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事業の概要 “化学物質総合評価管理プログラム”内の他プロジェクト（「化学物質の

リスク評価及びリスク評価手法の開発」、「既存化学物質安全性点検事業の

加速化」、「高精度・簡易有害性（ハザード）評価システム開発」）で得ら

れる化学物質の有害性（ハザード）情報、暴露情報及びリスクに関する情

報並びに評価手法等を体系的に整理し、知識データベース「化学物質総合

情報ライブラリー」の構築を図り、更に、一般市民から専門家まで各利用

者層のニーズに応じた情報提供を可能とする環境を整備するシステムを

構築する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業界産業界産業界産業界    消費者消費者消費者消費者    研究所研究所研究所研究所    行政機関行政機関行政機関行政機関    

インターネットインターネットインターネットインターネット    

 

有害性評価技術、リスク評価技術、暴有害性評価技術、リスク評価技術、暴有害性評価技術、リスク評価技術、暴有害性評価技術、リスク評価技術、暴

露評価技術等のデータおよび分析露評価技術等のデータおよび分析露評価技術等のデータおよび分析露評価技術等のデータおよび分析

手法手法手法手法    

略語集／用語集／法令／略語集／用語集／法令／略語集／用語集／法令／略語集／用語集／法令／    
リスクコミュニケーション手法や事リスクコミュニケーション手法や事リスクコミュニケーション手法や事リスクコミュニケーション手法や事

例など、例など、例など、例など、    
付随知識および基盤情報付随知識および基盤情報付随知識および基盤情報付随知識および基盤情報    

化学物質総合情報ライブラリー化学物質総合情報ライブラリー化学物質総合情報ライブラリー化学物質総合情報ライブラリー    

データ連携データ連携データ連携データ連携    

データベース構築データベース構築データベース構築データベース構築  

アプリケーションサーバーアプリケーションサーバーアプリケーションサーバーアプリケーションサーバー    

WWWWWWWWWWWWサーバーサーバーサーバーサーバー    

化学物質総合リスク評価管理システム化学物質総合リスク評価管理システム化学物質総合リスク評価管理システム化学物質総合リスク評価管理システム    

WWWWWWWWWWWWサーバーサーバーサーバーサーバー    
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１．事業の目的・政策的位置付

けについて 
【NEDO が関与する意義】 

 

 

 

 

 

【実施の効果】 
 
 
 
【事業の背景・目的・位置付け】 
 
 

 
 
化学物質管理対策に関する取組みは、客観的・中立的なものであるべき

こと、多様な産業活動の共通の基盤であることなどから、「公共財的性格

を持つ財・サービスの供給」としての位置付けが強く、科学的知見の充実

による化学物質の有害性評価技術等に関する情報の国民への効率的かつ

公平な提供の観点からもその適切な管理は、個々の事業者ではなく国が主

体となって取り組むことが適切である。 
本技術の確立により、化学物質の有害性評価技術等が、将来幅広い産業

分野で利用される共通基盤技術となり、行政・産業界・地域住民等の間で

科学的知見に基づいた正確かつ適切な化学物質のリスクコミュニケーシ

ョン促進の基盤形成に資する。 
環境と調和した健全な経済産業活動と安全・安心な国民生活の実現を図

るため、化学物質のリスクを評価し、適切に管理する社会システムの構築

を目的として、化学物質のリスクの総合的な評価を行いつつ、リスクを適

切に管理する技術体系を構築するため、平成１７年度までに化学物質のリ

スクの総合的な評価管理を行うための手法の構築と知識基盤の整備を目

標とする「化学物質総合評価管理プログラム」の一環として本プロジェク

トを実施する。 
本プロジェクトでは、本プログラム内の他プロジェクト（「化学物質の

リスク評価及びリスク評価手法の開発（以下、第１プロジェクトとい

う。）」、「既存化学物質安全性点検事業の加速化」、「高精度・簡易有害性（ハ

ザード）評価システム開発」）で得られる化学物質の有害性（ハザード）

情報、暴露情報及びリスクに関する情報並びに評価手法等を体系的・一体

的に整理した知識基盤の構築を図り、化学物質によるリスクの総合評価管

理を実現することを目的とする。 
化学物質管理の推進にあたっては、化審法等の規制的措置が重要な役割

を果たす一方で、今後は、リスクの程度や多様性に応じた適切かつ柔軟な

対応が不可欠であり、化学物質を実際に取り扱う各事業者が主体的役割を

果たすことが極めて重要となっている。このような背景のもと、1997 年
7月、化学物質管理促進法が制定され、事業者が自主的に化学物質の管理
を推進することの重要性が規定されるとともに、本法案第 17条において、
国が行うべき措置が以下のとおり規定されており、本プロジェクトはこれ

に位置付けられる。 
① 化学物質の有害性等に関する科学的知見の充実 
② 化学物質の性状等に関するデータベースの整備 
③ 国民の理解の増進等に努める旨 
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２．研究開発マネジメントにつ

いて【事業の目標】 
 
 

