
第12回 
化管法の考え方と活用方法 

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 リスク管理課   

NITE講座「化学物質に関するリスク評価とリスク管理の基礎知識」 2018年11月2日 



本講義のねらい 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）を通じて、事
業者の化学物質管理の自主管理の方法に関する理
解を深める。 

 化管法に基づくPRTR制度 

  （PRTR：Pollutant Release and Transfer Register） 

 PRTRデータからわかること 

 化学物質管理におけるPRTRデータの活用事例 

 化管法に基づくSDS制度 

  （SDS：Safety Data Sheet） 

～本講義の議題～ 
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1. 化管法の概要 

 

2. 化管法に基づくＰＲＴＲ制度とは 

  2.1 PRTR制度の概要 
  2.2  ＰＲＴＲデータからわかること 

     2.3  ＰＲＴＲデータの活用事例 

 

3. 化管法に基づくSDS制度とは 

 

4. まとめ 
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PRTR制度導入の経緯（きっかけ） 

インドのボパールにある化学工場（米国企業の現地
法人）から夜間に猛毒のイソシアン酸メチル(MIC)が
漏洩。 
MICガスは風に乗って市街地に拡がり、3,000人以上  
（最大14,410人)の死者、35万人もの被災者を出し、   
多くの人が長期間後遺症に苦しんだ。 

4 
出典：失敗知識データベース(http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0300003.html) 

ボパール事故（１９８４年１２月） 

（被害が大きくなってしまった原因） 

事業者から役人・医師等にMICが噴出したことが伝えられず、
被害が拡大。 

イソシアン酸メチル 
H3C-N=C=O 

米国で緊急対処計画及び地域住民の知る権利法（EPCRA）を制定
（1986年） 

http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0300003.html


PRTR制度導入の経緯（国際的な動き） 

・米国 有害化学物質排出目録制度 
     （TRI：Toxic Release Inventory)導入(1986年) 
 

・アジェンダ２１ リオ宣言（1992年)   
 ⇒ 化学物質管理の重要性が位置づけられる 
 
・OECD理事会勧告(1996年)  
 ⇒ 各国が化学物質排出移動量届出制度（PRTR制度）を導入 

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（化学物質排出把握管理促進法）制定(1999年) 
 
 

●事業者による自主的な管理の改善の促進 
●国民への情報提供と化学物質に係る理解の増進 
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日本のPRTRに係る法律 



事業者及び国民の理解のもとに、PRTR制度及びSDS制度を導入し、 

－ 事業者による化学物質の自主的な管理の 改善を促進し、 

－ 環境の保全上の支障を未然に防止する 

◆ PRTR制度（Pollutant Release and Transfer Register） 
    法により定められた有害の恐れのある化学物質について、環境への排出量及び   

     廃棄物に含まれての移動量を、事業者が自ら把握して届出し、国はこれを公表  

     する仕組み 

  排出量→大気への排出、公共用水域への排出、土壌への排出、埋立処分 

  移動量→下水道への移動、事業所の外への移動量（廃棄物） 

◆ SDS制度（Safety Data Sheet） 
   事業者が化学物質を他の事業者に譲渡・提供する際、その化学物質の性状や 

    取扱いに関する情報の提供を義務つける制度 

 目的 

化管法の概要 
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 
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第１章 総則 

第２章 第一種指定化学物質の排出量等の把握等 ［→ ＰＲＴＲ制度］ 

第３章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等 ［→ ＳＤＳ制度］ 

第４章 雑則 

第５章 罰則 

附 則 

○政令 
   化学物質排出把握管理促進法施行令 
○省令 
 ・化学物質排出把握管理促進法施行規則 
 ・第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 
 ・指定化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 
   （化管法ＳＤＳ省令） 

法令の構成 

化学物質排出把握管理促進法 
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目的（化管法第一条） 
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮
しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その
他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特
定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置（ＰＲＴＲ制度）
並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報
の提供に関する措置（ＳＤＳ制度）等を講ずることにより、事業者による
化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未
然に防止すること。 

化管法の目的 

◆化管法の特徴   

(1)国際的な動向を踏まえてできた制度であること 
(2)幅広い化学物質を対象としていること 
(3)国民の理解の増進 
(4)事業者の自主的な管理の改善の促進 
(5)環境行政を進めるための情報源 
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化学物質管理指針（化管法第三条） 
主務大臣は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境
の保全上の支障を未然に防止するため、化学物質の物理的化学的性状につ
いての科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱い等に関する技
術の動向を勘案し、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき指定化学物質等
の管理に係る措置に関する指針（化学物質管理指針）を関係行政機関の長
に協議した上で定めるものとしている。 

