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国際会議参加報告

編集後記 　産総研では、研究成果を公開し、社
会で広く活用されるように普及活動を進

めています。安全科学研究部門の化学物質からの暴露とリスク
を評価するソフトウェアについては、各種イベントやパンフレット
の配布などを通じ、広報活動を行っています。ニュースレターで

は、これまで個別のソフトウェアの公開ごとにお知らせしてきま
したが、今秋の室内製品暴露評価ツールICETの公開に合わせ、
環境暴露評価ソフトウェアの特集を組み、公開ソフトウェアをま
とめて紹介することにしました。ご興味をお持ちいただけました
ら、お問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　　（石川 記）

　2016年7月3日-8日にゲント大学（ベルギー・ゲント市）で
開催された国際学会Indoor Air 2016に参加しました。この学
会はISIAQ（国際室内空気質学会）が主催して2年に1度開催
されており、今回も1,000人以上の参加者が集まりました。5
年前、10年前と比較して、医学系や建築系の発表が減り、化
学系の発表が増えていたのが印象的でした。化学系の発表の
中 でも、室 内 空 気 中 の 粒 子 へ の 半 揮 発 性 有 機 化 合 物

（SVOC）の吸着についての実測やモデル化の報告が多く行わ
れていました。また、私がこれまでに開発・取り組んできたパッ
シブ型の放散量測定に追随する動きが増えており、評価されて
いることが喜ばしいと共に、パイオニアとして更に前を行く研究

を進めなければと感じさせられました。また、日本では許可が
下りないであろう研究者自身を被験者としたボランティア実験

（SVOCへの経皮曝露と代謝に関する試験）についても、いく
つも報告がありました。私は、日本国内60軒の住宅120部屋
で微生物由来揮発性有機化合物（MVOC）濃度を測定し、部
屋の湿度環境や居住者の症状と比較した研究について発表し、
個別物質の有害性に関する最近の報告事例や解析方法につい
て等、様々なコメントを貰い、有用な議論を重ねることができま
した。微生物に関しては、以前の様な培養法による試験の報告
が少なくなり、次世代シーケンサーやrPCRなどを用いた新しい
手法についての報告が非常に多くなっていました。

　2016年6月20日、東京堂出版から「花火の辞典」が発刊
されました。この本は東京大学教授で火薬学会長も務める新井
充教授の監修で、歴史、科学技術、花火の種類や構造等、多
方面の専門家が執筆したこれまでにない網羅的な辞典といえま
す。私は科学技術の観点から、使われる化学物質の種類、光
の効果の原理等を解説しました。特にストロンチウム等の炎色
剤を入れるとなぜ赤い火を出すかについて、説明した本はほと

んどありません。この本では、そうい
う科学的な部分を丁寧に解説しまし
た。また、「花火の研究を行っている
産総研」という項を作って頂き、私共
の安全研究を紹介させて頂きました。  

新刊紹介：「花火の辞典」

受賞報告
爆発安全研究グループの荷福正治客員研究員が、粉じん爆発の研究に対し、The 

Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of 
Sciences から The Cybulski Medal を授与されました。Prof. Dr. Cybulski は
ポーランドの Central Mining Institute (in Katowice) の所長を長年務められた方
です。このポーランド科学アカデミー賞（The Cybulski Medal）は、Prof. Dr. 
Cybulski の炭じん爆発、粉じん爆発、燃焼工学、鉱山保安等の研究に対する多大
な業績を顕彰して設けられ、爆発に関する研究に功績があった人に授与されていま
す。（受賞日：2016年7月28日）

Indoor Air 2016 参加報告

「２1世紀は水の世紀」と言われる。水は生物全ての生命の源であり、それゆえ、生活、経済
の基本でもある。しかしながら、農業にも工業にも生活用水にも汚染水を使用せざるを得ない地
域は多く、世界の６分の１の人々は安全な水を得られていない状況にある。特に新興国、発展途
上国においては、人口の増加や生活水準の向上により、工業廃水や生活排水により水環境への
負荷が増大しており、国連などにおいても支援の必要性が訴えられている。

