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要旨：政府の「規制改革実施計画」に化学物質審査規制法 (化審法) の新規化学物質審査制度が

取り上げられたことを受けて、これを検証するため、まず化審法が米国、欧州連合 (EU) 、カ

ナダおよびオーストラリアの化学物質総合管理の法規に比肩しうる包括的な化学物質のリスク

管理に係る法規でないことを明らかにした。その裏付けとして、産業競争力に関わる規定なら

びに包括的な化学物質リスク管理に特有な、①重要新規利用の届出制度、②企業機密情報の保

護制度および③既存化学物質のリスク評価計画などが化審法にないことを示した。加えて、日

本の事業者の主体的管理や産業競争力の脆弱性を示唆する最近の９件の事例を取り上げて、そ

れら事例の発生と包括的な管理法制がないことやそれぞれの事例に係る個別規制法の不備等と

の関連性を分析した。そして、現時点において政府が取り組むべき課題は、化審法へのこだわ

りから脱却し、2009年 5月の化審法改正時の国会附帯決議に呼応し、かつ、1970年代に OECD 

(経済協力開発機構) の理事会決議によって要請された化学物質総合管理の概念を踏まえて、日

本の化学物質管理の国際整合性を確保して事業者の負担を合理化することであることを改めて

提言する。 

 

Abstract: In order to examine the appropriateness of listing the new chemicals examination 

system of Kashinhou (the law on the examination and regulation of chemicals) on the 

administration’s implementation plan for regulatory reforms, we firstly compared 

comprehensive chemicals management laws of USA, EU, Canada and Australia with Kashinhou, 

in relation to their prescription concerning industrial competitiveness, the existence or 

non-existence of a notification system of significant new use, the protection of confidentiality 

business information or risk assessment plans for existing chemicals, and clarified that 

Kashinhou is not a comprehensive chemicals management law ranked with TSCA or REACH 

Regulation. We moreover analyzed the relationships of 9 cases which suggest the weakness of 

proactive risk management and industrial competitiveness of actors with the present legal 

situation. We recommend that the government has to take action to reduce the burden of actors 

by ensuring the international regulatory consistency in concert with OECD Council Act.
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１．はじめに 

 2013 年 6 月 14 日に安倍政権の「規制改革実施計画」が閣議決定された。この規制改革実施

計画には、経済社会の構造改革を進めるために日本経済の再生に資する各種規制の見直しが含

まれている。そして改革の重点分野の一つである「操業等分野」の重点事項の「③ 国民の利便

性の確保や事業の効率化・低コスト化による最適なビジネス環境の整備」には、化学物質審査

規制法 (化審法) の化学物質審査制度の見直しに関して 1)少量新規化学物質の一社単位の確認、

2)少量新規化学物質確認申出の受付頻度の増加および 3)新規化学物質審査制度の合理化の３件

の検討課題が収載された。 

 新聞報道によると (化工日，2013)、これらの検討事項が規制改革実施計画に取り上げられた

理由は化学業界や有識者からの要求があったからとのことである。しかし、日本経済の再生に

資する観点から政府が化学物質管理のあり方を見直すのであれば、第一に取り上げるべき課題

は国会が 2009年 5月の化審法改正時に決議した表１に示す「総合的、統一的な法制度および

行政組織のあり方の検討」に係る両議院の附帯決議事項への対処である。 

 

表１ 2009年 5月の化審法改正時の「総合的、統一的な法制度および 

行政組織のあり方の検討」に係る両議院の附帯決議事項 

衆議院９

項 

化学物質の適正な利用及び化学物質によるリスクの低減に関する長期的、計画

的な施策を推進するに当たっては、関係省庁間の連携を図りつつ、事業者の負

担の軽減及び消費者の化学物質に関する理解の促進に資するよう、化学物質に

関する総合的、統一的な法制度等のあり方について検討を行うこと。  

参議院８

項 

化学物質管理が多くの法律に基づきなされている仕組みが、国民の目から分か

りにくいとの指摘を踏まえ、化学物質に関する総合的・統一的な法制度の在り

方について検討を行うこと。  

参 議 院

12項 

化学物質によるリスクの低減・削減に関する施策を長期的、総合的、計画的に

推進するため、基本理念を定め関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、

施策の基本事項を定めるなど、化学物質に関する総合的、統一的な法制度及び

行政組織の在り方等について検討を早急に進めること。 

 

