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２０１８年度後期   NITE講座（シラバス） 10月3日更新 

科目名 化学物質に関するリスク評価とリスク管理の基礎知識 
拠点 

（開講機関） 

メイン会場：大阪・コスモスクエア 
サテライト会場： 東京、名古屋 
（製品評価技術基盤機構） 

講義日時 

10月31日(水)、 
10:00～17:50 

11月1日(木)､2日(金) 
10:00～17:20 

科目概要(300字) 

化学物質は私たちの生活の身近なあらゆるところで利用されています。私たちが化学物質の恩恵を享受するためには、化学物質の性質や使用するリスクを正しく理解し、行政、企業、市民が一体となって、化学物質管理を行うことが大切です。本講座では、
化学物質管理に携わる方々が実践で役立つように、化学物質のリスク評価や具体的な事例の紹介、化学物質管理制度や諸外国の状況など、化学物質管理制度全般についてその背景とともに解説します。普段触れることが少ない消費者とのリスクコミュニ
ケーション手法についてもワークショップ（実習）を行います。 
本講座は、企業等で化学物質管理の実務に携わる方、今後携わる方や、化学物質のリスク評価やリスク管理にご興味のある方を対象とします。 

                              

科目構成 № 講義 講義概要(150字) 講義日 時間 開講場所 講師 所属 

総論 1 
化学物質管理とリスク評価 
(ワークショップ) 

始めに、本講座の進め方、注意事項などについて説明します。講義では我が国の化学物質管理制度を理解するため、リスク評価の基本的な考え
方について解説します。さらに、実際の事例を題材にワークショップを通じて、リスク評価とリスク管理を根幹とする化学物質管理制度の基本的な思
想について考えます。 

10月31日(水） 
 

10:00～12:00 

製品評価技術基
盤機構 

大阪事業所 

竹田 宜人 
化学物質管理センター 
調査官 

化学物質管理と情報 2 
化学物質管理に関する 
情報 

化学物質管理において、化学物質の法規制や有害性の情報を得ることは重要です。ＮＩＴＥでは、法規制や有害性の情報に関するデータベースを
提供しており、これを使った情報の取得方法について解説します。 

13:00～14:30 池上由宇真 
化学物質管理センター 
情報業務課 

海外の化学物質管理 3 国際的な化学物質管理 
化学物質がもたらす悪影響を最小化するために国際的な化学物質管理に関する取組が進められています。これを踏まえた国際的枠組み、欧米の
化学物質管理制度の概要及びアジア諸国におけるNITEの取組み等について解説します。化学物質管理に関する最新の国際動向や、諸外国の制
度の理解を深めることができます。 

14:40～16:10 岡田佳寿美 
化学物質管理センター 
計画課 国際･企画室 

化学物質管理と情報 4 
リスクコミュニケーション(ワークショッ
プ) 

社会全体で化学物質を適正に管理するためには、関係者間で情報を共有し、理解を促進することが不可欠であり、それを実現する手法の一つがリ
スクコミュニケーションです。企業におけるリスクコミュニケーションの基本的な考え方、その手法や、事例について知るとともに、ワークショップを通
しリスクコミュニケ-ションを体験します。 

16:20～17:50 

竹田 宜人 
化学物質管理センター 
調査官 

日本の 
化学物質管理政策 

5 化審法の運用とその概要 
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（化審法）の運用における基本的な考え方について、法律の概要とともに解説します。特に、法
における化学物質の定義や物質区分の仕方、法に基づく各種届出とその情報の活用方法について詳細に紹介し、理解を深めます。 

11月1日(木) 

10:00～11:30 

佐藤 維麿 
化学物質管理センター 
調査官 

リスク評価 

6 
化審法における分解性 
及び蓄積性評価 

化審法の新規化学物質の届出にかかる生分解性試験、生物蓄積性試験、高分子フロースキーム試験の概要を説明し、具体的な判定事例を紹介
します。 

12:30～14:00 山名 真司 
化学物質管理センター 
安全審査課 

  

7 
有害性評価 
（人健康影響） 

化学物質のリスク評価を実施するには有害性の評価は必須です。特に人への有害性評価は、通常、実験動物を用いた試験等から外挿します。化
学物質で発現する主な有害性について、GHS（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）を用いて説明すると共に、リスク評価に用い
る有害性の値の導出方法について学びます。 

14:10～15:40 中村 るりこ 
化学物質管理センター 
情報業務課 

  

8 
有害性評価 
（生態影響） 

化学物質の動植物に対する毒性についての評価方法を紹介します。化学物質の有害性クラスの付け方などを身につけることができます。 15:50～17:20 清水 将史 
化学物質管理センター 
リスク評価課 

  