水環境の改善の為には、“下水処理施設などのインフラの充実”、“環境負荷の小さい化学物質
の使用” が必要であるが、特に発展途上国においては、モニタリング能力不足と水の汚染が著し
いにも関わらず水の浄化に対する意識の低さから、インフラの整備が進んでいない。そのような
状況において、産業界、特に新興国や発展途上国に展開する企業責任は重く、化学物質の使用
に関しても展開国の実情に合わせた取り組みが必要となる。この両課題を解決するには、環境負
荷リスクを精緻に予測し “見える化 “すること、結果を化学物質の設計、使用に反映することが
重要である。

環境負荷リスクは化学物質の水生生物（藻類、甲殻類等）への影響のポテンシャルとそれらへ
の暴露実態から判定を行う訳だが、水生生物への影響は実験室レベルでの試験において精緻に
評価することが可能である一方で、暴露実態を捉えることは困難であり、モニタリングに頼ってい
るのが現状である。モニタリングは、時間、コスト、労力の面から、スポットデータにならざるを
得ず、データの代表性の懸念も残る。このような課題を満足すべく、既に種々の環境暴露評価モ
デルが提案され、精緻な予測が可能となっている。しかしながらモデルに必要な詳細な地理情報

（河川流量、土地利用、標高、位置情報、気象データ、人口など）が揃っていいない新興国や
発展途上国に適用することが難しい。

以上のことを踏まえ、次の要素を満足できる環境暴露評価モデルの確立を期待したい。
①　水域全体の汚染実態を把握することができる･･･網羅性
②　季節などの時間的変化の影響（雨量や温度変化による生分解、吸着などの化学物質の動

態など）を把握できる･･･時間的視点
③　先進国、途上国を問わず、広い水域の評価が可能である･･･汎用性
④　急速に変化する人口や生活水準、インフラの影響をシュミレーションできる･･･未来予測
⑤　上記が実測データを伴わずに迅速に実現できる
ここまで述べたように、精緻かつ拡張性、汎用性に優れる環境暴露評価モデルの構築は、環

境を維持、保護する上で最もベースとなる重要な因子である。全生物が豊かに生存でき、安寧な
社会を実現する為に、産官学、国境の枠を越えた今後の取り組みをお願いしたい。

化学物質の環境暴露評価ソフトウェアへの期待

花王株式会社　安全性科学研究所
所長　蓮見基充
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企業の安全や環境の担当者や行政機関の担当者が、化学物
質のリスク評価ソフトウェアを実務で利用するのは、どの
ような場面が想定されるでしょうか。最初に思い浮かぶの
は、新しい化学物質やそれを使った製品を開発した際に、
化学物質管理に関する各国各種の法律、欧州のREACH、米
国のTSCA、日本の化審法や安衛法に対応するための審査へ
の対応ではないでしょうか。このような審査の過程で必要
とされるリスク評価は、スクリーニング的なものであり、
大量で迅速な処理が求められるため、必然的に簡易的でか
つ安全側の評価となります。

一方で、上記のような定型的な評価では対応が難しい案件
も数多くあります。例えば、スクリーニングではクロもし
くはグレーとなってしまい、簡易的かつ安全側の評価だけ
では、本当に安全か危険か判断できない場合、このような
場合は詳細な評価が必要とされます。例えば、日本の化審
法の場合、優先評価化学物質に指定された場合です。一
度、優先評価化学物質に指定された物質は、暴露と有害性
情報に基づいて段階的に詳細なリスク評価を行うことにな
ります。
　また、自然災害や産業事故によって生じる化学物質を取
り扱う工場からの漏洩（漏洩事故）や、シックハウス症候
群のように、製品に含有される化学物質によって人の健康
が害されるような事故（製品事故）の原因究明は、多くの場
合において定型的な評価では対応は困難であり、詳細なリ

スク評価を行う必要があります。
このような詳細なリスク評価では、少数の事例を丁寧に評

価する必要があります。暴露評価においては、時間的、空
間的に高い解像度が要求されます。また、社会経済に関わ
るクリティカルな事象を取り扱うため、極端なワースト
ケースではなく、現実に近いリーズナブルな評価が必要に
なります。

