.kanagawa.jp/
kisnet/

化学物質を取扱う事業所向けに神奈川県と
国立環境研究所で共同開発した。約8,000物
質の情報を収載

化学物質情報
（厚生労働省）

anzeninfo.mhlw.go.jp/
user/anzen/kag/ank
gc01.htm

労働安全衛生法に基づいて公表された、約
58,000の化学物質情報や約2,000の化学物
質のMSDS等の危険有害性情報等を収載



用量反応関係（１） 

有
害
な
影
響
の
大
き
さ 

暴露量 

× 

× 

１．閾値がある場合 
  （一般の化学物質） 

 閾値≒ 
NOAEL 
（無毒性量） 

    安全率 
（不確実性を考慮） 

TDI 
（耐容1日 
摂取量） 11 



用量反応関係（２） 

暴露量 

× 

× 

10-5 

有
害
な
影
響
の
大
き
さ 

VSD 
（実質安全用量） 

他の要因によるリスクと比べ、実質的に影響が少ないと考えられる量 

２．閾値がない場合 
  （発がん性物質等） 
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暴露（摂取） 

「わたしたちの生活と化学物質」（環境省）より抜粋 13 



暴露量（濃度）の測定（一般的） 

方法 メリット  デメリット 

実測 
・その時の正確な濃度を把握可能 ・代表値となれるかどうか？ 

・他の要因も含む可能性 
・コストや時間を要する 

予測 
・モデル適用で容易に計算 
・諸条件の設定可能 
・コストや時間が少ない 

・仮定に基づく不確実性を含む 
・実際との誤差を生じる可能性 
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対象化学物質の選定 

有害性評価 
評価基準値の設定 

 暴露評価 
暴露量(濃度)の決定 

リスク判定 

実際に事業所から排出された 
化学物質についての対応（１） 

環境基準 
指針値 

TDI、VSD等 
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実際に事業所から排出された 
化学物質についての対応（２） 

起こりうるリスクを予測する 

リスク評価 

効果的な対策をとる 

リスク管理 

16 



リスク評価の例 

シナリオ 
 

 対象物質：ジクロロメタン 
 事業所：工場の排出口から大気へ排出 
 対象者：事業所周辺の住民 
 経路：大気を経由した呼吸による摂取 
 暴露：住民が長期間にわたり吸入する状況 
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ジクロロメタンの有害性評価 
・変異原性試験（生物細胞）で陽性 
・発がん性（ﾏｳｽ2年間吸入）で肝細胞にがん 
  （種による違いが大きいことが指摘） 

 IARC（国際がん研究機関）： 
  ｸﾞﾙｰﾌﾟ２B（人に対して発がん性があるかもしれない） 
・慢性毒性（ﾗｯﾄ経口）で肝毒性 
・高濃度暴露で神経系症状（吐き気、めまい等） 
 

NOAEL：6mg/kg（経口） 
TDI：0.006mg/kg/日→水質基準、水質環境基準設定 
神経系影響(吸入）→大気環境基準設定 

「化学物質ファクトシート」（環境省）より 18 



評価基準値の設定 
・神経系影響（吸入経路）  
 （動物、労働者等の蓄積データからNOAELの算出は困難） 

 健康への悪影響がみられないと期待できる濃度 
 として 300mg/m3 が設定＊ 

 

・不確実性を考慮＊ 
 １．人への発がん性は完全には除外できないし、 
   限定的生殖影響を示す知見あり   ×20 
 ２．乳幼児、高齢者等の高感受性者を考慮  ×10 
 ３．労働環境→一般環境へ外挿   ×10  →2000とする 

評価基準値とする 

300mg/m3 ÷ 2000 ＝ 0.15mg/m3 （大気環境基準） 

＊：中央環境審議会答申（第五次）より 19 



暴露評価 

「化学物質取扱い事業所周辺の環境リスク評価のための手引き」（川崎市）より 20 



METI-LIS＊の適用 

＊：低煙源工場拡散モデル（社団法人 産業環境管理協会） 
http://www.jemai.or.jp/CACHE/tech_details_detailobj1816.html 

工場敷地外にある最大濃
度及び最大着地点の把握 

最大濃度 
0.20mg/m3 

必要なデータ類 
・事業所近くのｱﾒﾀﾞｽﾃﾞｰﾀ 
・事業所近くの地図ﾃﾞｰﾀ 
・排出量 
・稼働ﾊﾞﾀｰﾝ 
・計測範囲等 
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リスクの判定 

評価基準値と暴露濃度との比較 
 
  0.15mg/m3  ＜  0.20mg/m3 

リスクの懸念がある 
      ↓ 
   対応が必要 

リスク管理 
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リスクの低減措置 

 有害性 × 暴露（摂取）量  

低い有害性の 
化学物質に変更 

暴露量を減らす 
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あるリスクを抑えようとすると、 
別のリスクが生じてしまう 

原材料の変更 処理装置の設置 

リスクのトレードオフ 

24 



リスク・ベネフィットの原則 

どの程度環境リスクを許容するか 
リスクと有用性・利便性（ベネフィット）

のバランスを考慮 
化学物質にゼロリスクはない 

リスク 
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・ハザーﾄﾞ管理→リスクベース管理 
 
・サプライチェーン管理 
 （化学物質原体～混合物～成形品～利用～廃棄） 
 
・分類・表示の国際調和（GHS)の推進 
 
・規制主導→規制と自主管理 

事業者による化学物質管理の流れ 
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・化学物質の情報管理 
  （意識→未成熟） 
 