これらの附帯決議事項に比べれば、政府が規制改革実施計画に収載した化学物質審査制度に

係る３件の検討事項は、産業界の国際競争力の強化に資する寄与は極めて限定的である (社会

技術革新学会有志他, 2013)。 

日本の化学物質管理の現状は、1964年に欧米以外の国として初めて OECD (経済協力開発機

構) に加盟した頃の先進的な取組みや姿勢の面影は認められず、東アジアの国々にも後れを取

っている。その根本的な理由は、OECD の 1970 年代からの化学物質総合管理に係る国際協調

活動に呼応した国内対応を怠り、さらには 1992年 6月のUNCED (国連環境開発会議) の行動

計画であるアジェンダ 21 第 19 章に基づく化学物質管理の適正化プログラムとそれを引き継ぐ

SAICM (国際管理の戦略的取組み) に呼応した国内体制の構築を怠ってきたからである (星川

他，2012)。 

この報文では、まず、米国、欧州連合 (EU)、カナダおよびオーストラリアの化学物質総合管

理の法規を取り上げ、それらが国内の産業競争力の強化にも配慮しつつ運用されていることお

よびそれら法規における総合的な化学物質リスク管理に特徴的な制度の実態について述べる。

そして最近日本で発生した産業競争力に影を落とす関係者の主体的管理の脆弱性を示唆する化

学物質管理に係る 9 件の事例を取り上げ、それらの事例と日本に包括的な管理法制がないこと

や個別規制法があっても隙間があるなど対応が不十分であることとの関連性を指摘する。 
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次に、これらを踏まえて、日本の化学物質管理の国際競争力を向上させるためには、OECD

が要請する化学物質総合管理の法制を整備し、かつ、個々のリスク領域に係る縦割り的な取締

規制法を体系的に整理統合する必要があることを改めて提言する。なおこの報文は、2014年 3

月 5 日に開催された化学生物総合管理学会の春季討論集会における口頭発表を基に内容構成を

大幅に修正して作成した (星川他, 2014)。 

２．欧米の化学物質総合管理法における産業競争力に係る規定と総合的なリスク管理法 

であることを裏付ける制度等 

 化学物質総合管理の法規とは、社会で取り扱われる化学物質について人および環境に対する

有害性 (ハザードという) を包括的にスクリーニング評価し、かつ、作業者、消費者および一般

市民ならびに環境に対する曝露（エクスポージャ）の程度を加味して有害影響の可能性の程度

(リスクという) を一元的にスクリーニング評価して必要なリスク管理対策を明確にする包括的 

な化学物質リスク管理の法規である。この化学物質総合管理の概念や表２に示す基本的要件は

1970 年代に OECD (経済協力開発機構) が加盟国の協力の下に確立した (星川他, 2005b, 

2006b, 2006c)。 

 

表２ OECDが理事会決議によって実施を要請した化学物質総合管理の基本的要件 

1. 化学物質および化学製品の輸入、生産ならびに販売の統計データを整備する。 

2. 化学物質の上市前に、人および環境に対するハザードを包括的に評価する。 

3. 化学物質管理には複数の省庁が関係している。そのため新たな評価手続き等を設定する際には、 

関係省庁間の調整を図り、統合的アプローチを採用する。 

4. 化学物質リスク評価の合理的な実施手続きとして、最初にスクリーニング評価 (作業者、消費者、 

一般市民、環境生物) を行って詳細な評価の対象となる物質を選別する段階的取組みを採用する。 

5. 化学物質の人および環境に対する潜在的影響の判定に必要となるデータの創出と評価の責務は、 

 産業の管理責任の一部とする。 

6. 各国が保有する評価データおよび審査結果の受容性を高め、国間の相互受入れを可能とする。 

 

OECDの取組みの成果はそれに止まらず、ハザード評価の試験法指針（TG）や優良試験所規

範（GLP）を策定したり、新規化学物質の上市前スクリーニング評価の実施規準（MPD）を策

定したりして、加盟国が包括的なハザード評価を国際的に調和した方法で行うために必要な方

法や制度を整備した。さらには、各国の高生産量既存化学物質について協同リスク評価プログ

ラムを設置して人および環境に対する有害影響の一元的な初期リスク評価を実施してきた。 

このような OECDの取組みの目的は、化学物質リスク管理に係る各国の方法論を調和させる

ことによって、化学製品の国際貿易における非関税障壁の発生を未然に防止することおよびハ

ザードデータや初期リスク評価結果の相互受入れによって各国法制度の人的・財政的な効率化

を実現することであった。そのため OECD は、表３に示す 1974 年 11 月の「化学物質の潜在

的環境影響の評価に関する理事会勧告 (C(74)215)」を初めとする数多くの理事会決議によって 

 