産総研が開発を行ってきたリスク評価ソフトウェアの大部
分は、詳細なリスク評価での使用を目的としたものです。
これまでに、大気、水、海洋、室内製品などに含まれる化
学物質からの人や生態系への暴露を推定するモデルや化審
法対応可能な生態リスク評価ツールなど、リスク評価の対
象に応じて様々なソフトウェアを開発してきました。我々
が開発を進めてきたモデル・ツールは、図に示すように、
大気環境経由の暴露や室内製品からの直接暴露について
は、主に人への影響を対象としており、河川や海域などの
水環境経由の暴露は、主に水生生物を中心とした生態系へ
の影響を対象としています。

これらは誰もが使える評価ソフトウェアとして、言うなら
ば「環境の読み書きそろばん」となるように開発を行って
おり、基本的に無償で公開しています。産総研安全科学研
究部門のウェブサイトから誰でもダウンロードやCD-ROM
で入手できるので、まずは使っていただければ幸いです。

 

図　産総研が開発した環境暴露評価ソフトウェア

詳細解析の表示例

・5 km×5 kmを基本グリッドとして、濃度分布が計算される
・最大100 m×100 mの高解像度での詳細な解析も可能

図　ADMERで推定した大気中ベンゼン濃度分布表示の例

大気モデルADMER / ADMER-PRO

●はじめに
化学物質による人への健康リスクを評価するに当たって

は、人がどこにどれだけ住んでいるかという情報（人口の
地理分布）が重要ですが、それは一般に数kmという短い距
離内でも大きく変化します。そのため、曝露評価では、そ
の変化に応じ、空間的に高解像度な濃度分布の情報が必要
となります。産総研では、ADMER / ADMER-PROといっ
た大気拡散モデルを開発し、詳細な曝露評価に寄与して参
りました（図参照）。
●ADMER / ADMER-PROに共通の特徴

ADMERとADMER-PROは、後述するように、対象とする
物質が異なるためモデルの計算スキームは全く異なります
が、基本的な開発コンセプトは同じです。それは「曝露・
リスク評価の実務に使える大気拡散モデルを開発する」こ
とです。このために、リスク評価の実務に携わられると想
定される必ずしも大気モデルの専門家とは限らない方々へ
の利便性向上をめざした結果、両モデルとも世界的にも珍
しい以下の特徴を有するモデルになっております。

・計算結果の表示機能を含む便利なユーザインタフェース
・計算に必要となる主要データをモデルに内蔵
さらに、両モデルに共通の特徴としてもう一点特筆すべき

は、参考文献１），2)に示すような実環境の場できちんとした検
証が行われていることが挙げられます。
●ADMER / ADMER-PROの違い

一方で両モデルには、対象ユーザ、対象物質、操作性の面
で若干の相違があります。

ADMERは一般市民を含む極めて幅広い方々を対象ユーザ
に見据えて開発されたため、操作性が極めて良く、短時間
で計算結果を得られるモデルとなっております。その結果、
政策決定等の場面も含むリスク評価・アセスメントにおい
て使用されてきた数多くの実績があります。その反面、計
算スキームの簡単化を優先したため、対象物質が直接大気
へ排出される物質のみに限定されるという制約もあります。

一方、ADMER-PROは大気中の複雑な反応過程もモデル
に取り込んでいるため、排出物質に加え反応生成物質の評
価も可能なモデルとなっております。その反面、計算スキー
ムは複雑であり、計算時間や操作性の点ではADMERに比較
すると劣っています。この結果、ADMER-PROのユーザは、
現在のところ、国や地方の研究機関、大学等の研究者や学
生等、大気モデルの専門家に近い方が中心となっています。

●反応生成物質の新たなリスク評価枠組のご提案
前号のニュースレターにも記した通り、近年、健康リスク

評価におけるオゾンやPM2.5をはじめとする反応生成物質
の相対的な重要性は高まるばかりです。そのため、今後は、
ADMER-PROのような複雑な反応過程を含む高度なモデル
を用いたリスク評価の需要が、現在の研究所や大学のユー
ザに加え、事業者等にまで拡大することが予想されます。
その際に心配されるのは、先にあげたモデル操作性の問題
や計算結果の解釈の仕方が難しいなどの問題のため、本来
必要であるはずのリスク評価が躊躇されてしまう可能性で
す。こうした事態を避けるために、我々は、共同研究や産
総研技術コンサルティング制度を利用した評価枠組を積極
的に推奨しております。例えば、以下のような課題はござ
いませんか？