◆化学物質管理指針 
対象化学物質やそれを含む製品を取り扱う事業者がそれらを
管理するときに留意すべき措置を定めたもの。  

(1)管理の方法 
(2)使用の合理化 
(3)排出の状況に関する国民の理解の増進 
(4)化学物質の性状及び取扱いに関する情報の活用 

化学物質管理指針 
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事業者の責務（化管法第四条） 
指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等が人の健康を損なうおそ
れがあるものであること等を認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して
、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うととも
に、その管理の状況に関する国民の理解を深めるように努めなければな
らない。 

化管法における事業者の責務 
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事業者においては、指定化学物質の管理の改善に
努め、その管理の状況についての説明会を開催する
こと等を通じて、自主的・積極的に国民に対する理解
増進の取組（リスクコミュニケーション）を行うことが望
まれる。 
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日本のＰＲＴＲ制度 

■ 把握期間   前年4月1日から1年間 

■ 対象物質   第１種指定化学物質462物質 

            （特定第１種指定化学物質15物質含む） 

※平成30年度届出の場合、平成29年4月1日～平成30年3月31日が把握期間 

■ 届出要件    届出対象となる条件 

                  ①業種 ②事業者規模 ③年間取扱量又は特別要件施設    

事業所 

届出 送付 

自治体 国 

（NITE) 

記録・集計 

公表 

■ 届出期間   4月1日から6月30日まで 
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※第一種指定化学物質リスト  

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/sindai1.pdf 



 

有害性（ハザード）と暴露の可能性に着目して選定 
 

 

「第一種指定化学物質」４６２物質  

うち、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖発生毒性
のいずれかが認められるもの 

「特定第一種指定化学物質」（１５物質） 
石綿、エチレンオキシド、カドミウム及びその化合物、 

六価クロム化合物、クロロエチレン、ダイオキシン類、鉛化合物、
ニッケル化合物、砒素およびその無機化合物、１，３－ブタジエン、 

２－ブロモプロパン、ベリリウム及びその化合物、 

ベンジリジン＝トリクロリド、ベンゼン、ホルムアルデヒド 

PRTR届出対象化学物質 

発がん性、変異原性、経口慢性毒性、吸入
慢性毒性、作業環境許容濃度から得られる
吸入慢性毒性、生殖発生毒性、感作性、生
態毒性、オゾン層破壊物質 

年間製造輸入量が１００トン（農薬及
び特定第一種指定化学物質につい
ては１０トン、オゾン層破壊物質につ
いては累積製造輸入量が１０トン）
以上のもの又は一般環境中で最近
１０年間に複数地域から検出された
もの。 
・見直しの際、上記選定要件を満たしていなく
ても、PRTR に基づく届出・推計実績がある場
合には、初期リスク評価等におけるリスクの懸
念等を踏まえ、引き続き第一種指定化学物質
として残した。 

有害性 
人の健康、動植物の生息・生育、オゾン層破壊 

暴露 
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ＰＲＴＲ届出の要件 

①対象業種：２４業種（事業所としての業種） 
 政令で指定している２４業種に該当 
（金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、下水道業、倉庫業、石油卸
売業、燃料小売業、自動車整備業、自動車卸売業、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処分業、医療
業・・・） 

②事業者規模：常用雇用者数２１人以上（事業者として） 
 事業者全体の雇用者数であり、事業所単位ではない。 

③年間取扱量：１トン以上の事業所 
 製造量と使用量を年間取扱量として計上 
 特定第１種指定化学物質の年間取扱量は０．５トン以上 

又は 

特別要件施設：特別要件施設を設置している事業者 
 年間取扱量要件を満たしていなくても届出が必要 
（下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、ダイオキシン類対策特別 
措置法により規定される特定施設、鉱山保安法により規定される建設物等施設） 
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前年度、①～③の要件すべてに該当する事業者は届出が必要 
 



化管法の適用を受けない製品 

含有率が 

少ないもの 

固形物 密閉された 

状態で使用 

される製品 

再生資源 一般消費者用
の製品 

指定化学物質の含
有率が1質量%未満

（特定第一種指定
化学物質の場合は
0.1質量%未満）の

製品 

事業者による取扱
いの過程において
固体以外の状態に
ならず、かつ粉状
又は粉状にならな
い製品 
例：管、板、 
   組立部品 等 

例：乾電池、 
      コンデンサー    
  等 

例：家庭用殺虫剤、 
   防虫剤、 
       家庭用洗浄剤 等 

例：空き缶、  
  金属くず 
  等 
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PRTR届出対象かどうかの例 
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GS 