①最終目標 
平成 17 年度までに、化学物質の有害性（ハザード）、暴露、リスク等
の基盤情報と各評価手法に係る情報を統合した化学物質総合リスク評価

管理システムを開発する。 
②中間目標（マイルストーン） 
平成 15年度までに、化学物質総合リスク評価管理システムの全体設計、
リスクコミュニケーションに必要な調査・分析、リスク評価データの共通

電子様式の設計・開発、化学物質総合情報ライブラリーの設計を終了する。

主な実施項目 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 

システムの要件整理

と設計、開発 

     

共通電子様式の設

計・開発 

     

【事業の計画内容】 

化学物質総合情報ラ

イブラリーの構築 

     

（単位：百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初)       一般会計 

(実績)       

(当初)       特会（電多）

(実績)       

(当初) 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 242.5特会（石油）

(実績) 48.4 48.4   

(当初)       特会（ﾍﾈ高）

(実績)       

(当初) 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 242.5

【開発予算】 

総予算額 

（計） (実績) 48.4 48.4   

【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  独立行政法人 製品評価技術基盤機構 
            理事 茂木保一 
委託先         独立行政法人 製品評価技術基盤機構 
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【情勢変化への対応】 （事業開始後、どのような社会的、研究開発上の情勢変化により、具体的

にどのように対応したかを記述） 
【今後の方向性】 （評価において、本プロジェクトに対し提言されたコメントを記述） 
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3．研究開発の成果 平成 13年度から平成 14年度現在までに得られた成果は以下の通り。 
(1) システムの要件整理と設計 
① システム全体設計 

システム全体の要件・機能整理を行い、基本設計書を作成した。

② システム開発 
①システム全体設計により、テストサイトを開発し立ち上げ

た。 

③ リスクコミュニケーションに必要な調査、分析等 
一般消費者、専門家、自治体担当者等にヒアリング調査及びア

ンケート調査を実施し、化学物質のリスクコミュニケーション及

び本システムに関するニーズを整理した。 
さらに、他のプロジェクトの成果を体系的に公表していくため

に必要なリスクコミュニケーション関連情報を収集、整理して、

用語、Ｑ＆Ａ等を作成した。 

 
(2) 共通電子様式の設計・開発 
① 設計 

他プロジェクトから得られるデータを統一的に整理してライ

ブラリーに格納するため、共通電子様式の概念設計を行った。更

に、第１プロジェクト成果物である「初期リスク評価書」を材料

として、共通電子様式の設計を実施した。 

② 開発 
①の設計により、第１プロジェクト成果物である「初期リスク

評価書」を材料として、共通電子様式の開発を行った。 

 
(3) 化学物質総合情報ライブラリーの構築 
① 設計 

第１プロジェクト成果物である「初期リスク評価書」を基礎デ

ータとし、共通電子様式を含むデータベース等の設計を行った。

② 開発 
①の設計に従い、「初期リスク評価書」のデータベース化とデ

ータベース化を行う際に必要な共通電子様式の開発を行い、「初

期リスク評価書」の格納を開始した。 
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４．実用化、事業化の見通し (1) 実用化、事業化の見通し 
本プロジェクトが含まれる化学物質総合評価管理プログラムを実施す

ることにより、社会的、経済的なバランスを保ちながら化学物質のリスク

を小さくする手法が開発される。本プロジェクトは、これら成果を体系的

に分かりやすく公開することにより、リスクコミュニケーションを支援す

るものである。本プロジェクトの事業が達成されることにより、次のよう

な実用化、事業化が期待される。 
 ①産業界とりわけ中小の化学メーカーに対しては、化学物質のリスク評

価手法を提供することにより、生産計画、事業計画等の策定に役立

つ。 
 ②一般市民に対しては、正しい情報を提供することにより、化学物質あ

るいは化学メーカーに対する誤解を解き、不要な危機感を取り去る。

 ③国、自治体の化学物質に対する的確、迅速な管理政策を支援する。 
④化学物質のリスク評価、管理は、重要な分野であるにもかかわらず、

この分野の専門家は多くない。リスク評価書等を本プロジェクトか

ら体系的に提供することにより、試験研究機関、教育機関等におけ

るリスクに関する研究、教育が進展し、人材育成に貢献できる。 
(2) 今後の展開 
 本プロジェクトの実施により、化学物質のリスク評価、管理が大いに進

展するものと期待される。しかし、安全、安心な生活環境と経済活動の両

立という政策目標が完全に達成されたわけではない。本プロジェクトは、

次の点が不十分である。 
 ①リスクという考え方が難しいことから、リスクコミュニケーションセ

ンターを設置し、一般市民等への普及、啓発活動を積極的に行うこ

とが必要である。 
 ②リスク削減技術に関するプロジェクトが途中からプログラムに追加

されているので、これらの情報のデータベース化を行うことが必要

である。 
 ③現行のプログラムにおける化学物質の暴露は、化学物質のライフサイ

クル全体をとらえていない。したがって、製品使用、廃棄等までを

含めたリスクの評価、管理を行うことが必要である。 
 したがって、政策目標を達成するため、以上の点に関する新規事業を平

成１８年度以降に立ち上げることを検討する。 



 

 

