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新研究員紹介

編集後記 　産 総研（安全科学研究部門）で は 大
気、水質、土壌などの環境汚染、また

火薬類や高圧ガスの爆発安全性に関する評価研究を行っていま
す。今号ではこれら研究の中から、身近にありながらその影響
や存在などが意外と知られていない潜在的なリスクに関する研

究を特集してみました。特に巻頭言では我が国では既に過ぎ
去ったリスクのように考えられている水銀の問題を取り上げ、
我が国にも影響を及ぼす懸念についてお書き頂きました。本号
が私たちの周囲に、いくつもの潜在的なリスクがあることを、
改めて知る機会となれば幸いです。　　　　　　　  （近藤記）

　4月より安全科学研究部門に着任しました小澤と申します。
新人オリエンテーションや研究環境整備が一段落し、最近は近
所のグルメ開拓を楽しんでいます。つくばは最先端施設と豊か
な自然環境のギャップが面白く、今の季節は研究所隣の青田か
ら蛙の喚声が聞こえてきます。産総研入所前は東京大学新領域
創成科学研究科の博士課程生として、家庭の省エネルギー対
策に関する研究に取り組んできました。家庭のエネルギーの使
いかたはライフスタイルによってまちまちです。博士研究では、
多様なライフスタイルに合わせて省エネ行動の提案や燃料電池
の運転をする方法を開発して、頑張らない家庭の省エネに寄与

してきました。家庭に対して省エネ行動
を提案する実証実験を行い、開発した
手法が社会に役立つかどうか判断する
機会を得られたことは、大学での貴重
な経験の１つです。これからは、大学で
培ったデータ分析・モデル開発能力と、
当部門で開発しているライフサイクル影
響評価手法などを組み合わせて、エネルギー技術・対策が社
会全体に与える影響を評価していきます。評価研究を通じて持
続可能な社会に貢献できるよう、日々精進していきます。

社会とＬＣＡ研究グループ　小澤暁人

受賞報告
安全科学研究部門の緒方雄二（副研究部門長）、田原聖隆

（社会とLCA研究グループ長）、工藤祐揮（社会とLCA研究グ
ループ主任研究員）、杉山勇太（爆発安全研究グループ研究員）
の４名が所属する学会・協会から表彰されました。

緒方副部門長は、産業技術総合研究所、鹿島建設株式会社、
カヤク・ジャパン株式会社の３者の共同研究で開発した微小発
破解体工法が建築技術として実用化された実績が評価され日
本建築学会より2016年日本建築学会賞を受賞しました。

【受賞者の一言】今回、伝統ある学会の賞が受賞でき、光栄で
す。これも関係者のご支援の賜であり、深く感謝します。

田原ＧＬは、インベントリデータベースの構築や環境効率指標
の開発などの業績、またLCA研究の第一人者として論文等によ
る研究成果の社会への普及の貢献により、日本LCA学会より第
７回日本LCA学会功績賞を受賞しました。
【受賞者の一言】大変名誉ある賞をいただきました。今後も新
たなLCA手法の研究およびインベントリデータベースの構築に

邁進していきたいと思います。
工藤主任研究員はエネルギーシステム分析にLCA手法を組み

合わせることによる、エネルギー・環境問題の解決を目指した
持続可能なエネルギーシステムの構築を目指した研究業績によ
り、日本エネルギー学会から平成27年度日本エネルギー学会
進歩賞（学術部門）を受賞しました。

【受賞者の一言】名誉ある賞をいただき、光栄に思っています。
これを糧に、今後の研究活動に励んでいく所存です。

杉山研究員は、火薬類の爆発によるフィジカルリスク評価に
於いて、実規模の爆発現象に対応できる数値シミュレーション
技術の開発と爆発影響の評価への貢献と火薬業界発展への寄
与により、火薬学会より火薬学会技術賞を受賞しました。

【受賞者の一言】火薬学会技術賞をいただきまことに光栄に存
じます。今後は、さらに私の持つ技術の研鑽に励み、数値解析
による爆発影響評価を可能とする手法の開発を目指します。

1956年にわが国で確認された水俣病は水銀による環境汚染問題であり、深刻な健康被害をも
たらし、汚染海域の生態系の回復にきわめて長期間を要した。これは、アルデヒド製造時にメチ
ル水銀含有排水が八代海にほとんど未処理のまま長期にわたって多量に排出され、汚染された魚
介類の摂取により発症した中毒性の神経疾患である。

当時、経済成長が優先され、人の健康と環境への配慮を欠いた原因企業や国等の行動が深刻
な水俣病被害をもたらした。我が国では、公害対策基本法（1967年）や環境基本法（1993年）の
整備により、国民の健康保護と生活環境の保全対策が強化され、現在に至っている。しかし、発
展途上国では、零細・小規模金採掘等に伴う水銀蒸気の排出や化学工場廃液によって、水俣病
が発生している。国際的には今もなお水銀による健康被害や地球規模汚染が懸念されている。

環境中への水銀排出に関するUNEPの報告（2013年）によれば、自然起源、再排出・再移動
等を含む大気への世界の年間排出量（5,500～8,900トン）の約30％が人為起源、残り60％は一
度排出され土壌や海洋に蓄積された水銀の再放出、その他10％は自然起源と考えられている。
一度排出された水銀は、大気や海洋等を通じて長距離移動し減少せずに全世界を循環するため、
再放出水銀の多くは産業革命以降の人為起源と推定されている。今後世界の人為起源排出が抑
制されても、全世界の循環水銀量は確実に増加していく。環境残留性が高く、生物蓄積性があ
る水銀は、食物連鎖を通じてマグロなどの高次捕食動物に高濃度に蓄積されやすい。さらに、人
への毒性が強く、特に発達途上（胎児、新生児、小児）の神経系に有害な影響を及ぼす恐れがあ
る。

熊本市・水俣市での外交会議（2013年）において、水銀による地球規模の環境汚染と健康被
害を防止するため「水銀に関する水俣条約」が全会一致で採択された。この条約は、水銀によ
る人の健康・環境リスクを低減するため、水銀に対して、産出、使用、環境への排出、廃棄等
そのライフサイクル全般にわたって包括的な規制を策定する初めての条約である。

わが国の一般大気中水銀濃度は、すべてのモニタリング地点において、環境中の有害大気汚
染物質による健康リスクの低減を図るための指針値（年平均値40ng/㎥）を大きく下回っている

（2014年度の最高値は4.9ng/㎥）。このような状況下で大気汚染防止法を改正し（2015年）、
水銀等の大気排出施設に対して、抑制対策として排出基準を設定した（2016年）。この排出基準
は、大気中の水銀等の直接吸入による健康被害の防止というよりも、地球規模で環境中を循環
する水銀総量の削減のために設定された。このような観点からは、水銀をはじめ化学物質の潜在
的なリスクへの取り組みが大切である。