・環境規制や新エネルギー導入等各施策に対する反応生成
物質も考慮した環境影響評価

・自社から排出される化学物質の反応生成物質も含めた周
辺環境への影響評価

検証済みで豊富な使用実績を有する産総研の大気モデルを
用いて、これらの課題にご一緒に対応していくことができ
れば幸いです。

 
参考文献：
１）東野ら（2003）、大気環境学会誌38、100-115.
２）井上＆東野（2015）、大気環境学会誌50、278-291.

環境暴露モデリンググループ　井上和也
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なります。
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で入手できるので、まずは使っていただければ幸いです。

 

図　産総研が開発した環境暴露評価ソフトウェア

詳細解析の表示例
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図　ADMERで推定した大気中ベンゼン濃度分布表示の例
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参考文献：
１）東野ら（2003）、大気環境学会誌38、100-115.
２）井上＆東野（2015）、大気環境学会誌50、278-291.

環境暴露モデリンググループ　井上和也
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●開発の背景
化学物質の人への暴露については、これまで環境経由の暴

露と作業環境暴露に注力して評価や対策が行われてきまし
たが、近年、人々の関心は身近な製品からの暴露に移って
きています。

製品に含有される化学物質によって人の健康が害されるよ
うな事故（製品事故）の原因究明や製品開発における安全
性評価では、実際の使用環境に近い状況での詳細なリスク
評価が必要です。しかし、従来は、実務で使えるツールが
なかったことから、極端に安全側の値を用いて過大にリス
クを評価する傾向にありました

行政機関や事業者が、室内製品のリスク評価の実務で使用
で き る ツ ー ル と し て は、欧 州 のECETOC-TRA、米 国 の
E-FASTなどが利用されていますが、これらはいずれも審査
対応のための定型的な評価を目的としたものであり、詳細
なリスク評価には向いていません。このため、日本の実情
にあった暴露評価とリスク評価ができるツールの開発が望
まれていました。

我々は現在、室内環境における製品からの化学物質暴露手
法開発の研究に取り組んでいます。これまでに「室内暴露
評価ツール(iAIR)」を開発し2011年から公開しています。
しかし、iAIRは、室内の空気からの吸入暴露のみを対象とし
ており、皮膚接触による経皮暴露やハウスダスト経由の経
口暴露などへの対応ができませんでした。そこで、吸入だ
けでなく、経皮と経口の暴露経路にも対応した、室内で使
用される製品に含まれる化学物質の人への暴露を推定する
ツ ー ルICET（Indoor Consumer Exposure assessment 
Tool）を開発しました。
●ICETの特徴

ICETは、室内製品から人への吸入、経皮、経口暴露を推
定できます。既存の多くのツールは、洗剤や殺虫剤など化
学物質を単体または混合物として直接使用する場合を対象
としていますが、ICETは家電や家具等のような成形品の中
に含まれている化学物質が揮発や溶出することによって生
じる人への暴露を評価できます。従来の評価ツールと比べ
て、以下のような優位な特徴を持っています。
１）成形品の暴露評価の信頼性を向上
　従来の成形品からの暴露評価では、皮膚とハウスダスト
経由の移行量の推定において、不確実性が大きいことが課
題でした。そこで、ICETでは、成形品との直接接触による
経皮暴露の評価において、皮膚表面への移行率と経皮吸収

率を推定する機能を開発しました。これにより、従来は極
端に過大な移行率及び吸収率を用いて安全側に推定してい
ましたが、実際の製品使用時に近い状況が再現できるよう
になりました。さらに、成型品からハウスダストを経由し
た、人への経口暴露を推定する機能を開発しました。これ
まではハウスダスト経由の推定は数少ない実測データのみ
に依存しており、このような推定機能を搭載したツールは
他にはありません。

ICETは、製品中の化学物質が、製品表面に付着したハウ
スダストに直接移行する量を推定できます（図１）。推定の
ために必要な項目のうち、最も重要な製品からハウスダス
トへの移行率については、プラスチック部材からハウスダ
スト模擬体への移行試験を実施し、得られた経験式により
化学物質の蒸気圧を用いて推定する機能を搭載しました。