表３ 1974年 11月の OECD理事会勧告 (C(74)215) における勧告事項 

Ⅰ．加盟国政府が人間の健康と環境の保護を確保するため全力を挙げて取り組むべきことを勧告 

する。 

a) 化学物質と化学製品について輸入、製造および販売の統計データを整備すること。 

b) 加盟国は、化学物質と化学製品の環境に対する潜在的影響を評価するための手続きを確定 

し策定すること。 

c) 化学物質と化学製品の上市前に人＊と環境に対する潜在的影響を評価すること。 

（註）＊作業者、消費者および一般市民に区分するのが一般的である。 
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加盟国に化学物質総合管理の導入を要請してきた (OECD HP)。 

 しかし日本政府は、それらの OECD理事会決議に対して加盟国としての責務である国内的な

対応を未だに果たしていない。他方、欧米諸国においては、1976年に制定された米国の TSCA 

(Toxic Substances Control Act; 有害物質管理法) は勿論のこと、欧州連合 (EU) の REACH規

則 (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals: 化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則)、カナダの CEPA1999 

(Canadian Environmental Protection Act 1999; 1999年環境保護法) およびオーストラリアの

ICNA法 1989 (Industrial Chemicals (Notification and Assessment) Act, 1989; 産業化学物質

届出評価法) は、いずれも OECDが確立した概念に則った化学物質総合管理の法規である。 

以下においては、それらの法規における産業競争力に関わる規定の有無のほか、総合的な化

学物質リスク管理に係る法規であることを裏付ける特徴的な制度等を取り上げて日本の関連法

規と対比して考察する。 

 

（１）産業競争力に関わる規定の有無等 

 米国、EU、カナダおよびオーストラリアの化学物質総合管理の法規における産業競争力に関

わる規定の有無等は付表１に示す。すなわち、米国の TSCA (有害物質管理法) には前書きとし

て事実確認、政策および議会の意図が書き加えられており、その政策の項に「人および環境へ

の影響の評価に必要なデータの創出は事業者の責務であること」に加えて、「化学物質や混合物

に対する当局の権限の行使が化学物質等の技術革新に不当な妨げになったり不要な経済的障壁

を生じたりしないこと」が規定されている。また EUの REACH規則では理念や運用などに関

わる関係者の合意事項が前文として 131 項目も記載されている。付表１には産業競争力に配慮

した表現を含む４項目のみを示すが、それらに含まれる「競争力と技術革新を強化しつつ」と

か「域内産業の競争力を強化し」といった表現に、REACH 規則の策定における EU の産業競

争力に対する強い意向を読み取ることができる。 

一方カナダの CEPA1999 (1999年環境保護法) は、環境汚染防止および人と環境の保護に係

る極めて包括的な法規の中の第５編に総合的な化学物質リスク管理に係る規定である「有害物

質の管理 (Controlling Toxic Substances)」が収められている。しかし CEPA1999の前書きに

は付表１に示すように行政の任務 (Administrative Duties) に係る規定はあるものの、産業競

争力に関わる規定はない。またオーストラリアの ICNA法1989 (産業化学物質届出評価法) は、

OECDの理事会決議に呼応した産業化学物質 (industrial chemicals) の届出と評価に係る制度

のみを規定する法規であり、産業競争力に関わる規定は設けられていない。カナダやオースト

ラリアの法規においては、米国や EU の法規に明記されているような産業競争力に関する記述

がみられないのは、米国や EU は大きな雇用を抱える産業として化学物質に係る産業が存在す

るのに対して、カナダやオーストラリアにおいてはそれほど大きな存在ではないことが遠因と

なっていることは容易に推測される。なお、オーストラリアの健康・高齢化省 (DoHA) と財務・

規制撤廃省  (DoFD) の協同プログラムである「産業化学物質のより優れた規制  (Better 

Regulation of Industrial Chemicals)」の見直しでは、現行法規の枠組みや運用について人と環

境の保護の向上だけでなく、産業の競争力の強化にも資することを目標に掲げている (DOHA 

HP)。 

これらの事例から分かるように、日本と経済の構造と規模が近い米国、EU の総合的な化学

物質リスク管理のための包括的な法規では、産業競争力に不利な影響を与えないよう配慮して

いる。 

 

（２）総合的な化学物質リスク管理の法規であることを裏付ける特徴的な制度等 

 OECD が確立した化学物質総合管理の基本的要件は表２のとおりである。このことを受けて

以下においては、４ヶ国の総合的な化学物質リスク管理の法規について、1) 重要な新規利用 
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(SNU; Significant New Use) に係る届出制度と当局に提出した企業機密情報  (CBI; 

