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技術ガイダンスについて 

 

本技術ガイダンスは，独立行政法人産業技術総合研究所が，独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構および経済産業省より受託した「化学物質の最適管理をめざすリスク

トレードオフ解析手法の開発」事業の一環として作成しました． 

 

「化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」事業は，様々な理由

で行われる化学物質の代替に伴って発生するリスクのトレードオフに焦点を当てています．

物質代替は，代替される元物質（被代替物質）のリスクを低減する上で有効ですが，安易に

代替物質を選択・使用すると，当初の被代替物質のリスクに替わって発生する代替物質のリ

スクにより，リスク削減効果が相殺されたり，逆にリスクが増大したりする可能性がありま

す．このため，被代替物質に加えて，代替物質のリスクを評価し，物質代替前後のリスクの

増減を確認することが，物質代替を行う上で非常に重要となります． 

 

一般的に，物質の代替に際しては，リスク評価に必要な暴露と有害性の情報が比較的多い

物質からそうした情報が少ない物質に代替されることが多く，少ない情報から暴露や有害性

を定量的に推定しうる手法，モデル，ツール等を本委託事業では，開発しています． 

しかし，リスクトレードオフ評価書を参考にして，本事業で開発した手法，モデル，ツー

ル等を用いて，事業者や行政自らが暴露情報や有害性情報が限られた被代替物質と代替物質

のリスクトレードオフを解析するに際しては，さらにいくつかの事項について補足的な理解

が必要となります． 

 

本技術ガイダンスでは，自ら，物質代替に伴うリスクトレードオフ解析を実施される方が，

解析に際して知っておいていただきたい事項を解説しました．手法，モデル，ツールのユー

ザーガイド/マニュアルおよびリスクトレードオフ評価書に加えて，本技術ガイダンスを併用

していただくことにより，ヒト健康リスクや生態リスクについて，評価物質単独の評価と物

質代替に伴うリスクトレードオフの評価がより容易になると思います． 

 

各方面で，利用していただくことを期待します． 

 

2012年 8月 

 

化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析 

手法の開発 プロジェクトリーダー 

独立行政法人産業技術総合研究所 安全科学研究部門 

吉田 喜久雄 
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第１章 本技術ガイダンスの概要 

 

「化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」事業では，事業者や

行政が同一用途群の化学物質を他の物質に代替する際に生じるリスクトレードオフ事象を解

析し，代替によりリスクが削減されることを確認する等，リスクベースの化学物質管理がで

きるように，4用途群（工業用洗浄剤，プラスチック添加剤，溶剤・溶媒，金属類）での物

質代替の事例に対するリスクトレードオフ解析を例示したリスクトレードオフ評価書ととも

に，以下の文書，ツール，モデル等を開発した． 

1)排出シナリオ文書（ESD） 

2)室内暴露ツール（iAIR） 

3)環境動態モデル（大気：ADMER-PRO，河川：SHANE，海域生物：CBAM） 

4)環境媒体間移行暴露（有機物質：SIET，金属：MeTra） 

5)有害性推論/リスクトレードオフ解析手法（ヒト健康，生態） 

6)社会経済分析指針等 

 

化学物質の暴露情報（環境・暴露媒体中濃度や暴露濃度・摂取量）を補完するに開発した

排出シナリオ文書，ツール，モデルには，表１と表２に示すように，基礎的な物性や反応（分

解）性の情報が必要である．また，表３に示すように，生態影響の情報（種の感受性分布）

を補完するための手法にも物性情報が必要となる． 

 

表１ 開発した排出シナリオ文書の概要 

用途群 工業用洗浄剤 プラスチック添加剤 金属類 溶剤・溶媒 

推計項目 

・塩素系，炭化水素

系，ハロゲン系，

水系，準水系の洗

浄剤 

・洗浄工程 

・洗浄剤の使用量と

排出量 

・可塑剤，難燃剤，

安定剤，酸化防止

剤，紫外線吸収剤 

・最終製品消費段階 

・排出量 

・金属の製錬と廃棄

処理段階 

・排出量 

・工業塗装分野の塗

装工程 

・揮発性有機化学物

質（VOC） 

・溶剤使用量と排出

量 

推計に必要な情

報 

・分子量 

・蒸気圧 

・蒸気圧，または 

・揮発減量データ 

・蒸気圧 

・炉の温度 

・排ガス処理方法 

・業種分野，塗料種

類，塗装方法，排

ガス処理方法 
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表２ 開発した暴露推定のためのツール/モデルの概要（その１） 

ツール/モデル iAIR ADMER-PRO AIST-SHANEL 

推定項目 

・任意の地域の一般家庭

の化学物質の室内と個

人暴露濃度の分布 

・二次生成物質を含む化

学物質の大気中濃度分

布 

・全国１級 109 水系での

化学物質の河川水中濃

度分布 

推定に必要な情報 

・蒸気圧 

・気中分解 等 

・乾性沈着速度 

・洗浄比 

・大気中分解速度 

・分子量，水溶解度，蒸

気圧，Koc 

・分解（水，底質，土壌） 

ツール/モデル CBAM SIET AIST-MeTra 

推定項目 

・東京湾における海洋生

物への化学物質の生物

蓄積濃度分布 

・消費地（京浜，中京，

阪神）一般住民の農・

畜産物経由による有機

化学物質摂取量 

・農・畜産物中の金属の

産業起源寄与濃度およ

び一般住民の摂取量 

推定に必要な情報 
・蒸気圧 

・気中分解 等 

・乾性沈着速度 

・洗浄比 

・大気中分解速度 

・大気沈着量 

・移行係数（土壌－農作

物，飼料－畜産物）等 

 

表３ 開発した有害性推論のための手法の概要（生態影響） 

手法 
クラスター解析と重回帰

の併用 

ニューラルネットワーク

モデル 
生物リガンドモデル 

推定項目 
・有機化学物質の種の感

受性分布 

・有機化学物質の種の感

受性分布 

・金属類の種の感受性分

布 

推定に必要な情報 

・log Kow 

・分子量 

・官能基 

・分子量 

・log Kow 等 

・評価対象河川の水質情

報※ 

※ DOC，硬度，pH等．金属類の毒性試験データは既知．水質の違いを補正 

 

本技術ガイダンスでは，基本的な物性や反応性の情報のような，暴露情報や有害性情報を

補完し，リスクトレードオフを解析する場合に必要となるいくつかの事項について，補足的

な概説を提供する．これらの各事項の概説により，リスクトレードオフ解析手順の理解が進

み，解析がよりスムーズに実施できると考えられる． 

本技術ガイダンスで取り上げた事項と概説した内容を，以下に簡単に記す． 

 

１）化学物質構造からの物性・反応性・分解性推定 

・オクタノール/水分配係数（log Kow），蒸気圧，生分解性等の情報は，環境排出量推定，

環境動態モデル，暴露モデルによる暴露情報の補完に必須の情報である．しかし，既存

の暴露情報がない物質では往々にして，モデル等による推定に必須の物性・反応（分解）

性情報も欠如している． 

・化学物質の構造情報から，物性と反応（分解）性を推定するためのツールがすでに，開

発され，スクリーニングレベルのリスク評価で多用されているが，推定式の推定誤差に

ついては，ほとんど注意が払われていない．物性と反応（分解）性の推定誤差は，暴露

情報の補完のみならず，リスクトレードオフ解析全般と通して解析結果に伝播され，そ

の結果にも影響する可能性がある． 

・そこで，推定ツールの推定誤差に焦点を当て，既存の推定ツールを概説する． 
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２）既存の排出シナリオ文書 

・排出シナリオ文書（ESD）については，「化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオ

フ解析手法の開発」事業で工業用洗浄剤，プラスチック添加剤，溶剤・溶媒，金属類の

4用途群の物質を対象に作成した．しかし，化学物質の用途は多様であり，4用途群以外

の用途での物質代替を解析したい場合も多々あると考えられる． 

・世界的には，1990 年代後半に米国の HPVプロジェクトにおいて，暴露シナリオ設定のた

め EPA等が中心となって作成し，OECDでまとめており（現在，30文書），これらの既存

ESD を用いることにより，幅広い用途群での物質代替のリスクトレードオフの解析が容

易になると思われる． 

・そこで，本ガイダンスで，これらの既存の ESDについて概説する． 

 

３）環境排出量の環境動態モデルのメッシュへの割り振り法 

・ESDで推定される環境排出量は全国レベルの推定値であるため，「化学物質の最適管理を

めざすリスクトレードオフ解析手法の開発」事業で開発した地域特異的な濃度や暴露量

を推定する環境動態モデルや暴露モデルで使用する場合には，各モデルで設定されてい

る計算メッシュに，適切な指標を用いて割り振る必要がある． 

・そこで，環境動態モデルのメッシュへの割り振り法について概説する． 

 

４）既存の有害性推論手法 

・有害性情報も，化学物質のリスクトレードオフ解析に必須である．「化学物質の最適管理

をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」事業では，ヒト健康影響と生態影響を推

論する手法を開発し，それぞれの手法を解説した評価ガイダンス文書を公開した． 

・推論手法については，事業で開発した手法以外にもいくつかの手法があり，ヒト健康影

響に関連した既存の手法としては，「Read across」法が最近注目され，有害性情報の補

完に使用されている． 

・そこで，本ガイダンスで，この「Read across」法を概説する． 

 

５）代替物評価手法 

・化学物質の代替に伴う安全性評価については，国外でも検討が始まりつつあり，米国で

は EPAが中心になってハザードベースの代替物評価（Alternatives Assessment）に関す

る手法開発が行われ，難燃剤の代替への適用が検討されている（リスクベースの評価は

将来の課題であるとして，この中では検討されていない）． 

・そこで，本ガイダンスで，この代替物評価法を概説する． 
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第２章 物性等の推定法 

 

１．はじめに 

化学物質の環境排出量の推計や環境動態・暴露モデルによる環境中濃度，暴露濃度および

摂取量の推定には，化学物質の物性と反応（分解）性の情報が必要である．「化学物質の最適

管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」事業でリスクトレードオフ評価に活用し

たモデルやツールによる環境動態・暴露推定では，表 1の物性等の情報が必要となる． 

 

表１ 環境動態・暴露推定に使用するツールに必要な物性，反応・分解性データ 

ツール ADMER ADMER-PRO SHANEL RAM CBAM SIET 

分子量 ○ ○ ○ － － ○ 

融点 － － － － － ○ 

水溶解度 ○ ○ ○ － － ○ 

蒸気圧 ○ ○ ○ － － ○ 

log Kow － － － － ○ ○ 

Koc － － ○ ○  ○ 

大気中分解 ○ ○ － － － － 

水中分解 － － ○ ○ － － 

土壌中分解 － － ○ － － ○ 

植物中分解 － － － － － ○ 

 

有機化学物質の物性，反応（分解）性の推定法については，既に多くの研究があり，以下

の成書等に詳細にまとめられている． 

・ Lyman, Reehl, Rosenblatt. Handbook of Chemical Property Estimation Methods: 

Environmental Behavior of Organic Compounds. McGraw-Hill 

・ Boethling, Mackay. Handbook of Property Estimation Methods for Environmental 

Chemicals: Environmental and Health Sciences. CRC Press 

 

また，米国 EPAから，推定ツール，EPI(Estimation Programs Interface) Suiteも公開さ

れており，情報がない場合の補完に，一般的に使用されている． 

これらの推定法や推定ツールによる物性，反応（分解）性情報の補完は，リスクトレード

オフを迅速に解析する上では非常に有用である．特に，EPI Suite では化学物質の構造式の

みから推定が可能なため，情報量が少ない化学物質に対して，よく用いられる．しかし，こ

のような推定法は推定誤差を伴い，物性，反応（分解）性情報の推定誤差はリスクトレード

オフ解析結果にまで伝播されるため，解析に際しては，物性等の推定誤差に起因する評価結

果の不確実性についても考慮し，誤った判断を回避する必要がある． 

本章では，EPI Suite に搭載されている推定プログラムの中で，環境動態・暴露推定に必

要な物性，反応（分解）性の推定プログラムを，推定精度とともに紹介する． 
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２．Estimation Program Interface (EPI) Suite 

EPI Suiteの最新バージョン（図１参照）は 2011年 1月に公開され，表２に示すように物

性，反応・分解性推定プログラム，環境中運命モデルおよび生態毒性推定プログラム（ECOSAR）

を含む． 

EPI Suite の全てのプログラムは，推定対象物質の構造式を“Simplified Molecular 

Information and Line Entry System”（SMILES）標記法で入力するか，CAS 番号を入力する

かにより，推定する． 

EPI Suite はスクリーニングレベルのツールであり，使用する前に先ず，適切な既報デー

タの有無を調べること，EPI Suite内の 40,000超の化学物質データベース（PHYSPROP）に測

定値がある場合には，推定値は使用すべきではないと注意されている． 

 

 

図１ EPI Suiteのメイン画面 
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表２ EPI Suiteに含まれる推定プログラムとそれらの概要 

プログラム 推定の概要 

KOWWIN 
フラグメント寄与法を用いて有機化学物質のオクタノール/水分配係数（log Kow）を

推定 

AOPWIN 

大気中のヒドロキシル（OH）ラジカルと有機化学物質間の気相反応速度を推定する．

オゾンとの反応速度もオレフィンとアセチレンについて推定する．さらに，硝酸ラジ

カルとの反応の重要も示す．大気中半減期を，平均的な OH ラジカルとオゾンの濃度

を用いて自動的に計算 

HENRYWIN 
グループ寄与法と結合寄与法の両方を使用して，ヘンリー則定数（空気/水分配係数）

を推定 

MPBPWIN 有機化学物質の融点，沸点および蒸気圧を推定する．環境中運命推定モデルで使用さ

れる過冷却液体での蒸気圧も推定 

BIOWIN 7 つのモデルを用い，有機化学物質の好気的および嫌気的生分解性を推定する 

BioHCwin 炭化水素類の有機物質の生分解半減期を推定 

KOCWIN 
土壌と底質の有機炭素への吸着定数（KOC）を，分子結合指数法と log Kow 法の 2 つ

の異なるモデルを用いて推定 

WSKOWWIN 
KOWWIN を用いて log Kow を推定し，この値と補正係数から化学物質の水溶解度を推

定 

WATERNT KOWWIN と同様のフラグメント定数法を用いて水溶解度を直接推定 

BCFBAF 
log Kow に基づく回帰と補正係数を用いる方法と機構的な原則に基づく Arnot-Gobas

法の 2つの方法を用いて魚の生物濃縮倍率（BCF）を推定 

HYDROWIN 
エステル，カルバメート，エポキシド，ハロメタン，特定のハロゲン化アルキルおよ

びリン酸エステルの加水分解速度定数と半減期を推定 

KOAWIN 
オクタノール/空気分配係数（KOA）を，KOWWIN による Kowと HENRYWIN によるヘンリ

ー則定数(KAW)から推定 

AEROWIN 3 つの異なる方法で，空気中で粒子に吸着される割合(φ)を推定 

WVOLWIN 
水深，風速等のいくつかのデフォルトを用いて河川と湖からの化学物質の揮発速度と

半減期を推定 

STPWIN 
EPI Suite の物性推定値を用いて，典型的な下水処理場での生分解，汚泥への収着お

よび曝気による化学物質の除去を推定 

LEV3EPI 

レベルⅢ型のフガシチーモデルにより，空気，土，底質および水で構成されるデフォ

ルトモデル環境での化学物質の定常状態時の分配を推定する．一部のパラメータ値は

ユーザーが変更可能 

ECOSAR 魚，水生無脊椎動物および緑藻類への化学物質の急性および慢性の毒性を推定 

 

EPI Suite の推定プログラムとそれらの基礎となる手法と推定式については，各プログラ

ムのヘルプファイルで解説されている．さらに，US EPA の Science Advisory Board で詳細

に レ ビ ュ ー さ れ て お り ， そ の 報 告 書 は http://www.epa.gov/sab/panels/ 

epi_suite_review_panel.htm.からダウンロードできる． 

表３にこのレビューにおける主要推定プログラムの評価結果の要約を示す．なお，このレ

ビューの対象となった EPI Suiteは，最新のバージョン 4.10以前のものであり，一部のプロ

グラムは最新バージョンでは改良され，別名となっているので注意が必要である． 
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表３ EPI Suiteの主要プログラムの評価結果 

プログラム 評価 

KOWWIN 

KOWWIN モデルは，よく認知されたフラグメント寄与法を採用し，規制目的での使用に

重要である．一般に，ほとんどの既存の Kow推定法よりも良い 

外部検証データについて，概要情報を利用できる R2 = 0.94 

AOPWIN 

AOPWIN による推定に使用で予測されている Atkinson のフラグメント法は，空気中での

反応速度を推定するための方法として一般に認められている 

77～79物質の比較的小さいデータセットで検証されており，EPA はこの方法のさらなる

検証を考えるべきである R2 = 0.93 

HENRYWIN 
グループ寄与法と結合寄与法の 2法を用いて，空気/水分配係数を推定する 

モデルは一般に認知されている R2 = 0.94～0.96 

MPBPVP 

融点，沸点および蒸気圧の良い推定法として認知されている 

融点(Q)SPR はこの中で最も弱く，外部検証で決定係数は 0.66と報告され，標準偏差（63 

K）もある程度の予測誤差を示している 

より正確な融点推定は規制目的には必要なく，ほとんどの場合，本方法で満足できるで

あろう R2 = 0.92～0.95 

BIOWIN 

生分解性の(Q)SPR 推定には，測定生分解データの再現性不足という問題がある 

BIOWIN のモデルはよく認知され，一般に利用可能なモデルと同等以上の性能がある 

EPAは，全検証データを容易に利用できるよう，マニュアルにまとめるべき 

EPAは，3つの BIOWIN モデルのどれが特定の状況下で最適かについてより多くのアドバ

イスをすべきである R2 = 0.5～0.97 

PCKOCWIN 
1 次の分子結合性指数に基づく土壌有機炭素吸着定数（Koc）の良い推定ツール 

ほとんどの規制での使用に対して満足できる R2 = 0.86～0.96 

WSKOWIN 
WSKOWIN は水溶解度の良い推定プログラムである 

高い決定係数（R2 = 0.9）を有する大きなデータセットで検証されている 

WATERNT 
WATERNT はフラグメント寄与法を用いて，水溶解度を推定する 

25℃での有機化学物質の水溶解度が予測される R2 = 0.87～0.98 

BCFWIN 

BCFWIN は既存の生物濃縮データに最も良く適合ことが一般に認識されている 

研究者による外部検証がされておらず，マニュアルで情報は利用できない．検証されて

いる場合，EPAはマニュアルにその文献データを含めるべき 

R2情報なし 

HYDROWIN 

HYDROWIN による特定の官能基を有する物質の加水分解速度定数推定は一般に認知され

た方法である 

研究者による外部検証がされておらず，マニュアルで情報は利用できない．検証されて

いる場合，EPAはマニュアルにその文献データを含めるべき 

R2情報なし 

WVOLVIN 

河川と湖からの揮発半減期を推定する 

河川用のデフォルト値はで予想される最速の揮発による半減期をもたらし，湖用のデフ

ォルト値ははるかに遅い半減期を推定する 

分子量，ヘンリー則定数および様々な揮発パラメータを基にプログラムを実行する R2

情報なし 

STPWIN 

STPWIN は Mackay らにより開発されたモデルであ，下水処理場（STP）の１次浄化槽，

曝気槽および最終沈殿槽中の生分解半減期(時間の単位)を含む 

このプログラムは，25℃で稼働するモデル下水処理場のデフォルトの稼働条件のみを使

用する R2情報なし 
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LEVEL3NT 

大気，土壌，底質，水中の半減期がないと稼動しないため，推定が必要で，BIOWIN と

AOPWIN が推定に使用される 

蒸気圧がないと稼働せず，入力がない場合，MPBPWIN で推定された蒸気圧を用いる 

log Kow 値も必要で，入力がない場合，KOWWIN の値を用いる 

このモデルは Mackay のレベルⅢモデルの多くのパラメータの変更を制限しており，ユ

ーザーは変更できない．これらのパラメータは，Mackay らが決定したデフォルト値用

いる．これにより，レベルⅢモデルの適用を非常に単純化する R2情報なし 

 

以下にリスクトレードオフ解析に関連する推定プログラムの概要を記す． 

 

2.1 KOWWIN 

化学物質の構造をフラグメント（原子やより大きな官能基）に分割し，各フラグメントの

係数値を合計して log Kow を推定する．KOWWIN のフラグメント定数法は Hansch と Leo のフ

ラグメント定数法とは異なることに注意が必要である． 

 

2.1.1 フラグメント係数の導出 

フラグメント係数は，信頼できる 2447の log Kow測定値について，2つの個別の重回帰分

析を行って導出された．最初の回帰分析では，補正係数を必要としない（フラグメントのみ

で適切に推定される）物質（2447物質中の 1120 物質）のデータを用いてフラグメントと log 

Kowを次式で関連付けた． 

  bnfKow ii )(log  (1) 

ここで，fi：フラグメント係数，ni：フラグメントの出現数，b：回帰式の定数である． 

 

次に，log Kow測定値と上記の式(1)で推定された log Kowの差を以下の回帰式で重回帰分

析し，補正係数が導出された． 

  jj nceqKowlexpKow )1(log)(log  (2) 

ここで，cj：補正係数，nj：補正係数が適用される回数である． 

 

これら 2つの重回帰分析から，全有機化学物質に対する以下の log Kow推定式が得られた． 

   229.0)()(log jjii ncnfKow  (3) 

（n = 2447，r2 = 0.982，標準偏差 = 0.217，平均誤差 = 0.159） 

 

2.1.2 推定精度 

図２に，推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関を示す． 
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図２ 推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：2,447，決定係数（r2）：0.982，標準偏差：0.217，絶対偏差：0.159 

 

図３に，推定式導出用データセットの残差推定誤差のヒストグラムを示す． 

 

図３ KOWWINの推定式導出用データセットでの推定誤差 

0.10以下：45.0％，0.20以下：72.5％，0.40以下：92.4％，0.50以下：96.4％，

0.60以下：98.2％ 

 

現在，KOWWIN は推定式導出用物質を除く 10,946 物質のデータセットで検証されている．

図４に，検証用データセットの測定値と推定値の相関を示す． 



15 

 

 

図４ KOWWINの検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：10,946，決定係数（r2）：0.943，標準偏差：0.479，絶対偏差：0.356 

 

図５に，検証用データセットの残差推定誤差のヒストグラムを示す． 

 

図５ KOWWINの検証用データセットでの推定誤差 

0.20以下：39.6％，0.40以下：66.0％，0.50以下：75.6％，0.60以下：82.5％，

0.80以下：91.6％，1.00以下：95.6％，1.20以下：97.7％，1.50以下：99.1％ 

 

2.1.3 推定対象化学物質の範囲 

推定式導出用2,447物質と検証用10,946物質の分子量の最小と最大値は以下のとおりであ

る． 
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①推定式導出用データセットの分子量： 

最小 MW：18.02，最大 MW：719.92，平均 MW：199.98 

②検証用データセットの分子量： 

最小 MW：27.03，最大 MW：991.15，平均 MW：258.98 

 

検証用データセットには，推定式導出用の物質でのフラグメント数や分子量の最大値を超

える 372物質が含まれる．これらの物質に対する推定精度は以下のとおりである． 

①フラグメント出現数が最大値を超える場合： 

データセット数：372，決定係数（r2）：0.939，標準偏差：0.731，絶対偏差：0.564 

②分子量が最大値を超える場合： 

データセット数：103，決定係数（r2）：0.879，標準偏差：0.815，絶対偏差：0.619 

③フラグメント出現数と分子量がともに最大値を超える場合： 

データセット数：75，決定係数（r2）：0.879，標準偏差：0.90，絶対偏差：0.706 

 

2.2 AOPWIN 

Atkinsonらの方法に基づいて，有機化学物質のヒドロキシル（OH）ラジカルとの反応速度

定数，オレフィン類やアセチレン類のオゾン（O3）との反応速度定数を推定する． 

 

2.2.1 フラグメント係数の導出 

各フラグメント係数とその出現回数から，以下の各プロセスの速度定数を推定し，それら

を合計して，OHラジカルとの反応速度定数を推定する． 

(1)水素引き抜き 

(2)特定の窒素およびイオウフラグメントとの反応とアルコールやフェノール等の水酸機

（OH）フラグメントとの反応 

(3)三重結合への付加 

(4)オレフィン結合への付加 

(5)芳香環への付加 

(6)縮合環への付加 

 

オレフィン類，アセチレン類，ヒドラジン，フェノール，アルキル鉛，フラン等の物質で

はオゾンとの反応は一般に重要である．オゾンとの実測反応速度定数データベースは，OHラ

ジカルのデータベースほど規模が大きくないため，利用できるフラグメントはかなり少なく，

確実に推定できる物質も少ない．デフォルト値が使用された場合，推定結果は疑わしい． 

 

AOPWIN は，硝酸ラジカル（NO3）との反応速度定数は推定しないが，以下のコメントを表

示し，NO3ラジカル反応が重要な物質群を示す． 

“NOTE: Reaction with Nitrate Radicals May Be Important!” 