我が国としては、国内における排出抑制のみならず、地球全体での水銀排出量を削減していく
ために、開発途上国に対して先進的な取り組みの紹介等を含めて能力形成や技術援助等の支援
を行っていく必要がある。

水俣条約と我が国の大気汚染防止法による水銀排出抑制

環境省中央環境審議会会長代理
(一財)日本環境衛生センターアジア大気汚染研究センター

　所長　坂本和彦
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特集：潜在的なリスクへの安全性研究

排出暴露解析グループ　頭士泰之

図１　東京湾流域において網羅的手法で抽出された400種以上の
化学種とその一部の物質についての環境レベル空間分布
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産業的に使われている化学物質の数は国内だけでも5～10
万種に及ぶと言われています。最近では新規に発見された化学
物質の情報を集約するChemical Abstracts Service（CAS）
の登録物質数が急速に増え、累計1億を超えたことが業界内で
も話題になりました。その様な中で私たちは普段、化学物質に
囲まれていることを意識せず利用しながら暮らしています。しか
し時に事故・悪用・誤用や知識不足などに起因する化学物質
リスクや化学物質管理対策による影響を被ることがあります。
例えば、韓国で2011年に明るみとなり、乳幼児63名を含む
95名の死者を出してしまった一般家庭向け加湿器の事故は、
その補給水に雑菌除去の目的で加えていた殺菌剤が原因とさ
れています1）。加湿器メーカーは販売中止措置を経て、2016
年に入り謝罪会見を行っていますが、事態は依然として深刻で
す。国内では2012年、ホルムアルデヒド（HCHO）が水道水中
に基準値を超過する濃度で混入し、利根川などの浄水場では
取水停止措置がとられ、断水により多くの住民に影響が出まし
た。これは河川上流で産廃業者により排出されたHCHO前駆
体が、浄水場の塩素処理によりHCHOに変化したことによるも
のでした2）。この様に、思いもよらぬ所で問題が生じ、一気に
噴出することがあるのが化学物質管理の難しい面と言えます。
これらの改善に向け、注目物質のみを観測・評価するのではな
く、実際に存在・生成しうる化学物質を網羅的に把握し、評価
を行う仕組みが求められています。
　化学物質の網羅的把握の試みは、環境分野において研究開
発が始まっています。従来の環境モニタリングは、注目物質の
みを対象とするものが主体でした。しかし分析装置の発展によ
り、一定範囲の性質を有する物質については、その環境に存在
する物質を一挙に把握することが高水準で可能になってきてい
ます。我々の取り組みの中に国立環境研究所と共同して、最先
端分析装置を用い、東京湾流域の網羅的広域モニタリングを
実施した事例があります3）。この装置は2次元ガスクロマトグラ
フ-飛行時間型高分解能質量分析計（GC×GC-HRTOFMS）と
いうもので、多数混合した物質を2段階高度分離し、それらの
精密質量計測を可能とするものです。こういった網羅分析用の
装置は、非常に大量の信号を出力するため、高度な信号・情
報解析技術が必要となります。そこで解析技術の独自開発も進
め、妨害信号と化学物質由来の信号の分離を行い、これら抽
出信号と20万以上に及ぶ物質信号のデータベースとの照合解
析を実施しました。結果として流域全体で、従来手法の3倍以
上となる約400種の化学物質が高い照合一致率で抽出されま

した（図１上）。物質の一部について解析を進めると、東京湾流
域において農薬類は農地で高いレベルとなる一方、繊維製品
等に含まれる難燃剤は都市域を中心に広く分布するといった点
まで分かります（図１下）。網羅分析を行うことで、私たちが普
段気づいていないだけで、実際には多くの化学物質に囲まれて
いることが見えてきます。

網羅分析手法は、照合データベースの充実や信号分離手法
の高度化等との組み合わせにより、さらに多くの物質把握を可
能とします。これにより、見逃していた有害物質やそれらの副
生につながる物質を的確に捉えられるようになり、化学物質由
来の問題発生を低減させられると期待できます。

今後はこれら手法の発展と、無数の物質に対して迅速にリス
ク評価を行うための、物質同定を行わずに信号解析してリスク
を捉える手法についても開発に取り組みたいと考えます。

1） Lee J. H. et al., Environ. Sci. Technol., (2012) 2498-
2500. 

2） 金見拓, 日本リスク研究学会誌, (2013) 57-64. 
3） Zushi Y. et al., Chemosphere, (2016) 398-406.

 
図１ インベントリとしての水消費量の分布

 

図２　各地域での単位量の水消費による環境影響

水資源危機は身近にあるリスクなのか？

昨年12月にパリ協定が締結されるなど気候変動抑制に向け
たニーズは益々高まっており、その重要性は既に皆さんよくご
存知のとおりと思います。この気候変動と並んで、国連の持続
可能な開発目標（Sustainable Development Goals: 
SDGs）の17の目標の１つとして、持続可能な水資源の管理が
掲げられています。UNESCOの推計では人口増加などに伴う
水需要の増加により、2030年には地球上の人口の約5割が水
不足に直面していると予測されています。このように世界的に
見ると水資源危機は気候変動と同様に極めて重要な環境リスク
の1つであるといえます。一方で、日本では少雨に伴う水不足
により農作物価格の高騰や一時的断水などに悩まされることは
ありますが、飲料水・食料がないなどの深刻な被害に至ること
は少なく、水資源が危機にあると言われてもピンと来ない方は
多いと思います。

では、本当に上記のような世界的な水資源問題は我々にとっ
てのリスクではないのでしょうか？例えば、オランダのNGO団
体Water Footprint Networkが試算した事例では、我々が
利用する製品やサービスが消費している水の量は年間約1700

（億㎥）だと言われています。これには製品やサービスに利用さ
れる原材料などの生産における水消費、例えば輸入製品が海
外で生産される際の水消費量も含まれています。この海外での
生産活動で消費されている水の量は、先ほどの年間の水消費
量のうちの約77％を占めており、我々が利用する製品やサー
ビスに必要な水の大部分は海外の水資源に頼っています。つま
り、日本では水資源が不足しているように感じられていなくて
も、我々は日常生活の中で使用する製品やサービスに必要な
水の大部分を海外の水源に依存し、そうした地域で水資源が
不足している場合には生活用水や灌漑用水の不足による健康
被害や生態系への影響など、日本という地域の枠を超えたリス
クに責任があるといえます。
　このように身近に感じられない水資源危機というリスクを目
に見えるように定量化するため、我々の研究グループでは様々
な製品やサービスを供給するために必要な材料、素材、部品やエ
ネルギーなどの製造に利用されている水資源の量を算定するた
めのインベントリデータベースの開発、および様々な地域でそう
した水消費が生じた際に人間健康をはじめとする環境影響がど
の程度生じるのかを推定する影響評価モデルの開発を行ってい
ます。インベントリデータベースの利用により、どのような素材や