Confidential Business Information) の保護に係る規定および 2) それぞれの法規の下で実施

される既存化学物質のリスク評価計画の３点を取り上げて検証し、それらの制度が総合的なリ

スク管理の法規においては一般的であることを紹介する。 

 

１）重要新規利用届出制度と企業機密情報保護規定 

 先ず重要な新規利用に係る届出制度と当局に提出した企業の機密情報の保護に関する規定に

ついて各国ごとに検証する。 

① 米国の TSCA (有害物質管理法) 

 米国では 1960年代に顕在化した各種化学物質の環境汚染問題に対して、大統領府の環境質

諮問委員会 (CEQ) が既存の法規では対処できないと判断し、1971年に新たな法案を連邦議

会に提出した。そして長期の論議を経て1976年10月にTSCAが制定された (星川他, 2007)。 

TSCA の特徴は、社会に流通する全ての化学物質の製造から使用、廃棄にいたる全ライフ

サイクルにわたって労働安全衛生、製品安全、環境保全などのリスク管理の区分を超えて化

学物質を総合的に管理する権限を環境保護庁 (USEPA) に付与したことである。USEPA は

人および環境に対するハザードや作業者、消費者、一般市民および環境に対する有害影響の

リスクを包括的に評価し、不当なリスク (unreasonable risk) が推定される場合には TSCA

に細則を設けるほか、労働安全衛生、製品安全などのそれぞれのリスク領域を管理する法規

を所管する省庁との間で対策について協議する。 

なお、1971年に連邦議会に提出された TSCA法案は、OECDが 1970年代に化学物質総合

管理法制の重要性を理事会決議によって示してその導入を加盟国に要請する際にモデル的な

法制として参照され、国際的に重要な役割を果たした (星川他, 2007)。 

a) 重要新規利用届出制度 

 TSCA には新規化学物質の届出制度に加えて、重要新規利用の届出制度  (SNUR; 

Significant New Use Rule) がある。この制度の目的は、リスク評価が終了した新規化学物

質または既存化学物質をリスク評価が行われていない特定の用途などに利用するために製

造、輸入または加工しようとする場合に、再度新たな届出を義務付けることによってリス

クを改めて評価することを促がすことである (日本能率協会, 1998)。どのような場合が重

要新規利用に該当するかは USEPA が評価対象物質のリスク評価を終了した時点で TSCA

第５条(a)項の規定に照らして特定する。このような制度が備わっていることは TSCAが総

合的な化学物質リスク管理の法規であることを裏付けている。しかも SNUが規定された化

学物質を SNUの用途で利用しようとする者が届出対象者になることは、TSCAにおけるリ

スク評価が化学物質の使用者も含めた個々の事業者の化学物質の取扱いを対象に行われる

ことを示している。 

 このような重要新規利用の届出制度は、新規化学物質の届出制度を規定する日本の化審

法と労働安全衛生法 (安衛法) にはない。化審法は 2009年 5月にリスクに基づく管理の実

現のためとの理由で改正されたが、化審法共管３省の化審法見直し合同委員会においては、

米国、EU、カナダおよびオーストラリアの法規を参照していながら、ハザードだけではな

く曝露を加味したリスクを基本に考えるとすれば当然の帰結として必須である重要新規利

用という重要な視点を全く検討しなかった (合同委員会, 2008)。このことは、化審法がそ

れを理由に改正されたにも関わらず、リスクを基本とする法律になっていない証左のひと

つである。 

b) 企業機密情報保護規定 

 TSCA には事業者が当局に提出した化学物質のリスク管理に関わるデータ・情報につい
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て企業機密情報 (CBI; Confidential Business Information) として保護を請求した場合に

その情報を一般市民に公開しない CBI の保護制度がある。CBI に対するこの保護措置は

TSCA第 14条(c)項に規定され、その具体的な運用は 1978年に TSCAの解釈と執行に係る

米国環境保護庁政策綱領に記述された。そして、その後 2003年 6月にこの措置は「TSCA

第８条(e)項；不当なリスクの届出に係る政策の説明と報告の手引き」に改訂され現在まで

続いている (Fed. Reg., 2003)。 

 TSCA に基づいて事業者が当局に提出するリスク管理情報に対してこのような保護措置

を講ずる必要性は、社会に流通する化学物質のリスク管理を実際に担っている事業者の管

理情報を一般市民が広く共有する必要があるためである。すなわち、届出情報を公開する

ことが届出者の産業競争力を損ねることを回避することによって、全般的な公開を促進し

ている。したがって、総合的な化学物質リスク管理の法規に企業機密情報に対する保護規

定が設けられることは一般的である。しかも、各国がバラバラに保護規定を設定すれば化

学製品の国際貿易に対する非関税障壁になり得るため、OECD は 1983 年に、表４に示す

ように、当局に提出されるデータ・情報の財産権の保護とともに、企業機密データの交換

および非機密データの具体的なリストに関して理事会勧告を決議し加盟国に実施を要請し

た (OECD, 1983a, 1983b, 1983c)。 

 