測定値が利用可能な場合は，それが表示される． 
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2.2.2 推定精度 

OH ラジカルとの反応速度定数 

667の有機化学物質の実測速度定数と AOPWINで推定した速度定数の相関関係（対数ベース）

を図６に示す．推定値の 90％は実測値とファクター2以内，95％はファクター3以内にある． 

 

図６ AOPWINで推定された OHラジカルとの反応速度定数と実測値の相関 

物質数：667，決定係数（r2）：0.963，標準偏差：0.218，絶対平均誤差：0.127 

 

AOPのオゾンとの反応の推定精度 

112の有機化学物質の実測速度定数実測と AOPWINで推定した速度定数の相関関係（対数ベ

ース）を図７に示す． 

 

図７ AOPWINで推定された O3との反応速度定数と実測値の相関（単位：cm3/molecule/sec） 

物質数：112，決定係数（r2）：0.88，標準偏差：0.52，絶対平均誤差：0.35 
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2.2.3 推定対象化学物質の範囲 

AOPWINの推定法の完全な推定式導出用データセットが入手できないため，この推定法の正

確な推定範囲については説明できない． 

 

2.3 HENRYWIN 

Hineと Mookerjeeの結合寄与法を拡張して，有機化学物質の 25℃でのヘンリー則定数を推

定する．なお，ヘンリー則定数（HLC）は，気相と希薄水溶液中の平衡濃度の比と定義され，

無次元または atm-m3/mole の単位であるが，Hine と Mookerjee は，HLC を無次元値の逆数の

対数（log 水/空気分配係数，LWAPC）で扱っており，HENRYWINもこの単位が使用されている． 

 

2.3.1 結合寄与値の導出 

各結合寄与値の最適値は線形重回帰分析で求められた．元の Hineと Mookerjee は，実測値

と推定値の乖離に対して補正係数を用いていないが，HENRYWINでは，この乖離を減ずるため

に補正係数が適用される．補正係数は，KOWWINと同様に，単純に既知および推定値の偏差の

平均値である．結合寄与法の推定式は次式となる．適用可能な場合，補正係数が追加される． 

   )()( jjii NCNBLWAPC  (4) 

ここで，Bi：結合寄与値，Nj：各結合の分子内での出現数，Ci：補正係数値である． 

 

2.3.2 推定精度 

図８に，推定式導出用セット（442 物質）での結合寄与法の推定精度を示し，図９にその

推定誤差のヒストグラムを示す． 
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図８ 結合寄与値導出用データセットでの測定値と結合寄与法推定値の相関 

物質数：442，決定係数（r2）：0.977，標準偏差：0.400，平均誤差：0.249 

 

 

図９ 推定式導出用データセットでの結合寄与法の推定誤差 

0.10以下：41.4％，0.20以下：61.1％，0.40以下：81.2％，0.50以下：85.1％，

0.60以下：89.8％，0.80以下：93.9％，1.00以下：96.2％ 
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図 10 に，検証用データセット（1376 物質，上記 442 物質は含まず）での結合寄与法の推

定精度を示す．LWAPC が 5（25℃で 2.45×10-7 atm･m3/moleの HLCに相当）を超えると，推定

が不正確となる．3.0×10-7 atm･m3/mole 未満の HLC をの物質は，水中から不揮発性である． 

 
図 10 検証用データセットでの測定値と結合寄与法推定値の相関 

物質数：1376，決定係数（r2）：0.79，標準偏差：1.54，平均誤差：1.00 

 

2.3.3 グループ寄与法 

Hineと Mookerjeeは，212物質のデータセットでグループ寄与値も導出しているが，グル

ープ寄与法の精度は，標準偏差以外示されていない．図 11は，グループ寄与法の 1031物質

のデータセットに対する推定精度を示す． 
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図 11 グループ寄与法の 1031物質での測定値と推定値の相関 

物質数：1031，決定係数（r2）：0.85，標準偏差：1.05，平均誤差：0.85 

 

2.3.4 結合寄与法またはグループ寄与法の選択 

HENRYWINの結合寄与法とグループ寄与法では，多くの官能基があるいくつかの物質で最大

2 桁の差異を生じる．結合寄与法で補正係数を使用しない場合はグループ寄与法が，補正係

数を適用する場合は結合寄与法が好ましい．また，グループ法より結合寄与法がより正確と

いう報告もある． 

 

2.4 MPBPWIN 

2.4.1 沸点 

以下の Steinと Brown のグループ寄与法を用いて沸点（Tb，K）を推定する． 

  ii gnTb 2.198  (5) 

ここで，gi：グループ寄与値，ni：グループ出現回数である． 

計算された Tbはさらに，以下の式で補正される． 

20007705.05577.084.94)( TbTbTbcorrTb   [Tb <= 700 K] (6) 

TbTbcorrTb  5209.07.282)(   [Tb > 700 K] (7) 

 

Steinと Brown法は 4,426物質の沸点データで開発されたが，MPBPWINでは，彼らが除外し

た置換基（thiophosphorus [P=S]，四級アンモニウム等）や特定の物質（アミノ酸，様々な

芳香族窒素環，リン酸塩等)に対する補正係数等が追加されている． 
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推定精度 

Steinと Brown法では，推定式導出用データセット（4426物質）に対して，平均絶対誤差：

15.5 K，標準偏差：24.6 K，平均誤差：3.2％の推定精度の統計量が得られている．これらの

データセットは入手不可である． 

検証用データセット（5890物質）での MPBPWIN の相関性を図 12に，推定誤差を図 13に示

す． 

 

図 12 MPBPWINの検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：5890，決定係数（r2）：0.935，標準偏差：22.0，平均絶対誤差：14.5 
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図 13 MPBPWINの検証用データセットでの推定誤差 

10℃以下：52.6％，20℃以下：77.3％，30℃以下：88.2％，40℃以下：93.3％ 

 

推定対象物質の範囲 

MPBPWIN の推定法の推定式導出用データセットは入手できないため，この推定法の正確な

推定範囲は説明できない． 

 

2.4.2 融点 

融点を Jobackのグループ寄与法と Goldと Ogle の推定法で推定する． 

Joback法は，388物質のデータセットを用い，線形重回帰分析で 41のグループ記述子を導

出している．MPBPWIN では，この方法を拡張し，特定のグループに補正係数を用いる． 

Goldと Ogleの推定法は以下のように沸点(Tb，K)を融点(Tm，K)と関連付ける． 

TbTm  5839.0  (8) 

 

MPBPWINは，2つ推定値に基づいて“推奨”値を示す．推定値間の差が小さい（< 30 K）場

合，平均値を推奨する．差が大きい場合は，構造の種類と差の大きさから，どちらの推定が

より妥当か判断し，MPを重み付けする． 

Joback法はいくつかの構造で MPをかなり過大に推定し，Goldと Ogleの推定法も様々な構

造で不正確である．両法を組み合わせることで，推定精度の有意な改善を図っている． 

 

推定精度 

Joback法は 388物質のデータセットに基づいており，推定精度の統計量は，標準偏差：25 

K，平均偏差：23 K，絶対誤差：11％である． 

現在の MPBPWIN の融点推定精度は，10,051 物質のデータセットで検証された．図 14 と図

15 にこの検証用データセットでの測定値と推定値の相関と推定誤差のヒストグラムを示す． 



24 

 

液体と指定または 25℃未満の融点を有する 3246 物質と 25℃より高い融点を有する 8225

物質を含むデータセットに対して，MPBPWINは以下を推定した． 

8225の固体物質（25℃以上の融点物質）に対し，93％の物質を固体と推定 

3246の液体物質（25℃未満の融点物質）に対し，70％の物質を液体と推定 

MPBPWINで推定される融点は，スクリーニング目的にのみ推薦される． 

 

図 14 MPBPWINの検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：10051，決定係数（r2）：0.63，標準偏差：63.9℃，平均偏差：48.6℃ 
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図 15  MPBPWINの検証用データセットでの推定誤差 

10℃以下：13.8％，20℃以下：27.3％，30℃以下：40.3％，50℃以下：62.1％ 

 

推定対象物質の範囲 

完全な推定式導出用データセットは入手できないため，この推定法の正確な推定範囲につ

いては説明できない． 

 

2.4.3 蒸気圧 

蒸気圧を Antoine法，修正 Grain法，Mackay法の 3法で推定する．推定時に沸点が入力さ

れない場合，Steinと Brown法の沸点推定値を用い，入力された場合は，その値を使用する． 

MPBPWIN は 3 法による推定値と推奨値を示す．固体の場合，修正 Grain 法の推定値が推奨

され，液体と気体の場合，推奨値は Antoine法と修正 Grain法の推定値の平均である． 

 

Antoine 法：通常の沸点(Tb，K)から次式で温度（T，K）での蒸気圧を推定する． 
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2

2

2 11
ln

CTCTRTZ

CTH
P

bbb

bvb
vp  (9) 

ここで，ΔZb：0.97 と仮定される．定数 C2：Thomson 則（C2=-18+0.19 Tb）で推定される．

沸点での気化熱は次式で評価される： 

 bFvb

b

vb TRKS
T

H
ln75.8 


 (10) 

ここで，KF：構造因子（変動は小さく，ほぼ 0.99～1.2）．R：1.987 cal/mol/Kである． 
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修正 Grain 法：修正 Watson 法の改良法で，固体，液体，気体に適用できる．修正 Grain 法

の推定式は次式で表される． 

 

   
 






















p

m

p

p

m

p

b

bF
l TTm

T

T

Z

RTK
P ln232

23
1

ln
ln

1
 (11) 

ここで，P(l)：液体の蒸気圧（atm)，Kp：構造因子，R：ガス定数（82.057 cm3atm/mol K），

ΔZ：圧縮率係数（=0.97），Tb：通常の沸点（K），T：温度（K），Tp=T/Tb，m=0.4133-0.2575Tp. 

固体に対しては，上式に次項が追加される： 
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RTP ln232

23
1ln6.0ln

1
 (12) 

ここで，P(s)：固体蒸気圧(atm)，ΔP(s)：過冷却液体状態と固体状態での蒸気圧の差（atm），

Tm：融点(K)，Tpm=T/Tm，m=0.4133-0.2575Tpmである．修正 Grain法は現在，最も万能の VP

推定法である． 

 

Mackay 法：Mackayの VP推定式は次式で表される： 

)1/(8.6)]/ln(803.0)1/(803.1)[ln4.4(ln  TTTTTTTP mbbb  (13) 

ここで；Tb：沸点（K），T：蒸気圧温度（K），Tm：融点（K）である．融点は液体では無視さ

れる．炭化水素類（脂肪族と芳香族）とハロゲン化物質（脂肪族と芳香族）から導出された． 

 

推定精度 

3037物質のデータセットでの MPBPWINの推奨値の推定精度が検証された（図 16）．蒸気圧

が減少するに従い，特に蒸気圧が 0.0001333 Pa未満では，推定誤差の増大が明らかである． 
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図 16 MPBPWINの蒸気圧検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：3037，決定係数（r2）：0.914，標準偏差：1.057，平均偏差：0.644 

 

推定誤差のヒストグラムを図 17に示す． 

 

図 17  MPBPWINの蒸気圧検証用データセットでの推定誤差 

 

検証用データセット中の実測の沸点と融点を有する 1642 物質に対する対数値の推定精度
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の統計量は，決定係数（r2）=0.949，標準偏差=0.59，平均偏差=0.32である．これらの統計

量は，VPの推定値は実測の沸点と融点のデータを用いることで，より正確になることを明示

している． 

 

推定範囲 

完全な推定式導出用データセットは入手できないため，この推定法の正確な推定範囲につ

いては説明できない． 

 

2.4.4 過冷却液体の蒸気圧 

過冷却液体は，固化せずその凝固点以下に冷却された液体であり，固体の蒸気圧は過冷却

液体の蒸気圧より低い．MPBPWIN は通常の固体の蒸気圧に加えて，修正 Grain を用いて過冷

却液体の蒸気圧を推定する．過冷却液体の蒸気圧は，EPI Suite の AEROWIN での大気中浮遊

粒子への物質の吸着割合（φ）の推定に使用される． 

実測蒸気圧データがない物質に対しては，過冷却蒸気圧は，修正 Grain 法で計算された液

体の値である．実測蒸気圧がある固体物質の場合，固相蒸気圧を，以下の式で過冷却液体の

蒸気圧に変換する． 

TTTPP msl /)(79.6)/(ln   (14) 

ここで，Pl：過冷却液体の蒸気圧，Ps：固体の蒸気圧，Tm：融点（K），T：気温（K），6.79：

融解エントロピーを気体定数で除した値（ΔS/R）の近似値である． 

 

2.5 BIOWIN 

有機化学物質の迅速な好気的・嫌気的生分解の可能性を推定する．最新バージョン(v 4.10)

は，BIOWIN 1（線形確率モデル），BIOWIN 2（非線形確率モデル），BIOWIN 3（専門家調査

に基づく究極生分解モデル），BIOWIN 4（専門家調査に基づく一次生分解モデル），BIOWIN 5

（MITI 線形モデル），BIOWIN 6（MITI 非線形モデル）および BIOWIN 7（嫌気的生分解モデ

ル）の 7つのモデルを含み，生分解性の推定は，線形または非線形の回帰分析で導出された

フラグメント定数を用いる． 

 

・BIOWIN 1と 2：特定の培地中ではなく，好気的条件下での生分解性の一般的な目安を推定 

・BIOWIN 3と 4：典型的または“評価”水環境中で究極および一次生分解を完全に達成する

に要する時間を推定 

・BIOWIN 5と 6：MITI易生分解性試験（OECD TG，301C）での分解性を推定 

・BIOWIN 7は，嫌気的分解スクリーニング試験での急速分解の可能性を推定 

 

2.5.1 BIOWIN 1と 2 

Howard らによる推定法の論文発表以来，新たなフラグメント（CF3-基と C6H5-基）の追加，

いくつかのフラグメントの再定義，変数への分子量の追加が行われた． 
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1)フラグメント定数の導出 

295物質のデータセットを用い，分解が速い（確率 1.0）か遅い（確率 0.0）と関係づけて，

線形と非線形の重回帰分析で 36フラグメントと分子量に対する定数が導出された．推定され

た生分解確率が 0.5以上の場合は，分解が速い，0.5未満の場合は，分解が遅いと判定する． 

 

2)BIOWIN 1における生分解確率の計算 

生分解確率は，物質中の各フラグメントと分子量の定数とその出現回数の積を合計し，定

数（0.7475）に加えて算出する． 

 

3)BIOWIN 2における生分解確率の計算 

生分解確率は，物質中の各フラグメントと分子量の定数と出現回数の積を合計し，定数

（3.0087）を加えて，総合計（total）を得る．生分解確率（Non-linear probability）は，

totalを以下の logistic式に代入して算出する． 

))exp(1/()exp( totaltotalyprobabilitlinearNon   (15) 

 

4)推定対象物質の範囲 

オンラインヘルプの Appendix Eに推定式導出用データセットの 295物質が示されている． 

 

5)推定精度 

推定式導出用データセットでの BIOWIN 1と 2 の推定能を表４に示す． 

 

表４ BIOWIN 1と 2の推定式導出用データセット（295物質）に対する推定能 

 BIOWIN 1 (線形モデル) BIOWIN 2 (非線形モデル) 

全一致数 264/295 275/295 

全一致率，% 89.5 93.2 

速い分解一致率，% 97.3 (181/186) 97.3 (181/186) 

遅い分解一致率，% 76.1 (83/109) 86.2 (94/109) 

推定される確率が>0.5の場合に生分解が速いと判断 

 

2.5.2 BIOWIN 3と 4 

完全分解（BIOWIN 3）と一次生分解（BIOWIN 4）に要する時間を推定する．一次生分解は

親物質の初期代謝物への構造変換で，完全生分解は二酸化炭素，水，その他の元素や細胞成

分への親物質の変換である． 

 

1)フラグメント定数の導出 

モデルは，17名の生分解専門家への調査（典型的または“評価”水環境中での 200物質の

完全分解と一次生分解に要する時間を評価）に基づく．この調査後，50物質に対して同様の

調査が実施され，専門家は，1～5のスケールで各物質の完全分解と一次生分解に要する時間

を格付けした（5：時間，4：日，3：週，2：数か月，1：より長い）． 

専門家からの各物質の格付け値は平均され，BIOWIN 1 と 2 と同じ 36 フラグメントと分子



30 

 

量を用いて，完全分解と一次生分解の格付け値に対するフラグメント定数を回帰分析で得た． 

 

2)究極または一次生分解の格付けの計算と時間単位との関係 

完全または一次生分解の格付け値は，物質中の各フラグメントと分子量の定数とその出現

回数の積を合計し，定数（BIOWIN 3：3.1992，BIOWIN 4：3.8477）を加えて算出する． 

推定された格付け値を分解に要する時間の単位と以下で関係づける． 

 

格付け推定値  期待される完全分解時間の単位 

4.75～5   時間 

4.25～4.75   時間～日 

3.75～4.25   日 

3.25～3.75   日～週 

2.75～3.25   週 

2.25～2.75   週～月 

1.75～2.25   数ヶ月 

1.75未満   難分解 

 

3)推定対象の範囲 

究極および一次生分解に対する推定式導出用データセット物質に対する格付け値の最小と

最大値は以下のとおりである． 

モデル       最小    物質                      最大    物質 

BIOWIN 3     1.44    pentabromoethylbenzene    3.89    ethylene glycol diacetate 

BIOWIN 4     2.37    pentabromoethylbenzene    4.57    ethylene glycol diacetate 

 

4)推定精度 

推定式導出用データセットでの BIOWIN 3と 4 の統計量と推定能を表５と表６に示す． 

 

表５ Biowin3と 4の推定式導出用データセット物質（200物質）に対する統計量 

 BIOWIN 3 (究極分解) BIOWIN 4 (一次分解) 

決定係数（r2） 0.72 0.71 

平均残渣（絶対値） 0.206 0.173 

RMS誤差   

% ± 0.1 （絶対値） 29.5 38.5 

% ± 0.3 （絶対値） 77.5 84.5 

% ± 0.5 （絶対値） 93.5 97.5 
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表６ BIOWIN 3と 4の推定式導出用データセット物質（200物質）に対する推定能 

 BIOWIN 3 (究極分解) BIOWIN 4 (一次分解) 

全一致数 167/200 165/200 

全一致率，% 83.5 82.53 

速い分解一致率，% 93.5 (101/108) 84.9 (101/119) 

遅い分解一致率，% 71.7 (66/92) 79.0 (64/81) 

推定値が 3.5以上の場合に一次生分解が速いと判断 

推定値が 2.5以上の場合に究極生分解が速いと判断 

 

2.6 KOCWIN 

有機化学物質の土壌や底質中の単位重量当りの有機炭素への吸着量と溶液中濃度の平衡時

の比である土壌吸着定数（Koc，単位：L/kg）を推定する．KOCWINには，分子結合性指数（MCI）

とグループ寄与係数を用いる推定法と log Kowによる推定法が用いられている． 

 

2.6.1 分子結合性指数を用いる推定 

グループ寄与係数の導出には回帰分析が 2回実施された． 

最初の回帰分析では，補正係数が不要の無極性物質（69物質）のデータセットで，実測の

log Kocと MCIの回帰分析により，以下の式が導出された． 

log Koc = 0.5213 MCI + 0.60 (16) 

（物質数：69，決定係数(r2)：0.967，標準偏差：0.247，平均偏差：0.199） 

次の線形重回帰分析では，447 物質のデータセットで，グループに特異的な補正係数が導

出された．この回帰分析で導出された補正係数を含む推定式は，以下のとおりである． 

log Koc = 0.5213･MCI + 0.60 + ΣPf･N (17) 

ここで，Pf：グループごとの補正係数，N：グループの出現回数である． 

 

2.6.2 log Kowを用いる推定 

log Kowとの相関に基づく Koc推定法の導出には，MCI法と同じ推定式導出用データセット

が使用された．補正係数不要の無極性物質のデータセットの回帰分析で導出された推定式は，

以下のとおりである． 

log Koc = 0.8679 log Kow - 0.0004 (18) 

（物質数：68，決定係数(r2)：0.877，標準偏差：0.478，平均偏差：0.371） 

補正係数を加えた線型重回帰分析で導出された推定式は，以下のとおりである． 

log Koc = 0.55313 log Kow + 0.9251 + ΣPf･N (19) 

ここで，Pf：グループごとの補正係数，N：グループの出現回数である． 

 

2.6.3 推定精度 

図 18に推定式導出用データセット（補正係数不要）での測定値と MCI法推定式の相関を示

す． 

また，図 19に推定式導出用データセット（補正係数あり）での測定値と MCI法推定値の相

関を示す． 
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図 18 推定式導出用データセット（補正係数不要）での測定値と推定値の相関 

物質数：69，決定係数（r2）：0.967，標準偏差：0.247，平均偏差：0.199 

 

 

図 19 推定式導出用データセット（補正係数あり）での測定値と推定値の相関 

物質数：447，決定係数（r2）：0.900，標準偏差：0.340，平均偏差：0.273 

 

図 20は推定式導出用データセット（補正係数不要＋補正係数あり）での MCI法の推定誤差
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を示す． 

 
図 20 導出用データセット（補正係数不要＋補正係数あり）データセットでの推定誤差 

推定誤差：0.20以内：44.2％，0.40以内：76.9％，0.60以内：93.0％，0.80以内：

98.6％，1.00以内：100％ 

 

図 21は検証用データセット（158物質）での測定値と MCI法推定値の相関を示す． 

 
図 21 検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：158，決定係数（r2）：0.850，標準偏差：0.583，平均偏差：0.459 
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図 22に推定式導出用データセット（補正係数不要）での測定値と log Kow法推定値の相関

を示す． 

 

図 22 推定式導出用データセット（補正係数不要）での測定値と推定値の相関 

物質数：68，決定係数（r2）：0.877，標準偏差：0.478，平均偏差：0.371 

 

図 23に推定式導出用データセット（補正係数あり）での測定値と log Kow法推定値の相関

を示す． 

 