A株式会社 

全従業員数 800人（②） 
全国で100箇所のガソリンスタンドを経営 

コスモスクエア給油所（燃料小売業（①）） 
従業員数 5人 

トルエン年間取扱量が2t（③） 

B株式会社 

全従業員数 40人（②） 
大阪府交野市で家具製造を経営 

届出対象事業所 

本社工場（家具・装備品製造業（①）） 
従業員数 40人 

ジクロロメタンの年間取扱量が300kg（③） 

届出非対象事業所 



排出量・移動量の区分 
排出量 
    ①大気への排出 

    ②公共用水域への排出 

    ③当該事業所における土壌への排出 

   （埋立処分によるものを除く） 
    ④当該事業所における埋立処分 

移動量 
    ⑤下水道への移動 

    ⑥当該事業所の外への移動 

    （⑤によるものを除く） 

環境省「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック～平成26年度集計結果から～」から抜粋 
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排出量・移動量の算出・把握方法の例 
①物質収支による方法 

②実測による方法 

③排出係数による方法 

④物性値を用いた計算による方法 

⑤上記の方法以外に、より精度よく算出できると思われる経験値等を用いた方法 

排出量 

または
移動量 

年間取扱量 製造品としての搬出量 他の排出量・移動量 

年間取扱量 排出係数 

物性値を用いた計算による 
排ガス、排水 
または 

廃棄物中の対象物質濃度 

年間の排ガス量、排水量 
または 
廃棄物量 

年間の排ガス量、排水量 
または 
廃棄物量 

排ガス、排水 
または 

廃棄物中の対象物質濃度 

＝ - - 

＝ × 

× ＝ 

排出量 

または
移動量 

排出量 

または
移動量 

排出量 

または
移動量 

＝ × 

18 出典：経済産業省、環境省「PRTR排出量等算出マニュアル」第4.2版 第I部 基本編 



磁気届出 ： 285件（0.8%） 

届出書作成（磁気ディスク） 

事業者 

届出チェック 

都道府県等 

電子届出 ： 20,923件（60.4%） 

届出ファイルを 

届出システムへ登録 

届出書作成 届出チェック 

都道府県等 

送付 送信 

送信 送信 

事業所管大臣 

事業所管大臣 事業者 

※数値は平成29年度届出 

書面届出 ： 13,460件（38.8%） 

届出書作成 

届出チェック 

事業所管大臣 

送付リスト登録 

送付 
都道府県等 

送信 

届出内容電子化 

事業者 

総届出数：34,668件 

届出書の作成・提出方法 
PRTR届出システム利用： 

送付 
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○ 排出・移動先の対象化学物質別集計結果 

 全国・全業種 

 都道府県別・全業種 

 全国・業種別 

 都道府県別・業種別 

 

○ 従業員数区分別の集計 

 全国・業種別 

 都道府県別・業種別 

 

○ 届出外排出量の推計値の対象化学物質別 

   集計結果 

 算術事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）
別の集計 

 

○ 移動体の区分（自動車・二輪車・特殊自動車・船   

     舶・鉄道車両航空機）別の集計 

 全国 

 都道府県別 

公表内容 

 

• 届出先自治体 

• 事業者名称 

• 事業所名称 

• 事業所所在地 

• 届出物質数 

• 従業員数 

• 業種 

• 物質名称 

• 大気への排出 

• 公共用水域への排出 

• 土壌への排出 

• 埋立処分 

• 下水道への移動 

• 廃棄物としての移動 

個別事業所データを閲覧・集計・比較・印刷・ファイル
出力を行うためのアプリケーション（無料） 

「ＰＲＴＲデータ分析システム」  

（ＰＲＴＲけんさくん※） 

※http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html 
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集計結果 個別事業所データ 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6a.html


（参考）ＰＲＴＲけんさくんの機能 

例： 
 ○○市で届け出している事業所を知りたい 

 →「提出先」検索、または、「事業所所在地」検索 

 化学工業で、トルエンを排出している上位事業所を
知りたい 

 →「主たる業種」及び「第一種指定化学物質」検索 

 従業員数が多い事業所からの排出量を知りたい 

 →「従業員数」検索 

 データの検索・抽出機能 
指定できる検索・抽出の条件は、14種類。 

目的とするデータに絞り込むことが可能。 

 データの集計機能 
例：平成○○年度全国の届出排出量・移動量の集計結果 
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87,000t（22%） 