表４ OECD の企業機密情報 (CBI) に関する理事会決議 

１）新規化学物質の届出で提出されたデータの財産権の保護に関する理事会勧告 26  

July 1983 – C(83)96/Final 

２）化学物質に関する企業機密データの交換に関する理事会勧告  26 July 1983 –  

C(83)97/Final 

３）化学物質に関する非機密データの OECD リストに関する理事会勧告  26 July  

1983 – C(83)98/Final 

   例示：OECDの上市前最小データセット (MPD) の非機密データ 

    i   商品名または一般名 

    ii  用途に関する概略情報 

    iii 製造、保管、輸送、使用などで守るべき取扱注意 

    iv 廃棄および処分の安全対策 

    v  化学的な識別データ以外の物理化学的データ 

    vi 正確な特徴や解釈を含めた健康、安全および環境データの要約 

      ：データの提出者が要約の作成に参画すべきである。 

 

 ところが日本の場合、化審法においてもその他の化学物質管理に関わるいかなる法律に

おいても当局に提出するデータ・情報に対する CBIの保護に係る措置も財産権としての保

護の措置も講じられていない。それゆえ、化審法において政府はデータ・情報を事業者か

ら収集して利用しているものの、それらのデータ情報は実体的には社会に開示されること

がないため、社会で有効に活用されていない。このことが、化学物質のリスク管理を社会

全体として向上させることを阻害しているのみならず、産業に不必要な重複投資を強い競

争力を害する結果ともなっている。この点からみても化審法は、産業競争力上の視点に配

慮しておらず、単なる取締りのための規制法であると判断せざるを得ない。 

② EUの REACH規則 (化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則) 

 EUの REACH規則は、2001年 2月にその構想が白書「今後の化学物質政策の方策」で発

表され、その５年半後の 2006年 12月に公布された。REACH規則の概要については既報で

詳しく述べたが (星川他, 2005a)、その特徴は、既存化学物質と新規化学物質の区別を廃止し
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たこと、化学物質管理の当事者である使用者も含めた事業者にリスク評価の責務を負わせて

行政によるリスク評価の停滞を抜本的に改善したこと、専管執行機関として ECHA 

(European Chemicals Agency；欧州化学物質庁) を新設したことなどである。 

a) 重要新規利用届出制度 

 REACH規則の場合、EU域内に流通する全ての化学物質について製造または輸入に関わ

る事業者が化学物質の使用者も含めて全て規定に従ってリスク評価の結果やリスク管理対

策など必要な情報を整えて当局に登録する。そして登録後に、化学物質の取扱状況の変化

や新たな有害情報を入手した場合に REACH規則第 22条の規定（登録者の追加義務）に従

ってリスク評価の結果やリスク管理対策の見直しを行った結果を添付して追加の登録を行

う。このような方式に改めたことによって、REACH 規則では既存化学物質と新規化学物

質の区別は不要となり、また TSCAの重要新規利用届出制度に当る制度も設けられた。 

b) 企業機密情報保護規定 

 REACH 規則では、第 118 条（情報へのアクセス）に公開された場合に関係者の商業的

利益が損なわれるとみなされるため公開されない情報項目が具体的に例示されている。そ

して第 119条（電子的な情報アクセス）には、REACH-ITシステムによって提出された情

報の全てが公開される情報項目と情報提出者が CBIであることを申告して当局が認めた場

合に公開されない情報項目が具体的に列記されている。このように REACH 規則において

も、TSCA と同様に、OECD の理事会決議に沿って当局に提出された情報やデータの財産

権を認めつつ CBIを保護する規定を設けている。 

③ カナダの CEPA1999 (1999年カナダ環境保護法) 