部品を利用することでどのくらいの水を消費しているかを定量
化でき、それに基いて水を消費した地域ではどの程度の環境影
響が生じるのかを算定することができます。

図１の各地域での水消費量の分布図と、図２の水消費による
影響の大きさの分布を比べて頂くと、水消費量の多い地域が必
ずしも影響が大きい地域とはなっていないことがお分かり頂け
ると思います。このようにどの素材や部品がどの程度の水を消
費しているかだけでなく、それがどこで起こっているかにより異
なる影響を定量化することがこのような身近に見えないリスクを

「見える化」するために不可欠となります。
こうした水資源に関わるリスクは環境だけでなく、水資源が不

足している地域では、気候変動などにより水資源量が変化する
ことで生産に必要な水が確保できず生産の安定性に影響が起
こり得るため、こうしたビジネスの安定性という観点からも重要
な問題となり得ます。環境リスクだけでなく、こうした様々な側面
でのビジネスの持続性についても定量化する手法の開発を進め
て、我が国の産業の持続可能性をより多面的に支援できる研究
開発を進めていきたいと考えています。

社会とLCA研究グループ　本下晶晴
私たちの身の回りに存在する化学物質
～東京湾流域を対象とした網羅的分析の実施事例～
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特集：潜在的なリスクへの安全性研究

排出暴露解析グループ　頭士泰之

図１　東京湾流域において網羅的手法で抽出された400種以上の
化学種とその一部の物質についての環境レベル空間分布
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産業的に使われている化学物質の数は国内だけでも5～10
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も話題になりました。その様な中で私たちは普段、化学物質に
囲まれていることを意識せず利用しながら暮らしています。しか
し時に事故・悪用・誤用や知識不足などに起因する化学物質
リスクや化学物質管理対策による影響を被ることがあります。
例えば、韓国で2011年に明るみとなり、乳幼児63名を含む
95名の死者を出してしまった一般家庭向け加湿器の事故は、
その補給水に雑菌除去の目的で加えていた殺菌剤が原因とさ
れています1）。加湿器メーカーは販売中止措置を経て、2016
年に入り謝罪会見を行っていますが、事態は依然として深刻で
す。国内では2012年、ホルムアルデヒド（HCHO）が水道水中
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く、実際に存在・生成しうる化学物質を網羅的に把握し、評価
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　化学物質の網羅的把握の試みは、環境分野において研究開
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端分析装置を用い、東京湾流域の網羅的広域モニタリングを
実施した事例があります3）。この装置は2次元ガスクロマトグラ
フ-飛行時間型高分解能質量分析計（GC×GC-HRTOFMS）と
いうもので、多数混合した物質を2段階高度分離し、それらの
精密質量計測を可能とするものです。こういった網羅分析用の
装置は、非常に大量の信号を出力するため、高度な信号・情
報解析技術が必要となります。そこで解析技術の独自開発も進
め、妨害信号と化学物質由来の信号の分離を行い、これら抽
出信号と20万以上に及ぶ物質信号のデータベースとの照合解
析を実施しました。結果として流域全体で、従来手法の3倍以
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した（図１上）。物質の一部について解析を進めると、東京湾流
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等に含まれる難燃剤は都市域を中心に広く分布するといった点
まで分かります（図１下）。網羅分析を行うことで、私たちが普
段気づいていないだけで、実際には多くの化学物質に囲まれて
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網羅分析手法は、照合データベースの充実や信号分離手法
の高度化等との組み合わせにより、さらに多くの物質把握を可
能とします。これにより、見逃していた有害物質やそれらの副
生につながる物質を的確に捉えられるようになり、化学物質由
来の問題発生を低減させられると期待できます。

今後はこれら手法の発展と、無数の物質に対して迅速にリス
ク評価を行うための、物質同定を行わずに信号解析してリスク
を捉える手法についても開発に取り組みたいと考えます。

1） Lee J. H. et al., Environ. Sci. Technol., (2012) 2498-
2500. 

2） 金見拓, 日本リスク研究学会誌, (2013) 57-64. 
3） Zushi Y. et al., Chemosphere, (2016) 398-406.

 
図１ インベントリとしての水消費量の分布

 

図２　各地域での単位量の水消費による環境影響
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多くの場合、化学物質の影響は物質個別にリスク評価がなさ
れます。一方、個々の物質のリスクは無視できるぐらい低いと
しても、多くの物質が集まればリスクは無視できなくなるのでは
ないかという懸念も昔からあります。確かに、身の回りには化
学物質があふれているわけですから、個々のリスクは低くても
数で勝負されるとかなわないかも知れません。

研究の起源を探れば、1926年のLoeweとMuischnek論文1）

にたどり着きます。1926年って昭和元年ですよ。元々は薬理
学の世界で始まった研究で、主戦場は未だ薬理学です。その
方法は今ではLoeweのadditivityと呼ばれ、複数物質による
総有害性は、個々の物質の濃度をそれぞれの有害性の強さで
割って足せば予測できるとします。言葉で書くと難しいですが
式で書くと簡単です。物質AとBがあって、それぞれの濃度を
[A]と[B]とします。以下の議論では「無影響濃度」ではちょっ
と都合が悪いので、変わりに10%影響濃度（EC10）を考えて、
それぞれEC10をEC10A、EC10Bとすると、

を満たす[A]と[B]の組の影響は10%になると考えます。整理す
れば

となり、これは y=a+bx という一次式で図2の赤線になります。
本当にこの直線上の濃度の組で同じ影響かが問題になります

が、実験すると値はばらつきます。問題は、どこまでのばらつ
きを許すのか、と言い換えられます。物質が一つであれば、次
のように考えます。実験により濃度反応関係およびEC10とそ
の信頼区間が求まります（図1）。お手持ちの濃度が、信頼区間
の範囲内にあれば、その濃度は10%影響からずれていないで
すし、範囲外であればずれていると考えます。

この考えを2つの物質に拡張します。実験をして影響率が
10%になる[A]と[B]の組を見つけます。この組が図2の赤線上
にあればいいのですが、実際にはずれます。そこで、ずれが有
意かを考えます。まず、[A]の影響率とその信頼区間を図2にあ
る濃度反応関係から求めます。[B]についても同じです。Aの信
頼区間を横軸に、Bの信頼区間を縦軸に表示すると箱ができま
す。図2で書いた赤の直線がこの箱の中を通っていれば、
Loeweのadditivityによる予測が信頼区間の範囲にあるという
ことを意味しているので、ずれは有意とは言えません（図2の実
験結果１の箱）。直線が箱を通らなければ（図2の実験結果２）、
ずれは有意と言えます。この場合、相乗とか拮抗とか言われる、
additive以外の何かがあることが示唆されます。

Additivityが成り立つかどうかを判定するモデルは幾つか提
案されていますが、複雑な物が多いです。ここで示した方法2）

は非常に簡単な方法で、汎用性も高いです（3つ以上の組み合
わせにも簡単に拡張できます）。

 

個人的な感想も含みますが、化学物質の複合影響というの
は歴史が長い分、膨大な研究の積み重ねがあるだけに、概念
が入り乱れているようです。そういった、複雑にもつれた糸を
ほぐしていくような研究をしていきたいと考えています。

ヒト健康と生態、共にリスク源は化学物質だけではありませ
ん。それらリスクは比較できなくてはなりません。それには、化
学物質のリスクを全てまとめたらこの程度と言える手法が必要
になります。複合影響評価の研究の重要性はますます増してき
ます。

1） Loewe and Muischnek,  Arch.  Exp.  Pathol .  
Pharmakol., (1926) 313-326.