9 in silico評価手法の活用 
化学物質の安全性評価における動物実験は世界的に削減の流れにあり、化審法や欧米の規制行政では、動物実験代替法の１つであるコン
ピュータを用いたin silico評価手法が活用されています。化学物質の安全性評価で活用されているin silico評価手法の概要と規制行政での活用状
況について紹介します。 

11月2日(金) 

10:00～11:30 桑 詩野 
化学物質管理センター 
安全審査課 

  

10 
化学物質の 
暴露評価とリスク評価 

化学物質の安全性を判断するには有害性だけでなく、化学物質からの暴露量を知ることが重要です。環境を通じて受ける暴露量や、それを用いて
リスク評価を行う方法を解説します。環境を通じた化学物質の暴露量からリスク評価を行う方法の概要を理解することを目的とします。 

12:30～14:00 玉造 晃弘 
化学物質管理センター 
リスク評価課 

  11 
消費者製品に含まれる 
化学物質のリスク評価 

身近な消費者製品に含まれる化学物質に対し、製品の使用などに伴う消費者の暴露及びリスクの評価方法について解説します。消費者用製品に
含有する化学物質のリスク評価方法の概要を理解することを目的とします。 

14:10～15:40 藤原亜矢子 
化学物質管理センター 
リスク評価課 

日本の 
化学物質管理政策 

12 
化管法の考え方と活用 
方法 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化管法）における、排出量報告・集計・公表制度（ＰＲＴＲ）や化
学物質提供時の情報提供制度（ＳＤＳ）の基本的な考え方を解説し、国が公表するＰＲＴＲデータの活用方法を紹介します。これにより、自主管理の
方法に関する理解を深めることができます。 

15:50～17:20 小柳 尚史 
化学物質管理センター 
リスク管理課 

本講座の構成 
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１．リスクを管理する。(ガバナンス） 
 
２．化学物質のリスクとは? 
 
３．リスク認知(Risk Perception) 
 
４．リスクとベネフィット 
   
５．リスク管理と意思決定 

本日の内容 



 いま、あなたが最も大きなリスクと感じていることは
なんですか？理由もお書きください。 

課題1 

4 



課題2 

① リスク管理は、科学的事実に基づくべきである。 

 

② リスク管理は科学的事実よりも、国民のそのリ
スクへの受容性や態度を重視すべきである。 

 

 どちらの立場が、自分にとって適切に思います
か？ その理由を簡単に述べなさい。 

5 



背景③ ＩＲＧＣ リスクガバナンス 

〔出典〕原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググループ第４回会合 資料１（谷口 武俊委員） 

リスク意思決定・対応 

実施 
・オプションの実現化 
・モニタリングと制御 
・リスクマネジメント活動の
フィードバック 
意思決定 
・リスク対策オプションの固
定と生成 
・オプションの多面的分析 
・オプションの評価と選択 

リスクマネジメント 

リスク意思決定・対応 
・問題枠組み設定 
・早期警告（新たなハザードの調査） 
・スクリーニング 
・科学的な方法論や手順などの決定 

プレ・アセスメント 

実施 
・オプションの実現化 
・モニタリングと制御 
・リスクマネジメント活動の
フィードバック 
意思決定 
・リスク対策オプションの固
定と生成 
・オプションの多面的分析 
・オプションの評価と選択 

リスク評価 

コミュニケー
ション 

リスクの判断 
・受忍性及び受容性の判断 
・リスク削減対策のニーズ
の決定 

リスクの特徴づけ／判断 

リスクの特徴付け 
・リスク・プロファイル 
・リスクの深刻度の判断 
・総合化とリスク削減オプション 

リスクプロファイル 
･リスクの推定値 
･推定値の信頼性 
･ハザードの特徴 
･リスク認知 
･合法化の範囲 
･社会的・経済的合意 
･深刻度の判断 
･法的要求事項への適
合性 
･リスクトレードオフ 
･公共性の影響 
･社会的受容性 

･技術の選択 
･代替のポテンシャル 
･リスク・ベネフィット分析 
･治的な優先度 
･補償のポテンシャル 
･コンフリクト(競合)管理 
･社会的動員のポテンシャル 
 

リスクコミュニケーションの背景 

IRGCのリスクガバナンスモデルにおけるコミュニケーションの機能につい
て述べよ。 

6 



2. 化学物質のリスクとは？  

リスク評価及びリスク管理に関する米国大統領・議会諮問委員会
報告書（1997） 
 

「リスクは、物質または状況が一定の条件のもとで害を生
じる可能性」 
 
① 良くない出来事が起きる可能性（確率） 
② 良くない出来事の重大さ（被害の大きさ） 
 
 の2要素の組み合わせ。  
   

   化学物質の毒性と暴露（摂取量）の比較 

7 



危険性・有害性は「ハザード」 

例えば、 

 ・毒性（急性、発がん性他） 

 ・爆発性、可燃性 

 ・薬の副作用（意図しない） 

 ・たばこや酒の悪影響（自ら） 

快適さや便利さなどの有用性は「ベネフィット：便益」 

 ・薬で病気が治る。 

 ・機能的な材料を製造する。 

 ・酒で気持ちが良くなる。 

課題3 ライオンの絵を見て、ハザードとリスクの関係を論
じなさい。 

 