 カナダの化学物質総合管理の法制への変革は、1985年に連邦政府が検討委員会を設置して

環境汚染物質法 (Environmental Contaminants Act:) を見直すことで開始された。その目的

は有害化学物質に対してより有効に対処しうる法制について政府に助言することで、検討委

員会の結論は、既存の法制はいずれも多角的な取組みが必要な有害化学物質問題に対処する

には適切でなく、有害化学物質の全ライフサイクルにわたって包括的に管理する新たな法制、

すなわち、化学物質総合管理の法制が必要であるということであった (星川他，2011a)。そ

して 1988年に公布されたのが現行法の前身である CEPA (カナダ環境保護法) であった。そ

して CEPA の５ヶ年間の施行実績に関する連邦議会の法定レビューの結果に基づいて、既存

化学物質の体系的なリスク評価実施計画を創設するために改正されたのが現行の CEPA1999

である。 

a) 重要新規活動 (SNA) 届出制度 

 CEPA1999に規定される重要新規活動 (SNA; significant New Activities) の届出制度は、

米国の TSCA における重要新規利用 (SNU) 届出制度と新規化学物質の届出制度を合わせ

たような制度である。SNAの定義は CEPA1999第 80条に、環境に排出される化学物質の

量または濃度が著しく高くなる活動、または環境への排出の方法または曝露の状況が著し

く異なる活動と規定されており、既存化学物質はリスク評価の結果に基づいて国内流通物

質リスト (DSL; Domestic Substances List) にその旨が注記された物質が届出の対象にな

る。また、新規化学物質の上市も SNAの定義に該当すると解釈されている。 

b) 企業機密情報保護規定 

 CEPA1999は第 11部 雑則の第 313条から第 321条に、健康や環境の保護の利益の方が

勝る場合には公開されることを規定しつつ、事業者が当局に提出した情報に関して、TSCA

や REACH 規則と同様に、届出に際して機密扱いを請求しうることなど情報の公開に関し

て詳細な規定が設けられている。 
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④ オーストラリアの ICNA法 1989 (産業化学物質届出評価法) 

 オーストラリアにおける総合的な化学物質リスク管理は、1989 年に連邦議会が制定した

ICNA法 1989 (Industrial Chemicals (Notification and Assessment) Act: 産業化学物質届出

評価法) に規定されている。それは以下の事項を主な内容としており、専管当局の名称にも

なっている NICNAS (豪州産業化学物質届出評価計画) を定めて運用されている (星川他，

2011a)。 

 i) 既存化学物質リストの策定 

 ii) 新規化学物質について事業者がリスク評価結果を添付して届け出る制度 

 iii) 既存化学物質について国民からの要請等に基づき優先評価物質を選定し、事業者が 

データを提出して行うリスク評価制度 

a) 二次的届出 (SN) 制度 

ICNA法 1989 の二次的届出 (SN; Secondary Notification) 制度は、米国の重要新規利

用 (SNU) 届出制度と新規化学物質の届出制度を合わせたような制度であり、ICNA 法

1989 の第６章に規定されている。その第 64 条には当局がリスク評価を終了した化学物質

について二次的なリスク評価が必要になる状況の規定があり、そのような状況の下で評価

済みの既存化学物質を利用する者はその物質を新規化学物質とみなして当局に届け出る。

そのため ICNA 法 1989 では、通常の新規化学物質の届出書式の他に、既存化学物質の二

次的届出の書式が規定されている。 

b) 企業機密情報保護規定 

 ICNA法 1989では、当局に提出した情報に関して第８章に企業機密の保護に係る規定が

あり、第９章に評価情報へのアクセスに係る規定がある。それらによると、化学物質の基

本的な情報は機密情報に該当しないことおよび規定される特別な理由がある場合には機密

情報の公開があり得ることを規定しつつ、NICNAS局長が事業者の請求する情報について

商業的利益が公開によって著しく損なわれ、かつ、公開による公衆の利益よりも上回って

いると判断する場合には機密情報として保護されることが、TSCA や REACH 規則と同様

に、明記されている。 

 