2） Takeshita, Seki and Kamo, Environ. Toxicol. Chem., 
(2016) 1806-1814.
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図２　信頼区間に囲まれた箱

図１　濃度反応関係。破線は信頼区間の上限と下限で、この範囲
外にある濃度はEC10から有意にずれていると考える。
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リスク評価戦略グループ　加茂将史
化学物質の複合影響の話

環境暴露モデリンググループ　井上和也
2次生成物質を考慮した化学物質リスク管理へ向けて

大気汚染は過去の問題か？
近年排出規制などにより、先進国では、ロンドンスモッグや

四日市ぜんそくなどに代表される、発生源周辺の狭い範囲内

で多くの方が被害を受ける激甚な大気汚染（公害）は少なくなっ

てきました。そのため、日本を含む先進国の方々の中には、大

気汚染はいまや重要な問題ではないと考えておられる方も多い

のではないでしょうか？そのような方々にとっては、最近、英国

のNature誌に掲載された研究結果1）は意外に感じられること

かもしれません。この報告では、世界で毎年330万人もの人が

大気汚染により死亡していること、日本においても毎年2万5千

人が大気汚染により死亡しており、その多くは農業分野からの

アンモニア排出に起因する死亡であることが発表されています。

この研究で対象とされた大気汚染物質は（地表近くの）オゾンと

PM2.5であり、いずれもその多くが、原因物質から大気中で

の複雑な反応を経て生成（２次生成）されます。オゾンの原因物

質としては窒素酸化物や揮発性有機化合物（VOC）があり、

PM2.5の原因物質としてはそれらに、硫黄酸化物や上述のア

ンモニアなどが加わります。２次生成物質による大気汚染はそ

の生成メカニズム上、薄く広範囲に影響を与える、発生源や原

因物質の特定が困難である、などの特徴があるために大きく目

立つことはないですが、人の健康を脅かしているという点では

従来の公害と同じです。

現代型大気汚染の管理方法とは
　激甚な大気汚染（公害）では、被害が出るたび徹底的に対策

するという管理方法で異論はありませんでした。発生源周囲の

住人というほぼ特定された人に対して高確率で発生する死亡や

疾病は、なにがなんでも避けたいと私たちは考えるものだから

です。一方、２次生成物質に代表される現代のうすく広範囲に

影響を与える大気汚染では少し事情が異なります。被害量を定

量的に把握するとともに、実行しようとしている対策による効

果と、それに係る費用を比較（費用効果分析・費用便益分析）

したうえで、その対策を実施する、しないの選択を行う必要が

あると考えられるのです。これは、不特定の微小な確率で生じ

る死亡や疾病を回避するためには、支払ってもよいという最大

金額（支払意志額）があるということから正当化できる考え方で

あり、使用できる予算に限りがあることを考えれば至極当た

り前の管理方法だと考えられます。

安全科学部門での２次生成物質対応への取り組み
安全科学研究部門では、反応過程を含み２次生成ガスに対

応した大気モデルADMER-PROを開発・公開2）するとともに 、

それを用いた対策効果推定スキーム（図１）を採用して、多くの

環境対策の効果推定に取り組んでいます。これに関する詳細は

別の機会に譲りますが、工業用洗浄剤などの代替戦略におい

ても２次生成物質（オゾン）を考慮することで最適な代替シナリ

オが変わる可能性がある3）など化学物質管理上重要と考えら

れる結果が得られています。

最後に
近年、疫学研究の進展や曝露評価の高度化に伴い、オゾン

とPM2.5に関する人への有害性およびそれに伴う健康影響は、

更新されるたび、推計値が大きくなる傾向にあるため（例えば

世界保健機関のプレスリリース（2014）4））、現代型大気汚染

の重要性は今後ますます高まっていくと考えられます。持続可

能な発展のために、将来のエネルギー・環境政策を策定したり、

企業の環境戦略を決めたりするにあたっては、こうした「新し

い」環境問題について予めきっちり検討することが不可欠だと

考えます。皆様とご一緒に検討する機会ができますことを、心

よりお待ち申し上げております。

 
1） J. Lelieveld et al., Nature, (2015) 367-371.
2） 井上&東野, 大気環境学会誌, (2015) 278-291.
3） 梶原ら, 日本リスク研究学会誌, (2013) 173-180.
4） http://www.who.int/mediacentre/news/releases/ 

2014/air-pollution/en/

図1　ADMER-PROを用いた対策効果の推定スキーム
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[A]と[B]とします。以下の議論では「無影響濃度」ではちょっ
と都合が悪いので、変わりに10%影響濃度（EC10）を考えて、
それぞれEC10をEC10A、EC10Bとすると、

を満たす[A]と[B]の組の影響は10%になると考えます。整理す
れば

となり、これは y=a+bx という一次式で図2の赤線になります。
本当にこの直線上の濃度の組で同じ影響かが問題になります

が、実験すると値はばらつきます。問題は、どこまでのばらつ
きを許すのか、と言い換えられます。物質が一つであれば、次
のように考えます。実験により濃度反応関係およびEC10とそ
の信頼区間が求まります（図1）。お手持ちの濃度が、信頼区間
の範囲内にあれば、その濃度は10%影響からずれていないで
すし、範囲外であればずれていると考えます。

この考えを2つの物質に拡張します。実験をして影響率が
10%になる[A]と[B]の組を見つけます。この組が図2の赤線上
にあればいいのですが、実際にはずれます。そこで、ずれが有
意かを考えます。まず、[A]の影響率とその信頼区間を図2にあ
る濃度反応関係から求めます。[B]についても同じです。Aの信
頼区間を横軸に、Bの信頼区間を縦軸に表示すると箱ができま
す。図2で書いた赤の直線がこの箱の中を通っていれば、
Loeweのadditivityによる予測が信頼区間の範囲にあるという
ことを意味しているので、ずれは有意とは言えません（図2の実
験結果１の箱）。直線が箱を通らなければ（図2の実験結果２）、
ずれは有意と言えます。この場合、相乗とか拮抗とか言われる、
additive以外の何かがあることが示唆されます。