図 23 推定式導出用データセット（補正係数あり）での測定値と推定値の相関 

物質数：447，決定係数（r2）：0.855，標準偏差：0.396，平均偏差：0.307 
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図 24に検証用データセットでの測定値と log Kow法推定値の相関を示す． 

 

図 24 検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：150，決定係数（r2）：0.778，標準偏差：0.679，平均偏差：0.494 

 

全体的に MCI法が log Kow法よりもやや精度が良いが，両法とも良い結果と判断されてい

る． 

 

2.6.4 範囲 

推定式導出用と検証用データセットの物質の分子量の範囲は下記のとおりである． 

推定式導出用セットの分子量： 

最小分子量：32.04；最大分子量：665.02；平均分子量：224.4 

検証用セットの分子量： 

最小分子量：73.14；最大分子量：504.12；平均分子量：277.8 

 

2.7 WSKOW 

log Kowを用いて，有機化学物質の水溶解度（WSol）を以下の 2式で推定する． 

log S (mol/L)=0.796-0.854･log Kow-0.00728･MW+Corrections (20) 

log S (mol/L)=0.693-0.96･log Kow-0.0092(Tm-25)-0.00314･MW+Corrections  (21) 

ここで，MW：分子量，Tm：融点（℃）（固体にのみ適用），Corrections：15 の構造（アル

コール，エステル，フェノール類，ニトロ化合物，アミン，アルキルピリジン，アミノ酸，

PAH等）に適用される補正係数である． 
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実測融点がある場合，式(21)を，ない場合は，式(20)を用いる．これらの式は，実測の log 

Kow，水溶解度，融点を有する 1450物質から導出された．式(21)の推定精度の統計量は，決

定係数(r2)：0.97，標準偏差：0.409（log単位），絶対平均誤差：0.313（log単位）である．

817物質の検証用データセットでの推定精度の統計量は，決定係数(r2)：0.902，標準偏差：

0.615（log単位），絶対平均誤差：0.480（log単位）である． 

WSKOWWINは，KOWWIN を用いて log Kowを推定するが，実測値がデータベースにあれば，そ

れを使用する．また，6230物質の実測水溶解度データを含み，実測値があれば，表示する． 

 

2.7.1 推定精度 

図 25に推定式導出用データセット（1,450物質）での測定値と推定式の相関を示す． 

 

図 25 推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：1450，決定係数（r2）：0.970，標準偏差：0.409，平均偏差：0.313 

 

推定式導出用データセットでの推定誤差を図 26に示す． 
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図 26 導出用データセットデータセットでの推定誤差 

推定誤差：0.20以内：42.0％，0.40以内：69.5％，0.60以内：86.0％，0.80以内：

93.9％，1.00以内：97.4％ 

 

検証用データセット（817物質，融点：全て実測値，log Kow：推定値）での測定値と推定

値の相関の統計量は，物質数：817，決定係数（r2）：0.902，標準偏差：0.615，平均偏差：

0.480である． 

 

2.7.2 範囲 

推定式導出用データセットの物質の水溶解度，分子量および log Kowの範囲は下記のとお

りである． 

推定式導出用セットでの水溶解度の範囲： 

最小：4×10-7 mg/L，最大：任意に混和 

推定式導出用セットでの分子量の範囲： 

最小：27.03，最大：627.62 

推定式導出用セットでの log Kow の範囲： 

最小：-3.89，最大：8.27 

 

2.8 WATERNT 

フラグメント定数法に基づいて，有機化学物質の 25℃での水溶解度を推定する． 

WATERNTも，6200以上の有機化学物質の測定値データを含み，実測値を検索し，表示する． 

 

2.8.1 推定法 

WATERNTでは，重回帰分析を用いて，1,128物質の推定式導出用データセットから分子を構
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成するフラグメントに対する係数値がまず導出された．次の重回帰分析では，フラグメント

係数のみで推定された水溶解度と実測水溶解度の差から補正係数が導出された． 

2つの回帰分析で導出された有機化学物質の水溶解度推定式は次のとおりである． 

log WatSol (moles/L) = Σ(fi･ni) + Σ(cj･nj) + 0.24922 (22) 

ここで，fi：フラグメント係数，ni：フラグメントの出現回数，cj：補正係数，nj：分子中の

補正係数の適用数である． 

 

2.8.2 推定精度 

図 27は，WATERNTの推定式作成用データセットでの測定値と推定値の相関を示す． 

 

図 27 推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：1128，決定係数（r2）：0.940，標準偏差：0.537，平均偏差：0.355 

 

推定式作成用データセット（1,128物質）での推定誤差を図 28に示す． 

また，推定式導出用データセットに含まれない 4,636物質の検証用データセットでの測定

値と推定値の相関を図 29に示す． 
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図 28 導出用データセットデータセットでの推定誤差 

推定誤差：0.20以内：47.4％，0.40以内：73.2％，0.60以内：83.7％，0.80以内：

90.2％，1.00以内：93.3％ 

 

 

図 29 検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：4636，決定係数（r2）：0.815，標準偏差：1.045，平均偏差：0.796 
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推定式導出用データセットの物質の分子量および水溶解度の範囲は下記のとおりである． 

推定式作成用セットの分子量： 

最小 MW：30.30，最大 MW：627.62，平均 MW：187.73 

推定式作成用セットの水溶解度： 

最小溶解度 (mg/L)：0.0000004，最小溶解度 (log moles/L)：-12.0605 

最大溶解度 (mg/L): miscible，最大溶解度 (log moles/L): 1.3561 

 

2.9 BCFBAF 

log Kowを用いて，有機化学物質の BCFを推定する．最新版では，良く評価された最近の

BCFデータベースが，推定式構築と検証に使用された．さらに，BCFBAFは Arnotと Gobasの

方法により生物蓄積倍率（BAF）と魚体内での生物変換速度（kM）の推定も可能である． 

BCFBAFは，KOWWINを用いて，log Kowを推定する．実測 log Kowがデータベースにある場

合は，実測値を BCF，BAFおよび kMの推定に使用する． 

 

2.9.1 生物濃縮倍率（BCF） 

BCF推定式を導出するための回帰分析に用いた実測 BCFは，Arnotと Gobasの BCFデータベ

ースから選択され，単一値が各物質で選択された（複数値がある場合，一般に中央値を選択）． 

 

推定法 

BCFBAFは，化学物質をカルボン酸，スルホン酸とスルホン酸塩，電荷窒素物質（四級アン

モニウム化合物等）のイオン性物質と，その他の非イオン性物質に分類する． 

推定式導出用データセットは，466の非イオン性物質と 61のイオン性物質から成る． 

非イオン性物質に対する推定式導出では，物質をlog Kowにより3つの区分（log Kow < 1.0，

log Kow 1.0～7.0，log Kow > 7.0）に分割し，各区分に対して，最適の直線が回帰分析で導

出され，特定の構造に対しては補正係数も導出された．図 30 に，3 つの区分と BCFBAF の推

定式（以前の BCFWINの式も含む）を示す．この図では，導出された補正係数による補正は行

われていない）． 

 

log Kow 1.0～7.0に対して導出された推定式： 

log BCF = 0.6598 log Kow - 0.333 + Σ補正係数 (23) 

（物質数= 396，決定係数（r2）= 0.792，Q2 = 0.78，標準偏差= 0.511，平均偏差= 0.395） 

以前の BCFWINの式： 

log BCF = 0.77 log Kow - 0.70 + Σ補正係数 

log Kow > 7.0 に対して導出された推定式： 

log BCF = -0.49 log Kow + 7.554 + Σ補正係数 (24) 

（物質数= 35，決定係数（r2）= 0.634，Q2 = 0.57，標準偏差= 0.538，平均偏差= 0.396） 

以前の BCFWINの式： 

log BCF = -1.37 log Kow + 14.4 + Σ補正係数 

log Kow < 1.0 に対して導出された推定式： 
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全て，0.50の推定 log BCFを割り当てられる（BCFWINも同じ）． 

 

図 30 推定式導出用非イオン性物質データセットでの測定値と推定式の比較 

 

イオン物質は，以下のように推定される． 

log BCF = 0.50  (log Kow < 5.0)，log BCF = 0.75  (log Kow 5.0～6.0) 

log BCF = 1.75  (log Kow 6.0～7.0)，log BCF = 1.00  (log Kow 7.0～9.0) 

log BCF = 0.50  (log Kow  > 9.0) 

 

図 31 推定式導出用イオン性物質データセットでの測定値と推定式の比較 
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推定精度 

図 32に，推定式導出用データセット（527物質）での測定値と推定値の相関を示す． 

 

図 32 推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：527，決定係数（r2）：0.833，標準偏差：0.502，平均偏差：0.382 

 

推定式導出用データセットでの推定誤差を図 33に示す． 

 

図 33 導出用データセットデータセットでの推定誤差 

推定誤差：0.20 以内：34.9％，0.40 以内：63.8％，0.60 以内：79.1％，0.80

以内：87.5％，1.00以内：93.5％ 
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検証用データセット（158物質）での推定精度を図 34に示す． 

 

図 34 検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：158，決定係数（r2）：0.82，標準偏差：0.59，平均偏差：0.46 

 

推定範囲 

527物質の推定式導出用データセットでの分子量と log Kowの最小と最大を以下に示す． 

推定式導出用データセット： 

最小 MW：68.08；最大 MW：991.80（イオン性），959.17（非イオン性）；平均 MW：244.00 

最小 log Kow：-6.50（イオン性），-1.37（非イオン性）；最大 log Kow: 11.26 

 

2.9.2 魚体中での生物変換速度（kM） 

BCFBAFは，魚体中の有機化学物質の一次体内変換の速度定数（kM：/日）と半減期（HL：

日）も推定する．632 物質の魚中 kM生体内変換速度（日単位の生体内変換半減期の対数値）

のデータセットが，推定式導出用（421物質）と検証用（211物質）に分割，使用された． 

 

推定法 

推定式は，推定式導出用データセット（421物質）を用いて 57のフラグメント，Kowおよ

び分子量を変数とする生体内変換半減期の対数値に対する重回帰分析で導出された． 

線形重回帰で導出された式は以下のとおりである． 

log kM/Half-Life (日) = 0.30734215･log Kow - 0.0025643319･MW - 1.53706847 + 

Σ(Fi･ni) (25) 

ここで，Fi：個々のフラグメント係数値，ni：構造中の個々のフラグメント数である．また，

-1.53706847は回帰式の定数である． 
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推定式導出用データセットに対する決定係数（r2）は 0.82，平均絶対誤差は log単位で 0.38

（ファクター：約 2.4）で，検証用データセット（211 物質）では，r2=0.73，平均絶対誤差

は log単位で 0.45（ファクター：約 2.8）である． 

モデルは，15℃，10g に規格化された魚体中での速度定数（kM,N）を推定する．モデルの kM,N

推定値は，以下の式で質量と温度に特異的な kM,X値に変換される． 

kM,X = kM,N (WX/WN)
-0.25 exp(0.01(TX － TN)) (26) 

ここで，WX：対象生物種の質量（kg），WN：規格化された生物の質量（0.01 kg），TX：対象

の水温(℃)，TN：規格化された水温（15℃）である． 

 

推定精度 

図 35に，推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関を示す． 

 

図 35 推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：421，決定係数（r2）：0.821，標準偏差：0.494，平均偏差：0.383 

 

図 36に，推定式導出用データセットでの推定誤差を示す． 
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図 36 導出用データセットデータセットでの推定誤差 

推定誤差：0.20 以内：35.4％，0.40 以内：58.0％，0.60 以内：78.1％，0.80

以内：88.4％，1.00以内：95.2％ 

 

図 37に検証用データセットでの測定値と推定値の相関を示す． 

 

図 37 検証用データセットでの測定値と推定値の相関 

物質数：211，決定係数（r2）：0.734，標準偏差：0.602，平均偏差：0.446 
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推定範囲 

推定式導出用データセットの 421物質の分子量と log Kowの最小と最大値を以下に示す． 

分子量：最小 MW：68.08，最大 MW：959.17，平均 MW：259.75 

log Kow：最小 log Kow：0.31，最大 log Kow：8.70 

 

2.9.3 Arnot-Gobas BAF-BCFモデル 

BCFBAFは，Arnot- Gobasのモデルを用いて，温帯魚の 3つの一般的な栄養段階（低位，中

間，上位）での非イオン性有機化学物質の定常状態時の生物濃縮倍率（BCF；L/kg）と生物蓄

積倍率（BAF；L/kg）を推定する．モデルは，鰓から（BCFと BAF）と餌から（BAF）の化学物

質取り込みによる生物濃縮と生物蓄積に加えて，鰓表面での排泄，糞排泄作用，成長稀釈と

代謝生体内変換による除去プロセス，生物利用能を考慮する．BCF と BAF を推定するための

入力パラメータとして化学物質の Kow と代謝体内変換速度定数（kM, N：/日）を要する．BCF

と BAF計算時のデフォルト温度は 10℃（温帯地方）である；したがって，モデル推定は，北

極，亜熱帯，熱帯地方または他の大きく異なる条件（室内試験，約 25℃）との比較には推薦

されない． 

Arnot-Gobasモデルで BAFと BCFの値を推定するために BCFBAFで用いられるプログラム・

コードはオンラインヘルプ・ファイルに記載されている． 

 

2.10 HYDROWIN 

HYDROWINは，エステル，カーバメート，エポキサイド，ハロメタン，特定のハロゲン化ア

ルキルおよびリン酸エステルの水中での酸および塩基加水分解速度定数を推定する．リン酸

エステルを除くこれらの推定法については，以下の文書にまとめられている． 

Environmental Fate and Exposure Studies Development of a PC-SAR for Hydrolysis: Esters, 

Alkyl Halides and Epoxides. EPA Contract No. 68-02-4254. 

また，リン酸エステルの推定法はオンラインヘルプの Phosphorus Estimation Methodology

に記載されている． 

HYDROWINでは約 300 のフラグメントが用いられているが，リストにないフラグメントを識

別した場合，HYDROWINはリストにあるフラグメントを使用し，警告メッセージを表示する（選

択された代用フラグメントが最良の選択でないことに注意が必要）． 

総加水分解速度定数は，酸，塩基および中性加水分解の速度定数の和であるため，中性加

水分解が優勢な場合，推定される酸と塩基の速度定数は実際の環境中の状況を反映しない． 

加水分解速度定数の推定に加えて，HYDROWIN は下記物質に関する実測データを提供する． 

アシルハライド，アルコキシシラン，アミド，無水物，ハロゲン化ベンジル，カーバメート，

カーボネート，カルボニル尿素,環状エステル，ジチオカーバメート，ジチオカーボネート，

ハロアミン，ハロゲン化シラン，イソシアネート，イソチオシアネート，N-フェニルイミド，

有機アルミニウム，有機リチウム，有機マグネシウム，有機カリウム，有機ナトリウム,オキ

シム，リン酸エステル，スルフォニルハライド，スルフォニル尿素，チオカーバメート，チ

オエステル，尿素 
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2.10.1 エステル 

エステル（R1-C(=O)-O-R2）の塩基加水分解速度定数（Kb）を次式で計算する． 

log Kb=0.92Es{R1}+0.31Es{R2}+2.16･σ
*{R1}+2.30σ

*{R2}+2.10σX{R1}+ 

1.25σX{R2}+2.67 (27) 

ここで，Es：置換基 R1と R2の立体因子，σ*：置換基 R2の Taft 定数，σX：置換基 R1と R2

の Hammett定数である． 

推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関の統計量は，物質数= 124，相関係数

（r）= 0.982，決定係数（r2）= 0.965である． 

 

2.10.2 カーバメート 

カーバメート（R1-N(-R2)-C(=O)-O-R3）の塩基加水分解速度定数（Kb）を 2つの式で計算す

る． 

ジ-N-置換カーバメートに対しては次式を適用する： 

log Kb=7.99σ
*{R3} + 0.316Σ[σX{R1+R2}] + 3.14Σ[Es{R1+R2}] + 0.442 (28) 

一般的なカーバメートに対しては次式を適用する： 

log Kb=2.3Σ[σ*{R1+R2}]+0.96Σ[σX{R1+R2}]+7.97σ
*{R3}+2.81σX{R3}- 

0.275 (29) 

ここで，Es，σ*，σX については，エステルと同じである． 

推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関の統計量の記載はない． 

 

2.10.3 エポキサイド 

エポキサイドの酸加水分解速度定数（Ka）を 2 つの式で計算する． 

脂肪族エポキサイドに対しては次式を適用する： 

log Ka = 0.359Σ[Es{R}] - 2.15Σ[σ*{R}] + 1.015 Co - 1.765 (30) 

ビニル－芳香族エポキサイド（エポキシ炭素に直接，ビニル基や芳香族原子が結合してい

るエポキシド）に対しては次式を適用する： 

log Ka = -0.88Σ[Es{R}] - 4.18Σ[σ*{R}] + 0.63CT + 0.47Do - 

1.36 Co - 0.98 (31) 

ここで，Es{R}：エポキシ炭素の置換基 R1，R2，R3，R4 に対する立体因子，σ*{R}：R1，R2，

R3，R4に対する Taft定数，Co：1（環状エポキサイド）または 0（脂環式エポキサイド），CT：

cisで 0，transで-1，Do：エポキシ環を除く縮合環の数である． 

脂肪族エポキサイドの推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関の統計量は：

物質数= 14，相関係数（r）= 0.89，決定係数（r2）= 0.80 であり，ビニル－芳香族エポキ

サイドの推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関の統計量は物質数= 20，相関

係数（r）= 0.97，決定係数（r2）= 0.94である． 

 

2.10.4 ハロメタン 

ハロメタンの構造式は X-C(Y1)(Y2)Y3で表され，Xはハロゲン，Y3は水素，Y2と Y3はハロゲ

ンまたは水素である． 
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ハロメタンの塩基加水分解速度定数を次式で計算する： 

log Kb = 2.99 σ
*{Y2} + 2.83Σ[Es{Y1+Y2+Y3}] + 0.995 fx - 0.633 (32) 

ここで，fx：置換基 X のハロゲン係数で，F：0.00，Cl：1.33，Br：2.60，I：2.02 である．

複数のハロゲンがある場合，置換基 Xは最大の fx値を有するハロゲンとなる． 

推定式導出用データセットでの測定値と推定値の相関の統計量は：物質数= 12，相関係数

（r）= 0.998，決定係数（r2）= 0.996である． 

 

2.10.5 ハロゲン化アルキル 

HYDROWINは，ハロゲン，水素および一重結合の脂肪族炭素のみを含むハロゲン化アルキル

（R1(R2)(R3)C-H；R1 に脱離するハロゲンを含む）の速度定数を推定できる．ハロゲンのβ

位に水素がなければならない． 

HYDROWINは，塩基加水分解速度定数を次式で計算する： 

log Kb = 2.09Σ[σ*{R1+R2+R3}] + 0.491Σ[Es{R1+R2+R3}] + 

3.20 fx - 15.49 (33) 

上記回帰式作成用データセットでの推定値と実測値の相関の統計量は：物質数= 7，相関係

数（r）= 0.99，決定係数（r2）= 0.98である． 

 

2.10.6 半減期の推定 

HYDROWINは，塩基または酸触媒の加水速度定数を用いて半減期を推定する．複数の加水分

解可能な基を含む場合，個別に推定された速度定数を合計し，総速度定数を得る．塩基加水

分解（pH 8）による半減期は次式で計算される： 

Half-life = 0.6931 /(Kb)(1.0E-6) (34) 

ここで，1.0E-6：pH 8での水中の OH-濃度である．酸加水分解の半減期は pH 7（OH-や H+濃度：

ともに 1.0E-7）で計算される． 

 

2.10.7 精度と範囲 

HYDROWINの推定式は，外部の検証用データセットで検証されていない．測定された加水分

解速度定数がある化学物質数が比較的少なく，利用可能なデータは推定式導出に使用される． 

推定は，Taftの立体因子や Hammettの sigma値等の精度に依存する．HYDROWIN は，主に直

鎖アルキル，分枝アルキル，環状アルキル，ハロアルキル，フェニル基および一般的な酸素，

窒素およびイオウ誘導体(エーテル，チオエーテル，アルキルアミン等）から成る 300のフラ

グメントを使用するが，化学構造に存在し得るフラグメントのごく一部である． 

 

2.11 EPI Suite 搭載モジュールの推定精度のまとめ 

表７に EPI Suiteに搭載された推定モジュールの推定精度の一覧を示す。 
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表７ EPI Suite搭載モジュールの推定精度のまとめ 

推定モジ

ュール 

実測値との相関性 推定誤差（95％） 推定対象物質の

範囲 

KOWWIN r2：0.943，SD：0.479 ±1.00（対数値） 
分子量：18.02～

719.92 

AOPWIN 
(OH) r2：0.963，SD：0.218（対数値） (OH) ±3（対数値） 記載なし 

(O3) r2：0.88，SD：0.52（対数値） 記載なし 記載なし 

HENRYWIN r2：0.79，SD：1.54 記載なし 記載なし 

MPBPWIN 

(沸点) r2：0.935，SD：22.0℃ ±40℃（93.3％） 記載なし 

(融点) r2：0.63，SD：63.9℃ ±50℃（62.1％） 記載なし 

(蒸気圧) r2：0.914，SD：1.057（対数

値） 

± 1.00 （ 対 数 値 ，

80.0％） 
記載なし 

BIOWIN 

(BIOWIN 1 と 2)記載なし 
(BIOWIN 1 と 2)全一致

率：89.5％，93.2％ 
記載なし 

(BIOWIN 3 と 4) r2：0.72，0.71 
(BIOWIN 3 と 4)全一致

率：83.5％，82.5％ 
記載なし 

KOCWIN 

(MCI法) r2：0.850 記載なし 
分子量：32.04～

665.02 

(log Kow 法) r2：0.778 記載なし 
分子量：32.04～

665.02 

WSKOW r2：0.902，SD：0.615（対数値） 記載なし 
分子量：27.03～

627.62 

WATERNT r2：0.815，SD：1.045（対数値） 記載なし 
分子量：30.30～

627.62 

BCFBAF r2：0.82，SD：0.59（対数値） 記載なし 

分子量：68.08～

959.17 (非イオ

ン性) 

 

３．感度解析 

感度解析は，環境排出量推定式，環境動態・暴露推定モデルの入力パラメータ（物性，反

応・分解速度定数等）の不確かさや変動性が，推定結果（暴露量やリスク判定結果）にどの

ような影響を及ぼすのかを評価する際に使用され，推定結果の不確かさに大きな影響を及ぼ

すパラメータを確認することが可能となる． 

感度解析を行う場合には，一つの入力パラメータの値のみを元の値から変化させて推定結

果への影響を解析する（狭義の感度解析と呼ばれる）場合と，全てのパラメータの値を同時

に元の値から変化させて推定結果の影響を解析する（広義の感度解析と呼ばれる）場合があ

る． 

 

3.1 狭義の感度解析 

この感度解析では，多くのモデル入力パラメータの中の 1つのパラメータの値のみを変化

させ，他のパラメータ値は固定し，推定結果の変化を調べる．通常は変化させるパラメータ

の値を元の値から±10％等のように一定の範囲で変化させて，推定結果の変動を見るが，変

化されるパラメータの値の不確かさの範囲が把握できている場合には，パラメータ値のとり

得る範囲で変化させて，推定結果の変動を見ることもできる． 

例えば，蒸気圧がある推定モデルの入力パラメータで，その推定値が 1 Paと与えられる場
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合，一定の範囲で変化させての感度分析では，蒸気圧推定値を±10％で変化させ，0.9 Paま

