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   作成日  

制度・プログラム名 化学物質総合評価管理プログラム 

事業(プロジェクト名) 化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発 

事業担当推進部室・担

当者 
化学物質管理技術開発室 田沼 宏之 

1. 事業の目的・政策的

位置づけについて 

化学物質の安全性については昨今、国民の関心が一層高まっている

にも拘わらず、現状としては化学物質の有害性情報や暴露情報等、

リスク評価データの収集、整備はもとより、評価手法についても整

備・体系化が不充分であるため、行政、産業界、地域住民を含めた

具体的かつ建設的なリスクマネジメント、リスクコミュニケーショ

ンを行える段階にあるとは言えない。 

このことから、本事業では「化学物質総合管理プログラム」の一環

として、化学物質の有害性情報、暴露情報、リスク評価に関する情

報を収集・整備するとともに、評価手法を開発し体系的に整備し、

知的基盤として資するものである。 

化学物質のリスク評価手法及びこれに基づく評価は、科学的に高い

信頼性を確保するため、これに必要な資金、事業期間、事業に必要

な人材を含め、多大なリソースを必要とする。 

また、成果について多方面からのコンセンサスを得る必要があるこ

とから、民間企業や地方自治体ではなく NEDO の事業として実施

することが最も相応しい。 

2. 研究開発マネジメ

ントについて 

[事業目標] 

① 最終目標 

平成１７年度までに約 180の化学物質について、有害性評価、暴

露評価を実施し、これらに基づきリスク評価手法を開発し、リス

ク評価を実施する。化学物質は、化学物質排出把握管理促進法対

象物質のうち、高生産・輸入量の物質を中心に選定する。 

② 中間目標 

平成１５年度までに約 100物質について、有害性評価、暴露評価

及びリスク評価のための基礎的検討並びに暫定的リスク評価を

行う。 
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主な実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy  
有害性情報の整備及び有害性評価分析       
有害性評価シートの作成       

暴露情報の整備及び暴露評価手法開発       
暴露情報の整備       
暴露評価手法開発       

   広域大気中分布予測ﾓﾃﾞﾙの構築       
河川中・沿岸中分布予測ﾓﾃﾞﾙの構築       
推定摂取量算定ｼｽﾃﾑの構築       
放出ｼﾅﾘｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄの作成       

暴露量の推定とマップの作成       
環境モニタリングの実施       
主要都市大気中分布予測       
暴露量・摂取量推定       
環境濃度マップの作成       

ﾘｽｸ評価、ﾘｽｸ評価手法の開発及び管理対策のﾘｽｸ

削減効果分析 
      

初期ﾘｽｸ評価の実施及び初期ﾘｽｸ評価書の作成       
詳細ﾘｽｸ評価手法開発、詳細ﾘｽｸ評価書の作成       

詳細ﾘｽｸ評価手法の開発       
ﾘｽｸ管理対策の社会経済分析手法開発       
詳細ﾘｽｸ評価書の作成       
詳細暴露・ﾘｽｸ解析手法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの整備と

試験的公開 
      

事業の計画内容 

 化学物質ﾘｽｸ評価・管理技術指針の策定       
単位：百万円 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初) 750 750 750 750 750 3,750 
一般会計 

(実績) 730 676     

(当初) 750 750 750 750 750 3,750 

開発予算 

総予算額 
(実績) 730 676     
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開発体制 経済省担当原課  製造産業局化学物質管理課 

運営機関  新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 横浜国立大学大学院教授 中西 準子 

委託先   独立行政法人産業技術総合研究所 

   化学物質リスク管理研究センター 

   独立行政法人製品評価技術基盤機構 

   化学物質管理センター 

   財団法人化学物質評価研究機構 

   安全性評価技術研究所 

共同研究先  東京大学生産技術研究所 

情勢変化への対応 今までに基本計画、方針の変更を必要とするような情勢変化はない。

ただし、今後の PRTR データの公表により、対象物質選定および優

先順位の見直しを行う予定。詳細リスク評価については社会的に話

題となっている物質も選定基準に加えている。 

このように、社会の要求を的確に反映させるように、適宜、事業の

目標を見直している。 

今後の事業の方向性 ＜過去の評価無し＞ 

3. 研究開発成果 ・有害性評価シート作成   ： 76物質 

・初期リスク評価書(暫定版)作成  ： 46物質 

・費用対効果分析(詳細リスク評価) ： 8物質 

 