Additivityが成り立つかどうかを判定するモデルは幾つか提
案されていますが、複雑な物が多いです。ここで示した方法2）

は非常に簡単な方法で、汎用性も高いです（3つ以上の組み合
わせにも簡単に拡張できます）。

 

個人的な感想も含みますが、化学物質の複合影響というの
は歴史が長い分、膨大な研究の積み重ねがあるだけに、概念
が入り乱れているようです。そういった、複雑にもつれた糸を
ほぐしていくような研究をしていきたいと考えています。

ヒト健康と生態、共にリスク源は化学物質だけではありませ
ん。それらリスクは比較できなくてはなりません。それには、化
学物質のリスクを全てまとめたらこの程度と言える手法が必要
になります。複合影響評価の研究の重要性はますます増してき
ます。

1） Loewe and Muischnek,  Arch.  Exp.  Pathol .  
Pharmakol., (1926) 313-326.

2） Takeshita, Seki and Kamo, Environ. Toxicol. Chem., 
(2016) 1806-1814.
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図２　信頼区間に囲まれた箱

図１　濃度反応関係。破線は信頼区間の上限と下限で、この範囲
外にある濃度はEC10から有意にずれていると考える。
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リスク評価戦略グループ　加茂将史
化学物質の複合影響の話

環境暴露モデリンググループ　井上和也
2次生成物質を考慮した化学物質リスク管理へ向けて

大気汚染は過去の問題か？
近年排出規制などにより、先進国では、ロンドンスモッグや

四日市ぜんそくなどに代表される、発生源周辺の狭い範囲内

で多くの方が被害を受ける激甚な大気汚染（公害）は少なくなっ

てきました。そのため、日本を含む先進国の方々の中には、大

気汚染はいまや重要な問題ではないと考えておられる方も多い

のではないでしょうか？そのような方々にとっては、最近、英国

のNature誌に掲載された研究結果1）は意外に感じられること

かもしれません。この報告では、世界で毎年330万人もの人が

大気汚染により死亡していること、日本においても毎年2万5千

人が大気汚染により死亡しており、その多くは農業分野からの

アンモニア排出に起因する死亡であることが発表されています。

この研究で対象とされた大気汚染物質は（地表近くの）オゾンと

PM2.5であり、いずれもその多くが、原因物質から大気中で

の複雑な反応を経て生成（２次生成）されます。オゾンの原因物

質としては窒素酸化物や揮発性有機化合物（VOC）があり、

PM2.5の原因物質としてはそれらに、硫黄酸化物や上述のア

ンモニアなどが加わります。２次生成物質による大気汚染はそ

の生成メカニズム上、薄く広範囲に影響を与える、発生源や原

因物質の特定が困難である、などの特徴があるために大きく目

立つことはないですが、人の健康を脅かしているという点では

従来の公害と同じです。

現代型大気汚染の管理方法とは
　激甚な大気汚染（公害）では、被害が出るたび徹底的に対策

するという管理方法で異論はありませんでした。発生源周囲の

住人というほぼ特定された人に対して高確率で発生する死亡や

疾病は、なにがなんでも避けたいと私たちは考えるものだから

です。一方、２次生成物質に代表される現代のうすく広範囲に

影響を与える大気汚染では少し事情が異なります。被害量を定

量的に把握するとともに、実行しようとしている対策による効

果と、それに係る費用を比較（費用効果分析・費用便益分析）

したうえで、その対策を実施する、しないの選択を行う必要が

あると考えられるのです。これは、不特定の微小な確率で生じ

る死亡や疾病を回避するためには、支払ってもよいという最大

金額（支払意志額）があるということから正当化できる考え方で

あり、使用できる予算に限りがあることを考えれば至極当た

り前の管理方法だと考えられます。

安全科学部門での２次生成物質対応への取り組み
安全科学研究部門では、反応過程を含み２次生成ガスに対

応した大気モデルADMER-PROを開発・公開2）するとともに 、

それを用いた対策効果推定スキーム（図１）を採用して、多くの

環境対策の効果推定に取り組んでいます。これに関する詳細は

別の機会に譲りますが、工業用洗浄剤などの代替戦略におい

ても２次生成物質（オゾン）を考慮することで最適な代替シナリ

オが変わる可能性がある3）など化学物質管理上重要と考えら

れる結果が得られています。

最後に
近年、疫学研究の進展や曝露評価の高度化に伴い、オゾン

とPM2.5に関する人への有害性およびそれに伴う健康影響は、

更新されるたび、推計値が大きくなる傾向にあるため（例えば

世界保健機関のプレスリリース（2014）4））、現代型大気汚染

の重要性は今後ますます高まっていくと考えられます。持続可

能な発展のために、将来のエネルギー・環境政策を策定したり、

企業の環境戦略を決めたりするにあたっては、こうした「新し

い」環境問題について予めきっちり検討することが不可欠だと

考えます。皆様とご一緒に検討する機会ができますことを、心

よりお待ち申し上げております。

 
1） J. Lelieveld et al., Nature, (2015) 367-371.
2） 井上&東野, 大気環境学会誌, (2015) 278-291.
3） 梶原ら, 日本リスク研究学会誌, (2013) 173-180.
4） http://www.who.int/mediacentre/news/releases/ 

2014/air-pollution/en/

図1　ADMER-PROを用いた対策効果の推定スキーム
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我が国は、温室効果ガス排出量を2030年に2013年度比