たは 1.1 Paの場合の推定結果の値を求める．同様に，推定モデルの入力パラメータである融

点，水溶解度，log Kow についてもそれぞれ元の値から±10％変化させ，推定結果の変動を

求める．これらのパラメータの変化に伴う推定結果の変化率を見ることにより，推定結果に

大きな影響を及ぼすパラメータを確認することができる．図 38に示すスパイダー図は，各パ

ラメータを変化させる範囲を変えて推定した場合の結果の変化を示しており，仮想的な図 38

では log Kowと蒸気圧の変化により結果が鋭敏に変化することを示す． 
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大気中分解半減期

 
図 38 仮想的な感度解析結果（スパイダー図） 

 

一方，感度解析で変化させたいパラメータの蒸気圧推定値の不確かさの範囲が 0.5 Pa～2.0 

Pa であることが予め分かっている場合には，この範囲の値を与えた場合の推定結果の範囲を

感度分析で求めることもできる．この場合，他のパラメータ入力値の不確かさについても，

蒸気圧と同様に不確かさの範囲が分かっていることが必要である． 

 

3.2 広義の感度解析 

この感度解析は，環境排出量推定式や環境動態・暴露推定モデルの全ての入力パラメータ

の値を同時に元の値から変化させて推定結果への影響を解析する．一般的には，変化させる

パラメータに確率密度関数を設定して行うモンテカルロシミュレーションによる感度解析が

あるが，それ以外にも，シナリオに基づく解析法もある． 

 

3.2.1 モンテカルロシミュレーションによる感度解析 

この感度解析では，推定式やモデルの各入力パラメータの値の不確かさが従う確率密度関

数や，それぞれのパラメータの間の相関関係等を考慮して，モンテカルロシミュレーション

法により推定結果の確率確率密度関数と統計量を得る．得られた推定結果と，各パラメータ

の相関関係を求めることで，各パラメータの推定結果に及ぼす影響の大きさを知ることがで

きる． 

通常，推定結果と各パラメータの不確かさとの相関係数は，図 39に示すトルネードグラフ
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で示される．図の例では，大気中分解半減期と蒸気圧の不確かさが推定結果に大きく影響す

ることを示している． 
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相関係数

 

図 39 モンテカルロシミュレーションによる感度解析（トルネードグラフ） 

 

3.2.2 シナリオに基づく解析 

各パラメータが変動し得る範囲の最小値，最頻値，最大値を組み合わせ（シナリオ），各シ

ナリオでの推定結果の値を算出し，全てのシナリオが同じ確率で生起するとして推定値の分

布を把握する． 

横軸にシナリオの数だけの刻み 0から 1の範囲でとり，縦軸に得られた推定値を小さい順

に並べることにより累積確率分布を得ることができる． 
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第３章 既存の排出シナリオ文書（ESD） 

 

１．はじめに 

排出シナリオは，化学物質の製造，調合，加工，使用（個人や家庭での使用を含む），回収

/廃棄の段階における水系，大気，固体廃棄物への排出量を決定するためのものであり，排出

シナリオ文書（ESD）はこれを文書化したものである．リスク評価の標準化のために，環境排

出量の推定のレベルを合わせることを目的に作成されている． 

「化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」事業では，工業用洗

浄剤，プラスチック添加剤，溶剤・溶媒および金属類の 4用途群の化学物質を対象に排出シ

ナリオ文書（ESD）を作成したが，これらの 4用途以外で物質代替に伴うリスクトレードオフ

解析を行う際に，OECDの ESDは環境排出量推定に有用である． 

 

２．OECDの ESD 排出シナリオ文書 

既存の ESDとしては，OECDから現在，表１に示す 30分野の ESDが公開されている． 

 

表１ 既存の OECDの排出シナリオ文書 

№ 公開年 タイトル分野 内容 

1 2000 全体の枠組み 
ESD の紹介と加盟国と OECD レベルでの

開発と使用を促進するための指針書 

2 2000 木材防腐剤 

木材防腐剤の木材への処理，処理した

木材の発送前の貯蔵および処理した木

材の使用段階からの環境放出 

3 2004，2009 プラスチック添加剤 

高分子産業における静電防止剤，着色

剤，腐食防止剤，充填剤，防燃剤，発

泡剤，柔軟剤，安定剤等の加工段藍と

製品使用段階からの環境放出 

4 2004 水処理剤 

公共およびパルプ・紙・ボール紙産業

での腐食防止剤，殺生物剤（非農業用），

プロセス調節剤の環境放出 

5 2004 写真産業 
写真産業における産業使用/専門業者

使用段階での局所の表層水への放出 

6 2004 ゴム添加剤 
ゴム工業で使用される充填剤，防燃剤，

安定剤，硬化剤の環境放出 

7 2004 織物加工業 

織物加工業で使用される全ての化学物

質の産業使用/専門業者使用と製品の

長期間使用段階での環境放出 

8 2004 皮革処理 
皮革工業における産業使用段階での局

所の表層水への放出 

9 2004，2010 半導体用フォトレジスト 
半導体製造に使用されるフォトレジス

ト調合剤の不揮発性成分の環境放出 

10 2004 潤滑剤と潤滑用添加剤 

金属精製・加工業，石油燃料工業にお

ける自動車用潤滑油，油圧用油，金属

加工油剤の調合，使用，廃棄段階から

の環境放出 
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11 2004，2011 
自動車補修産業におけるスプ

レー塗布 

ペイントスプレーガンで表面に塗布さ

れる自動車用補修塗装と塗装中の不揮

発性成分の環境放出 

12 2004 金属加工 

金属精製，加工業の酸化処理等 10工程

に使用される洗浄剤，導電剤，電気め

っき剤，界面活性剤，湿潤剤，リン酸

塩形成剤の環境放出 

13 2005 防汚剤 船体保護剤の環境放出 

14 2006 
畜舎・肥料貯蔵システム用殺虫

剤 

畜舎・肥料貯蔵システム用殺虫剤の使

用段階からの環境放出 

15 2006 クラフトパルプ工場 
クラフトパルプの製造段階での化学物

質の環境放出 

16 2006 非一貫型製紙工場 

非一貫製紙工場におけるパルプの製紙

またはボール紙への加工段階での化学

物質の環境放出 

17 2006 再生紙工場 
紙製品の回収段階での再生紙工場に使

用される化学物質の環境放出 

18 2008 
家庭用とプロ用の殺虫剤，殺ダ

ニ剤および製品 

家庭と専門家により使用される殺虫剤

の混合/積み込み段階，施用時，その後

の屋内外の施用面からの放出 

19 2008 
製品使用段階の ESD 作成のた

めの補足指針 

耐久製品使用期間中の排出に焦点を当

てた，排出シナリオ文書 1 の指針の補

足 

20 2009 接着剤の調合 

接着剤製品を調合（ブレンド）に使用

される揮発性および不揮発性の成分の

環境放出 

21 2009 
放射線硬化塗料・インク・接着

剤の調合 

放射線硬化型の液体の塗料，インク，

接着剤の調合時の成分のブレンド段階

からの環境放出 

22 2009 
塗布 ペイント/ラッカー/ワニ

ス 

塗料の製造，塗装，製品の使用，廃棄

の段階における塗料中の接着剤，着色

剤，溶剤，充填剤の環境放出 

23 2009 パルプ，紙，ボール紙産業 

パルプ，紙，ボール紙産業での漂白剤，

着色剤，浮遊剤，注入剤，殺生物剤（非

農業用），複写用材料，界面活性剤の環

境放出 

24 2009 化学物質の輸送と貯蔵 

タンク自動車，鉄道タンク車，タンカ

ー船，パイプライン，中容量コンテナ，

ドラム，バッグ，貯蔵タンク，サイロ

からの環境放出．原理的に，全ての産

業と用途に適用可 

25 2010 電子産業 
電子産業で使用される化学物質の環境

放出 

26 2010 
製品・消費者製品への芳香油の

ブレンド 

消費者製品と製品への芳香油のブレン

ド段階からの環境放出 

27 2011 
放射線硬化塗料・インク・接着

剤の使用 

放射線硬化型の液体の塗料，インク，

接着剤の調合時の成分の製品への使用

段階からの環境放出 
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28 2011 金属加工用液体 

潤滑および金属部品の冷却を目的とし

た水系と油性の金属加工液体の工業的

用途からの環境放出 

29 2011 
洗濯業における水系洗浄作業

に使用される化学物質 

洗濯業における水洗浄装置中の洗濯洗

浄製品の商用使用時の環境放出 

30 2011 化学産業 
より詳しい ESD を開発すべき化学産業

中の分野の確認 

 

上記の ESDの分担国は，英国 8，米国 9，カナダ 3，フランス 2，ドイツ 2，オランダ 3，ス

ウェーデン 1，他となっている．米国が分担した ESD は主に EPA が担当しており，その文書

の構成は統一されており，以下のようになっている． 

前文 

・目的と背景 

・使用法 

・範囲と手法 

・開発経緯 

本文 

・対象業種の概要・背景 

・プロセス 

・アプローチと一般的産業規模等の推定 

・環境排出評価 

・職業暴露評価 

・計算例 

・データギャップ，今後の課題 

欧州の国が分担した ESDは，その文書の内容，構成がかなり，雑多である． 

 

３．REACHの暴露シナリオ文書 

欧州の REACHでは，製造，使用，消費から廃棄に至る全ライフサイクルにわたって安全な

状態であることを評価し，報告することが事業者に課せられている．その具体的状況を記述

した暴露シナリオ（ES）には，当局へ提出する CSR（Chemical Safety Report）と川下ユー

ザーへのコミュニケーション用 eSDS の 2 種類がある．最近，ECHA から REACH 関連で 3 つの

ES の事例が業界と ECHAとの協力で作成され，公表されている． 

①洗浄剤中物質の消費者暴露シナリオ 

②床塗装剤のプロ使用時の暴露シナリオ 

③半導体産業の環境と作業者暴露シナリオ 

 

環境暴露に関しては，使用量をベースにいくつかの記述子で排出量を決める．記述子とし

ては，産業カテゴリー（IC），使用カテゴリー（UC）に加えて，使用セクター（SU），製品カ

テゴリー（PC），プロセスカテゴリー（PROC），環境排出カテゴリー（ERC，SpERC）および成

型品カテゴリー（AC）がある．ERC は，ライフサイクル段階，密閉の程度，物質の用途と工

学的挙動，発生源の分散度，屋内/屋外，使用時と廃棄での排出の可能性の観点で決定される．
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また，SpERCは当該業界に特有の ERCである． 
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第４章 推計環境排出量のメッシュへの配分 

 

１．はじめに 

推計された環境排出量を基に，AIST-ADMERや AIST-SHANEL等の環境動態モデルで化学物質

の環境中濃度の空間分布を推定する場合，排出量推計値をモデルに設定されている空間メッ

シュに配分する必要がある． 

AIST-ADMERには，5 km×5 kmメッシュへの配分指標が内蔵されており，これらを利用して，

大気への環境排出量を配分できる．工業用洗浄剤，プラスチック添加剤および金属の用途群

での代替事例のリスクトレードオフ評価においても，AIST-ADMERの配分指標を用いて大気へ

の排出量をメッシュに配分している．また，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

の「化学物質総合管理プログラム・化学物質リスク評価およびリスク評価手法の開発」で実

施された詳細リスク評価でも環境排出量をメッシュに配分し，暴露評価を行っている． 

本章では，これらの評価で用いられた環境排出量推計値の空間メッシュへの配分方法につ

いて解説する．本章で紹介するメッシュへの配分方法を化学物質の製造から廃棄に至るライ

フサイクル別（事業者，家庭，廃棄物処分施設）にフロー図としてまとめたものを図１に示

す．この図にはあわせて，移動体からの環境排出量のメッシュ配分方法のフローも示した． 
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いいえ

事業者

排 出 源

はい

いいえ

緯度経度データ有
大気排出量：緯度経度でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：緯度経度でメッシュに配分

はい

はい

いいえ

いいえ

大気排出量：業種別製品出荷額でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：業種別製品出荷額でメッシュに配分

製造業種

特定業種

大気排出量
①建築工事業での接着剤及び塗料の使用：都道府県別着工建築物床面積→夜間人口でメッシュに配分
②土木工事業での接着剤及び塗料の使用：都道府県別元請完成工事高→夜間人口でメッシュに配分
③汎用エンジンの使用：都道府県別人工林面積･作付面積･元請完成工事高→林業従事者数･土地利用面積･人口

（昼間･夜間平均）でメッシュに配分

大気排出量：業種別事業所でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：従業員数でメッシュに配分

はい

家庭

廃棄物処分施設

①接着剤及び塗料の使用に伴う大気排出量：世帯数でメッシュに配分
②防虫剤・消臭剤の使用に伴う大気排出量：｢殺虫・防虫剤｣の地域別支出金額→夜間人口でメッシュに配分
③プラスチック製品の使用

大気排出量：夜間人口でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：人口でメッシュに配分

④壁紙・建材
大気排出量：世帯数でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：人口でメッシュに配分

⑤家庭で使用される洗剤の成分
公共用水域排出量･下水道移動量：人口でメッシュに配分

大気排出量：緯度経度でメッシュに配分

いいえ

いいえ

はい

はい

（次頁に続く）

いいえ

事業者

排 出 源

はい

いいえ

緯度経度データ有
大気排出量：緯度経度でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：緯度経度でメッシュに配分

はい

はい

いいえ

いいえ

大気排出量：業種別製品出荷額でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：業種別製品出荷額でメッシュに配分

製造業種

特定業種

大気排出量
①建築工事業での接着剤及び塗料の使用：都道府県別着工建築物床面積→夜間人口でメッシュに配分
②土木工事業での接着剤及び塗料の使用：都道府県別元請完成工事高→夜間人口でメッシュに配分
③汎用エンジンの使用：都道府県別人工林面積･作付面積･元請完成工事高→林業従事者数･土地利用面積･人口

（昼間･夜間平均）でメッシュに配分

大気排出量：業種別事業所でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：従業員数でメッシュに配分

はい

家庭

廃棄物処分施設

①接着剤及び塗料の使用に伴う大気排出量：世帯数でメッシュに配分
②防虫剤・消臭剤の使用に伴う大気排出量：｢殺虫・防虫剤｣の地域別支出金額→夜間人口でメッシュに配分
③プラスチック製品の使用

大気排出量：夜間人口でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：人口でメッシュに配分

④壁紙・建材
大気排出量：世帯数でメッシュに配分
公共用水域排出量･下水道移動量：人口でメッシュに配分

⑤家庭で使用される洗剤の成分
公共用水域排出量･下水道移動量：人口でメッシュに配分

大気排出量：緯度経度でメッシュに配分

いいえ

いいえ

はい

はい

（次頁に続く）
 1 

図１ 事業者，家庭，廃棄物処分施設および移動体からの化学物質の環境排出量のメッシュへの配分フロー 2 

3 
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移動体

いいえ

はい

①自動車からの大気排出量
・ホットスタート：車種別走行量でメッシュに配分
・コールドスタート：都道府県別車種別・燃料別の年間始動回数→車種別走行量でメッシュに配分
・燃料蒸発ガス
DBL：都道府県別保有台数×ガソリン車走行量比率→昼間人口（営業車）/夜間人口（自家用車）で

メッシュに配分
HSL：都道府県別ガソリン車年間始動回数→昼間人口（営業車）/夜間人口（自家用車）でメッシュに配分
RL：車種別走行量でメッシュに配分

・サブエンジン式機器
冷凍機：都道府県別貨物車合計走行量データ→走行量でメッシュに配分
クーラー：都道府県別バス走行量で→走行量でメッシュに配分

②二輪車からの大気排出量
・ホットスタート：車種別走行量でメッシュに配分
・コールドスタート：都道府県別車種別・燃料別の年間始動回数→車種別走行量でメッシュに配分
・燃料蒸発ガス
DBL：都道府県別保有台数→昼間人口（営業車）/夜間人口（自家用車）でメッシュに配分
HSL：都道府県別二輪車年間始動回数→昼間人口（営業車）/夜間人口（自家用車）でメッシュに配分

③特種自動車からの大気排出量
・建設機械：都道府県別元請完成工事高（土木/建築）→昼間人口でメッシュに配分
・農業機械
トラクタと耕運機：都道府県別作付面積（果樹を除く）→土地利用面積（田およびその他の農用地）で

メッシュに配分
田植機：都道府県別作付面積（水稲）→土地利用面積（田）でメッシュに配分
コンバインとバインダ：都道府県別作付面積（水稲，陸稲，麦類）→土地利用面積（田）でメッシュに

配分
・産業機械：都道府県別フォークリフト累計販売台数→従業員数（全産業）でメッシュに配分

 1 

図１ （続き） 2 

 3 
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２．緯度経度データに基づく事業所等からの環境排出量の配分 1 

PRTR の届出事業所からの化学物質の環境排出量のように，化学物質を排出する個々の事2 

業所に位置が特定でき，それらからの環境排出量が推定可能な場合には，図１に従って，3 

メッシュに配分することができる． 4 

 個別事業所データ
（住所，環境排出量）

地理情報システム（GIS）

各事業所の緯度経度

メッシュごとの
事業所からの化学物質排出量

配分

 5 

図１ 位置が特定できる事業所からの環境排出量のメッシュへの配分 6 

 7 

2.1 位置情報（住所）の緯度経度への変換 8 

特定された事業所の位置情報（住所）を緯度経度に変換するには，CSVアドレスマッチン9 

グサービスが利用できる．このサービスは，東京大学空間情報科学研究センターがインタ10 

ーネット上で提供している住所から緯度経度に変換するサービスである． 11 

東 京 大 学 空 間 情 報 科 学 研 究 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ （ URL ： http:// 12 

www.csis.u-tokyo.ac.jp/japanese/index.html）にある CSV アドレスマッチングサービス13 

のページを開き，住所の列を含む CSV ファイルを指定し，送信することで，緯度経度が付14 

け加えられたファイルが返送されて来る．このファイルには，10 進法で表された緯度経度15 

とともに，アドレスマッチングの確実さを判定した数値も返送されて来る．なお，緯度経16 

度データを AIST-ADMERや AIST-SHANELで使用する場合，世界測地系の緯度経度が必要であ17 

る． 18 

 19 

2.2 環境動態モデルへの環境排出量データの入力 20 

位置が特定できる事業所からの環境排出量が，大気と水域別に把握されている場合には，21 

AIST-ADMERおよび AIST-SHANELにそのまま点源排出量データとして入力することができる． 22 

一方，環境媒体別の排出量が把握できない場合には，化学物質の物性やその環境への排23 

出を伴う工程の特性等を考慮して，排出先の環境媒体を検討した後，AIST-ADMERおよび24 

AIST-SHANELに点源排出量データとして入力することができる． 25 

①AIST-ADMER 26 

詳細はマニュアルの 5.4節に記載されているが，排出点源に関する地名，緯度，経度，27 

排出量のデータは，点源登録ダイアログで登録できる．また，登録する点源（事業所）28 

の数が多い場合には，所定のフォーマットで別途作成したファイルを読み込むことがで29 
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きる． 1 

②AIST-SHANEL 2 

詳細はマニュアルの 2.2.2 節に記載されているが，個別の事業所の排出地点の経度，3 

緯度，公共用水域への地点別届出排出量，下水道への地点別届出移動量等を入力した CSV4 

ファイル（HaisyutuTodokede.csv）を作成し，読み込む．下水道への移動量については，5 

緯度経度データに基づいて，市区町村別に集計された後，各市区町村が管轄する下水処6 

理場からの排出量として配分される．その際，下水処理工程により化学物質が除去され7 

た後，公共用水域へ放流されるため，下水処理除去率で補正し，下水処理場からの排出8 

量としている． 9 

 10 

2.3 リスクトレードオフ評価での適用例 11 

①工業用洗浄剤 12 

工業用洗浄剤のリスクトレードオフ評価では，被代替物質のトリクロロエチレン，ジ13 

クロロメタンの排出量については，洗浄工程を対象としているため，緯度経度に基づい14 

てメッシュに配分されていない． 15 

一方，塩素系洗浄剤の PRTR届出事業所からの公共用水域への排出量に関しては，届出16 

事業所の緯度経度に対応したメッシュに届出排出量が配分されている．また，下水道へ17 

の移動量については，PRTR 届出事業所のデータは管轄自治体の下水処理場に配分されて18 

いる． 19 

②難燃剤 20 

難燃剤のリスクトレードオフ評価では，被代替物質の DecaBDEの製造段階での大気へ21 

の排出は報告されていないため，AIST-ADMER でのメッシュ配分は行われていない． 22 

一方，DecaBDEの PRTR届出事業所からの公共用水域への排出量に関しては，届出事業23 

所の緯度経度に対応したメッシュに届出排出量が配分されている．また，PRTR届出事業24 

所からの下水道への移動量データは管轄自治体の下水処理場に配分されている． 25 

 26 

2.4 個別事業所の PRTR データの入手法 27 

国が発表した個別事業所からの PRTR対象物質の環境排出量および移動量の情報（平成 1328 

年度～平成 21年度把握データ）は，以下の URL のホームページから入手が可能である． 29 

・製品評価技術基盤機構，PRTR制度 PRTR個別事業所データ：30 

http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/prtr-kaizi.html 31 

・環境省，PRTRインフォメーション広場：http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html 32 

この PRTRインフォメーション広場で公開されている「PRTRデータ地図上表示システム」33 

は，個別事業所からの化学物質の届出排出量・移動量（PRTR データ）をインターネット34 

地図上に視覚的に分かりやすく表示するとともに，PRTR データを検索・閲覧可能とした35 

システムで，個別事業所の排出量・移動量とともに住所情報を容易に得ることができる． 36 
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 1 

３．業種別製品出荷額に基づく事業所からの環境排出量の配分 2 

位置が特定できない製造業種の事業者からの環境排出量は，経済産業省の工業統計調査3 

（URL：http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/index.html）を用いて，図２に従4 

って，メッシュに配分することができる．この配分においても，環境媒体別の排出量が把5 

握できない場合には，化学物質の物性やその環境への排出を伴う工程の特性等を考慮して，6 

排出先の環境媒体（大気，水域）を検討する必要がある． 7 

 製造業種の事業所からの排出量

メッシュごとの
製造業種の事業所からの化学物質排出量

配分

業種別製品出荷額データ

 8 

図２ 製造業種の事業者からの環境排出量のメッシュへの配分 9 

 10 

3.1 環境動態モデルへの環境排出量データの入力 11 

位置が特定できない製造業種の事業所からの環境排出量は， AIST-ADMER および12 

AIST-SHANELに，全国での総排出量，あるいは都道府県別や市区町村別の排出量として入力13 

することで，メッシュへの配分が可能となる． 14 

①AIST-ADMER 15 

詳細はマニュアルの 5.5節および 5.6節に記載されているが，メッシュへの配分指標16 

（製造業種の業種別製品出荷額）とともに，都道府県別または市区町村別の大気排出量17 

をメッシュ排出量データ作成画面で入力する．また，登録するデータ数が多い場合には，18 

所定のフォーマットで別途作成したファイルを読み込むことができる． 19 

AIST-ADMERに内蔵されている業種別製品出荷額データを表１に示す． 20 

なお，上記の指標のアップデートされたデータは AIST-ADMER上でインターネットを通21 

じて入手できる．指標データのダウンロードはマニュアルの 8.3.1 節に手順が詳細に記22 

載されている． 23 

 24 

②AIST-SHANEL 25 

詳細はマニュアルの 2.2.2 節に記載されているが，全国の業種別の公共用水域への排26 

出量と下水道への移動量を推計し，これらの推計値等を入力した CSV ファイル27 

（HaisyutuSusogiri.csv）を作成し，読み込む．公共用水域への排出量推計値は，業種28 

別製品出荷額を指標として下水道が未整備のメッシュに配分される．一方，下水道への29 
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移動量推計値は，業種別製品出荷額を指標として市区町村別に集計された後，各市区町1 