口頭発表：３３件 

論文発表：２１件 

4. 実用化、事業化の見

通し 

本プロジェクトの成果は、プログラム全体で統合され、行政、産業

界、地域住民等が行うリスクマネジメントやリスクコミュニケーシ

ョンのための公共財としての知的基盤となる。 

実施時期  
評価時期 

評価項目・評価基準  

実施時期 １５年度中間評価実施予定 

5. 評価に関する事項 

評価予定 
評価項目・評価基準標準的評価項目・評価基準 
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「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」 

（中間評価） 

評価概要（案） 

 
Ⅰ．総論 

１．総合評価 
総合科学技術会議で化学物質総合管理イニシャチブが環境分野の重要な
テーマと位置付けられており、化学物質の人及び環境への影響を正確に評
価するためには、化学物質のリスク評価及びそのためのリスク評価手法の
開発が重要であると言える。 
有害性評価書、初期リスク評価書、詳細リスク評価書の作成、暴露情報
の整備及び暴露評価手法の開発等事業計画は社会のニーズを満たしている
と考えられ、実施者である AIST（独立行政法人産業技術総合研究所）、CERI
（財団法人化学物質評価研究機構）、NITE（独立行政法人製品評価技術基
盤機構）の役割分担は明確で、連携もよくなされており、系統的に実務遂
行がプランニングされていると思われる。 
成果の中には国際水準から見ても優れたものが含まれており、当該分野
の研究者のみならず、企業・地方公共団体やＮＧＯなどからも期待される
ものとなると考えられる。 
成果の波及効果にも期待したい。 
尚、一定期間の単発的なプロジェクトとしてではなく、長期的視野に立
った国家事業として、位置付けを明確にして取り組んで行くべきである。 

 

２．今後に関する提言 
本事業の早期実用化が待たれていることから、事業は計画通り進めるべ
きであるが、最新の科学的情報を常に把握して効率よく実務を継続するこ
とが肝要であり、完成後は化学物質の環境動態についての情報等を拡充し、
暴露量等がより正確に評価出来るものに改訂を継続することが望ましい。 
情報公開に当たっては、プロジェクトによって得られる研究成果の利用
や応用に関して、明確で分かり易い説明や広報を行うということ、外部の
識者によるピアレビューを今後も虚心に受けるということも必要であろう。 
プロジェクトの成果がリスクコミニュケーションの場で有効に利用され
るように、今後とも情勢変化への対応や事業の方向の修正・微調整を適切
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に行うことが重要と考えられる。 
物質相互の複合影響を考慮することは困難かもしれないが、複数の物質
が存在する場合のリスク評価の手法についても、検討を期待したい。 ま
た、ADMER同様に海域生態系モデルについても公開が期待される。 
 

Ⅱ．各論 

１．事業の位置付け・必要性について 
近年、化学物質の安全性への懸念は増大しており、化学物質が人の健康
や生態系に及ぼす影響を防止するためのリスクマネージメント、リスクコ
ミュニケーションを行うためのリスク評価及び評価手法の開発は、わが国
のみならず国際的にも必要性が高いと言え、その成果が高い公共性と公益
性をもつことから、行政だけでなく、地方自治体、大学、産業界、一般住
民が取り組むリスク・マネジメント、リスク・コミュニケーションの重要
な知識基盤となりうるものである。そのためには、それらが科学的に高い
信頼性をもっていることと併せて、社会的なコンセンサスを得る必要があ
り、リスク評価に関する膨大な情報を収集し体系的に整備する本研究は
NEDOの事業として相応しいものであると言える。 
尚、国の情報として公表していくためには、今後とも AIST、CERI、NITE