非対象業種 

農業、建設、飲食業 等 

46,000t（12%） 

家庭 

農薬、塗料、洗剤 等 

届出対象 

【届出事業所数 34,668】 

151,000t（38%） 

届出対象外 

【事業者規模20人以下 

あるいは 

取扱量1トン/年未満】 

45,000t（11%） 

対象業種 

金属鉱業、製造業、電気業 等 

69,000t（17%）   

移動体 自動車、二輪車、特殊自動車、船舶、鉄道、航空機 

◇ 排出量 
総排出量 398,000ｔ（100%）  

事業者からの届出 国による推計 ◇ 移動量 

届出対象 224,000t 

平成28年度PRTRデータ 
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平成28年度届出排出量・移動量① 
～媒体別・物質別～ 

排出量（媒体別） 移動量（媒体別） 

排出量（物質別） 移動量（物質別） 
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トルエン 

34% 

キシレン 

18% 
エチルベン

ゼン 

10% 

ノルマル－ヘ

キサン 

7% 

塩化メチレン 

6% 

その他 

25% 

マンガン及び

その化合物 

23% 

トルエン 

16% クロム及び三

価クロム化

合物 

8% 

ふっ化水素

及びその水

溶性塩 

7% 
キシレン 

4% 

その他 

42% 

下水道 

1% 

廃棄物 

99% 

大気 

90% 

水域 

4.8% 

土壌 

0.002% 埋立 

5% 

151,000t 224,000t 



排出量（業種別） 移動量（業種別） 

平成28年度届出排出量・移動量② 
～業種別・都道府県別～ 
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(トン／年)
20,000以上
10,000～20,000未満
10,000未満

 

出典：経済産業省、環境省「平成28年度PRTRデータの概要」 

都道府県別の届出排出量・移動量全物質合計 

輸送用機械

器具製造業 

23% 

化学工業 

12% プラスチック

製品製造業 

12% 

金属製品 

製造業 

8% 

非鉄金属 

製造業 

6% 

その他 

39% 
化学工業 

39% 

鉄鋼業 

29% 

窯業・土石 

製品製造業 

6% 

電気機械 

器具製造業 

5% 

金属製品 

製造業 

5% その他 

16% 



ＰＲＴＲ届出件数の経年推移 
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年度 

取扱量の届出要件 

5t以上 １t以上 
平成21年度以前：354物質、23業種 
平成22年度以降：462物質、24業種 



ＰＲＴＲ届出排出量・移動量の経年推移 
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取扱量の届出要件 

5t以上 １t以上 

排出・移動量 

（トン） 

年度 

平成21年度以前：354物質、23業種 
平成22年度以降：462物質、24業種 



0

50,000

100,000

150,000

200,000
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H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

300 - トルエン 080 - キシレン 

053 - エチルベンゼン 186 - 塩化メチレン 

392 - ノルマル－ヘキサン 

上位5物質の大気排出量の経年推移 
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【平成28年度データ】 
上位5物質の大気排出量は、全体の82%を占めている。 

大気排出量 

（トン） 

年度 
対象物質変更 



トルエンの業種別大気排出量の経年推移 
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【平成28年度データ】 
上位3業種（プラスチック製品製造業、輸送用機械器具製造業、出版・ 
印刷・同関連産業）のトルエン大気排出量は、全体の52%を占めている。 
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120,000
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プラスチック製品製造業 輸送用機械器具製造業 出版・印刷・同関連産業 

ゴム製品製造業 化学工業 その他 

大気排出量 

（トン） 



1. 化管法の概要 

 

2. 化管法に基づくＰＲＴＲ制度とは 

  2.1 PRTR制度の概要 
  2.2  ＰＲＴＲデータからわかること 

     2.3  ＰＲＴＲデータの活用事例 

 

3. 化管法に基づくSDS制度とは 

 

4. まとめ 

 

目次 
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ＰＲＴＲマップ（http://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.do） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＰＲＴＲ届出データの排出量を縮尺に応じて都道府県単位または市
区町村単位（自治体単位）または町名単位で色分け表示している。 

排出量マップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＰＲＴＲの届出データと推計データの排出量を合計したデータをもと
に、気象データや物性データを加味した大気モデルにより大気中の
濃度を推定し、５ｋｍ×５ｋｍ又は１ｋｍ×１ｋｍのメッシュ単位で地
図上に表示している。（シュミレーションモデル：ＡＩＳＴ－ＡＤＭＥＲ） 

濃度マップ 

同期 

PRTR届出データの排出量と大気中推定濃度を表示 

活用事例１： PRTRマップ 
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http://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.do
http://www.prtrmap.nite.go.jp/prtr/top.do


主に化学合成の原料 
に使われています 

 排出量マップ 

日本で一番多く出されている 
のはここ 

都道府県・市区町村ごとに排出量（kg）が色分け表示されます 

カーソルの位置の経年比較 
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PRTRマップ（排出量マップ） 
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濃度マップ 