村が管轄する下水処理場からの排出量として配分される．その際，下水処理工程により2 

化学物質が除去された後，公共用水域へ放流されるため，下水処理除去率で補正し，下3 

水処理場からの排出量としている． 4 

 5 

表１ AIST-ADMERで用いられるメッシュ配分指標（業種別製品出荷額）一覧 6 

カテゴリ データ名 単位 

工業統計出荷額 食料品製造業 万円 

工業統計出荷額 飲料･たばこ･飼料製造業 万円 

工業統計出荷額 繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） 万円 

工業統計出荷額 衣服その他の繊維製品製造業 万円 

工業統計出荷額 木材・木製品製造業 万円 

工業統計出荷額 家具・装備品製造業 万円 

工業統計出荷額 パルプ・紙・紙加工品製造業 万円 

工業統計出荷額 出版・印刷・同関連産業 万円 

工業統計出荷額 化学工業 万円 

工業統計出荷額 石油製品・石炭製品製造業 万円 

工業統計出荷額 プラスチック製品製造業 万円 

工業統計出荷額 ゴム製品製造業 万円 

工業統計出荷額 なめし革・同製品・毛皮製造業 万円 

工業統計出荷額 窯業・土石製品製造業 万円 

工業統計出荷額 鉄鋼業 万円 

工業統計出荷額 非鉄金属製造業 万円 

工業統計出荷額 金属製品製造業 万円 

工業統計出荷額 一般機械器具製造業 万円 

工業統計出荷額 電気機械器具製造業 万円 

工業統計出荷額 輸送用機械器具製造業 万円 

工業統計出荷額 精密機械器具製造業 万円 

工業統計出荷額 その他の製造業 万円 

 7 

3.2 リスクトレードオフ評価での適用例 8 

①難燃剤 9 

難燃剤のリスクトレードオフ評価では，成形加工段階からの DecaBDE の大気への排出10 

は，樹脂と繊維の 2 用途に分けて配分されている．樹脂用途から大気への DecaBDE の排11 

出量はプラスチック製品製造業の工業統計出荷額で AIST-ADMER の 5 km×5 km メッシュ12 

に配分している．また，繊維用途は，繊維工業の工業統計出荷額に基づいて配分してい13 

る． 14 

一方，PRTR対象業種を営む事業者から公共用水域への DecaBDEのすそ切り以下の届出15 

外排出量は，業種別の全国排出量を製造品出荷額データに基づいて配分している．下水16 

道への移動量については，データがないため，届出事業所の公共用水域への排出量と下17 

水道への移動量の比率から推定した後，製造品出荷額データに基づいて配分している． 18 

 19 
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４．業種別事業所数に基づく事業所からの環境排出量の配分 1 

位置が特定できない非製造業種の事業者からの環境排出量も，経済産業省の工業統計調2 

査（URL：http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/index.html）を用いて，図３に3 

従って，メッシュに配分することができる．この配分においても，環境媒体別の排出量が4 

把握できない場合には，化学物質の物性やその環境への排出を伴う工程の特性等を考慮し5 

て，排出先の環境媒体（大気，水域）を検討する必要がある． 6 

 非製造業種の事業所からの排出量

メッシュごとの
非製造業種の事業所からの化学物質排出量

配分

業種別事業所数，従業員数

 7 

図３ 非製造業種の事業者からの環境排出量のメッシュへの配分 8 

 9 

4.1 環境動態モデルへの環境排出量データの入力 10 

位置が特定できない非製造業種の事業所からの環境排出量は，AIST-ADMER および11 

AIST-SHANELに，全国での排出先の環境媒体別の総排出量，あるいは都道府県別や市区町村12 

別の排出量として入力することで，メッシュへの配分が可能となる． 13 

①AIST-ADMER 14 

詳細はマニュアルの 5.5節および 5.6節に記載されているが，メッシュへの配分指標15 

（非製造業種の業種別事業所数）とともに，都道府県別または市区町村別の大気排出量16 

をメッシュ排出量データ作成画面で入力する．また，登録するデータ数が多い場合には，17 

所定のフォーマットで別途作成したファイルを読み込むことができる． 18 

AIST-ADMERに内蔵されている業種別事業所数データを表２に示す． 19 

 20 

②AIST-SHANEL 21 

詳細はマニュアルの 2.2.2 節に記載されているが，全国の業種別の公共用水域への排22 

出量と下水道への移動量を推計し，これらの推計値等を入力した CSV ファイル23 

（HaisyutuSusogiri.csv）を作成し，読み込む．公共用水域への排出量推計値は，従業24 

員数データを指標として下水道が未整備のメッシュに配分される．一方，下水道への移25 

動量推計値は，従業員数を指標として市区町村別に集計された後，各市区町村が管轄す26 

る下水処理場からの排出量として配分される．その際，下水処理工程により化学物質が27 

除去された後，公共用水域へ放流されるため，下水処理除去率で補正し，下水処理場か28 

らの排出量としている． 29 
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この配分法の対象となる業種は，武器製造業，その他の製造業，電気業，ガス業，熱1 

供給業，下水道業，鉄道業，倉庫業，石油卸売業，鉄スクラップ卸売業，自動車卸売業，2 

燃料小売業，洗濯業，写真業，自動車整備業，機械修理業，商品検査業，計量証明業，3 

一般廃棄物処理業，産業廃棄物処理業，高等教育機関，自然科学研究所である． 4 

 5 

表２ AIST-ADMERで用いられるメッシュ配分指標（業種別事業所数）一覧 6 

カテゴリ データ名 単位 

工業統計事業所数 食料品製造業 事業所 

工業統計事業所数 飲料･たばこ･飼料製造業 事業所 

工業統計事業所数 繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） 事業所 

工業統計事業所数 衣服その他の繊維製品製造業 事業所 

工業統計事業所数 木材・木製品製造業 事業所 

工業統計事業所数 家具・装備品製造業 事業所 

工業統計事業所数 パルプ・紙・紙加工品製造業 事業所 

工業統計事業所数 出版・印刷・同関連産業 事業所 

工業統計事業所数 化学工業 事業所 

工業統計事業所数 石油製品・石炭製品製造業 事業所 

工業統計事業所数 プラスチック製品製造業 事業所 

工業統計事業所数 ゴム製品製造業 事業所 

工業統計事業所数 なめし革・同製品・毛皮製造業 事業所 

工業統計事業所数 窯業・土石製品製造業 事業所 

工業統計事業所数 鉄鋼業 事業所 

工業統計事業所数 非鉄金属製造業 事業所 

工業統計事業所数 金属製品製造業 事業所 

工業統計事業所数 一般機械器具製造業 事業所 

工業統計事業所数 電気機械器具製造業 事業所 

工業統計事業所数 輸送用機械器具製造業 事業所 

工業統計事業所数 精密機械器具製造業 事業所 

工業統計事業所数 その他の製造業 事業所 

 7 

4.2 リスクトレードオフ評価での適用例 8 

①難燃剤 9 

大気および公共用水域への排出，下水道への移動についての適用はない． 10 

 11 

５．特定の業種の事業所からの環境排出量の配分 12 

上記の位置が特定可能な事業所からの排出や特定できない製造業および非製造業の事業13 

所からの環境排出量のメッシュへの配分以外にも，特定の業種からの環境排出量をメッシ14 

ュに配分することができる．以下にそれらを紹介する．この配分においても，環境媒体別15 

の排出量が把握できない場合には，化学物質の物性やその環境への排出を伴う工程の特性16 

等を考慮して，排出先の環境媒体（大気，水域）を検討する必要がある． 17 

18 
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5.1 建築工事業での接着剤および塗料の使用に伴う大気排出量 1 

建築工事業で使用される接着剤および塗料中の揮発性物質の大気への排出量は，図４に2 

従って，住宅と非住宅に分けてメッシュに配分することができる． 3 

 建築工事業での接着剤及び
塗料の使用に伴う環境排出量

都道府県別の化学物質排出量

都道府県に配分

着工建築物床面積
（住宅/住宅以外の建築物）

メッシュごとの
建築工事業での接着剤及び塗料の使用に伴う化学物質排出量

配分

夜間人口

 4 

図４ 建築工事業での接着剤および塗料の使用に伴う大気排出量のメッシュへの配分 5 

 6 

①建築工事業（住宅）および建築工事業（非住宅）からの環境排出量を，それぞれ国土交7 

通省統計データの建築着工統計データ（財団法人 建設物価調査会より購入）の着工建8 

築物床面積（住宅または住宅以外の建築物）で都道府県に配分する．この都道府県への9 

配分方法については，「平成 21年度 PRTR届出外排出量の推計方法」に詳しく記載されて10 

いる． 11 

②都道府県に配分された環境排出量のうちの大気への排出については，配分指標を夜間人12 

口として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分す13 

る． 14 

AIST-ADMERでは，夜間人口以外にも，表３に示す人口データや土地利用データが配分指15 

標として利用可能である． 16 

 17 

リスクトレードオフ評価での適用事例はないが，詳細リスク評価では， PRTR非対象業種18 

である建築工事業での接着剤および塗料の使用に伴うキシレンの大気への排出量をメッシ19 

ュに配分する際に，この配分法が用いられた． 20 

 21 

22 



66 

 

表３ AIST-ADMERで用いられるメッシュへの配分指標（人口・土地利用） 1 

カテゴリ データ名 単位 

人口 夜間人口 人 

人口 昼間人口 人 

土地利用 田 m2 

土地利用 その他の農用地 m2 

土地利用 森林 m2 

土地利用 荒地 m2 

土地利用 建物用地 m2 

土地利用 幹線交通用地 m2 

土地利用 その他の用地 m2 

土地利用 河川地および湖沼 m2 

土地利用 海浜 m2 

土地利用 海水域 m2 

土地利用 ゴルフ場 m2 

 2 

5.2 土木工事業での接着剤および塗料の使用に伴う大気排出量 3 

土木工事業で使用される接着剤および塗料中の揮発性物質の大気への排出量は，それぞ4 

れ以下の手順でメッシュに配分される． 5 

①土木工事業からの環境排出量を，建設工事施工統計調査（http://www.e-stat.go.jp/ 6 

SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001072250&requestSender=estat7 

）の元請完成工事高（土木工事業）で都道府県に配分する．この都道府県への配分方法8 

については，「平成 21年度 PRTR届出外排出量の推計方法」に詳しく記載されている． 9 

②都道府県に配分された環境排出量のうちの大気への排出については，配分指標を夜間人10 

口として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分す11 

る． 12 

リスクトレードオフ評価での適用事例はないが，詳細リスク評価では，PRTR非対象業種13 

である土木工事業での接着剤および塗料の使用に伴うキシレンの大気への排出量をメッシ14 

ュに配分する際に，この配分法が用いられた． 15 

 16 

5.3 汎用エンジンの使用に伴う大気排出量 17 

汎用エンジンからの揮発性物質の大気への排出量としては，芝払機とチェーンソー，動18 

力脱穀機，コンクリートミキサ等について，図５に従ってメッシュに配分することができ19 

る． 20 
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汎用エンジンの使用に伴う環境排出量

都道府県別の化学物質排出量

都道府県に配分

都道府県別人工林面積，都道府県別作付面積
（水稲，陸稲，麦類），元請完成工事高（土木工事業）

メッシュごとの
汎用エンジンの使用に伴う化学物質排出量

配分

林業従事者数，土地利用面積（田），
昼間人口・夜間人口

 1 

図５ 汎用エンジンの使用に伴う大気排出量のメッシュへの配分 2 

 3 

①芝払機とチェーンソーからの排出量：林野庁の都道府県別 森林率・人口林率の都道府4 

県別人工林面積を用いて，各都道府県に配分する．この都道府県別の大気排出量をさら5 

に，国勢調査地域メッシュ統計データの林業従事者数で 5 km×5 kmメッシュに配分する． 6 

②林業従事者数データは，配分指標として AIST-ADMER に組み込まれていないため，ADMER7 

で利用するには，以下の２つの方法の何れかを用いる必要がある． 8 

・AIST-ADMER のマニュアルの 3.6.1 節と 3.6.2 節に記載されているように，ユーザー登9 

録指標データとして指標データを追加し，ADMER 上で指標データとして利用できるよう10 

にして，これを用いて ADMER上で排出量を配分する 11 

・AIST-ADMER のマニュアルの 5.9 節に記載されているように，ダウンロードしたグリッ12 

ド排出量データソースを用いて，ADMER上でメッシュ別排出量データを作成する 13 

③動力脱穀機からの排出量：農林水産省の統計データである都道府県別作付面積（水稲，14 

陸稲，麦類）を用いて，各都道府県に配分する．この都道府県別の大気排出量をさらに，15 

配分指標を土地利用面積（田）として，AIST-ADMER のメッシュ排出量データ作成画面で16 

5 km×5 kmメッシュに配分する． 17 

④コンクリートミキサ等からの排出量：5.2節に示した建設工事施工統計調査の元請完成工18 

事高（土木工事業）を用いて，各都道府県に配分する．この都道府県別の大気排出量を19 

さらに，配分指標を昼間人口および夜間人口として，AIST-ADMER のメッシュ排出量デー20 

タ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分する． 21 

 22 

5.4 公共用水域への排出量 23 

詳細は AIST-SHANEL のマニュアルの 2.2.2節に記載されているが，都道府県別の家庭，24 
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田，その他農用地，建物用地等からの公共用水域への排出量，下水道への移動量等を入1 

力した CSV ファイル（HaisyutuSusogiri.csv）を作成し，読み込む．公共用水域への排2 

出量推計値は，人口と土地利用データを指標として下水道が未整備のメッシュに配分さ3 

れる．一方，下水道への移動量推計値は，人口データを指標として市区町村別に集計さ4 

れた後，各市区町村が管轄する下水処理場からの排出量として配分される．その際，下5 

水処理工程により化学物質が除去された後，公共用水域へ放流されるため，下水処理除6 

去率で補正し，下水処理場からの排出量としている． 7 

 8 

６．家庭内で使用中の製品からの環境排出量の配分 9 

家庭内で使用される製品に含まれる化学物質の環境排出量についてもメッシュに配分す10 

ることができる．この配分においても，環境媒体別の排出量が把握できない場合には，化11 

学物質の物性やその環境への排出を伴う工程の特性等を考慮して，排出先の環境媒体（大12 

気，水域）を検討する必要がある． 13 

 14 

6.1 接着剤および塗料の使用に伴う大気排出量 15 

家庭で使用される接着剤や塗料中の揮発性物質の大気への排出量は，以下の手順でメッ16 

シュに配分される． 17 

①環境排出量は，住民基本台帳人口要覧（財団法人 国土地理協会から購入）の世帯数デ18 

ータを基に AIST-ADMERの 5 km×5 kmメッシュに配分する． 19 

②世帯数データは，配分指標として AIST-ADMER に組み込まれていないため，ADMER で利用20 

するには，以下の２つの方法のいずれかを用いる必要がある． 21 

・AIST-ADMER のマニュアルの 3.6.1 節と 3.6.2 節に記載されているように，ユーザー登22 

録指標データとして指標データを追加し，ADMER 上で指標データとして利用できるよう23 

にして，これを用いて ADMER上で排出量を配分する 24 

・AIST-ADMER のマニュアルの 5.9 節に記載されているように，ダウンロードしたグリッ25 

ド排出量データソースを用いて，ADMER上でメッシュ別排出量データを作成する 26 

 27 

6.2 防虫剤・消臭剤の使用に伴う大気排出量 28 

家庭で使用される防虫剤・消臭剤に含まれる主な化学物質は，p-ジクロロベンゼンであ29 

る．使用に伴う大気への排出量は，以下の手順でメッシュに配分される． 30 

①防虫剤使用に伴う大気への排出量：都道府県別の人口データと総務省の家計調査年報に31 

基づく「殺虫・防虫剤」の地域別の支出金額（表４）を用いて，各都道府県に配分する．32 

この都道府県別の大気排出量をさらに，配分指標を夜間人口として，AIST-ADMER のメッ33 

シュ排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分する． 34 

 35 

36 
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表４ 「殺虫・防虫剤」の地域別の一世帯あたりの支出金額 1 

地域 

支出金額（円/世帯・年） 支出金額の指数（関東=100) 

平成 

19 年 

平成 

19 年 

平成 

19 年 

3 年間 

の平均 

平成 

19 年 

平成 

19 年 

平成 

19 年 

3 年間 

の平均 

北海道 537 626 731 631 29 34 39 34 

東 北 1,481 1,684 1,397 1,521 81 91 75 83 

関 東 1,829 1,845 1,852 1,842 100 100 100 100 

北 陸 2,002 1,810 1,755 1,856 109 98 95 101 

東 海 2,238 2,512 2,306 2,352 122 136 125 128 

近 畿 1,934 2,115 2,201 2,083 106 115 119 113 

中 国 2,121 1,991 2,193 2,102 116 108 118 114 

四 国 2,681 2,857 2,621 2,720 147 155 142 148 

九 州 2,149 2,038 2,209 2,132 117 110 119 116 

沖 縄 1,778 1,624 1,792 1,731 97 88 97 94 

出典：「平成 21 年度 PRTR 届出外排出量の推計方法」，９．防虫剤・消臭剤に係る排出量 2 

 3 

②消臭剤使用に伴う大気への排出量：住民基本台帳人口要覧（財団法人 国土地理協会か4 

ら購入）の世帯数データを基に AIST-ADMERの 5 km×5 kmメッシュに配分する． 5 

世帯数データは，配分指標として AIST-ADMER に組み込まれていないため，ADMER で利用6 

するには 6.1 節に示したように，ユーザー登録指標データとして指標データを追加し，7 

利用するか，またはグリッド排出量データソースを用いて，メッシュ別排出量データを8 

作成するかのいずれかの方法を用いる必要がある． 9 

 10 

6.3 プラスチック製品の使用に伴う環境排出量 11 

家庭で使用されるプラスチック製品からの環境排出量は，以下の手順でメッシュに配分12 

される． 13 

①大気への排出量は，配分指標を夜間人口として，AIST-ADMER のメッシュ排出量データ作14 

成画面で 5 km×5 km メッシュに配分する． 15 

②公共用水域への排出については，5.4節に示したように人口データを指標として公共用水16 

域への排出量と下水道への移動量をメッシュに配分する．その際，下水道への移動量に17 

ついては，下水処理工程により化学物質が除去された後，公共用水域へ放流されるため，18 

下水処理除去率で補正し，下水処理場からの排出量とする． 19 

③難燃剤のリスクトレードオフ評価では，プラスチックおよび繊維製品の最終製品消費段20 

階における難燃剤の大気への排出量をメッシュに配分する際に，上記の配分法が用いら21 

れている．一方，最終製品消費段階での難燃剤の公共用水域への排出量と下水道への移22 

動量については，繊維製品に対して，上記の配分法が用いられている． 23 

 24 

6.4 壁紙・建材からの環境排出量 25 

家庭の壁紙・建材からの環境排出量は，以下の手順でメッシュに配分される． 26 
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①大気への排出量は，国土交通省住宅着工統計の新設住宅床面積を配分指標として都道府1 

県別に配分する． 2 

②この都道府県別の大気排出量をさらに，住民基本台帳人口要覧（財団法人 国土地理協3 

会から購入）の世帯数データを基に 5 km×5 kmメッシュに配分する． 4 

③世帯数データは，配分指標として AIST-ADMER に組み込まれていないため，ADMER で利用5 

するには，以下の２つの方法のいずれかを用いる必要がある． 6 

・AIST-ADMER のマニュアルの 3.6.1 節と 3.6.2 節に記載されているように，ユーザー登7 

録指標データとして指標データを追加し，ADMER 上で指標データとして利用できるよう8 

にして，これを用いて ADMER上で排出量を配分する 9 

・AIST-ADMER のマニュアルの 5.9 節に記載されているように，ダウンロードしたグリッ10 

ド排出量データソースを用いて，ADMER上でメッシュ別排出量データを作成する 11 

④公共用水域への排出については，5.4節に示したように人口データを指標として公共用水12 

域への排出量と下水道への移動量をメッシュに配分する．その際，下水道への移動量に13 

ついては，下水処理工程により化学物質が除去された後，公共用水域へ放流されるため，14 

下水処理除去率で補正し，下水処理場からの排出量とする． 15 

 16 

6.5 家庭で使用される洗剤成分の環境排出量 17 

家庭で使用される洗剤成分の公共用水域への排出量と下水道への移動量は，以下の手順18 

でメッシュに配分される． 19 

①家庭からの公共用水域への排出量に関しては，配分指標として人口データを用いて下水20 

道未整備区域のメッシュに配分する． 21 

②家庭からの下水道への移動量に関しては，人口データを指標として市区町村別に集計さ22 

れた後，各市区町村が管轄する下水処理場からの排出量として配分される．その際，下23 

水処理工程により化学物質が除去された後，公共用水域へ放流されるため，下水処理除24 

去率で補正し，下水処理場からの排出量としている． 25 

 26 

７．廃棄物処分施設からの環境排出量の配分 27 

廃棄物処分施設からの大気排出量は，図６に従って，一般廃棄物処理過程と産業廃棄物28 

処理過程に分けてメッシュに配分することができる． 29 
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廃棄物処分施設データ
（住所，環境排出量）

地理情報システム（GIS）

各施設の緯度経度

メッシュごとの
施設からの化学物質排出量

配分

 1 

図６ 廃棄物処分施設からの大気排出量のメッシュへの配分 2 

 3 

7.1 一般廃棄物処理過程からの環境排出量の配分 4 

一般廃棄物処理過程からの大気排出量は，環境省の廃棄物処理技術情報の一般廃棄物処5 

理実態調査結果（URL：http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/index.html）の6 

施設別整備状況データを基に般廃棄物焼却施設の緯度経度を決定するとともに，各施設の7 

処理能力比率に基づいてメッシュに配分する． 8 

一般廃棄物処理実態調査結果の施設別整備状況データとしては，9種の施設のデータが使9 

用できる． 10 

・焼却施設 11 

・粗大ごみ処理施設 12 

・資源化等を行う施設 13 

・ごみ燃料化施設 14 

・その他の施設（ごみの中間処理施設） 15 

・保管施設 16 

・最終処分場 17 

・し尿処理施設 18 

・コミュニティプラント 19 

 20 

7.2 産業廃棄物処理過程からの環境排出量の配分 21 

産業廃棄物処理過程からの大気排出量としては，家電リサイクル施設からの配分が可能22 

である． 23 

家電リサイクル施設の所在地については，環境省の報道発表資料「家電リサイクル法施24 

行状況（平成１７年度引取実績）について」（平成 18 年 4 月 21 日）（ URL：25 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7079）の（資料 2）家電リサイクルプラン26 