 

 

 
 

リスクとハザード  

8 



3. リスク認知(Risk Perception) 

人の認知能力には限界があるため、ハザードを主観的・直感的 

に認識すること。客観的リスクと大きな違い(Perception Gap) 

がある。リスク管理上の意思決定に大きな影響を与える。 

① 二因子モデル (Slovic 1987）  

     「恐ろしさ」と「未知性」 でリスクは分類される。 

②  様々な認知バイアス：Perception Gapを生み出す理由 

  ・ リスクを小さく見てしまう。   

    正常性バイアス（変わったことなど起きない）、楽観主義バイア
ス（どうせ何も起きない）、ベテランバイアス（経験済み、大丈
夫）、自発的に行う・共通の価値観があると→リスクを小さく見る。 

  ・ リスクを大きく見てしまう。 

   カタストロフィーバイアス（最近、大きな災害が多くない？）   
破滅的だと・知らないと（未知性）・制御できないと・不公平だ
と・信頼できないと→リスクを大きく見る。 

9 
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http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14440/slides/05/8.html 
注意：データは調査対象者（国）、時期などで変わります。 

二因子モデル 

自分で選べてよく知っ 
ているハザード 自分で選べないが、良く 

知っているハザード 

自分で選べないし、良く 

知らないハザード 
知
ら
な
い 

知
っ
て
い
る 

恐ろしい 恐ろしくない 

http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14440/slides/05/8.html
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2005_14440/slides/05/8.html


リスク認知のバイアス (Lichtenstein, et al., 1978) 
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小さなリスクは大きく見積もる 

大きなリスクは小さく見積もる 



パーセプションギャップ(科学と直感のずれ） 

客観的リスク（科学）（＝）主観的リスク（直
感）：食品添加物、エスカレーター、自転車など 
 

客観的リスク（＜）主観的リスク：原子力、鎮痛剤
の服用、大気汚染など 
 

客観的リスク（＞）主観的リスク：コーヒー、スキー、
電車、タバコ、アルコールなど 

                (草間ほか1985 を改変） 

課題4 コーヒー はなぜ主観的リスクが小さいのですか？ 

     なぜ、ずれが生ずるのでしょうか？ 

12 
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立場で違うリスク認知 
（3.11東日本大震災前のデータ） 

危
険 
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4. リスク管理と意思決定  

◆リスクトレードオフ分析 
対策を行った時にリスク同士の増減量の比較を行う。 
その対策がリスクの削減をもたらすか判断できる。 
 

◆費用効果分析 
費用とリスク削減効果の比較を行う。 
決められた予算内で最大の効果を得たり、決められた効果を
最小の予算で達成できる。 
 

◆費用便益分析 
リスク削減効果を金銭で表し、費用と便益を比較する。 
その対策が利益をもたらすかどうか判断できる。 
 

※費用効果分析と費用便益分析をあわせて社会経済分
析とよぶ。公平性の問題が回避されていることが必要。 

東海ら（2009）環境リスク評価論. 
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◆規制影響分析（RIA: Regulatory Impact 
Analysis） 
 

規制を導入することで生じる影響を示し、規制によって得
られる効果と費用、それらをだれが分担するのかを総合的
に考えて社会にとってプラスかどうかを示す。 
しばしば、社会経済分析が用いられる。 
 
日本では2007年から施行。「規制の事前評価」と呼ばれ
る。 

東海ら（2009）環境リスク評価論. 

4. リスク管理と意思決定 
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欧州食品安全機関（EFSA）のガイダンス 

ハザード（悪影響）の特定 
健康影響の特定 

（健康増進or悪影響削減） 

影響の特性評価 
（健康増進or悪影響削減） 

ハザードの 
特性評価 

曝露評価 

リスクの特性評価 ベネフィットの特性評価 

リスクとベネフィットの比較 

ベネフィットは、 
「プラスの健康影響の生じる確率and/or 健康悪影
響が削減する確率」 

EFSA Scientific Committee (2010) Guidance on human health risk-benefit assessment of foods. 
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リスクベネフィット分析で用いられる指標（1） 
        対策の効果として 

vs  
排出量 
100t 

排出量 
50t 

⇒排出削減量、救命件数、発がんリスクなど 

vs  
死者数 
100人 

死者数 
50人 
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リスクベネフィット分析で用いられる指標（2） 