26％削減（90年度比18％削減）と2050年80％削減する目標を

掲げており、具体的なアクションへつなげていかなければなら

ないです。また、他の環境問題も山積みで、とにかく環境負荷

を削減していくことが、我が国のみならず、人類の課題となっ

ています。二酸化炭素（CO2）をはじめとする環境負荷物質の排

出削減を促していかないとならないことは自明なのですが、「ど

うやってやれば良いのか？」「どうやったら効率よくできるのか？」

を考えなければなりません。よく講演会や授業で話をするので

すが、「ダイエットをしたいけど体重計が壊れているのですよ

ね。」と言うと皆さんは「それはやる気があるのですか？」なん

て声が返ってきます。まさにその通りで、環境負荷（環境影響）

を削減するためには、環境負荷を計ることは必要不可欠であり、

そのためにはライフサイクルアセスメント（LCA: Life Cycle 

Assessment）が重要な評価手法となっています。

　LCAを実施する上で、検討対象となる範囲のインベントリデー

タを収集する必要があるのですが、全てのデータを収集するた

めには、膨大な時間や労力を費やす必要があります。そこで、

評価の結果において影響が小さい部分については、「バックグ

ラウンドデータ」を用い、LCA実施者は影響の大きな「フォア

グラウンドデータ」を収集して評価の効率化を図ることになりま

す。この観点から、多様な環境問題の評価に対応できるバック

グラウンドデータの整備は非常に重要です。これまでの「積み

上げ型」ライフサイクルインベントリーデータベースは分野によ

る偏りが大きく、また殆ど整備されていない分野もありました。

そして、より細かい項目のデータが求められる分野もあります。

また、欧州で考案されている環境フットプリントなどへの対応な

どから、一定の品質が担保された大規模なデータベース構築が

必要となります。こうした背景を踏まえ、高い網羅性・完全性・

代表性・透明性を有し、データ品質も考慮可能なデータベース

を構築することを目的とし、統計情報によるデータと積み上げ

データをハイブリッドしたインベントリデータベース「IDEA

（Inventory Database for Environmental Analysis）」を

開発しています。IDEAの特徴は、統計情報によるデータと既

存の積み上げデータを融合したハイブリッド型のインベントリ

データベースで、図1に示すように日本標準産業分類を元に作

成した分類を階層構造化し、高い網羅性・完全性・代表性・

透明性を有し、データ品質も考慮可能です。また、ユーザーの

利便性を重視し、単位プロセスデータセットは、海外データベー

スとの親和性を考慮したデータフォーマットを持っています。図2

に示すようにデータは約3,800程度であり、世界で一番利用さ

れているデータベースであるecoinventと同等のデータ数を誇

ります。2010年にIDEAv1をリリースしましたが、IDEAv2とし

て、影響領域の拡大、英語化、データの更新を行いました。

現在、TCO2（株）からエクセルで使用可能な原単位版が販売さ

れています。また、主要なLCAソフトウェア、MiLCA（産業環境

管理協会）、SimaPro（PRe Consultants）、GaBi（thinkstep）、

openLCA（GreenDelta）でも使用ができるように、順次対応

が進められています。詳しくは当部門のHPをご覧ください。

会場の１つサンディエゴの国際会議場

会場となったNew Orleans Ernest N. Morial 
Convention Center

会場となったKonzerthaus Freiburg
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環境影響を計るインベントリデータベース（IDEAv2）の開発
社会とLCA研究グループ　田原聖隆 排出暴露解析グループ　頭士泰之

国際会議参加報告

リスク評価戦略グループ　藤田克英55th SOT 参加報告

251st ACSミーティング参加報告　　

図１　IDEAのデータ構造

図２　IDEAのデータセット数

　2016年３月13日から17日にサンディエゴで開催された米国化学会議に参加しました。本会議は米国６都市持ち回りの形で年
２回開催され、今回251回目を数える「化学」を中心話題とした大きな会合です。専門分野毎にセッションが設けられ、全体発
表数は12000題、企業ブース展示は400以上となりました。会議場は、高分子化学、生物化学、分析化学、環境化学などのディ
ビジョンに分かれサンディエゴ都市内のコンベンションセンターやホテルの会議場
ごとに行われますが、移動は簡単で分野間の垣根は感じませんでした。今回の大
会テーマはコンピュータケミストリーで、材料開発・化学反応・分子設計・毒性
予測などにおける活用が取り挙げられました。私自身は環境化学ディビジョンの
会議場にて、難分解性成分を含む消火剤の日本国内管理状況や漏洩マーカー探
索手法に関して口頭発表を行いました。発表セッションでは闊達な議論が行われ、
各セッションの最後には発表者をパネリストとしたパネルディスカッションも催され、
様々な角度から研究議論が行われました。消火剤に関する国内状況は国際的に
議論される場が少なく、今回は大変貴重な機会となりました。

 

　毒性学会（SOT: Society of Toxicology）第55回年会が、2016年3月13日から17日まで、米国New Orleansで開催されま
した。毒性学会は、世界の毒性分野における世界一の権威と水準を持ち、年会
は例年３月、毒性学に携わる各国の企業、大学、研究機関、政府の関係者が多
数集い、シンポジウムやポスター発表、展示会（ToxExpo）などが賑やかに開催
されます。今回の公式参加登録者数は6,812名でした。口頭発表およびポスター
発表において、特にカーボンナノチューブやグラフェンなどのナノ炭素材料の有害性
評価についての発表や、それらに対する質疑応答から、多くのアイデアなどを得る
ことができました。私自身、「Effects of Fiber Size of Single-Walled Carbon 
Nanotubes on Pulmonary Toxicity」と題したポスター発表を行い、今
後の研究に役立つコメントを得ることができました。来年の第56回年会は、
Maryland州Baltimoreでの開催（2017年３月12日から16日）です。更なる成
果を持って参加したいと思います。

爆発利用・産業保安研究グループ　牧野良次15th LP2016参加報告
　2016年６月５日から８日にかけて15th LP2016（International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in 
the Process Industries）に参加しました。Loss Preventionは化学産業の安全に関わる国際会議で３年ごとにヨーロッパで開催さ
れています。今回はドイツ南西部のフライブルクで開催されました。フライブルクは古くからの大学都市であり交通も便利であること
から国際会議の開催地として人気があるとのこと。私はリレーショナル化学災害
データベースおよび事故分析手法PFAについてポスター発表するとともに、リス
ク管理やリスクコミュニケーション、規制に関する話題、ヒューマンファクターや組
織ファクターに関するセッションを聴講しました。ドイツ開催とあってBASFや
Bayerから安全への取り組みを紹介する発表が多くあり、部屋が聴講者で溢れか
えるほどの盛況ぶりでした。安全教育に関するセッションでは「大学で安全教育
をしたいが、企業での現場経験が豊富な人材を教員として確保することが難しい」
といったことが話題となり、日本を含め世界各国が同じような問題を抱えている
現状を垣間見ました。

<091111> 部分肉・冷凍肉(ブロイラーを除く)
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ています。二酸化炭素（CO2）をはじめとする環境負荷物質の排