ト一覧で得られるデータを基に施設の緯度経度を決定し，全施設で排出量は等しいとして27 

メッシュに配分する． 28 

 29 
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7.3 リスクトレードオフ評価での適用例 1 

①難燃剤 2 

大気への排出量について，上記の配分法を適用している．一方，公共用水域への排出，3 

下水道への移動についての適用はない． 4 

 5 

８．移動体からの環境排出量の配分 6 

移動体からの環境排出量は，自動車，二輪車および特殊自動車に分けて配分することが7 

できる． 8 

 9 

8.1 自動車からの大気排出量の配分 10 

自動車からの環境排出量は，ホットスタート，コールドスタート，サブエンジン式機器11 

（冷凍機，クーラー）および燃料蒸発ガス（DBL，HSL，RL）でメッシュへの配分方法が異12 

なる． 13 

自動車からの大気排出量

ホットスタート サブエンジン式桟器コールドスタート 燃料蒸発ガス

車種別走行量
車種別・燃料別
年間始動回数

貨物車／バス
走行量

DBL HSL RL

都道府県別排出量

メッシュごとの自動車からの化学物質排出量

昼間／夜間人口

車種別走行量

車種別走行量

***

 14 

図７ 自動車からの大気排出量のメッシュへの配分 15 

 16 

①ホットスタートからの排出量：揮発性物質の大気排出量を，配分指標を車種別の走行量17 

として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分する． 18 

AIST-ADMERでは，表４に示す走行量データが配分指標として利用可能である． 19 

 20 

21 
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表４ AIST-ADMERで用いられるメッシュへの配分指標一覧（走行量） 1 

カテゴリ データ名 単位 

交通 二輪車 1000台･km/h 

交通 軽乗用車 1000台･km/h 

交通 乗用車 1000台･km/h 

交通 D 乗用車 1000台･km/h 

交通 バス 1000台･km/h 

交通 D バス 1000台･km/h 

交通 軽貨物車 1000台･km/h 

交通 小型貨物車・貨客車 1000台･km/h 

交通 D 小型貨物車・貨客車 1000台･km/h 

交通 普通貨物車 1000台･km/h 

交通 D 普通貨物車 1000台･km/h 

交通 特殊車 1000台･km/h 

交通 D 特殊車 1000台･km/h 

 2 

②コールドスタートからの排出量：揮発性物質の大気排出量を，車種別・燃料別の年間始3 

動回数で都道府県に配分する．この都道府県別の排出量をさらに，配分指標を車種別の4 

走行量として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配5 

分する．都道府県別の車種別・燃料別の年間始動回数の推計方法については，「平成 216 

年度 PRTR届出外排出量の推計方法 コールドスタート時の増分」に詳しく記載されてい7 

る． 8 

③燃料蒸発ガスからの排出量：ダイアーナルブリージングロス（DBL），ホットソークロス9 

（HSL）およびランニングロス（RL）の 3種類の燃料蒸発ガスについてメッシュに配分で10 

きる． 11 

DBL 由来の大気への排出量は，保有台数×ガソリン車走行量比率で都道府県に配分する．12 

都道府県別の車種別保有台数については，「自動車保有車両数月報（都道府県別・車種別・13 

業態別・燃料別）」（（財）自動車検査登録協力会）から数値が得られる．また，ガソリン14 

車走行量比率は，平成 15年度届出外排出量の推計方法の詳細のダイオキシン類に関する15 

補足資料 2-1 のデータを使用できる．都道府県別の排出量をさらに，配分指標を営業車16 

については昼間人口，自家用車については夜間人口として，AIST-ADMER のメッシュ排出17 

量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分する． 18 

HSL由来の大気への排出量は，ガソリン車の年間始動回数で都道府県に配分する．この都19 

道府県別の排出量をさらに，配分指標を営業車については昼間人口，自家用車について20 

は夜間人口として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5km×5kmメッシュに21 

配分する． 22 

RL由来の大気への排出量は，配分指標を車種別の走行量として，AIST-ADMER のメッシュ23 

排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分する． 24 

④サブエンジン式機器からの排出量：冷凍機とクーラーからの大気排出量についてメッシ25 

ュ配分できる． 26 
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冷凍機からの大気排出量は，国土交通省の道路交通センサス（一般交通量調査）の貨物1 

車合計走行量データで都道府県に配分する．この都道府県別の排出量をさらに，配分指2 

標を走行量として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5km×5kmメッシュに3 

配分する． 4 

クーラーからの大気排出量は，国土交通省の道路交通センサス（一般交通量調査）のバ5 

ス走行量で都道府県に配分する．この都道府県別の排出量をさらに，配分指標を走行量6 

として，AIST-ADMER のメッシュ排出量データ作成画面で 5km×5km メッシュに配分する． 7 

 8 

8.2 二輪車からの環境排出量の配分 9 

二輪車からの環境排出量は，ホットスタート，コールドスタートおよび燃料蒸発ガス（DBL，10 

HSL）でメッシュへの配分方法が異なる． 11 

①ホットスタートからの排出量：揮発性物質の大気排出量を，配分指標を車種別の走行量12 

として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分する． 13 

②コールドスタートからの排出量：揮発性物質の大気排出量を，車種別・燃料別の年間始14 

動回数で都道府県に配分する．この都道府県別の排出量をさらに，配分指標を車種別の15 

走行量として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配16 

分する．都道府県別の車種別・燃料別の年間始動回数の推計方法については，「平成 2117 

年度 PRTR届出外排出量の推計方法 二輪車に係る排出量」に詳しく記載されている． 18 

③燃料蒸発ガスからの排出量：ダイアーナルブリージングロス（DBL）およびホットソーク19 

ロス（HSL）の 2種類の燃料蒸発ガスについてメッシュに配分できる． 20 

DBL由来の大気への排出量は，二輪車における車種別保有台数で都道府県に配分する．こ21 

の都道府県別の排出量をさらに，配分指標を営業車については昼間人口，自家用車につ22 

いては夜間人口として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5km×5kmメッシ23 

ュに配分する． 24 

HSL由来の大気への排出量は，二輪車における車種別・燃料別の年間始動回数で都道府県25 

に配分する．この都道府県別の排出量をさらに，配分指標を営業車については昼間人口，26 

自家用車については夜間人口として，AIST-ADMER のメッシュ排出量データ作成画面で 5 27 

km×5 kmメッシュに配分する． 28 

 29 

8.3 特種自動車からの環境排出量の配分 30 

特殊自動車からの環境排出量は，建設機械，農業機械および産業機械でメッシュへの配31 

分方法が異なる． 32 

①建設機械からの排出量：建設業による土木工事で使用される特殊自動車（油圧ショベル，33 

ブルドーザ，ホイールローダ，スクレーパ，機械式ショベル，モータグレーダ，ロード34 

ローラ，タイヤローラ，振動ローラ，アスファルトフィニッシャおよび公道外用ダンプ）35 

からの揮発性物質の大気排出量は，元請完成工事高（土木）で都道府県に配分する．こ36 
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の都道府県別の排出量をさらに，配分指標を昼間人口として，AIST-ADMER のメッシュ排1 

出量データ作成画面で 5km×5kmメッシュに配分する． 2 

建設業による建築工事で使用される特殊自動車（クローラローダ，ホイールクレーン）3 

からの揮発性物質の大気排出量は，元請完成工事高（建築）で都道府県に配分する．こ4 

の都道府県別の排出量をさらに，配分指標を昼間人口として，AIST-ADMER のメッシュ排5 

出量データ作成画面で 5km×5kmメッシュに配分する． 6 

建設業の土木・建築工事で使用される特殊自動車（不整地用運搬車）からの揮発性物質7 

の大気排出量は，元請完成工事高（土木および建築）で都道府県に配分する．この都道8 

府県別の排出量をさらに，配分指標を昼間人口として，AIST-ADMER のメッシュ排出量デ9 

ータ作成画面で 5km×5kmメッシュに配分する． 10 

建設業の機械工事業で使用される特殊自動車（高所作業車）からの揮発性物質の大気排11 

出量は，元請完成工事高（土木）で都道府県に配分する．この都道府県別の排出量をさ12 

らに，配分指標を昼間人口として，AIST-ADMER のメッシュ排出量データ作成画面で 5km13 

×5kmメッシュに配分する． 14 

②農業機械からの排出量：トラクタと耕運機からの揮発性物質の大気排出量は，農林水産15 

省の都道府県別作付面積（果樹を除く）データで都道府県に配分する．この都道府県別16 

の排出量をさらに，配分指標を土地利用面積の田およびその他の農用地として，17 

AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5 km×5 kmメッシュに配分する． 18 

田植機からの揮発性物質の大気排出量は，農林水産省の都道府県別作付面積（水稲）デ19 

ータで都道府県に配分する．この都道府県別の排出量をさらに，配分指標を土地利用面20 

積（田）として，AIST-ADMERのメッシュ排出量データ作成画面で 5km×5kmメッシュに配21 

分する． 22 

コンバインとバインダからの揮発性物質の大気排出量は，農林水産省の都道府県別作付23 

面積（水稲，陸稲，麦類）データで都道府県に配分する．この都道府県別の排出量をさ24 

らに，配分指標を土地利用面積（田）として，AIST-ADMER のメッシュ排出量データ作成25 

画面で 5km×5kmメッシュに配分する． 26 

③産業機械からの排出量：日本産業車両協会のガソリン式フォークリフト累計販売台数27 

（台）データおよびディーゼル式フォークリフト累計販売台数データで都道府県に配分28 

する．この都道府県別の排出量をさらに，配分指標を平成 13年事業所・企業統計調査の29 

全産業における従業員数として， 5km×5kmメッシュに配分する． 30 

 31 

９．PRTRマップにおける環境排出量の配分 32 

製品評価技術基盤機構（NITE）では，国が公表した PRTRデータを，PRTRマップとして公33 

開している（URL：http://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.do）． 34 

発生源マップでは，国が公表した PRTR 届出データの排出量と PRTR 届出外データの排出35 

量（すそ切り以下事業者，PRTR 非対象業種事業者，移動体及び家庭からの排出量）の合計36 
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を日本全国の年間排出量として，5km×5km のメッシュごとに割り振り，表示している．ま1 

た，濃度マップでは，この発生源マップのメッシュごとの排出量データ等を基にして，2 

AIST-ADMERで推定された 5km×5kmのメッシュごと大気中濃度が，表示されている． 3 

表５ PRTR マップにおける届出外排出量のメッシュ割り振りに使用した指標の一覧を示4 

す． 5 

 6 
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表５ PRTRマップにおける届出外排出量のメッシュ割り振りに使用したデータ 1 

＜平成 20年度ＰＲＴＲデータ＞ 2 

推計分類 推計区分 出典 
割り振り指標  

割り振り指標 業種・産業の設定 

対象業種を営む事

業所 

裾切り業種別排出量 

平成 13年事業所・企業統計調査 

事業所数 届出対象業種 

水道（対象業種） 従業員数 届出対象業種 

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（対象業種） 従業員数 届出対象業種 

製品の使用に伴う低含有率物質（対象業種） 事業所数 電気業 

農薬（くん蒸） 事業所数 倉庫業 

非対象業種を営む

事業所 

農薬（田） 
平成 1 年国土数値情報・土地利用面

積（ＫＳ－200－1） 

田の面積 － 

農薬（果樹園） 果樹園の面積 － 

農薬（畑） 畑の面積 － 

農薬（ゴルフ場） NITE独自の調査 ゴルフ場面積 － 

農薬（森林） 平成 1 年国土数値情報・土地利用面

積（ＫＳ－200－1） 

森林の面積 － 

農薬（その他の非農耕地） その他の用地の面積 － 

接着剤（建築工事業・住宅） 

平成 12 年建築統計年報（国土交通

省・財団法人土地価格調査会） 

「住宅」の着工建築物

床面積 
－ 

平成 12年国勢調査統計 一般世帯数 － 

接着剤（建築工事業・非住宅） 

平成 12 年建築統計年報（国土交通

省・財団法人土地価格調査会） 

「住宅以外の建築物」

の着工建築物床面積 
－ 

平成 13年事業所・企業統計調査 従業員数 全産業 

接着剤（土木工事業） NITE独自の調査 道路実延長 － 

塗料（建築工事業・住宅） 

平成 12 年建築統計年報（国土交通

省・財団法人土地価格調査会） 

「住宅」の着工建築物

床面積 
－ 

平成 12年国勢調査統計 一般世帯数 － 

塗料（建築工事業・非住宅） 

平成 12 年建築統計年報（国土交通

省・財団法人土地価格調査会） 

「住宅以外の建築物」

の着工建築物床面積 
－ 

平成 13年事業所・企業統計調査 従業員数 全産業 

塗料（土木工事業） 
NITE独自の調査 

道路実延長 － 

塗料（舗装工事業） 道路実延長 － 

漁網防汚剤（養殖） 

平成 13年事業所・企業統計調査 

従業員数 一次産業 

漁網防汚剤（定置網） 従業員数 一次産業 

医薬品 従業員数 医薬業 

業務用洗浄剤（界面活性剤） 従業員数 卸売・小売・飲食
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店 

水道（非対象業種） 従業員数 非対象業種 

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（非対象業種） 従業員数 非対象業種 

防疫用殺虫剤 平成 12年国勢調査統計 一般世帯数 － 

汎用エンジン（刈払機，チェーンソー） 平成 1 年国土数値情報・土地利用面

積（ＫＳ－200－1） 

森林の面積 － 

汎用エンジン（動力脱穀機） 田の面積 － 

汎用エンジン（コンクリートミキサ，大型コンプレックス，

発電機） 

平成 12 年建築統計年報（国土交通

省・財団法人土地価格調査会） 

「全建物種類」の着工

建築物床面積 
－ 

平成 13年事業所・企業統計調査 従業員数 建設業 

防疫用殺虫剤（防除業者） 
平成 12年国勢調査統計 

一般世帯数 － 

シロアリ防除剤_業務 一般世帯数 － 

肥料(界面活性剤) 
平成 1 年国土数値情報・土地利用面

積（ＫＳ－200－1） 

土地利用面積（田，畑，

果樹園） 
－ 

洗浄剤_飲食店従業員数飲食業 

平成 13年事業所・企業統計調査 

従業員数 飲食業 

洗浄剤_建物サービス業 従業員数 サービス業 

洗浄剤_洗浄剤_医療業 従業員数 医療業 

家庭 

農薬（家庭） 

平成 12年国勢調査統計 

一般世帯数 － 

接着剤（家庭） 一般世帯数 － 

塗料（家庭） 一般世帯数 － 

身体用洗浄剤（界面活性剤） 夜間人口 － 

洗濯・台所・住宅用等洗浄剤（界面活性剤） 一般世帯数 － 

化粧品（界面活性剤） 夜間人口 － 

家庭用防虫剤 夜間人口 － 

家庭用消臭剤 一般世帯数 － 

水道（家庭） 夜間人口 － 

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（家庭） 夜間人口 － 

家庭用殺虫剤 一般世帯数 － 

不快害虫用殺虫剤 一般世帯数 － 

たばこの煙 夜間人口 － 

シロアリ防除剤_家庭 一般世帯数 － 

洗浄剤_身体用 一般世帯数 － 

洗浄剤_洗濯・台所・住宅用 一般世帯数 － 

洗浄剤_トイレタリー 一般世帯数 － 

移動体（自動車，

二輪車，鉄道車両，
特殊自動車（建設機械） 

平成 12 年建築統計年報（国土交通

省・財団法人土地価格調査会） 

「全建物種類」の着工

建築物床面積 
－ 
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船舶，航空機，特

殊自動車） 

平成 13年事業所・企業統計調査 従業員数 建設業 

特殊自動車（農業機械） 平成 1 年国土数値情報・土地利用面

積（ＫＳ－200－1） 
田の面積 － 

特殊自動車（産業機械） 平成 13年事業所・企業統計調査 従業員数 全産業 

船舶（貨物船・旅客船等－特定重要港湾） 

平成 12年港湾統計 

船舶入港数 － 

船舶（貨物船・旅客船等－重要港湾） 船舶入港数 － 

船舶（貨物船・旅客船等－地方港湾） 船舶入港数 － 

船舶（漁船－船外機付き漁船） 昭和 57年漁港(C09-59P)データ 

平成 10年第 10次漁業センサス 

登録船舶数 － 

船舶（漁船－海水動力漁船） 登録船舶数 － 

船舶(小型特殊船舶・プレジャーボート・プレジャーヨッ

ト) 
平成 12年港湾統計 船舶入港数 － 

鉄道車両（ＪＲ以外） 

NITE独自の調査 

鉄道延長 － 

鉄道車両（ＪＲ貨物） 鉄道延長 － 

鉄道車両（ＪＲ旅客） 鉄道延長 － 

航空機 空港面積 － 

発泡剤・冷媒等（オゾン層破壊物質）（移動体） 道路延長 － 

自動車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 － 

自動車（ホットスタート）（幹線路） NITE独自の調査 交通量（THC排出量） － 

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG 車合計 

軽自動車・乗用車) 
平成 12年国勢調査統計 一般世帯数 － 

自動車（コールドスタート時増分_ガソリン・LPG・ディー

ゼル車合計 バス等上記以外) 
平成 13年事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業 

自動車（サブエンジン式機器） 
NITE独自の調査 

道路延長 － 

二輪車（ホットスタート）（細街路） 道路延長 － 

二輪車（ホットスタート）（幹線路） NITE独自の調査 交通量（THC排出量） － 

二輪車（コールドスタート時増分） 
平成 12年国勢調査統計 

一般世帯数 － 

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(軽自動車・乗用車) 一般世帯数 － 

燃料蒸発ガス_ガソリン・LPG車合計(バス等上記以外) 平成 13年事業所・企業統計調査 事業所数 運輸業 

燃料蒸発ガス_二輪車 平成 12年国勢調査統計 一般世帯数 － 

 1 

 2 
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第５章 Read across 法 1 

 2 

１．はじめに 3 

「類似した化学物質は，類似した性質を持つ」という考えで，データがない化学物質の4 

物性，環境中運命，毒性等特性を他の物質のデータから推論するために，グループ化，ア5 

ナログ，カテゴリー等の概念が展開されてきた．リードアクロス（read-across）は，その6 

考え方のひとつであり，ある物質の物性を最も類似した物質のデータで読み替える技術で7 

ある． 8 

1990 年代後半の HPV プログラム以降の REACH へ続くデータ整備活動の中で，データギャ9 

ップを補完することが急がれているが，動物実験を避ける方向がますます強くなり，デー10 

タ推論手法が重視されてきた．理論計算・統計解析・QSAR 等とともに類似性による予測の11 

考えの定式化が進んでいる．概念や手法は，EPA・OECD における議論を経て，REACH の IR&CSA 12 

R.6 等に集大成されている．REACH practical guide もある（図１参照）． 13 

 14 
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図１ データギャップを補完する手法 16 

 17 

リードアクロスについては，既に多くの事例が報告されており，ECHA（2011）によれば，18 

REACH 実施の第一段階の CSR の 28％にリードアクロス法が利用されている．わが国におい19 

ても，NITE（2011）から生物濃縮性への応用が報告されている． 20 

 21 

２．データギャップ補完の流れ 22 

リードアクロスによるデータギャップの補完は，基本的には以下のステップで進められ23 

る． 24 

①対象(target)物質の決定：どの化学物質のデータを推論するか 25 

②ソース（source）物質データベースの選択：利用できる既存のデータベースを確認 26 

③化学物質の特徴表現（構造，物性，その他）の決定：何をもって類似性を評価するか 27 

④類似性評価指標：計算可能な指標（構成原子数，部分構造，物性等）の選定 28 
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⑤多次元物質空間での類似性評価：ソース物質と対象物質の分布，距離の近さ等の評価 1 

⑥高類似度グループでのカテゴリー・アナログの検討：類似性最大の 1～2 物質をアナ2 

ログと称し，その他はカテゴリーとする 3 

⑦データの推論：アナログデータの読み替え，カテゴリーでの内挿・外挿・相関解析等4 

で対象物質のデータを推論 5 

 6 

３．リードアクロスの事例 7 

REACH のリスク評価では in vivo 試験前に代替評価を試みることを要求するため，リー8 

ドアクロスによる評価が行われた（Vink et al.， 2010）．対象物質としては，phase-in 物9 

質（既存で REACH 登録が必要）である PGME（1-methoxypropan-2-ol，H3O-CH2-CH(OH)-CH3）10 

が選ばれた． 11 

ソース物質としては，対象物質に，比較可能なデータを与え，定性的・定量的リスク評12 

価の出発点となる物質がデータベースから，類似度(どの尺度かは不明)が 50％超の基準で13 

ChemID から 46 物質，DDSTox から 63 物質が選択された．さらに，この中から毒性データの14 

ある PGEE，PGPE，PnB の 3 物質を選定した（表１）．また，PGEE がアナログ（類似度最大）15 

とされた． 16 

毒性影響は，定性的および定量的なリードアクロスで推論された． 17 

定性的な推論では，表１のように，変異原性・皮膚感作性・反復投与毒性等の 7 項目で18 

毒性は無視できると判定されたが，発がん性と生殖毒性は判定不能であった． 19 

 20 

表１ PGEE，PGPE，PnB の毒性プロファイルと PGME に対する定性的 read-across の結果 21 

毒性エンドポイン

ト 
PGEE PGPE PnB 

PGME （ read- 

across に基づく） 

急性毒性 急性毒性ではない 急性毒性ではない 急性毒性ではない 
急性毒性ではない 

 [正しい推論] 

刺激性 

皮膚：軽微な刺激，

分類されない 

眼：刺激性，分類

されない 

皮膚：軽微な刺激，

分類されない 

眼：刺激性，分類

されない 

皮膚：刺激性 

(R38) 

眼：刺激性 (R36) 

分類されない 

[正しい推論] 

腐食性 腐食性ではない 腐食性ではない 腐食性ではない 
腐食性ではない 

[正しい推論] 

感作性 データ無 データ無 
感作性ではない

（Buehler） 

感作性ではない 

[正しい推論] 

反復投与毒性 

反復投与毒性に分

類されない 

反復投与毒性に分

類されない 

反復投与毒性に分

類されない 

反復投与毒性に分

類されない 

[正しい推論] 

変異原性 変異原性でない 変異原性でない 変異原性でない 
変異原性でない 

[正しい推論] 

発がん性 データ無 データ無 データ無 － 

発生毒性 発生毒性ではない 発生毒性ではない 発生毒性ではない 
発生毒性ではない 

[正しい推論] 

生殖毒性 データ無 データ無 データ無 － 

 22 

定量的な推論では，PGEE，PGPE，PnB の 3 つのソース物質の反復投与毒性試験で，肝臓23 

重量増加から報告されていることから，これに対してリードアクロスを適用し，PGME の作24 

業者に対する推定無影響レベル（DNEL）設定するとともに，別途 PGME の実測データから得25 
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られた DNEL との比較を行っている． 1 