年度・物質の切替え 

中心地点の濃度情報 

PRTRデータの排出量に基づく推定濃度を表示。（年度や対象物質の選
択が可能） 

カーソルで選択した
地点の濃度情報 

33 

PRTRマップ（濃度マップ） 
 濃度マップ 

NITE-CHRIPへリンク 

縮尺1/1万～1/20万 
 ⇒1km×1kmメッシュ表示 
縮尺1/35万～1/2,000万 
 ⇒5km×5kmメッシュ表示 

住所検索など 
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大気 公共用水域 土壌 埋立 

活用事例２：リスク評価 
ＰＲＴＲ制度施行から１５年以上が経過し、排出量は当初の約半分となった。可能な限
りの削減対策は既に実施しており、これ以上の削減は難しい。この先どこまで排出量
を削減すれば良いのだろうか？ 

⇒リスク評価を実施し、リスクの程度を把握すれば、具体的な対応策が検討できる。 
  さらにＰＲＴＲデータを活用すれば時間とコストが節約できるのでは…。 
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排出量（トン） 

年度 

平成21年度以前：354物質、23業種 
平成22年度以降：462物質、24業種 取扱量の届出要件 

5t以上 １t以上 



リスクとは・・・ 

◆リスクは、化学物質と人等が接触（暴露※）することにより 
   発生する。 
◆リスクの大きさは、化学物質の有害性（ハザード）の程度

と化学物質の暴露量（摂取量）によって決まる。 

※ 暴露：曝[さら]されること(吸ったり食べたり触れたりすることの総称) 

ハザードはあるけ
ど、リスクはないよ 

化学物質のリスク 
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化学物質が存在しても、それがリスクではない。 



リスク評価の考え方 

動物実験などで求められた、 

「それ以下では有害影響を生
じないとされている量（無毒
性量）」 

と、あるケースの生活等を想
定して推定された、 

「実際の摂取量（暴露量）」 

の大小を比べることによっ
て、リスクを評価する。 

摂取量の方が 
少ないと 

安全 

摂取量の方が 
多いと 
危険 
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リスク評価の方法 

リスク管理、そしてリスクコミュニケーションへ 

リスクの内容を分析し、その発生確率の高低と発生時の損失の度合の兼ね合いでリスク管理の方法（リ
スク削減措置等）を判断する。また、必要に応じ関係者間の情報共有、対話を行う。 

化学物質の取扱い状況の把握 

取り扱っている化学物質に関する情報（化学物質の種類、取扱量、排出先、排出量、有害性情報、法規制
情報など）を収集し、取扱い状況を把握する。 

ステップ１：シナリオ設定 
どの化学物質をどのような目的、条件
で評価するかを決定する。 

ステップ３：暴露評価 
どのくらいの量（濃度）の化学物質にさ
らされているか暴露量を調査する。 

ステップ２：有害性評価 
どのくらいの量でどのような影響がみら
れるのか有害性の強さを調査する。 

ステップ４：リスク判定 
有害性の強さと暴露量を勘案し、リスクが
許容できるかどうかを判定する。 

《リスク評価》 
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【化学物質のリスク評価】 
化学物質による健康等への影響を科学的手法により予測評価すること 



① リスク評価の対象とする 
    化学物質の選定 
② 影響を受ける対象の選定
（評価する地域、ヒト・生物の
選定） 

③ 化学物質の排出条件と排出
先の把握 

④ 暴露の道筋と経路の検討 

シナリオ設定：リスク評価の目的、条件等を明確にする。 
⇒どの化学物質が、どのような道筋で、何に影響を与えるのかなど
リスク評価の前提となる条件を設定する。 

ステップ１：シナリオ設定 

化学工場 加工・製造工場 

ユーザー 

リサイクル 

物流 

化学物質の 
再利用へ 

家庭 

廃棄物 

企業 

大気への排出 

大気への排出 

販売・物流 

物流 

土壌への排出 

水域への排出 

大気への排出 大気への排出 大気への排出 

水域への排出 

土壌への排出 

大気への排出 
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有害性評価：化学物質の有害性について、悪影響の種類や大きさ
を特定する。 

⇒人や生物に対して有害な影響を示さない化学物質の量である「評価の 
  対象となる値」を設定する。 

 有害な影響がどのくらいの暴露量で生じるか 

 動物試験等のデータから「動物に対して有害な影響を示さない量」を
求め、これをヒトに適用できるように考慮して「ヒトに対して有害な影
響を示さない量」を求める。 

 有害性情報を調べる方法 

 SDS(Safety Data Sheet) 