出削減を促していかないとならないことは自明なのですが、「ど

うやってやれば良いのか？」「どうやったら効率よくできるのか？」

を考えなければなりません。よく講演会や授業で話をするので

すが、「ダイエットをしたいけど体重計が壊れているのですよ

ね。」と言うと皆さんは「それはやる気があるのですか？」なん

て声が返ってきます。まさにその通りで、環境負荷（環境影響）

を削減するためには、環境負荷を計ることは必要不可欠であり、

そのためにはライフサイクルアセスメント（LCA: Life Cycle 

Assessment）が重要な評価手法となっています。

　LCAを実施する上で、検討対象となる範囲のインベントリデー

タを収集する必要があるのですが、全てのデータを収集するた

めには、膨大な時間や労力を費やす必要があります。そこで、

評価の結果において影響が小さい部分については、「バックグ

ラウンドデータ」を用い、LCA実施者は影響の大きな「フォア

グラウンドデータ」を収集して評価の効率化を図ることになりま

す。この観点から、多様な環境問題の評価に対応できるバック

グラウンドデータの整備は非常に重要です。これまでの「積み

上げ型」ライフサイクルインベントリーデータベースは分野によ

る偏りが大きく、また殆ど整備されていない分野もありました。

そして、より細かい項目のデータが求められる分野もあります。

また、欧州で考案されている環境フットプリントなどへの対応な

どから、一定の品質が担保された大規模なデータベース構築が

必要となります。こうした背景を踏まえ、高い網羅性・完全性・

代表性・透明性を有し、データ品質も考慮可能なデータベース

を構築することを目的とし、統計情報によるデータと積み上げ

データをハイブリッドしたインベントリデータベース「IDEA

（Inventory Database for Environmental Analysis）」を

開発しています。IDEAの特徴は、統計情報によるデータと既

存の積み上げデータを融合したハイブリッド型のインベントリ

データベースで、図1に示すように日本標準産業分類を元に作

成した分類を階層構造化し、高い網羅性・完全性・代表性・

透明性を有し、データ品質も考慮可能です。また、ユーザーの

利便性を重視し、単位プロセスデータセットは、海外データベー

スとの親和性を考慮したデータフォーマットを持っています。図2

に示すようにデータは約3,800程度であり、世界で一番利用さ

れているデータベースであるecoinventと同等のデータ数を誇

ります。2010年にIDEAv1をリリースしましたが、IDEAv2とし

て、影響領域の拡大、英語化、データの更新を行いました。

現在、TCO2（株）からエクセルで使用可能な原単位版が販売さ

れています。また、主要なLCAソフトウェア、MiLCA（産業環境

管理協会）、SimaPro（PRe Consultants）、GaBi（thinkstep）、

openLCA（GreenDelta）でも使用ができるように、順次対応

が進められています。詳しくは当部門のHPをご覧ください。

会場の１つサンディエゴの国際会議場

会場となったNew Orleans Ernest N. Morial 
Convention Center

会場となったKonzerthaus Freiburg
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環境影響を計るインベントリデータベース（IDEAv2）の開発
社会とLCA研究グループ　田原聖隆 排出暴露解析グループ　頭士泰之

国際会議参加報告

リスク評価戦略グループ　藤田克英55th SOT 参加報告

251st ACSミーティング参加報告　　

図１　IDEAのデータ構造

図２　IDEAのデータセット数

　2016年３月13日から17日にサンディエゴで開催された米国化学会議に参加しました。本会議は米国６都市持ち回りの形で年
２回開催され、今回251回目を数える「化学」を中心話題とした大きな会合です。専門分野毎にセッションが設けられ、全体発
表数は12000題、企業ブース展示は400以上となりました。会議場は、高分子化学、生物化学、分析化学、環境化学などのディ
ビジョンに分かれサンディエゴ都市内のコンベンションセンターやホテルの会議場
ごとに行われますが、移動は簡単で分野間の垣根は感じませんでした。今回の大
会テーマはコンピュータケミストリーで、材料開発・化学反応・分子設計・毒性
予測などにおける活用が取り挙げられました。私自身は環境化学ディビジョンの
会議場にて、難分解性成分を含む消火剤の日本国内管理状況や漏洩マーカー探
索手法に関して口頭発表を行いました。発表セッションでは闊達な議論が行われ、
各セッションの最後には発表者をパネリストとしたパネルディスカッションも催され、
様々な角度から研究議論が行われました。消火剤に関する国内状況は国際的に
議論される場が少なく、今回は大変貴重な機会となりました。

 

　毒性学会（SOT: Society of Toxicology）第55回年会が、2016年3月13日から17日まで、米国New Orleansで開催されま
した。毒性学会は、世界の毒性分野における世界一の権威と水準を持ち、年会
は例年３月、毒性学に携わる各国の企業、大学、研究機関、政府の関係者が多
数集い、シンポジウムやポスター発表、展示会（ToxExpo）などが賑やかに開催
されます。今回の公式参加登録者数は6,812名でした。口頭発表およびポスター
発表において、特にカーボンナノチューブやグラフェンなどのナノ炭素材料の有害性
評価についての発表や、それらに対する質疑応答から、多くのアイデアなどを得る
ことができました。私自身、「Effects of Fiber Size of Single-Walled Carbon 
Nanotubes on Pulmonary Toxicity」と題したポスター発表を行い、今
後の研究に役立つコメントを得ることができました。来年の第56回年会は、
Maryland州Baltimoreでの開催（2017年３月12日から16日）です。更なる成
果を持って参加したいと思います。

爆発利用・産業保安研究グループ　牧野良次15th LP2016参加報告
　2016年６月５日から８日にかけて15th LP2016（International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in 
the Process Industries）に参加しました。Loss Preventionは化学産業の安全に関わる国際会議で３年ごとにヨーロッパで開催さ
れています。今回はドイツ南西部のフライブルクで開催されました。フライブルクは古くからの大学都市であり交通も便利であること
から国際会議の開催地として人気があるとのこと。私はリレーショナル化学災害
データベースおよび事故分析手法PFAについてポスター発表するとともに、リス
ク管理やリスクコミュニケーション、規制に関する話題、ヒューマンファクターや組
織ファクターに関するセッションを聴講しました。ドイツ開催とあってBASFや
Bayerから安全への取り組みを紹介する発表が多くあり、部屋が聴講者で溢れか
えるほどの盛況ぶりでした。安全教育に関するセッションでは「大学で安全教育
をしたいが、企業での現場経験が豊富な人材を教員として確保することが難しい」
といったことが話題となり、日本を含め世界各国が同じような問題を抱えている
現状を垣間見ました。

<091111> 部分肉・冷凍肉(ブロイラーを除く)
<091112> 肉缶詰、瓶詰、つぼ詰
<091113> その他の肉製品

<091211> 練乳、粉乳、脱脂粉乳
<091212> バター
<091213> チーズ
<091214> 処理牛乳

中分類<09> 食料品製造業

小分類<091> 畜産食料品製造業

<0911> 肉製品 細分類

<0912>乳製品 細分類

<1919>その他の畜産食料品 細分類
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新研究員紹介

編集後記 　産 総研（安全科学研究部門）で は 大
気、水質、土壌などの環境汚染、また

火薬類や高圧ガスの爆発安全性に関する評価研究を行っていま
す。今号ではこれら研究の中から、身近にありながらその影響
や存在などが意外と知られていない潜在的なリスクに関する研