以外の国家リソースとの連携を積極的に進めるということや、他省庁の事
業との整合性を図ることも必要であろう。 

 

２．研究開発マネージメントについて 
目標達成のための要素として充分な技術項目が取り上げられ、プロジェ
クトリーダーのもと各機関が分担・連携して事業に取り組んでおり、それ
ぞれの項目で着実な成果が挙げられている。 
全般的に、研究開発目標・研究開発計画・実施体制等の妥当性は高いと
考えられる。 
しかし、AIST、CERI、NITE以外にも、他省庁所轄の研究機関があるの

で、それらの力についても、研究の方向性が合致しているテーマについて
は積極的に連携を図ることが有効ではないかと思える。 
「実用化シナリオ」、「成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）」とい
った観点では、リスクコミニュケーションにみられるように、まだまだニ
ーズも振れているように思え、社会的動向を含めた絶え間ない調査と方向
性の修正が必要であろう。 
リスク削減効果分析については計画にやや具体性を欠くのではないかと
いう意見があり、また、成果へのアクセス・利用法などがどうなるのか、
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リスク評価に関する既存の他の方法との違いについて明確にされたいとい
う意見も出された。 
 

３．研究開発成果について 
７７物質の有害性評価シート、４７物質の初期リスク評価書が作成され、
暴露評価手法、暴露量の推定とマップの作成も進められている。 初期リ
スク評価書は物質毎に物理化学情報から生態系を含む毒性情報に至る膨大
な情報が記載されたもので世界的レベルのものと評価出来る。 
モデルの開発をはじめそれぞれの分野で大きな成果が上がっており、そ
れらの環境研究者や一般への公開の方向での活動も進められており、一層
の社会貢献が可能と考えられる。 
全体として目標達成度は高い。 
一方、過去に例がないほど大規模な調査と多様な観点での評価を加えよ
うとするプロジェクトであり、年度によってメリハリをつけた資源投入（予
算の増額と重点取り組み課題への集中）が必要となるのではないかと考え
られるため、この点にも配慮されたい。 
目標達成が困難となったため計画の見直しを行っているが、見直し後の
目標達成にもかなりの努力が必要となろう。 
また、様々なチャンネルを通じて意見を集め、成果をより質の高いもの
にするということや、海外の研究者との議論の機会も拡充して、国際的に
も認知される成果を数多く発表されるべく努力をお願いしたい。 
 

４．実用化の見通し等について 
成果はプログラム全体で統合され、行政、大学等の研究機関、産業界、
地域住民等が行うリスクマネージメントやリスクコミュニケーションのた
めの公共財としての知的基盤となるもので、今後の継続的な国家的取り組
みにつながるような基盤整備が果たせるかどうかが評価のポイントとなる。 
化学物質のリスクに関する情報は不足しており、企業のリスク管理やリス
クコミュニケーションの基礎情報としての需要は大きいと考えられ、化学
物質の総合管理という意味で大きな一歩であり、意義深い。社会的なニー
ズに合致した応用・発展につながるものと期待される。 
尚、公共性を担保するには他の研究開発との比較検討を行い、国として
当面この手法を取り入れていくとの合意が必要となるであろう。 
また、成果の実用化可能性や波及効果については大いに期待するが、導
入普及や実用化までのシナリオはあまり明確でないように思われるという
意見もあった。 
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2.0

2.5

2.8

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・位置付け

平均値

 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)研究開発成果について 
・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(3)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・位置付けについて 2.8 A A A B B A A A 
２．研究開発マネジメントについて 2.5 A A B B A B A B 
３．研究開発成果について 2.0 A B B C B B B B 
４．実用化の見通しについて 1.9 B A B B B C C B 

５．評点結果 
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