 既存の有害性評価書及びリスク評価書 

 有害性情報に関するデータベース 

ステップ２：有害性評価 
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人 

水生生物 

ステップ３：暴露評価 

暴露評価：どれくらいの量の化学物質にさらされているのかを推定する。 
⇒化学物質が影響を受ける対象へ至る道筋（暴露経路）と暴露する量
（濃度）を求める。 

⇒暴露量には、実測値あるいは数理モデルにより算出した推定値を用
いる。 

 大気   食事  

 飲料水  

経口経路  

吸入経路  

 呼吸  
 飲食  

 消費者製品類   接触  

経皮経路  
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評価の対象となる値 ≦ 推定暴露量（濃度） ⇒ リスクの懸念あり 

評価の対象となる値 ＞ 推定暴露量（濃度） ⇒ リスクの懸念なし 

リスク判定の基準 

リスク判定：ステップ２で設定した「評価の対象となる値」とステップ
３で推定した「暴露量（濃度）」を比較する。 

⇒推定された暴露量（濃度）が評価の対象となる値より高いかどう
かをみることにより、環境リスクが懸念されるか判定する。 

ステップ４：リスク判定 
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A 年度 B 年度 

評価の対象となる値 

リスクの懸念あり 

リスクの懸念なし 

暴
露
量
（農
度
） 



～PRTRデータを用いた簡易リスク評価の紹介～ 
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シナリオ設定 

目的：トリクロロエチレンによる「NITE」 周辺住民の大気からの呼
吸による健康影響を評価する。 

対象物質：トリクロロエチレン（化管法第一種指定化学物質 政
令番号：１-２８１） 

対象地域：「NITE」大阪事業所周辺（大阪市住之江区南港北）の
住民（一般環境） 

対象生物：ヒト 
対象影響：健康影響（長期毒性） 
暴露経路：大気からの吸入暴露（一般環境経由） 

ステップ1：シナリオ設定例 
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どの化学物質が、どのような道筋で、何に影響を与えるのかなどリスク
評価の前提となる条件を設定する。 



ここでは、「評価の対象となる値」としてトリクロロエチレンの有害

大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準 0.2mg/m3（年平均

値）を採用する。  

ステップ2：大気の環境基準や指針値の利用 
～有害性評価～ 

【環境基準等の検索方法】 
◆ｃｈｅｍｉ ＣＯＣＯ（ケミココ）  

   【http://www.chemicoco.go.jp/】 

基準値・指針値は環境省化学物質情報検索支援システム（ケミココ）より
調べることができる。 (http://www.chemicoco.go.jp/reference.html) 
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【毒性情報等の収集】 
◆化学物質総合情報提供システム（ＮＩＴＥ-ＣＨＲＩＰ） 

【https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop】 

  化学物質の番号や名称等から、法規制情報、有害性情報及びリスク評価情
報等を検索できる。 

人の健康に対して有害な影響を示さない量を求める。 

ナイト     クリップ 

http://www.chemicoco.go.jp/
http://www.chemicoco.go.jp/
http://www.chemicoco.go.jp/
http://www.chemicoco.go.jp/reference.html
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop


 ここでは、推定暴露量としてＰＲＴＲマップより求められたNITE大阪
事業所周辺の大気中濃度0.457µg/m3を採用する。 

    NITE周辺の推定暴露量（濃度）： 0.457µg/m3＝ 0.000457mg/m3  

ステップ3：NITE PRTRマップの活用 
～暴露評価～ 

45 ※ AIST-ADMER（産総研-曝露・リスク評価大気拡散モデル）：広域を対象とした化学物質の大気中濃度シミュレーションモ
デル(https://admer.aist-riss.jp/) 

PRTRデータを基に 

AIST-ADMER※を用

いて化学物質の大気
中濃度を推定 

化学物質が影響を受ける対象へ至る道筋（経路）と暴露する量（濃度）
を求める。 

濃度マップから、選択
した地点の推定濃度
を調べる。 

NITE 

トリクロロエチレン 

0.457µg/m3 

https://admer.aist-riss.jp/
https://admer.aist-riss.jp/
https://admer.aist-riss.jp/


ステップ４：リスク判定例 
《リスクの判定結果》 

 評価の対象となる値 推定暴露量（濃度） 

0.2mg/m3 ＞ 0.000457mg/m3 

• NITE大阪事業所周辺におけるトリクロロエチレンの推定暴露
量 （濃度 ） 0.000457mg/m3 は 、評価の対象となる値
0.2mg/m3よりも小さい。 

• したがって、現時点ではトリクロロエチレンによるNITE周辺住
民の呼吸による健康リスクの懸念はないと判断する。 

 推定 
暴露量  

 有害性  
 評価値  

リスク懸念なし 

0.2 mg/m3 

0.000457mg/m3 
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ステップ１ 
シナリオ設定 