吸入暴露の DNEL 導出は以下の手順で実施された． 2 

・いずれも 90 日間の吸入暴露試験で得られた PGEE，PGPE および PnB のラットでの NOAEL3 

はそれぞれ，1278，1450，3244 mg/m3 である 4 

・これらの NOAEL について暴露時間の違い（6/8），作業者の呼吸量の違い（6.7/10）およ5 

び PGME との分子量の違いを考慮して補正し，それぞれ，557，555，1111 mg/m3 を得る 6 

・補正後の NOAEL に種間差（2.5），個人差（5；作業者），暴露期間（2；90 日）およびリ7 

ードアクロスと DB の質（2）の不確実性数を適用し，DNEL として，11.1，11.1，7.4 mg/m38 

を得る 9 

・類似度最大のアナログである PGEE の DNEL の 11.1 mg/m3 を PGME の DNEL とする 10 

 11 

経皮暴露についても同様に行われたが，十分な期間の試験結果は PnB にのみがあったた12 

め，PGEE と PGPEPGEE と PGPE については，ラットの呼吸量による補正も加えて吸入暴露試13 

験データから外挿されている．そして，経皮暴露の DNELとしてそれぞれ，1.6，1.6，3.0 mg/kg14 

を得ている．PGME の DNEL としては，アナログの PGEE の DNEL が吸入暴露試験データから15 

外挿されていることもあり，十分な期間の試験に基づく PnB からの値も考慮して 1.6～3.0 16 

mg/kg と推論された． 17 

 18 

リードアクロス法で推定された PGME の作業者に対する吸入と経皮の DNEL，11.1 mg/m319 

と 1.6～3.0 mg/kgを PGMEの試験データに基づいて導出された DNEL，45.1 mg/m3と 5.6 mg/kg20 

と比較すると吸入は４倍，経皮は２倍程度低い値であった． 21 

著者の Vink らは，原則として，しっかりしたカテゴリーを定義し，十分なデータがあ22 

れば，リードアクロスで推算した DNEL は，その物質の試験データから得られる DNEL と同23 

じ範囲となり得ると述べている．しかし，実際には，このようなカテゴリーは得られない24 

ことが多く，結果として 1～2 個のソース物質によるリードアクロスとなり不確実性が大き25 

くなると考えられる． 26 

 27 

４．構造の類似性の決定 28 

上記のように，リードアクロス法では，有害性を推定したい化学物質の構造類似性物質29 

をいかに適切に選択するかがポイントとなる．このため，一定の類似度を超える化学物質30 

を選択するためのツールが必要である．上記の事例では検索に ChemID と DDSTox が使用さ31 

れている． 32 

ChemID plus は，米国の National Library of Medicine のオンライン化学物質検索サイ33 

トである（URL：http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/）．名称，毒性値，物性値（融34 

点や log Kow 等），構造，分子量等で，当該物質に関する情報があるデータベースを検索す35 

ることができる．この検索条件の 1 つとしてユーザーが指定する値以上の類似度を有する36 

化学物質を，29 万を超えるレコードの中から検索することができる． 37 

一方，DDSTox（Distributed Structure-Searchable Toxicity）は，米国 EPA の National 38 

Center for Computational Toxicology のプロジェクトで開発されたオンラインデータベ39 

ースである．DSSTox のサイト（URL：http://www.epa.gov/ncct/dsstox/）で，化学物質の40 
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検索を行い，毒性データセットに関連した情報をダウンロードできる． 1 

構造による検索は SMILES 形式や構造式の入力により行い，完全一致に加えて，部分構2 

造やユーザーユーザーが指定する値以上の類似度を有する化学物質について合計 15,0003 

を超えるレコードを有するデータファイルから検索し，情報をダウンロードできる（図２）． 4 

 5 

 6 

図２ DDSTox による構造に基づく毒性情報ファイルの検索結果 7 

 8 

9 
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第６章 代替物評価 1 

 2 

１．はじめに 3 

被代替物と代替物のリスクベースでの比較はなく，ハザードベースで代替物を選択する4 

方法として代替物評価（Alternatives assessment）法が，以下のように EPA やその他の機5 

関から発表されている．Rossi ら（2006）では，代替物評価の枠組みが説明されている．6 

一方，Rossi ら（2007）では，テレビの筐体に使用される難燃剤の代替物評価を実施して7 

いる．EPA（2008）も Design for the Environment (DfE)プログラムにおいて，プリント8 

基板用の難燃剤とその代替物のハザードの評点付けを行っているものの，代替の良し悪し9 

については評価されていない． 10 

・Rossi, M, Tickner, J, Geiser, K. (2006): Alternatives Assessment Framework of the 11 

Lowell Center for Sustainable Production, Version 1.0. Lowell Center for 12 

Sustainable Production, July 2006. 13 

・Rossi, M. and Heine, L. (2007): The Green Screen for Safer Chemicals: Evaluating 14 

Flame Retardants for TV Enclosures, Version 1.0. Clean Production Action, March, 15 

2007. 16 

・US EPA (2008): Partnership to Evaluate Flame Retardants in Printed Circuit Boards, 17 

Review Draft. Revised November 7, 2008. 18 

 19 

本章では，これらのハザードベースの代替物評価法の概要を紹介する。 20 

 21 

２．Lowell Center for Sustainable Production の代替物評価の枠組み 22 

Lowell Center for Sustainable Production（LCSP）は，Massachusetts 大学 Lowell 校23 

の教員，スタッフおよび大学院学生で構成され，市民グループ，労働者，ビジネス，研究24 

機関および政府系機関と共同で持続可能な世界を支援するための研究開発を行うセンター25 

である．この LCSP から，化学物質，材料および製品に対する，より安全でより社会的に適26 

した代替物の比較的迅速に評価するための代替物評価の枠組みが提案されている（図１）． 27 
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既存の化学物質，材料または
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の代替物を確認する

代替物を確認する
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選択の見直し（継続的
な評価の改善）

 1 

図１ Lowell Center の代替物評価の枠組み 2 

 3 

Lowell Center の代替物評価の枠組みは，既存の代替物を比較する「相対評価」として4 

評価を始めるか，それとも新規技術の「デザイン評価」として開始するかにより異なる．5 

図１に示すように，「相対評価」は以下の 6 つのステップから成る． 6 

1)アクションの目標を確認する 7 

2)最終用途と機能を特徴付ける 8 

3)代替物を確認する 9 

4)代替物（化学物質，材料，製品）を評価，比較する 10 

5)好ましい代替物を選択し，使用する 11 

6) 選択を見直す 12 

一方，デザイン評価は以下の 5 ステップから成る． 13 

1)希望の属性を定義する 14 

2)代替物を確認する 15 

3)代替物（化学物質，材料，製品）を評価，比較する 16 

4)好ましい代替物を選択し，使用する 17 

5)選択を見直す 18 

 19 

既に，電子製品の筐体と織物用の難燃剤である decabromodiphenylether（decaBDE）に20 

対するノンハロゲン系代替物や鉛，ホルムアルデヒド，テトラクロロエチレン（PCE），六21 

価クロム，フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（DEHP）の 5 物質に対する代替物に関する調査22 

は実施されているものの，上記枠組みで評価された具体的な事例は発表されていない． 23 

この枠組みの提案者である Rossi らは，４節で紹介する Green Screen によるテレビの24 

筐体に使用される難燃剤の代替物評価を実施し，報告している．上記の枠組みの「代替物25 
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（化学物質，材料，製品）の評価，比較」および「4)好ましい代替物の選択，使用」に関1 

連すると思われる評価法は４節で詳しく紹介する． 2 

 3 

３．EPA の難燃剤の代替物評価 4 

米国 EPA の化学物質代替評価（CAA）法は，自主的なパートナーシップ・プログラムで5 

ある DfE プログラムで使用されている．DfE では，製品ライフサイクルの各段階で化学物6 

質によるハザードを評価し，潜在的なヒト健康と環境のハザードの比較による意志決定の7 

基礎を提供するために CAA を使用している． 8 

DfE で広範囲の利害関係者と協力して開発された CAA 法は，図２に示すように 6 つの段9 

階で構成されている． 10 

 11 
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 12 

図２ 化学物質代替評価における 6 つの段階 13 

 14 

本節で概説する“Partnership to Evaluate Flame Retardants in Printed Circuit Boards, 15 

Review Draft. Revised November 7, 2008”は，プリント回路板（PCB）に適用可能な難燃16 

剤（FR）の選択時により効率的にヒト健康と環境に関して意思決定することを支援するた17 

めの情報を提供することを目的として，米国 EPA の DfE に広範囲のステイクホルダー（エ18 

レクトロニクス産業，難燃剤産業，環境運動グループ，研究者，その他）が参加して作成19 

した報告書である（単一の最良の難燃剤を推薦することは行われていない）．最終決定には，20 

環境とヒト健康のインパクトに関する情報に加えて，性能と費用を考察することが重要と21 

記載されている． 22 

PCB は，コンピュータ，携帯電話等の消費者用と産業用の電子製品に含まれる．現在，23 

世界的で製造される PCB の大部分は，UL 94 火災安全性基準の V0 条件に満たし（FR-4 ボー24 

ドと呼ばれる），このため，反応性難燃剤 tetrabromobisphenol A（TBBPA）が樹脂の一部25 

を構成する臭素化エポキシ樹脂が使用されている．代替物の使用は過去数年増加しており，26 

新たな難燃剤とラミネート材が開発中である． 27 

上記のパートナーシップの報告書では，ヒト健康と環境影響はライフサイクル全体にわ28 

たって生じ得るため，評価難燃剤の潜在的なヒト健康と環境影響をより完全に理解するた29 

めには難燃剤のハザード評価に加え，ライフサイクルの後段では，暴露の可能性は，難燃30 

剤が樹脂に添加される場合と反応させる場合で大きくことなるため，ライフサイクルと暴31 

露を考慮することが重要と記載されている． 32 

また，ライフサイクルを考慮する際には，製品使用時の熱と耐用年数経過後後の熱処理33 

により生じる潜在的な副生成物を理解することも重要と記載している． 34 

また，パートナーシップの報告書では，ヒト健康と環境影響以外の要因（難燃剤の有効35 

性，電気的・機械的な性能，信頼度，コスト，耐用年数を経た排出への影響等）も重要で，36 
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性能に対する要求は，PCB の使用に依存して変化することにも注目すべきと記載している． 1 

本節では，報告書の主要部分を占めているハザードベースの難燃剤の代替物評価を以下2 

で紹介する． 3 

 4 

3.1 難燃剤の代替物評価 5 

TBBPA および FR-4 PCB 用 TBBPA と代替可能な難燃剤の有害性と環境運命が，相対的なラ6 

ンキングスキームを用いて定性的に評価された．1 重量％未満の成分は評価されなかった． 7 

この評価はリスク評価ではなく，ハザード評価である．報告書では，暴露を評価せず，8 

潜在的な暴露経路の評価のための情報とスクリーニングレベルのハザード情報を提供し，9 

リスク評価は将来的な課題であるとしている． 10 

代替物評価では，各難燃剤の有害性エンドポイント（ヒト健康影響と生態毒性影響）と11 

2 つの環境エンドポイントが考慮された．ヒト健康影響のエンドポイントとしては，発が12 

ん性，皮膚感作性，生殖毒性，発生毒性，神経毒性，全身毒性および遺伝毒性の 7 エンド13 

ポイント，生態毒性影響のエンドポイントとしては，急性影響と慢性影響の 2 エンドポイ14 

ントが考慮され，環境エンドポイントとしては，残留性と生物蓄積性の 2 エンドポイント15 

が考慮されている． 16 

報告書では，PCB 用の FR-4 ラミネート材用の 8 種の市販の難燃剤（TBBPA，DOPO，Fyrol 17 

PMP，水酸化アルミニウム，Exolit OP 930，Melapur 200，二酸化ケイ素，水酸化マグネシ18 

ウム）が評価され，結果の概要が表１のように示されている．TBBPA は FR-4 基板の 90％以19 

上でエポキシ樹脂基材を作るのに使用される．代替難燃性材料は，現行の FR-4 基板の 3～20 

5％のみに使用される．また，TBBPA と DOPO は製造中に化学反応するため，TBBPA，DOPO21 

および Fyrol PMP とのエポキシ樹脂の反応生成物も評価されている． 22 

表１の L，M，H：低，中および高のハザードレベルを示し，色付きの L，M，H は実験値23 

で，黒斜体の L，M，H は推定値と専門家の判断で決定されたことを示す． 24 

また，◊は，低分子量オリゴマー（分子量<1,000）の存在に対して推定されるハザード25 

であることを示し，‡は微粒子（一般に 10μm 未満）の吸入に基づく懸念を示す．§は 1026 

μm 未満の粒径の難水溶性粒子の吸入に伴う肺への直接的な影響に関連する懸念を示し，R27 

は，金属イオンや元素酸化物(放出後 60 日を超えて環境で検出されると予想される)等の無28 

機物であるかそれらを含むことを示す． 29 

 30 
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表１ スクリーニングレベルの有害性ハザードの要約 1 

化学物質 CAS 番号 

ヒト健康影響 水生毒性 環境 暴露の考察 

急

性

毒

性 

皮

膚

感

作 

発

が

ん 

免

疫

毒

性 

生

殖

毒

性 

発

生

毒

性 

神

経

毒

性 

全

身 

遺

伝

毒

性 

急

性 

慢

性 

残

留

性 

生

物

蓄

積 

反応性と添加型の FR 物質と樹脂のラ

イフサイクル全体にわたる FR の利用 2 

反応性難燃剤 2 

Tetrabromobisphenol A (TBBPA) (Albemarle, Chemtura, and others)3 Manufacture 
of FR

Manufacture 
of FR Resin

Manufacture of 
LaminateManufacture of PCB 

and Incorporation into 
Electronics

Sale and Use 
of Electronics

End-of-Life of 
Electronics 

(Recycle, Disposal)

Manufacture 
of FR

Manufacture 
of FR Resin

Manufacture of 
LaminateManufacture of PCB 

and Incorporation into 
Electronics

Sale and Use 
of Electronics

End-of-Life of 
Electronics 

(Recycle, Disposal)

 

TBBPA 79-94-7 L L L L L M L L L H H M L 

DOPO (6H-Dibenz[c,e][1,2] oxaphosphorin, 6-oxide) (Sanko Co., Ltd. and others) 

DOPO 35948-25-5 L L L L L L L L L M M L L 

Fyrol PMP (Aryl alkylphosphonate) (Supresta) 

Fyrol PMP 特許で保護 L L L L L L L L L L L H L 

反応性難燃樹脂 2 

Reaction product of TBBPA - D.E.R. 538 (Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-, polymer 

with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]) (Dow Chemical) 
Manufacture 

of FR

Manufacture 
of FR Resin

Manufacture of 
LaminateManufacture of PCB 

and Incorporation into 
Electronics

Sale and Use 
of Electronics

End-of-Life of 
Electronics 

(Recycle, Disposal)

Manufacture 
of FR

Manufacture 
of FR Resin

Manufacture of 
LaminateManufacture of PCB 

and Incorporation into 
Electronics

Sale and Use 
of Electronics

End-of-Life of 
Electronics 

(Recycle, Disposal)

 

D.E.R. 538 26265-08-7 L M M◊ L M◊ M◊ L L M L L M L 

Reaction Product of DOPO – Dow XZ-92547 (reaction product of an epoxy phenyl novolak with DOPO) (Dow 

Chemical) 

Dow XZ-92547 特許で保護 L M M◊ L M◊ M◊ L L M◊ L L H L 

Reaction product of Fyrol PMP with bisphenol A, polymer with epichlorohydrin (Representative Resin) 

Representativ

e Fyrol PCB 

Resin 

不明 L L M◊ L M◊ M◊ L L M◊ L L H L 

2 反応性 FR 物質と樹脂は完全に反応しないであろう．また，一部はライフサイクルの他の部分で利用され得る 
3 EU は，反応的用途での TBBPA の包括的なリスク評価を公表している．このリスク評価は，プリント回路板の難燃剤を選択する場合に，有用な情報源

である 

 2 

3 
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表１ スクリーニングレベルの有害性ハザードの要約（続き） 1 

化学物質 CAS 番号 

ヒト健康影響 水生毒性 環境 暴露の考察 

急

性

毒

性 

皮

膚

感

作 

発

が

ん 

免

疫

毒

性 

生

殖

毒

性 

発

生

毒

性 

神

経

毒

性 

全

身 

遺

伝

毒

性 

急

性 

慢

性 

残

留

性 

生

物

蓄

積 

反応性と添加型の FR 物質と樹脂のラ

イフサイクル全体にわたる FR の利用 2 

添加型難燃剤 3 

Aluminum hydroxide 

Manufacture 
of FR

Manufacture of 
Laminate

Manufacture of PCB 
and Incorporation into 

Electronics

Sale and Use 
of Electronics

End-of-Life of 
Electronics 
(Recycle, 
Disposal)

Manufacture 
of Resin

Manufacture 
of FR

Manufacture of 
Laminate

Manufacture of PCB 
and Incorporation into 

Electronics

Sale and Use 
of Electronics

End-of-Life of 
Electronics 
(Recycle, 
Disposal)

Manufacture 
of Resin

 

Aluminum 

hydroxide 

21645-51-2 
L L L M L L M L L H M HR L 

Exolit OP 930 (phosphoric acid, diethyl-, aluminum salt) (Clariant) 

Exolit OP 930 225789-38-

8 
L L L M L M M L L M M HR L 

Melapur 200 (Melamine polyphosphate) (Ciba)4 

Melapur 200 218768-84-

4 
L L L L L L L M M L L M L 

Polyphosphori

c acid 
8017-16-1 L L L L L L L L L L L L L 

Melamine 108-78-1 L L L L L L L M M L L M L 

Silicon dioxide amorphous5 

Silicon 

dioxide 

amorphous 

7631-86-9 L L L L L L L H§ L L L HR L 

Silicon dioxide crystalline5 

Silicon 

dioxide 

crystalline 

1317-95-9 L L H‡ H§ L L L H§ H§ L L HR L 

Magnesium hydroxide 

Magnesium 

hydroxide 
1309-42-8 L L L L L L L L L L L HR L 

3 添加型難燃剤は PCB のライフサイクル全体にわたり存在するが，エポキシラミネート材のポリマーマトリクスに保持される 
4Melapur 200 は水中で解離し，ポリリン酸とメラミンイオンを形成するため，表には両解離イオンを含む 
5 代表的な CAS 番号を表中に示す 



 

 90 

3.1.1 評価法の概要 1 

難燃剤の有害性は，難燃性調合剤中で 1 重量％を超える難燃性成分に対して包括的にレ2 

ビューされた．レビューのため収集されたデータは，段階的アプローチで妥当性が評価さ3 

れた． 4 

パートナーシップ・プログラムで収集されたデータは，表２に示す残留性，生物蓄積性，5 

水生生物毒性およびヒト健康の基準に基づいて，ハザードを低，中，高にレベル分けされ6 

た． 7 

 8 

表２ ハザードレベル指定に用いられた基準 9 

ハザードレベル 残留性基準 

高 水，土壌または底質中半減期：> 180 日 

中 水，土壌または底質中半減期：60～180 日 

低 水，土壌または底質中半減期：< 60 日 

ハザードレベル 生物蓄積性基準 

高 生物濃縮倍率（BCF）：> 5,000 

中 BCF：1,000～5,000 

低 BCF：< 1,000 

ハザードレベル * 水生生態毒性基準 

高 ≤ 1 mg/L（慢性影響：<0.1 mg/L） 

中 1～100 mg/L（慢性影響：0.1～10 mg/L） 

低 >100 mg/L（慢性影響：>10 mg/L）または log Kow：>8 

ハザードレベル ヒト健康基準 

高 ヒト集団での悪影響の証拠または動物実験での重篤な影響の確証 

中 

示唆的な動物実験，類似物データまたは毒性を生じることが既知の

化学物質群；限られた影響の in vitro 試験からかなりの影響がある

多くの動物実験までの広範囲をカバー 

低 ハザードの根拠は確認されない 
* 水溶解度が推定される場合，推定値がカットオフ値の 10％以内にある場合，化学物質は，「飽10 

和での無影響」とは考慮されない．「飽和での無影響」と考えられる場合，ハザードレベル11 

は低い 12 

 13 

平均分子量が 1,000 未満のポリマーは，平均分子量以下の分子量を有する適切な代表的14 

な構造が評価に用いられた．平均分子量が 1,000 超で，低分子量材料（1,000 未満が 25％15 

超で 500 未満が 10％超）を含むポリマーでは，生物利用可能分画の潜在的なハザードを確16 

認するため，低分子量成分のハザードが評価された．平均分子量が 1,000 超で低分子量成17 

分（1,000 未満が 25％以下で 500 未満が 10％以下）のポリマーは一般に，単一の高分子量18 

材料として評価された．相当量の未反応モノマーが存在する場合は，評価でこれらの成分19 

が考慮された． 20 

 21 

3.1.2 構造活性相関による推定 22 

残留性，生物蓄積，水生毒性またはヒト健康影響に関する試験データが利用できない場23 

合，分子構造を用いて構造活性相関（SAR）で推定された． 24 

1,000 未満の分子量の難燃剤の物性と環境運命については，EPI Suite が使用され，無25 

機物質と金属に対する推定は専門家の判断を使用し，類似物アプローチも適用された．急26 

性や慢性の水生毒性については，EPA の ECOSAR が使用された．ヒトでの発がん性は類似構27 
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造物質の既知の発がん性，作用機序の情報，短期予測試験，疫学研究およびエキスパート1 

の判断に基づく決定樹を用いる OncoLogic で推定された． 2 

残留性のスクリーニング評価では，難燃剤の環境での除去プロセスとして加水分解と成3 

分解を対象にそれぞれ，EPI Suite で推定された半減期が用いられた．また，環境残留性4 

を決定する場合，スクリーニング評価では，生分解と化学的除去プロセスで生じる分解物5 

の潜在的な残留性も考慮し，専門家の判断により分解物が決定された． 6 

 7 

3.2 難燃剤への潜在的な暴露とライフサイクルの考察 8 

難燃剤への暴露は，そのライフサイクルの多くの段階で生じ得る．製造工程では作業者9 

暴露，難燃製品使用中では消費者暴露；製品廃棄やリサイクル時に環境放出を生じる場合10 

は一般集団と環境への暴露の可能性がある．表３は，これらの各ライフサイクル段階で生11 

じ得る潜在的な暴露の概要を示している． 12 

 13 

表３ PCB のライフサイクルを通じての難燃性物質への潜在的な暴露 14 

反応性 FR  

製造：難燃剤製造，

樹脂の配合 

製造時の排出は，製造慣習と物性により異なる；純物質を取り扱う

ため，直接暴露の可能性がある 

プリプレグおよびラ

ミネート製造 

材料の切断は，エポキシ樹脂を含む少量のダストを放出する．反応

性 FR は化学結合し，微量の未反応 FR がポリマーに残留すると予想

される．未反応量は現在不明*で，製造法とプロセスにより異なる 

PCB 製造と組み立て 残留未反応 FR は，穴あけ，エッジング，ルーティング等の PCB 製造

工程で気中に放散し得る．電子部品組み立てのいくつかの接合プロ

セスは，樹脂に熱ストレスを生じ，分解物を生成し得る．分解物生

成の可能性を決定するため試験が必要である 

使用 残留未反応 FR が使用中に気中に放出され得る．暴露を生じるには，

残留未反応 FR が製品から逃散する必要がある．暴露の可能性を決定

するための試験が必要である 

製品寿命到達後 解体/リサイクル：電子製品の解体と PCB の切断は，エポキシ樹脂を

含むダストを放出し得る．反応性 FR は，ポリマーに化学的に結合さ

れているが，廃棄段階のプロセスでの反応難燃剤製品への暴露のレ

ベルは不明である 

埋め立て：PCB からの浸出による暴露の可能性を決定する試験が必要

である 

焼却，溶融，野焼き：燃焼副生物を考慮する必要がある 

添加型 FR  

製造：難燃剤製造，

樹脂の配合 

製造時の排出は，製造慣習と物性により異なる；純物質を取り扱う

ため，直接暴露の可能性がある 

プリプレグおよびラ

ミネート製造 

材料の切断は，エポキシ樹脂を含む少量のダストを放出する．添加

型 FR の製品からの気中への放出や浸透の可能性は不明である．蒸気

圧，水溶解度等の物性が，これらの FR への暴露の可能性に寄与する 

PCB 製造と組み立て 残留添加型 FR は，穴あけ，エッジング，ルーティング等の PCB 製造

工程で気中に放散し得る．電子部品組み立てのリフローやウェーブ

ソルダリング加工は，樹脂に熱ストレスを生じ，ガスを放出し得る．

蒸気圧と水溶解度等の物性が，暴露の可能性に寄与する 

使用 難燃剤はポリマーに埋め込まれているが，添加型 FR のガス放出の可

能性について試験が必要である．FR はポリマーに埋め込まれている

ため，経皮暴露は予想されない 
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製品寿命到達後 解体/リサイクル：電子製品の解体と PCB の切断は，エポキシ樹脂を