２）既存化学物質のリスク評価計画 

 社会に流通する化学物質の人および環境に対する有害影響に対する適正なリスク管理を実現

するために重要な課題の一つは、現に社会に流通している既存化学物質のリスク管理の実態を

リスク評価の結果を含めて社会全体が共有することである。それゆえ OECD は、1987 年に加

盟国に対して既存化学物質の体系的なリスク評価に関する計画を設定すべきことを理事会決定

として決議した (OECD, 1987)。その理事会決議の概要は表５のとおりである。しかし日本の

政府は、この理事会決議に対しても加盟国としての責務を国内的に果たしていない。 

 そして OECD は、さらに３年後の 1990年に既存化学物質の協同調査とリスク削減に関する

理事会決定・勧告を決議し (OECD, 1990)、各加盟国の年間生産量が 1,000 トン以上の高生産

量既存化学物質 (HPV; High Production Volume chemicals) について人および環境に対する

有害影響の一元的な初期リスク評価を協同で実施する初期リスク評価プログラムを設置した。 

このプログラムの重要な特徴は、既存化学物質のリスク管理に必要な人および環境に対する

有害影響の初期リスク評価を加盟国の行政機関と化学業界が協働して分担するところにあった。

言い換えれば、加盟国の行政機関と化学業界はこのプログラムに参画して既存化学物質の初期

リスク評価の実務を経験することによって世界的に調和した初期リスク評価の技術力を向上さ

せた。 
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表５ 1987年 6月の OECD理事会決議・勧告における決定・勧告事項 

Ⅰ．加盟国は管理および／または規制する必要のある化学物質を確定するため、既存化学物質を 

体系的に調査する国家計画を設置または強化するものとする。 

Ⅱ．以下のことを加盟国に勧告する。 

 １．既存化学物質を体系的に調査する際に、「データが不適切な化学物質：健康および環境の 

ための選択規準」と題する付属書Ⅰに規定する原則と技術的手引きを考慮すること 

 ２．体系的な調査に関連する目的で既存化学物質に係る情報を点検する際に、化学物質点検の 

手引きと題する付属書Ⅱを考慮すること 

 ３．既存化学物質の体系的調査に必要な情報の収集、推定または創出の方法を確立すること 

 ４．他の加盟国から既存化学物質の調査のためまたは情報交換の仕組みを確立するために要請 

された場合には、化学物質に関する OECD理事会法 (Council Act) に従って可能な限り 

利用可能な情報を提供すること 

 

ところが日本の政府は、このプログラムへの対応をほぼ行政機関に限定し、しかも、初期リ

スク評価の内容を化審法の既存物質点検の範囲に止めていたため、行政機関にとっても化学業

界にとっても極めて中途半端な状態で推移した。また、この OECDのプログラムに民間企業が

積極的に参画するための体制づくりとして企図された化学品検査協会の化学物質評価研究機構

への改組も、発起人会の実施後に理由も明らかでない中で急遽民間企業の参画の道がたたれて

しまったため、名称の変更だけの実の伴わないものとなってしまった。こうした事柄の積重ね

の結果、日本国内の関係者、とりわけ事業者が国際的に調和したリスク評価の能力を高める機

会を失った。 

既存化学物質のリスク評価の取組みは、上述の OECDの協調的取組みとは別の枠組みによっ

ても米国、EU、カナダ、オーストラリアおよび日本において行われている。そのうち米国の

HPVチャレンジプログラム、EUの REACH規則による取組みおよび化学業界の国際団体であ

る ICCA (国際化学工業協会協議会) の HPV イニシャティブについてはこの研究シリーズの既

報で詳しく紹介している (星川他. 2006a)。それゆえ以下においては、カナダとオーストラリア

の取組みと日本の JAPAN チャレンジプログラムについて述べる。なお、カナダとオーストラ

リアはいずれも、OECD の 1987 年 6 月の既存化学物質の体系的リスク評価に関する理事会決

定に呼応して法的措置を講じてリスク評価に取り組んでいる。それに対して日本は、そうした

法的措置は全く講じられていないし、政府が一体となって取り組む計画もない。 

① カナダの既存化学物質の体系的なリスク評価計画 

 CEPA1999に基づくカナダの既存化学物質リスク評価計画は、1999年の法改正後に広範な

「化学物質管理計画 (Chemicals Management Plan)」の一環として着手された。そして 2006

年 9月には国内流通物質リストに収載されている約 23,000種の化学物質から約 200種の優先

的にリスク評価すべき最優先評価物質と約 4,300 種のスクリーニング評価対象物質の選定作

業を終了した (図１参照, Chemical Substances HP)。そして 2007年から 10物質前後のバッ

チに分けて逐次最優先評価物質のリスク評価を行うチャレンジ計画を開始した。そしてその

中では事業者がリスク評価書案を作成し、それを基に追加のリスク管理措置が必要かどうか

を議論し判断することになっている。 

このリスク評価計画で作成されるリスク評価書は、総合的な化学物質リスク管理のための

評価書である。そのため、スクリーニング評価書の段階から図１のビスフェノール A の目次

にあるように人の曝露経路を多面的に把握してリスク評価を行い、加えて評価に係る不確実

性や必要な研究課題の確定が行われている。そしてカナダにおいては、このリスク評価計画

のスクリーニング段階のリスク評価書が社会に広く公開されることによって、国内に流通す
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る健康や環境への影響が懸念される化学物質についての情報が国民の共有財産になっている。 