vs  
高齢者の死者数 

100人 
子供の死者数 

50人 

⇒損失余命など 

vs  
50歳での死亡率 

10% 
80歳での死亡率

50% 

年齢 

初期人数⇒ 
影響なし 

影響あり 

集団での 
全損失時間 



損失余命（日） 

19 
http://www.env.go.jp/chemi/entaku/kaigi06/shiryo/gamo/gamo23.pdf 

項目 損失余命（日） 

喫煙（全死因） ＞1000 

喫煙（肺がん） 370 

受動喫煙（虚血性疾患） 120 

ディーゼル粒子（上限値） 58 

ディーゼル粒子 14 

受動喫煙（肺がん） 12 

ラドン 9.9 

ホルムアルデヒド 4.1 

ダイオキシン類 1.3 

ヒ素 0.62 

トルエン 0.61 

ベンゼン 0.16 



項目 生涯発がんリスク（10-5） 

食品中放射性物質 
  福島 
  東京 
  大阪 

 
0.2~4  
0.1~1 

0.01~0.1 

自然放射線 810 
（食品中40K：9%、210Po：35%） 

食品中無機ヒ素 31 
（米：60%、ひじき：28%） 

食品中アクリルアミド 140 
（じゃがいも・加工品：54%） 

水道水 2.2 

村上・永井（2013）水環境学会誌, 36, 322-326. 

微量化学物質などの発がんリスク 

20 
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リスクベネフィット分析で用いられる指標（3） 

vs  
削減できる 
死者数1人 

対策費用 
100億円 

⇒支払意志額（WTP）、 
統計的生命価値（VSL）など 

WTP, Willingness To Pay; VSL, Value of Statistical Life 

◆支払意志額 
（微小な）削減リスク量に対し、支払ってもよいと考える金額 
 

◆統計的生命価値 
死亡リスク削減1件あたりの支払意思額（≠生命の金銭価値） 

VSL = WTP(ΔR)/ΔＲ 



3 5 10 20
0

200

400

600

800

1000

費用

便益
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費用便益分析の例：EPAの飲料水中ヒ素の基準値 

飲料水中ヒ素の最大許容濃度（g/L） 

百
万
ド
ル

/年
 

◆50g/Lから規制強化にかかる費用と便益を算出 
◆費用：処理費用、運転管理費用、州政府費用 
◆便益：膀胱がんと肺がんの削減件数とVSL（致死性：

610万ドル/件、非致死性：61万ドル/件）から算出 
◆新基準値10g/L導入正当化の根拠の一つとして使用 

EPA (2010) Arsenic in drinking water rule: Economic analysis. 

どの数値を選ぶのか？ 
だれが選ぶのか？ 



頻
度

 

正味のベネフィット（ベネフィットとコストの差） 
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費用便益分析の例：ＴＶへの臭素系難燃剤使用 

◆費用：ＴＶに要する臭素系難燃剤 
◆便益：火事削減の便益（=犠牲者数×VSL+負傷者数×治

療費 ）と健康影響（=がん件数×VSLなど）の差 
◆VSLなどのばらつきを考慮しても、火事削減の便益の方が

大きい 
井上ら（2009）日本リスク研究学会誌, 19, 21-31. 

例えば、 
シナリオ４は人健康、住宅火災コスト
両方を考慮。 
シナリオ２はヒト健康のみを考慮 



環境分野と他分野の費用効果の比較 

事例 余命1年延長費用（万円/年） 

シロアリ防除剤クロルデンの禁止 4500 

苛性ソーダ製造での水銀法の禁止 57000 

乾電池の無水銀化 2200 

ガソリンのベンゼン含有率の規制 23000 

ごみ焼却施設でのダイオキシンの規制 790（緊急対策） 
15000（恒久対策） 

浄水場でのトリハロメタン対策 1200~220000 

食品中放射性物質での出荷制限 
（事故後1年以内） 

野菜1100～16000 
牛肉37000~230000 
米30000~100000 

安全管理（交通事故等） 2700 

病気予防 330 

医療 97 

支払意志額 250~2500 

Kishimoto et al. (2003) Chemosphere, 53, 291-299.、 岡（2006）環境経済学.、岡（2012）環境経済政策学会2012 年大会. 
24 



リスクベネフィット分析結果だけでリスク管理 

ができるのか 

  

• 課題5 

  科学的にはリスクは小さくても、過大な対策が為さ
れたり、逆に市民に科学的なアプローチが受け入れ
られないことがあります。それに対して、市民はゼロ
リスクを求めるからだ、との批判があります。 

  なぜ、科学的アプローチが受け入れられないことが
あるのかその理由を考えなさい。 

25 
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