究を特集してみました。特に巻頭言では我が国では既に過ぎ
去ったリスクのように考えられている水銀の問題を取り上げ、
我が国にも影響を及ぼす懸念についてお書き頂きました。本号
が私たちの周囲に、いくつもの潜在的なリスクがあることを、
改めて知る機会となれば幸いです。　　　　　　　  （近藤記）

　4月より安全科学研究部門に着任しました小澤と申します。
新人オリエンテーションや研究環境整備が一段落し、最近は近
所のグルメ開拓を楽しんでいます。つくばは最先端施設と豊か
な自然環境のギャップが面白く、今の季節は研究所隣の青田か
ら蛙の喚声が聞こえてきます。産総研入所前は東京大学新領域
創成科学研究科の博士課程生として、家庭の省エネルギー対
策に関する研究に取り組んできました。家庭のエネルギーの使
いかたはライフスタイルによってまちまちです。博士研究では、
多様なライフスタイルに合わせて省エネ行動の提案や燃料電池
の運転をする方法を開発して、頑張らない家庭の省エネに寄与

してきました。家庭に対して省エネ行動
を提案する実証実験を行い、開発した
手法が社会に役立つかどうか判断する
機会を得られたことは、大学での貴重
な経験の１つです。これからは、大学で
培ったデータ分析・モデル開発能力と、
当部門で開発しているライフサイクル影
響評価手法などを組み合わせて、エネルギー技術・対策が社
会全体に与える影響を評価していきます。評価研究を通じて持
続可能な社会に貢献できるよう、日々精進していきます。

社会とＬＣＡ研究グループ　小澤暁人

受賞報告
安全科学研究部門の緒方雄二（副研究部門長）、田原聖隆

（社会とLCA研究グループ長）、工藤祐揮（社会とLCA研究グ
ループ主任研究員）、杉山勇太（爆発安全研究グループ研究員）
の４名が所属する学会・協会から表彰されました。

緒方副部門長は、産業技術総合研究所、鹿島建設株式会社、
カヤク・ジャパン株式会社の３者の共同研究で開発した微小発
破解体工法が建築技術として実用化された実績が評価され日
本建築学会より2016年日本建築学会賞を受賞しました。

【受賞者の一言】今回、伝統ある学会の賞が受賞でき、光栄で
す。これも関係者のご支援の賜であり、深く感謝します。

田原ＧＬは、インベントリデータベースの構築や環境効率指標
の開発などの業績、またLCA研究の第一人者として論文等によ
る研究成果の社会への普及の貢献により、日本LCA学会より第
７回日本LCA学会功績賞を受賞しました。
【受賞者の一言】大変名誉ある賞をいただきました。今後も新
たなLCA手法の研究およびインベントリデータベースの構築に

邁進していきたいと思います。
工藤主任研究員はエネルギーシステム分析にLCA手法を組み

合わせることによる、エネルギー・環境問題の解決を目指した
持続可能なエネルギーシステムの構築を目指した研究業績によ
り、日本エネルギー学会から平成27年度日本エネルギー学会
進歩賞（学術部門）を受賞しました。

【受賞者の一言】名誉ある賞をいただき、光栄に思っています。
これを糧に、今後の研究活動に励んでいく所存です。

杉山研究員は、火薬類の爆発によるフィジカルリスク評価に
於いて、実規模の爆発現象に対応できる数値シミュレーション
技術の開発と爆発影響の評価への貢献と火薬業界発展への寄
与により、火薬学会より火薬学会技術賞を受賞しました。

【受賞者の一言】火薬学会技術賞をいただきまことに光栄に存
じます。今後は、さらに私の持つ技術の研鑽に励み、数値解析
による爆発影響評価を可能とする手法の開発を目指します。

1956年にわが国で確認された水俣病は水銀による環境汚染問題であり、深刻な健康被害をも
たらし、汚染海域の生態系の回復にきわめて長期間を要した。これは、アルデヒド製造時にメチ
ル水銀含有排水が八代海にほとんど未処理のまま長期にわたって多量に排出され、汚染された魚
介類の摂取により発症した中毒性の神経疾患である。

当時、経済成長が優先され、人の健康と環境への配慮を欠いた原因企業や国等の行動が深刻
な水俣病被害をもたらした。我が国では、公害対策基本法（1967年）や環境基本法（1993年）の
整備により、国民の健康保護と生活環境の保全対策が強化され、現在に至っている。しかし、発
展途上国では、零細・小規模金採掘等に伴う水銀蒸気の排出や化学工場廃液によって、水俣病
が発生している。国際的には今もなお水銀による健康被害や地球規模汚染が懸念されている。

環境中への水銀排出に関するUNEPの報告（2013年）によれば、自然起源、再排出・再移動
等を含む大気への世界の年間排出量（5,500～8,900トン）の約30％が人為起源、残り60％は一
度排出され土壌や海洋に蓄積された水銀の再放出、その他10％は自然起源と考えられている。
一度排出された水銀は、大気や海洋等を通じて長距離移動し減少せずに全世界を循環するため、
再放出水銀の多くは産業革命以降の人為起源と推定されている。今後世界の人為起源排出が抑
制されても、全世界の循環水銀量は確実に増加していく。環境残留性が高く、生物蓄積性があ
る水銀は、食物連鎖を通じてマグロなどの高次捕食動物に高濃度に蓄積されやすい。さらに、人
への毒性が強く、特に発達途上（胎児、新生児、小児）の神経系に有害な影響を及ぼす恐れがあ
る。

熊本市・水俣市での外交会議（2013年）において、水銀による地球規模の環境汚染と健康被
害を防止するため「水銀に関する水俣条約」が全会一致で採択された。この条約は、水銀によ
る人の健康・環境リスクを低減するため、水銀に対して、産出、使用、環境への排出、廃棄等
そのライフサイクル全般にわたって包括的な規制を策定する初めての条約である。

わが国の一般大気中水銀濃度は、すべてのモニタリング地点において、環境中の有害大気汚
染物質による健康リスクの低減を図るための指針値（年平均値40ng/㎥）を大きく下回っている

（2014年度の最高値は4.9ng/㎥）。このような状況下で大気汚染防止法を改正し（2015年）、
水銀等の大気排出施設に対して、抑制対策として排出基準を設定した（2016年）。この排出基準
は、大気中の水銀等の直接吸入による健康被害の防止というよりも、地球規模で環境中を循環
する水銀総量の削減のために設定された。このような観点からは、水銀をはじめ化学物質の潜在
的なリスクへの取り組みが大切である。

我が国としては、国内における排出抑制のみならず、地球全体での水銀排出量を削減していく
ために、開発途上国に対して先進的な取り組みの紹介等を含めて能力形成や技術援助等の支援
を行っていく必要がある。

水俣条約と我が国の大気汚染防止法による水銀排出抑制

環境省中央環境審議会会長代理
(一財)日本環境衛生センターアジア大気汚染研究センター

　所長　坂本和彦
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