評価履歴 実施時期 15年度 中間評価実施 

 評価項目・基準 上述の事業の目的及び事業の目標に

則り、研究開発の内容が実施済みの

こと。 
評価予定 実施時期 17年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 

 評価項目・基準 上述の事業の目的及び事業の目標に

則り、研究開発の内容が実施済みの

こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９
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「化学物質総合リスク評価管理システムの開発」 

（中間評価） 

評価概要（案） 

 
Ⅰ．総論 

１．総合評価 
本事業は化学物質のリスクを評価し、適切に管理する社会システムの構
築を目的とし、「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」、「既存
化学物質安全性点検事業の加速化」、「高精度・簡易有害性評価システム開
発」で得られる情報並びに評価手法等を体系的・一体的に整理した知識基
盤の構築を図るものであり、現在不十分なリスクコミニュケーション基盤
の実状を正面から受け止めて、幅広い層を対象にしたシステム構築を目指
しており、高く評価できる。また、成果の中には国際水準から見ても優れ
たものが含まれている。 

   計画は社会のニーズを満たしており、公共性の高い事業であるため、国
が積極的に関与していくことが望ましい。 

   他のプロジェクトとの連携を充分に行いながら、事業計画の見直しを図
り、より良いシステムの構築に努めること、また、化学物質情報に関する
他のデータベースとの整合性について検討する必要がある。さらに、対象
とする３つのプロジェクトの成果以外のデータ等も体系的・一体的に整理
し、総合的な知識基盤が提供されるようになることを期待したい。 

   リスクコミニュケーションのニーズや意識レベルの調査を通じて、一般
市民らにどういう情報提示が必要か、すべきかを一歩ずつ継続的に把握さ
れ、それがシステムに反映されることも望まれる。 

 

２．今後に関する提言 
事業は計画通り進めるべきであるが、本プログラム内の他のプロジェク
トに拡充される新たな情報が、当該プロジェクトのデータ修正と同時に自
動的に本プログラムの修正が可能となるシステムにすることが望まれる。 

   また、他省庁との連携について検討を進め、国としてオーソライズした
システムとすること、 
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データベースの更新などプロジェクト終了後も必要な管理体制を確保す
ること、さらに、市民レベルのユーザーにどう利用してもらえるかについ
ても、検討をお願いしたい。 
国内外のデータベースにアクセスできる機能や、ステークホルダーある
いはパブリックからの指摘やコメントを集めやすい双方向対話型の機能に
ついても計画通り検討を期待したい。 
 

Ⅱ．各論 

１．事業の位置付け・必要性について 
環境と調和した健全な経済産業活動と安全な国民生活の保持や生態系に
及ぼす化学物質の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我が国の
みならず国際的にも必要性が高い。リスク評価に関する膨大な情報を収集
し体系的に整備し、一体化する本研究は内容的にも公共性が強く長期にわ
たる事業であり、NEDOの事業として相応しいものである。 
公共性と、国家として整合性の取れた意思であるべきであり、他省庁の
賛意と協力を得ることが必須であると考えられ、今後、他の省庁との連携
について検討をお願いしたい。 

 

２．研究開発マネージメントについて 
化学物質の有害性評価、暴露評価、リスク評価等の基盤情報を統合した
化学物質総合リスク評価管理システムの開発について、社会的ニーズを含
めて意見の掘り起こしを行い、公共性の高いシステム構築に積極的に取り
組んでおり、事業全般にわたり計画の妥当性が認められる。 
しかしながら、プロジェクトの成果へのアクセス・利用法などについて、
市民や企業はどのような形で成果を利用できるのかが現時点ではあまりは
っきりしないという意見や、今後、PRTRシステムとの両立てになるのか、
それは無理があるのか、方向性を常に考慮して進めて欲しいという意見も
出された。 
 

３．研究開発成果について 
    化学物質の有害性、暴露、リスク等の基盤技術と評価手法等膨大な情報
を体系的に整理・一体化したシステムであり、評価出来る。 
中立的でしかも科学的に妥当な情報の提供は非常に重要であり、また息の
長い取り組みが望まれる。世界に誇れる“実用的なデータベース”となる
よう、また、このプロジェクトの到達点で満足されず、さらに収載情報を
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拡充するなど発展継承されることが期待される。 
 

４．実用化の見通し等について 
    今まで我が国には化学物質に関する総合リスク評価管理システムが無く、
化学物質の環境リスクに関する情報は、かなり不足しているのが実態であ
る。このシステムが構築されることにより、最新の知見が提供され、その
結果、リスクコミュニケーションの推進や企業におけるリスク管理だけで
なく、化学物質による環境リスク研究の促進に役立つものと思われる。 

    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りうるもので、その実用化は十分期待出
来ると考えられる。 
他のデータベースとリンクさせるだけでなく、どの様に整合性を図って
いくかについても検討すべきであろう。 
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2.1

2.0

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 A B B A A 
２．研究開発マネジメントについて 2.0 A B B B C C A B 
３．研究開発成果について 1.9 A B B B C C B B 
４．実用化の見通しについて 2.1 B A B B B B B B 

５．評点結果 
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