ステップ３ 

暴露評価 
ステップ２ 

有害性評価 

ステップ４ 
リスク判定 

《リスク評価》 

化学物質による健康等への影響を科学的手法により
予測評価する。 

代替物質へ転換する 
（有害性情報がない
場合、注意が必要） 

暴露を低減化する ハザードを低減化する 

リスク削減の必要あり リスク削減の必要なし 

リスクが許容できる リスクが許容できない 

 暴露量  

リスク 

 有害性  

現状の管理の継続 

化学物質のリスク評価とリスク管理 
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使用量、排出量を削
減（管理）する 

（コスト軽減にもなる） 



 リスク評価 

 優先的にリスクを管理すべき対象（物質、地域）を洗い出し、その化
学物質の性質や暴露の条件に基づいた評価を行う。 

まず知ることが大切 

相談しながら 
みんなの納得のいく管理を 

 リスク管理 

 リスク評価による管理の優先度に基づき、適切な取扱い（削減や管
理）をすることが必要。 

 リスクコミュニケーション 

 管理の必要性や方法などについて、リスク情報に基づく関係者間の
情報共有や対話（コミュニケーション）をすることが大切。 

リスクに基づく適切な化学物質管理 
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1. 化管法の概要 

 

2. 化管法に基づくＰＲＴＲ制度とは 

  2.1 PRTR制度の概要 
  2.2  ＰＲＴＲデータからわかること 

     2.3  ＰＲＴＲデータの活用事例 

 

3. 化管法に基づくSDS制度とは 

 

4. まとめ 

 

目次 
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 人の健康や生態系に有害性のおそれのある化学物質及びそれを規程含有率以上含
有する製品を他の事業者に譲渡、提供する際に、指定化学物質等の性状及び取扱い
に関する情報の提供を義務づける制度 

平成24年4月20日、化管法SDS省令は、化学品の情報伝達に関する国際標準である
「GHS（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）」の導入の促進を目的と
して改正。 

 

 

化管法に基づくＳＤＳ制度 

SDS（Safety Data Sheet:安全データシート）の提供義務 

ラベル表示の努力義務 
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指定化学物質等の適正管理のためには、有害性、適切な取扱方法などの情報が必
須。 
 

指定化学物質等の製造等を自ら行う者は、有害性等の情報を入手しやすいが、取引
の際には積極的に提供されにくい。 

 

    

 ＳＤＳ制度により指定化学物質等の自主管理に必要な情報伝達を確保 

    （労働者の安全確保 → 安全な製品の製造、環境管理の向上） 

 SDS制度の意義 



（参考）GHS関連情報 

 GHSとは 

目的 

  GHSは、化学品の危険有害性に関する情報を、それを取り扱う全ての人々に正確に 

  伝えることによって、人の安全・健康および環境の保護を行うことを目的としている。 

規定内容 

  ・危険有害性を判定するための国際的に調和された基準（分類基準） 
   物理化学的危険性（爆発物、可燃性等 16項目）、 

   健康に対する有害性（急性毒性、眼刺激性、発がん性等 10項目）、 

   環境に対する有害性（水生環境有害性等 2項目） 
  ・分類基準に従って分類した結果を調和された方法で情報伝達するための 

   手段（ラベルやSDS） 

                                          

 

 

 

安全データシート
（SDS） 
１．○○ 

２．○○ 

 

   

 

 

 危険 

○○○ 

 ・・・ 

＜GHS絵表示例＞ 

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

化学品の分類および表示に関する世界調和システム 

・・・ 

○○○ 
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ＳＤＳ提供の流れ 
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  第一種指定化学物質、第二種指定化学物質又はそれらを規程含有率以
上含有する製品を国内の他の事業者に譲渡・提供する全ての事業者 

  業種、常用雇用者数、年間取扱量の要件はなし 

   （PRTR制度と異なり除外要件はありません） 

化管法に基づくＳＤＳ制度の対象事業者 
及び対象となる指定化学物質 

第一種指定化学物質 

（特定第一種指定化
学物質を含む） 

PRTR制度及びSDS制
度対象物質 
 

462物質 

第二種指定化学物質 SDS制度対象物質 100物質 

合計 562物質 

 化管法に基づくSDS制度の対象事業者 

 化管法に基づくSDS制度の対象となる指定化学物質 

指定化学物質（第一種、第二種）を1質量％以上（特定第一種指定化学物質は0.1

質量％以上）含む製品（ただし、スライドp15に記載した製品は該当しない） 
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※第一種指定化学物質リスト http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/pdf/sin1shu.pdf 