 

２）室内での多様な使用形態に対応
住宅の室内では、殺虫剤や洗剤などの化学物質が、液体状

やスプレー噴霧などさまざまな形で使用されます。ICETは、
このような多様な使用形態を考慮した室内濃度推定機能を
搭載しました。住宅の各部屋の室内空気中の化学物質濃度
について、時間的変化を推定することができ、壁や床等へ
の吸脱着も考慮されます。また、長期間の暴露を効率よく
計算するために、定常状態を仮定した推定もできます。ス
プレー製品については、独自の噴霧実験を実施し、噴霧者
周辺空間と粒子の沈降を考慮できる推定式を開発しました。
防虫剤については、寝室に隣接したクローゼットとの間の
空気の移動や、クローゼット内に置かれた収納容器との間
の空気の移動を考慮した濃度が推定できます（図２）。

３）暴露量の人口分布を推定

ICETは、モンテカルロシミュレーションにより、既存の多くの

ツールが対象としている一人の人間の住宅内での暴露量だけで

なく、暴露量の人口分布を推定することができます。また、日

本の住宅とそこに暮らす世帯の属性と、そこで設置・使用され

る代表的な製品、含有する化学物質についての各種データベ

ースを搭載しています（図３）。上記の機能とデータベースを用

いて、日本全体を母集団とした暴露量の人口分布を推定できま

す（図４）。これにより、日本の実情にあった暴露評価が可能と

なり、現実的にはほとんど起きないようなワーストケースの状況

ではなく、実際の使用環境に近い状況での評価ができるように

なりました。

 

●活用イメージ
ICETは、現実的な暴露シナリオに基づく詳細な評価が可能

であり、行政機関や事業者が実務で用いることを想定して開発

しました。まず、製品事故によるリスク評価での活用が考えら

れます。例えば、製品の製造工程において不純物や副生成物

として混入した化学物質が消費者に及ぼすリスクを、事前もし

くは事後に評価することができます。また、企業での製品開発

時の安全性評価での活用が考えられます。自社製品を様々な

状況下で使用した場合や、日本の一般家庭で使用した場合の

暴露状況等を事前に予測することにより、製品に使用する化学

物質の種類や量、使用形態等を検討することができます。また、

将来的には、REACH登録時の事前評価や、国内において製品

のリスク評価制度が新設された場合においての利用も想定され

ます。

●ツールの公開
ICETは、Windowsソフトウェアとして開発しており、市販

されているごく普通のPCで動作します。安全科学研究部門の

ウェブサイトで、2016年10月に公開いたしました。ADMER

等と同様に、誰でも無償でダウンロードして利用していただけ

ます。

●謝辞
本研究開発は経済産業省よる支援を受けて行ったものです。

図２　室内での多様な使用形態に対応

図３　各種データベースを搭載

図４　暴露量の人口分布

環境暴露モデリンググループ　梶原秀夫
室内製品暴露評価ツール（ICET）
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図１　皮膚とハウスダスト経由の暴露量を推定
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●謝辞
本研究開発は経済産業省よる支援を受けて行ったものです。

図２　室内での多様な使用形態に対応

図３　各種データベースを搭載

図４　暴露量の人口分布

環境暴露モデリンググループ　梶原秀夫
室内製品暴露評価ツール（ICET）
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図１　皮膚とハウスダスト経由の暴露量を推定
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図 2　食の安全性評価の表示事例

 

 

有害化学物質生物蓄積モデル（CBAM） Windows版 Ver.4.0

難分解性の化学物質は、食物連鎖を通してより高次の生物
に蓄積され、その生物をヒトが長年に渡り食すことでヒト
に対し影響を及ぼす可能性があります。この問題を解決す
べく、生物体内濃度の推定手法に関する研究が進められて
います。これまでの脂肪蓄積性のある化学物質を対象物質
とした有害化学物質生物蓄積モデルに改良加え、放射性セ
シウムにも対応した有害化学物質生物蓄積モデルを開発し
ました。