含むダストを放出し得る．添加型 FR も，ダストを介して放出され得

る．蒸気圧等の物性が，これらの物質への暴露の可能性に寄与する 

埋め立て：PCB からの浸出による暴露の可能性を決定する試験が必要

である 

焼却，溶融，野焼き：燃焼副生物を考慮する必要がある 

* TBBPA については，Sellstrom と Jansen (1995)が，1 g の PCB に対して約 0.7μg の残1 

留（あるいは“フリーの”）TBBPA を確認している 2 

 3 

表３のように，反応性と添加型難燃剤について各ライフサイクル段階における潜在的な4 

暴露の可能性が記載されているが，作業者，消費者および一般集団に対する定量的な暴露5 

評価は行われていない． 6 

 7 

3.3 難燃剤選択時に考察すべき他の要因 8 

適切な難燃剤を選択する場合，ヒト健康および環境へのリスクに加えて，いくつかの要9 

因を考慮する必要がある．企業が考慮すべき要因として以下がある．これらは，難燃剤と10 

PCB の機能と市場性に重大であり，ヒト健康と環境への要因とともに考慮すべきである． 11 

 12 

3.3.1 難燃剤の有効性と信頼性 13 

難燃剤の主目的は，火災を防ぎ，管理することである．火災安全要求事項（UL 94 V0 等14 

の分類）は，樹脂に添加すべき難燃剤の必要量を決定する．そして，コストと性能が最適15 

となる調合法を採用する必要がある（高価で，非常に有効な難燃剤の少量使用～それほど16 

高価でなく，またそれほど有効でない難燃剤の大量使用）． 17 

信頼性も難燃剤を選択する際に考慮すべきである．PCB は，テレコミュニケーション，18 

ビジネス，消費者および宇宙分野を含む多目的に使用される．このため，難燃剤は様々な19 

状況下で信頼できる必要がある． 20 

 21 

3.3.2 エポキシ/ラミネートの特性 22 

難燃性調合の小さな変化は，PCB エポキシ樹脂やラミネートの製造と性能に影響を及ぼ23 

す．PCB 用難燃剤を選択する際に，ガラス転移温度，反り，破壊靱性，屈曲係数，イオン24 

移動，水分拡散係数等を含む PCB エポキシ樹脂とラミネートの基本特性に，どのように難25 

燃剤が影響するか考察することが重要である． 26 

例えば，ガラス転移温度は，無鉛の PCB の製造に特に重要である．無鉛 PCB に要求され27 

るより高い接合温度のため，エポキシとラミネートのガラス転移温度は PCB の剥離を防ぐ28 

ように十分に高くなければならない．また，水分拡散係数の増大は，ラミネートと PCB の29 

信頼性を低下させ，PCB の電気的特性に影響するであろう．PCB が適切に作動できない場合，30 

低ハザードの難燃剤を選択することによる全ての利点も無意味となる． 31 

 32 

3.3.3 経済的実行可能性 33 

経済的な実行可能性を保証するためには，難燃剤代替物は，理想的には，，PCB 製造設備34 

等の既存の設備との互換性が必要である．そうでなければ，プラントはプロセスを修正し，35 

かつ新しい設備を購入することを強いられることになる． 36 



 

 93 

また，火災安全基準を満たすために，高価な難燃剤や，より多くの量を必要とする難燃1 

剤を使用することは，PCB の原料費を上昇させる．この状況下では，PCB メーカーは，顧客2 

（コンピューターメーカー等）にコストを転嫁し，顧客は消費者にコストを転嫁するであ3 

ろう． 4 

 5 

3.2.4 溶融プロセスへの影響 6 

難燃剤の調合を変えることは，溶融プロセスに影響を及ぼす．製錬業者は，金，銀，プ7 

ラチナ，パラジウム等の貴金属およびセレン，銅，ニッケル，亜鉛，鉛等の卑金属を回収8 

するために複雑な高温反応で PCB を処理する．主要な精錬業者（Boliden，Umicore，Noranda9 

等）は，ハロゲンを含む電子機器スクラップを大量に処理しつつ，ダイオキシン類，水銀，10 

アンチモン等の有害物質の排出を管理している．電子機器スクラップの組成と種類の変化11 

に対応するために，製錬業者は，操作手順等の変更が必要となる． 12 

 13 

４．Green Screen の難燃剤評価 14 

「より安全な化学物質のための Green Screen」は，ヒトや環境にとってより安全性の高15 

い化学物質を選択するハザードベースのスクリーニング法であり，化学物質に関与する企16 

業や政府，個人の意思決定に情報を提供することを目的としている．Green Screen，より17 

安全な化学物質の選択に至る以下の 4 つのベンチマークを定義している． 18 

・ベンチマーク１：回避－高懸念物質 19 

・ベンチマーク２：使用，より安全な代替物を検索 20 

・ベンチマーク３：使用，改善の余地あり 21 

・ベンチマーク４：優先－安全な化学物質を好む 22 

 23 

図３に示すように，エンドポイントごとのハザードの程度により，ベンチマーク１から24 

ベンチマーク４に進むほど，より安全な化学物質と判断される流れになっている． 25 

 26 

27 
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ベンチマーク 4
易生分解性 (低P)＋低B＋低ヒト毒性＋低生態毒性

(＋可能であれば，他の生態毒性エンドポイント)

安全な化学物質を好む

ベンチマーク 3
a. 中程度のPまたは中程度のB

b. 中程度の生態毒性

c. 中程度のヒト毒性

d. 中程度の可燃性または中程度の爆発性

使用，改善の余地あり

ベンチマーク 2
a. 中程度のP＋中程度のB＋中程度のT

(中程度のヒト毒性または中程度の生態毒性)

b. 長期P＋高B

c. (長期P＋中程度のT)または(高B＋中程度のT)

d. 優先すべき影響に対する中程度のヒト毒性または強ヒト毒性

e. 強可燃性または強爆発性

使用，より安全な代替物を検索

ベンチマーク 1
a. PBT：長期P＋高B＋強T1（強ヒト毒性2または強生態毒性）

b. vPvB：非常に長期のP＋非常に高いB

c. vPT（vP＋強T）またはvBT（vB＋強T）

d. 優先すべき影響に対する強ヒト毒性3

回避－高懸念物質

この物
質は全
基準を
パスす
る

この物質とその
分解物がこれら
の全基準をパス
すれば，ベンチ
マーク4に移動

この物質とその
分解物がこれら
の全基準をパス
すれば，ベンチ
マーク3に移動

この物質とその
分解物がこれら
の全基準をパス
すれば，ベンチ
マーク2に移動

略号

B = 生物蓄積

P = 残留性

T = ヒト毒性と生態毒性

vB = 非常に高生物蓄積

vP = 非常に長期残留性

脚注：
1 毒性 － ”T”= ヒト毒性及び生態毒性
2 ヒト毒性 = 優先すべき影響 (以下参照)ま
たは急性毒性，免疫/臓器影響，感作性，
皮膚腐食性または眼損傷
3 優先すべき影響 = 発がん性，変異原性，
生殖発生毒性，内分泌かく乱，または神経
毒性

 1 

図３ より安全な化学物質選択のための Green Screen 2 

 3 

4.1 各エンドポイントのハザード区分 4 

ベンチマークの確認に用いられる各エンドポイントのハザード区分は表４のように定5 

義されている． 6 

 7 

表４ Green Screen における各エンドポイントのハザード区分 8 

危険有害性 極めて高い

（v） 

高い（H） 中程度（M） 低い（L） 

環境動態 

難分解性－

P（日数によ

る半減期）1 

・土壌または

堆積物で＞

180 日．ま

たは， 

・水で＞60 日 

・土壌または堆積物で＞

60～180 日 

・水で＞40～60 日．また

は， 

・長距離の環境輸送の可

能性 

・土壌または堆積物で 30

～60 日．または， 

・水で 7～40 日 

・土壌または堆積物で＜

30 日 

・水で＜7 日．または， 

・易生分解性 

生分解性－

B1 

・ BCF/BAF ＞

5000．また

は， 

・これらのデ

ータがない

場 合 ， log 

Kow＞5 

・BCF/BAF＞1000～5000 

・これらのデータがない

場合，log Kow＞4.5～5．

または， 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトまたは野生生

物での生体蓄積性が

実証されている 

・BCF/BAF 500～1000 

・これらのデータがない

場合，log Kow  4～4.5．

または， 

・ヒトまたは野生生物で

の生体蓄積性を示唆

する証拠がある 

・BCF/BAF＜500．または， 

・これらのデータがない

場合，log Kow＜4 

生態毒性 

水生生物に対する急性毒性 1 ・LC50/EC50/IC50＜1 mg/l．

または， 

・GHS の区分 1 

・ LC50/EC50/IC50 1～ 100 

mg/l．または， 

・GHS の区分 2 または 3 

・ LC50/EC50/IC50 ＞ 100 

mg/l 

 

水生生物に対する慢性毒性 1 ・NOEC＜0.1 mg/l．また

は， 

・GHS の区分 1 

・ NOEC 0.1～ 10 mg/l．

または， 

・GHS の区分 2，3 または

4 

・NOEC＞10 mg/l 

 

ヒトの健康 
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発ガン性* ・ヒトにおける有害影響

の証拠 

・証拠の重みづけによっ

てヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・米国国家毒物学プログ

ラム（NTP）において，

ヒトへの発ガン性が

把握または合理的に

予想されている 

・米国労働安全衛生局

（OSHA）による発ガン

物質． 

・米国 EPA の既知の発ガ

ン物質／（おそらく）

発ガン物質の可能性 

・カリフォルニアプロポ

ジション 65 

・ 国 際 が ん 研 究 機 関

（IARC）のグループ 1

または 2A 

・EU のカテゴリー1 また

は 2 

・GHS の区分 1A または

1B 

・動物実験から発ガン性

を示す証拠が得られ

ている 

・類似物によるデータが

ある 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

・米国 EPA の示唆する証

拠（発ガンの可能性）

がある 

・IARC のグループ 2B 

・EU のカテゴリー3．ま

たは， 

・GHS のカテゴリー2 

・懸念を特定する根拠が

ない．または， 

・IARC のグループ 3 また

は 4 

変異原性／遺伝毒性* ・ヒトにおける有害影響

の証拠がある 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・EU のカテゴリー1 また

は 2 

・GHS の区分 1A または

1B 

・動物実験から変異原性

／遺伝毒性を示す証

拠が得られている 

・類似物によるデータが

ある 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

・EU のカテゴリー3．ま

たは， 

・GHS の区分 2 

・懸念を特定する根拠が

ない 

 

生殖毒性* ・ヒトにおける有害影響

の証拠がある 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・NTP によるヒト生殖リ

スク評価センターの

調査対象である 

・カリフォルニアプロポ

ジション 65 

・EU のカテゴリー1 また

は 2 

・GHS の区分 1A または

1B 

・動物実験から生殖毒性

を示す証拠が得られ

ている 

・類似物によるデータが

ある 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

・EU のカテゴリー3．ま

たは， 

・GHS の区分 2 

・懸念を特定する根拠が

ない 

 

発達毒性* ・ヒトにおける有害影響

の証拠がある 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・NTP によるヒト生殖リ

スク評価センターの

調査対象である．また

は， 

・カリフォルニアプロポ

ジション 65 

・動物実験から発達毒性

を示す証拠が得られ

ている 

・類似物によるデータが

ある．または， 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

・懸念を特定する根拠が

ない 
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内分泌攪乱* ・ヒトにおける有害影響

の証拠がある．また

は， 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・動物実験から内分泌攪

乱を示す証拠が得ら

れている 

・類似物によるデータが

ある 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

・EU のリスト案－カテゴ

リー1 または 2．また

は， 

・日本のリストの対象物

質である 

・懸念を特定する根拠が

ない 

 

神経毒性* ・ヒトにおける有害影響

の証拠がある．また

は， 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・動物実験から神経毒性

を示す証拠が得られ

ている 

・類似物によるデータが

ある．または， 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

・懸念を特定する根拠が

ない 

 

急性毒性（経口，経皮，また

は吸入） 

・LD50＜50 mg/kg bw（経

口） 

・LD50＜200 mg/kg bw（経

皮） 

・LC50＜500 ppm（気体） 

・LC50＜2.0 mg/l（蒸気） 

・LC50＜0.5 mg/l（ダス

トまたはミスト） 

・米国 EPA の極めて危険

有害な物質リストの

対象物質．または， 

・GHS の区分 1 または 2 

・LD50 50～2000 mg/kg bw

（経口） 

・LD50 200～2000 mg/kg 

bw（経皮） 

・LC50 500～5000 ppm（気

体） 

・ LC50 2～ 20 mg/l（蒸

気） 

・LC50 0.5～5 mg/l（ダ

ストまたはミスト） 

・GHS の区分 3 または 4 

 

・懸念を特定する根拠が

ない 

 

皮膚または目の腐食性／刺

激性 

・ヒトを母集団とする試

験において不可逆的

な影響の証拠が得ら

れている 

・動物試験による証拠の

重みづけから，不可逆

的な影響の証拠が実

証されている 

・GHS の区分 1（皮膚ま

たは目） 

・ヒトまたは動物におい

て可逆的な影響の証

拠が得られている 

・GHS の区分 2 または 3

－皮膚の刺激性 

・GHS の区分 2A または

2B－目 

・懸念を特定する根拠が

ない 

 

皮膚または呼吸器系統の感

作 

・ヒトにおける有害影響

の証拠がある 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・GHS の区分 1－（皮膚

または呼吸器）．また

は， 

・予測的ヒト連続パッチ

テスト（ HRIPT）にお

いて陽性反応が確認

されている．（皮膚） 

・動物実験から感作を示

す証拠が得られてい

る 

・類似物によるデータが

ある．または， 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

 

・懸念を特定する根拠が

ない 

 

免疫系統への影響 ・ヒトにおける有害影響

の証拠がある．また

は， 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・動物実験から影響を示

す証拠が得られてい

る 

・類似物によるデータが

ある．または， 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

・懸念を特定する根拠が

ない 
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全身毒性／器官への影響（単

回または反復曝露によるも

の） 

・ヒトにおける有害影響

の証拠がある 

・証拠の重みづけによ

り，ヒトに有害影響を

及ぼす可能性が実証

されている 

・GHS の区分 1－単回ま

たは反復曝露後の器

官／全身毒性 

・動物実験から影響を示

す証拠が得られてい

る 

・類似物によるデータが

ある． 

・毒性を生じることが明

らかになっている化

学物質区分に分類さ

れている 

・単回曝露で GHS の区分

2 または 3．または， 

・反復曝露で区分 2 

・懸念を特定する根拠が

ない 

 

物理／化学的特性 

爆発性 ・GHS 区分－不安定火薬

類，または分類の 1.1，

1.2，または 1.3． 

・GHS 区分：分類の 1.4

または 1.5 

・懸念を特定する根拠が

ない 

易燃性 ・GHS の区分 1－可燃／

引火性ガス 

・GHS の区分 1－可燃／

引火性エアロゾル．ま

たは， 

・GHS の区分 1 または 2

－可燃／引火性液体 

・GHS の区分 2－可燃／

引火性ガス 

・GHS の区分 2－可燃／

引火性エアロゾル．ま

たは， 

・GHS の区分 3 または 4

－可燃／引火性液体 

・懸念を特定する根拠が

ない 

*＝ヒトの優先健康影響，1＝実験データが望ましい．実験データがない場合には構造活性相関1 

でもよい． 2 

 3 

4.2 テレビ筐体用難燃剤とその代替物への適用  4 

テレビ筐体用難燃剤として使用される，decaBDE とその代替物であるビスフェノール A5 

ジホスフェート（BPADP）およびレゾルシノールビス(リン酸ジフェニル)（RDP）の計 3 物6 

質についてベンチマークが評価された．また，各難燃剤の既知の分解物についても，ベン7 

チマークが評価された． 8 

市販の decaBDE は，混合物であり，約 97％の decaBDE と約 3％のノナブロモジフェニル9 

エーテル（nonaBDE）を含む． 10 

BPADP も混合物質であり，3 つの主要な成分は，約 85％のリン酸(1-メチルエチリデン)11 

ジ-4,1-フェニレンテトラフェニルエステル（CAS# 5945-33-5），約 11％のリン酸ビス12 

[4-[1-[4-[(ジフェノキシホスフィニル)オキシ]フェニル]-1-メチルエチル]フェニル]フ13 

ェニルエステル（CAS# 83029-72-5）および 3％未満のリン酸トリフェニルである．また，14 

BPADP の市販品には，0.07％のフェノールと 0.01％未満のビスフェノール A が混入してい15 

る． 16 

RDP の 3 つの主要な成分は，約 65～80％のリン酸 1,3-フェニレンテトラフェニルエステ17 

ル（CAS# 57583-54-7），約 15～30％のリン酸ビス[3-[(ジフェノキシホスフィニル)オキシ]18 

フェニル]フェニルエステル（CAS# 98165-92-5）および約 5％未満のリン酸トリフェニル19 

である． 20 

 21 

評価されたベンチマークの結果を表５と表６に示す．各エンドポイントデータについて22 

は，先ず利用可能な試験データを用いてハザードデータを充足し，次に，可能であれば，23 

SAR/QSAR でデータの不足を補っている．これは米国 EPA の DfE プログラムで採用されてい24 

るアプローチである．試験データが制約されていることから，このアプローチが最善策で25 

あるとしている．化学物質に対して，より包括的な試験データが収集されるにつれて，結26 



 

 98 

果の頑健性も向上すると考えられている． 1 

テレビ筐体用の decaBDE と 2 つのリン系難燃剤（およびこれらの分解物）のうち，BPADP2 

と decaBDE は，ベンチマーク１「回避－高懸念化学物質」であった．これに対し，RDP は，3 

ベンチマーク２「使用，より安全な代替物を検索」であった．Green Screen 法に従えば，4 

RDP は decaBDE の望ましい代替物となる．RDP は，「優先－より安全な化学物質」には到達5 

しなかったが，難分解性，生体蓄積性，ヒトおよび環境への有害性に基づいて考えた場合，6 

decaBDE，BPADP およびこれらの分解物よりも安全であると結論されている． 7 

 8 

表５ decaBDE とリン系難燃剤の構成成分と分解物に対する Green Screen のベンチマーク 9 

化学物質 ベンチマークの理由 達成/停止したベンチマーク 

RDP 構成物と分解物 

CAS# 57583-54-7 ・高生物蓄積 

・中程度の残留性 

・高慢性生態毒性 

・中程度の全身影響と目の刺激

/腐食 

Benchmark 2 / 

2(a)(c)により留められた 

CAS# 98165-92-5 ・高残留性 

・中程度の全身影響および目の

刺激/腐食 

Benchmark 2 / 

2(c) により留められた 

CAS# 115-86-6 

(triphenyl phosphate) 

・中程度の生物蓄積 

・高い急性および慢性の生態毒

性 

・中程度の全身影響と目の刺激

/腐食 

Benchmark 3 / 

3(a),(b),(c) により留められ

た 

CAS# 108-95-2 

(phenol) 

・高い全身影響と目と皮膚の刺

激/腐食 

Benchmark 2 / 

2(d) により留められた 

CAS# 108-46-3 

(resorcinol) 

・中程度の急性および慢性の生

態毒性 

・中程度の内分泌かく乱，神経

影響，急性毒性，皮膚感作お

よび目と皮膚の刺激/腐食 

Benchmark 3 / 

3(a),(b),(c) により留められ

た 

CAS# 838-85-7 

(diphenyl phosphate) 

評価には不十分なデータ 

BPADP(BAPP)構成物と分解物 

CAS# 5945-33-5 ・高残留性 

・中程度の全身影響と目の刺激

/腐食 

Benchmark 2 / 

2(c) により留められた 

CAS# 83029-72-5 ・非常に高い残留性 

・中程度の全身影響と目の刺激

/腐食 

Benchmark 2 / 

2(c) により留められた 

CAS# 115-86-6 

(triphenyl phosphate) 

・中程度の生物蓄積 

・高い急性および慢性の生態毒

性 

・中程度の全身影響と目の刺激

/腐食 

Benchmark 3 / 

3(a),(b),(c) により留められ

た 

CAS# 108-95-2 

(phenol) 

・高い全身影響と目と皮膚の刺

激/腐食 

Benchmark 2 / 

2(d) により留められた 

CAS# 80-05-7 

(bisphenol A) 

・高い内分泌かく乱（および，

生殖・発生影響への潜在的に

高い懸念の新たな証拠） 

Benchmark 1 / 

1(d) により留められた 

CAS# 838-85-7 

(diphenyl phosphate) 

評価には不十分なデータ 

DecaBDE と分解物 
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CAS# 1163-19-5 

(decaBDE) 

・非常に高い残留性 

・中程度の生物蓄積 

・中程度の発がん，発生毒性，

神経毒性；および内分泌かく

乱 

Benchmark 2 / 

2(a),(c),(d) により留められ

た 

CAS# 32536-52-0 

(octaBDE) 

・非常に高い残留性 

・高発生毒性 

Benchmark 1 / 

1(c),(d) により留められた 

CAS# 32536-52-0 

(pentaBDE) 

・非常に高い残留性と生物蓄積 

・高い急性および慢性の生態毒

性 

・高全身・器官影響 

・高内分泌かく乱 

Benchmark 1 / 

1(a),(b),(c),(d) により留め

られた 

 1 

表６ リン系難燃剤と decaBDE に対する Green Screen のベンチマーク 2 

化学物質 CAS# ベンチマークの理由 得られたベンチマー

ク 

decaBDE 

およびその分解物 

1163-19-5 分解物が decaBDE をベ

ンチマーク 1 に留め

る： 

・pentaBDE：PBT，vPvB，

vPT，vBTおよび高い

内分泌かく乱の懸

念－Benchmark 

1(a)，(b)，(c)，(d) 

・octaBDE：vPT および

高い発生毒性 の懸

念 － Benchmark 

1(c)，(d) 

Benchmark 1： 

回避－高懸念化学物

質 

BPADP/BAPP 

およびその分解物 

181028-79-5 ・分解物と調合剤の汚

染物質である ビス

フェノール A は，高

い内分泌かく 乱の

懸 念 － BPADP は

Benchmark 1(d)に留

まる 

Benchmark 1： 

回避－高懸念化学物

質 

RDP 

およびその分解物 

125997-21-9 ・構成成分は：高残留

性または高生 物蓄

積性および中 /高毒

性（優先影響ではな

い ) － RDP は

Benchmark 2(a) と

2(c)に留まる 

・分解物（フェノール）

は高全身毒性－ RDP

は Benchmark 2(d) 

に留まる 

Benchmark 2： 

使用，しかし，より安

全な代替物を探索 

 3 

DfE プログラムにおける代替物評価を紹介した EPA（2008）でも「この評価はハザード4 

評価である．リスク評価は将来的な課題である．」と記載されているように，このような評5 

価も将来的にはリスクベースの評価になると考えられ，「化学物質の最適管理をめざすリス6 

クトレードオフ解析手法の開発」事業で開発した解析手法はその将来像といえるであろう． 7 

評価に必要な情報の種類は異なるものの，ともに評価に必要な情報を補完し，評価を行8 

う点では一致している．なお，上記の評価で考慮されている混合物の市販品およびそれら9 

の分解物を含めた評価という点は，今後，リスクトレードオフ解析手法をさらに発展させ10 
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ていく上で参考になると考えられる． 1 

 2 