※第二種指定化学物質リスト http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/pdf/sin2shu.pdf 



 ＳＤＳの提供方法 

 文書の交付 

 磁気ディスクの交付 

 ファックスの送信 

 電子メールの送信 

 ホームページへの掲載 

 受領者側の承諾が必要 

 ＳＤＳの提供時期等 

化管法に基づくＳＤＳの提供方法及び提供時期等 

 指定化学物質又は指定化学物質を規程含有率以上含有する製品を国内の 
  他の事業者に譲渡、提供する時までに提供。 

 
 原則、指定化学物質又は指定化学物質を規程含有率以上含有する製品を 
  国内の他の事業者に譲渡、提供するごとに提供。 
 
  ただし、同一の事業者に同一の指定化学物質等を継続的又は反復して譲渡 
    
  提供する場合はこの限りではない。 
 
 内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の内容を含むSDSの 
  提供に努めなければならない。 

安全データシート
（SDS） 
１．○○ 

２．○○ 

 

   

 ・・・ 

54 



化管法に基づくＳＤＳの記載内容 

 SDSの記載項目 

化管法に基づくSDSの記載項目 

1.指定化学物質の
名称/製品名称及
び会社情報 

7. 取扱い及び保管
上の注意 

13. 廃棄上の注意 

2.危険有害性の要
約 

8. ばく露防止及び
保護措置 

14. 輸送上の注意 

3.組成及び成分情
報 

9. 物理的及び化学
的性質 

15. 適用法令 

4.応急処置 10. 安定性及び反
応性 

16. その他の情報 

5.火災時の措置 11. 有害性情報 ※日本語で記載 

6.漏出時の措置 12.環境影響情報 

化管法SDS省令改正（平成24年4月20日） 
・SDSの記載項目をGHSに対応した16項目に拡大（化管法SDS省令第3条） 
・SDSの作成、提供に際しては、JIS Z7253に適合する方法で行うことを努力 

 義務化（化管法SDS省令第4条第1項） 
 ※化管法SDS省令第４条第1項についての施行時期 

   【純物質】平成24年6月1日施行 【混合物】平成27年4月1日施行 

安全データシート
（SDS） 
１．○○ 

２．○○ 

 

   

 ・・・ 
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化管法に基づくラベル表示内容 

化管法に基づくラベルの記載項目 

1. 指定化学物質の名称/製品
名称 

4. 危険有害性情報 

2. 注意喚起語 5. 貯蔵又は取扱い上の注意 

3. 絵表示 6. 会社情報 

 ラベルの記載項目 

○○○ 

 

   危険 

○○○ 

・・・ 

化管法SDS省令改正（平成24年4月20日） 
・指定化学物質について、新たにラベル表示に関する 

 努力義務を追加（化管法SDS省令第5条） 
・ラベルの作成、提供に際しては、JIS Z7253に適合する 

 方法で行うことを努力義務化（化管法SDS省令第5条） 
 ※化管法SDS省令第5条についての施行時期 

   【純物質】平成24年6月1日施行 【混合物】平成27年4月1日施行 

 ＜GHS絵表示例＞ 
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（参考）SDS・ラベル作成にかかる資料 

化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイド 
－ GHS対応－ 

化管法・安衛法における 

ラベル表示・SDS提供制度 

 化管法SDS・ラベル作成方法 

 混合物分類判定システムの使い方 
 化管法・安衛法におけるSDS・ラベル作成 

 経済産業省ホームページ 

     http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 

化管法SDS制度 

化管法SDS制度に関するQ＆A 
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1. 化管法の概要 

 

2. 化管法に基づくＰＲＴＲ制度とは 

  2.1 PRTR制度の概要 
  2.2  ＰＲＴＲデータからわかること 

     2.3  ＰＲＴＲデータの活用事例 

 

3. 化管法に基づくSDS制度とは 

 

4. まとめ 

 

目次 
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 法で指定された化学物質の自主的な管理の改善の促進 

 事業者が自らの化学物質管理の状況を周辺住民などに
わかりやすく伝え、理解を深めるように努める 

 自主管理に必要な情報伝達を確保 

まとめ 

化管法が事業者のみなさまに求めること 

 化学物質の適正管理のためには、化学物質のリスク評価結果に基づく 
リスク管理を行い、そのリスク情報に関する関係者間の情報共有やコミュ
ニケーションが重要。 
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 事業所から排出された化学物質の周辺環境における人の健康や環境中
の生物に対するリスクを把握し、リスクの大きいものは優先してそのリスク
を削減していくことが重要。 

 PRTRデータを活用した簡易的なリスク評価方法を紹介 