我々は、専門的な知識がなくても簡単な操作で生物体内の
化学物質濃度推定や食の安全性評価が可能な有害化学物質
生物蓄積モデル（CBAM）Windows版Ver.4.0を開発しま
した。このWindows版では、従来の化学物質に加え、重金
属、放射性物質にも対応できるようにしています。モデル
の機能は以下の通りです。

・生物種の選定
・生物体内の化学物質濃度および量の推定
・生物体内の重金属濃度および量の推定
・生物体内の放射性物質の放射能濃度の推定
・預託実効線量の推定
・ヒトが魚を食した時の安全性の推定
・化学物質濃度推定のための計算パラメータの設定

・重金属濃度推定のための計算パラメータの設定
　・放射性物質の放射能濃度推定のための計算パラメータの

設定
・生物成長（体重変化）パラメータの設定
・時系列表示を含む、計算結果の空間分布図化
・計算結果の任意の点での時系列表示
・計算結果の抽出(CSV形式) (BMP・JPEG・WMF形式)

計算例として、2011年3月に発生した東京電力福島第一
原子力発電所の事故により大気あるいは海洋中に放出され
た放射性セシウム（134Cs, 137Cs）の東京湾に生息する
水産有用生物（シロギス）体内の放射能濃度推定から、ヒ
トがその生物を食した時の食の安全性評価を行った結果を
以下に示します。

モデルにおける食の安全性評価は、預託実効線量を利用し
た評価手法を採用しています。図１に示す預託実効線量と
は，食品摂取後長期間にわたってヒトが受ける内部被ばく
の影響を評価する基準として用いられています。成人の場
合は、食品を摂取してから50年間に受ける線量を最初の1年
間で受けたとして計算しています。その結果が厚生労働省
の基準値を超えている場合は赤色、超えていない安全な場
合は青色で示されます（図2）。

 

   
 

　 　　

環境暴露モデリンググループ　堀口文男

　河川流域では、2001年のPRTR制度の導入や2011年の改
正化審法の施行に伴い、化学物質が生活や産業活動で定常
的に排出される状況を想定したリスク評価が重要になって
います。最近では、東日本大震災のような自然災害や産業
事故により、化学物質が河川へ流出したときの環境影響を
評価する必要性も生じています。事故等により非定常的に
排出された化学物質のリスクを低減するための取り組みと
しては、観測することはできないため、モデルによりシナ
リオ予測する以外にはありません。
　河川モデルAIST-SHANELは、工場排水や生活排水などを
通じて流出した化学物質の河川水濃度を下水処理場での除
去を考慮しつつ時間的・空間的に推定するモデルです。
2012年に公開したAIST-SHANEL Ver.2.5では、全国109
の一級水系を対象として、3次メッシュ (約1 km格子)かつ
月単位の河川水濃度を溶存態、懸濁態別に推定できるよう
にしています。これまでに、石鹸洗剤工業会の改正化審法
への対応や大手洗剤会社の化学物質の自主管理のため、洗
剤に含まれる界面活性剤に対する全国規模の生態リスク評
価に本モデルが積極的に使用1)されています。また、休廃止
鉱山における処理水に含まれる重金属の下流河川への影響
評価にも利用2)されるなど、AIST-SHANELの活用の場面は
広がりつつあります。
　2011年に発生した東日本大震災による原発事故では、環
境中へ排出された放射性物質のうち、土壌への吸着性が高
い放射性セシウムが残存しています。放射性セシウムが出
水時に土壌粒子とともに河川へ流出し、河川水濃度が上昇
するということは予想できますが、実際に観測することは
困難です。著者らは、放射性セシウムの環境動態を考慮で
きるようAIST-SHANELを一部改良し、阿武隈川流域での河
川水濃度の濃度分布や時系列変化を推定しました。このモ
デルが広範囲にわたる放射性物質の濃度変化を推定できる
だけでなく、除染等の対策評価にも利用できることを示し
ました3)。
　2012年には利根川水系の上流域で化学物質の漏洩事故
(水質事故)に伴い、下流域の浄水場にまで影響が及び広範囲
で取水停止や断水が発生したこともあって、より一層の水
質事故への対応が重視されるようになりました。また、企
業のCSR活動におけるBCP策定やレスポンシブルケアの取り
組みの一環として、今後、事故によりどの程度のリスクが
ありそうか予め想定しておく必要性も増えると思われます。