・環境中への排出状況の把握 
  （企業の社会的責任の認識薄い） 
 
・リスクコミュニケーション 
  （利害関係者との信頼関係？、人材不足） 

事業者の自主的な取組みの状況 
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環境リスクに関する正確な情報を、関係者で 

 共有しつつ、相互に意思疎通を図ること 

化学物質の 
リスクコミュニケーションとは？ 

行 政 

事業者 一般市民 

情報共有化による 
環境リスク対応 

情報共有・意見交換 

合意形成が目的ではありません 28 



１．化学物質に関心を持つ人の増加 
２．地域との対話の重要性 
３．情報公開の必要性 

なぜリスクコミュニケーション？ 

メリット 
 ・事業者の社会的責任を果たす 
 ・様々な意見の入手が可能。改善に利用 
 ・共同によるリスク抑制の取組みが可能 
 ・従業員のリスク管理の意識の向上  
 ・企業のイメージアップ 

企業として、経済、 
環境、社会に配慮 
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           行政 
         

 

                                      

 事業者        一般市民         

事業者、行政、一般市民との関係 

参加 

不安？
疑問？ 
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もしリスクコミュニケーションを怠ると・・・ 

環境問題→企業経
営上の必須課題 

住民運動、消費者運動、内部告発、ﾒﾃﾞｨｱ取材等 
              ↓ 
       ブランドのイメージダウン 
              ↓ 
  不買運動、取引停止、新規工場立地困難 
          売上げ減少等 
              ↓ 

       経営上の大きな問題 
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・リスクコミュニケーションには様々な形態がある 
・通常のコミュニケーションからの展開でも良い 
・地域との問題がないときにこそ、信頼の構築 
           ↓ 
通常のコミュニケーション 
 利害関係者等に対し環境リスクを含む環境情報の開示を含まない 
 

リスクコミュニケーション 
 環境リスクを含む環境情報を開示し、情報を共有する 

では、リスクコミュニケーションを行うには・・・ 
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通常のコミュニケーション

事業所内での活動 事業所外での活動 関係者へのアピール

工場見学（環境説明なし） 地域美化活動（植林、清掃等） 講習会等の普及啓発活動

催し物開催（夏祭り等） 地域行事への参加 展示会参加

職場体験 ボランティア活動（救援活動等） 広報誌・ミニコミ誌

団体への助成

リスクコミュニケーション

地域対話（環境説明あり) 工場見学（環境説明あり）

地区懇談会 地域との環境報告会

環境説明会 環境モニター



思い込みや誤解に注意（１） 
 ・化学物質は、危険なものと安全なものに 

  二分される 

 ・化学物質のリスクは、ゼロにできる 

 ・大きなマスメディアの情報は、信頼できる 

 ・化学物質のリスクについては、科学的に 

  かなり解明されている 

 ・学者は、客観的にリスクを判断している 

横浜国立大学大学院 浦野先生より抜粋（2001） 
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思い込みや誤解に注意（２） 

 ・一般市民は、科学的なリスクを理解できない 

 ・情報を出すと、無用な不安を招く 

 ・たくさんの情報を提供すれば、理解が得られる 

 ・詳しく説明すれば、理解や合意が得られる 

 ・一方的な情報提供や説明会、意見公募等が、 

   リスクコミュニケーションである 

横浜国立大学大学院 浦野先生より抜粋（2001） 
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・人それぞれ知識、経験、立場により異なるし、信念
（価値観等）にも根ざして判断される場合がある 

・受けた側がどう判断をするかということは、個人の
意志決定に任されている 

・リスクコミュニケーションを行ったからといって 
 必ずしも合意されるわけではない 
・関係者の対立的な関係が、解消されるとは 
 限らない 
 

リスクの受け止め方に注意！！！ 

36 

日常的な信頼関係を構築することがより重要 



リスクコミュニケーションの手順 
• 目的を明確にする 
• 参加者の選定 
• 手法を決める 
• ファシリテーター、インタープリターの採用 
• スケジュールの調整 
• 資料の準備 
• 広報 
• 住民への事前説明 
• 事業者内での打合せ 
• 会場の設営と実施 

37 

地域対話、報告会、
説明会、討論会等 



ファシリテーター（司会者）の利用 
【中立的な立場で議論を円滑に進める役割を果たす者】 
 ・参加者が内容に集中できる 
 ・参加者は組織全体の観点から考察・議論しやすくなる 
 ・参加者各々の持つ知恵を活用できる 
 ・問題解決、意思決定の助けとなる 
 ・決定に対し、参加者の意欲を高める 
 

インタープリター（解説者）の利用 
【中立的な立場で必要な情報を提供する役割を果たす者】 
 （化学物質アドバイザー等の利用） 

有意義なリスクコミュニケーション 
をするためには・・・ 
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化学物質管理における経営 
企業   人 
 

モノ    金 
 

   情報 

リスクコミュニケーションを通してお互いの理解と 
信頼のレベルを上げて､リスクの低減を図る 

近隣住民 消費者 

従業員 

株主等 

自治体等 

関係業者 
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ご静聴及びご協力 
   ありがとうございました。 
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