こうしたニーズに対応できるように、AIST-SHANELの空間
解像度を250 m格子へと向上させ、任意水系で日単位の河
川水濃度を推定できるモデルを開発し、従来のモデルと合
せてVer.3.0として公開しました。モデルの新たな機能につ
いては、ニュースレター 25号(2016年3月発行)で紹介して
います。
　このモデルの活用例の一つとして、最近注目されている
レジリエンス評価があります。例えば、代表的な界面活性
剤 で あ るLASを 対 象 に し た 水 質 事 故 を 想 定 し、平 常 時
(Case0)と事故発生時(Case1)での事故発生地点から最下流
までの河川水濃度を比較します。この結果により、どの地
点で平常時のレベルに戻るのかを日単位で予測することが
できます(図参照)。 

　AIST-SHANEL Ver.3.0を活用することによって、産業界
での改正化審法への対応や、企業の自主管理活動をより一
層進めることができると考えています。各種ニーズに応じ
てAIST-SHANELのモデルをカスタマイズすることも可能で
す。ご興味がございましたら、お問い合わせ下さい。

参考文献：
1)　日本石鹸洗剤工業会HP、安全と環境、 
　　http://www.jsda.org/w/02_anzen/
2)　独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構HP、平

成25年度第1回鉱害環境情報交換会、
　　http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_01_000025.html
3)　石川ら(2014)、水環境学会誌37、29-43.
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リスク評価戦略グループ　篠原直秀

上級主任研究員　松永猛裕

■お問い合わせ
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産業技術総合研究所　安全科学研究部門
〒305‐8569　　茨城県つくば市小野川16‐1
Phone  029-861-8452　  FAX  029-861-8422
E-mail: webmaster_riss-ml@aist.go.jp
URL:http://www.aist-riss.jp/
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発　行　者 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
企画・編集 安全科学研究部門広報グループ
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国際会議参加報告

編集後記 　産総研では、研究成果を公開し、社
会で広く活用されるように普及活動を進

めています。安全科学研究部門の化学物質からの暴露とリスク
を評価するソフトウェアについては、各種イベントやパンフレット
の配布などを通じ、広報活動を行っています。ニュースレターで

は、これまで個別のソフトウェアの公開ごとにお知らせしてきま
したが、今秋の室内製品暴露評価ツールICETの公開に合わせ、
環境暴露評価ソフトウェアの特集を組み、公開ソフトウェアをま
とめて紹介することにしました。ご興味をお持ちいただけました
ら、お問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　　（石川 記）

　2016年7月3日-8日にゲント大学（ベルギー・ゲント市）で
開催された国際学会Indoor Air 2016に参加しました。この学
会はISIAQ（国際室内空気質学会）が主催して2年に1度開催
されており、今回も1,000人以上の参加者が集まりました。5
年前、10年前と比較して、医学系や建築系の発表が減り、化
学系の発表が増えていたのが印象的でした。化学系の発表の
中 でも、室 内 空 気 中 の 粒 子 へ の 半 揮 発 性 有 機 化 合 物

（SVOC）の吸着についての実測やモデル化の報告が多く行わ
れていました。また、私がこれまでに開発・取り組んできたパッ
シブ型の放散量測定に追随する動きが増えており、評価されて
いることが喜ばしいと共に、パイオニアとして更に前を行く研究

を進めなければと感じさせられました。また、日本では許可が
下りないであろう研究者自身を被験者としたボランティア実験

（SVOCへの経皮曝露と代謝に関する試験）についても、いく
つも報告がありました。私は、日本国内60軒の住宅120部屋
で微生物由来揮発性有機化合物（MVOC）濃度を測定し、部
屋の湿度環境や居住者の症状と比較した研究について発表し、
個別物質の有害性に関する最近の報告事例や解析方法につい
て等、様々なコメントを貰い、有用な議論を重ねることができま
した。微生物に関しては、以前の様な培養法による試験の報告
が少なくなり、次世代シーケンサーやrPCRなどを用いた新しい
手法についての報告が非常に多くなっていました。

　2016年6月20日、東京堂出版から「花火の辞典」が発刊
されました。この本は東京大学教授で火薬学会長も務める新井
充教授の監修で、歴史、科学技術、花火の種類や構造等、多
方面の専門家が執筆したこれまでにない網羅的な辞典といえま
す。私は科学技術の観点から、使われる化学物質の種類、光
の効果の原理等を解説しました。特にストロンチウム等の炎色
剤を入れるとなぜ赤い火を出すかについて、説明した本はほと

んどありません。この本では、そうい
う科学的な部分を丁寧に解説しまし
た。また、「花火の研究を行っている
産総研」という項を作って頂き、私共
の安全研究を紹介させて頂きました。  

新刊紹介：「花火の辞典」

受賞報告
爆発安全研究グループの荷福正治客員研究員が、粉じん爆発の研究に対し、The 

Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of 
Sciences から The Cybulski Medal を授与されました。Prof. Dr. Cybulski は
ポーランドの Central Mining Institute (in Katowice) の所長を長年務められた方
です。このポーランド科学アカデミー賞（The Cybulski Medal）は、Prof. Dr. 
Cybulski の炭じん爆発、粉じん爆発、燃焼工学、鉱山保安等の研究に対する多大
な業績を顕彰して設けられ、爆発に関する研究に功績があった人に授与されていま
す。（受賞日：2016年7月28日）

Indoor Air 2016 参加報告

「２1世紀は水の世紀」と言われる。水は生物全ての生命の源であり、それゆえ、生活、経済
の基本でもある。しかしながら、農業にも工業にも生活用水にも汚染水を使用せざるを得ない地
域は多く、世界の６分の１の人々は安全な水を得られていない状況にある。特に新興国、発展途
上国においては、人口の増加や生活水準の向上により、工業廃水や生活排水により水環境への
負荷が増大しており、国連などにおいても支援の必要性が訴えられている。

水環境の改善の為には、“下水処理施設などのインフラの充実”、“環境負荷の小さい化学物質
の使用” が必要であるが、特に発展途上国においては、モニタリング能力不足と水の汚染が著し
いにも関わらず水の浄化に対する意識の低さから、インフラの整備が進んでいない。そのような
状況において、産業界、特に新興国や発展途上国に展開する企業責任は重く、化学物質の使用
に関しても展開国の実情に合わせた取り組みが必要となる。この両課題を解決するには、環境負
荷リスクを精緻に予測し “見える化 “すること、結果を化学物質の設計、使用に反映することが
重要である。

環境負荷リスクは化学物質の水生生物（藻類、甲殻類等）への影響のポテンシャルとそれらへ
の暴露実態から判定を行う訳だが、水生生物への影響は実験室レベルでの試験において精緻に
評価することが可能である一方で、暴露実態を捉えることは困難であり、モニタリングに頼ってい
るのが現状である。モニタリングは、時間、コスト、労力の面から、スポットデータにならざるを
得ず、データの代表性の懸念も残る。このような課題を満足すべく、既に種々の環境暴露評価モ
デルが提案され、精緻な予測が可能となっている。しかしながらモデルに必要な詳細な地理情報

（河川流量、土地利用、標高、位置情報、気象データ、人口など）が揃っていいない新興国や
発展途上国に適用することが難しい。

以上のことを踏まえ、次の要素を満足できる環境暴露評価モデルの確立を期待したい。
①　水域全体の汚染実態を把握することができる･･･網羅性
②　季節などの時間的変化の影響（雨量や温度変化による生分解、吸着などの化学物質の動

態など）を把握できる･･･時間的視点
③　先進国、途上国を問わず、広い水域の評価が可能である･･･汎用性
④　急速に変化する人口や生活水準、インフラの影響をシュミレーションできる･･･未来予測
⑤　上記が実測データを伴わずに迅速に実現できる
ここまで述べたように、精緻かつ拡張性、汎用性に優れる環境暴露評価モデルの構築は、環

境を維持、保護する上で最もベースとなる重要な因子である。全生物が豊かに生存でき、安寧な
社会を実現する為に、産官学、国境の枠を越えた今後の取り組みをお願いしたい。

化学物質の環境暴露評価ソフトウェアへの期待

花王株式会社　安全性科学研究所
所長　蓮見基充
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