 

【約23,000物質】

【約4,300物質】

既存化学物質のカテゴリー分類 他法決定
のレビュー

大臣の
要請

スクリーニングリスク評価

優先評価物質の詳細リスク評価

追加措置不要 措置要 リスク管理

措置要 リスク管理追加措置不要

ヒト高曝露 残留性かつ
生物蓄積性

ヒトに有害 野生生物に有害

（チャレンジ計画）
最優先評価物質
（約200物質）

 

概要
１．序文
２．物質名、識別情報
３．生産輸入状況、用途、その他
４．環境排出、環境動態、残留性、生物蓄積性
５．生態系影響の可能性
６．生態系曝露評価
７．生態系リスク判定、リスク評価の不確実性
８．人健康影響の可能性
９．曝露評価（食事摂取、再使用容器、環境媒体）
10．健康影響評価（体内動態・代謝、発がん性、遺伝毒性、生殖毒性、発達

神経毒性、疫学調査）
11．人健康影響リスク判定、リスク評価の不確実性、必要な研究の確定
12．結論
13．参照文献

＊BPA健康影響の
主な曝露経路

 
図１ カナダの既存化学物質リスク評価の概要とスクリーニング評価書の目次例 

 

② オーストラリアの既存化学物質の体系的なリスク評価計画 

 ICNA法 1989に基づく既存化学物質のリスク評価計画は、実行性に難点があって期待され

る成果を上げることができなかった。そのため、2007 年に NICNAS によって既存のリスク

評価計画に対する実施勧告書が策定され、それに基づいて 2011 年 5 月に IMAP (Inventory 

Multi-tiered Assessment and Prioritisation; 既存物質リスト多段階評価・優先順位決定) 計

画が新たに策定された。そしてそのスクリーニング評価が 2012年 7月から開始された (図２

参照，NICNAS, 2013)。IMAPのスクリーニング評価では既存物質リストに収載されている

約 40,000物質のうち関係者から優先的に評価すべきと指摘された約 3,000種の化学物質につ

いて４年間かけてスクリーニング評価を行い、詳細評価が必要な物質を選別して優先順位を

決定する。 

未評価物質

第Ⅰ段評価

判断基準を用いる
迅速評価

懸念可能性あり

第Ⅱ段

判断基準を用いる
物質別評価

追加評価が必要

評価結果

懸念が確定されなかっ
た化学物質について、
高い水準の評価情報の
公表

懸念が確定されなかっ
た化学物質について、
第Ⅱ段評価の評価情報
を全て公表

成果

・産業とコミュニティーは
代替のためより安全な
物質を確定しうる。

・産業、コミュニティーお
よび政府のための化学
物質安全情報
・リスク管理対策の推奨
の可能性がある。

使用情報

・分類・懸念物質の国内
外リスト
・予測モデル
・NICNAS保有データ
・用途（曝露データ）の国
際情報
・量・用途の初期仮定値

・国際的評価書
・REACH規則事業者提
出文書
・公表文献要旨
・用途の国際情報
・量・用途の初期仮定値

（評価と優先順位決定）

 

１．前文
２．物質の識別情報
３．輸入、生産、用途（オーストラリア、国際）
４．制限条件（オーストラリア、国際）
５．現行労働衛生安全管理（ハザード分類、曝露基準）
６．健康有害情報（体内動態、急性毒性、腐食・刺激性、感作性、反復投与
毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖・発達毒性、内分泌攪乱性）

７．リスク判定（重大健康影響、一般市民リスク判定、労働者リスク判定）
８．NICNASの勧告（公衆衛生、労働衛生安全に係る法的管理）
９．参照文献

 

図２ オーストラリアの既存化学物質リスク評価の概要とスクリーニング評価書の目次例 

 

ICNA 法 1989 に基づいて策定されるリスク評価書も、カナダの CEPA1999 と同様に、総

合的な化学物質リスク管理のための評価書である。それゆえ、スクリーニング評価書の段階

から図２のフタル酸ジエチルヘキシルの目次にあるように、関係者の懸念に配慮した有害性

評価や多面的な曝露経路を加味したリスク判定が行われている。そして IMAP のスクリーニ

ング評価の成果は、第１段の健康評価と環境評価および第２段の健康評価と環境評価として

それぞれが一覧表に整理され、NICNASのウェブサイトに公開され誰でも自由にアクセスで

きるようになっている (NICNAS HP)。言い換えれば、オーストラリアにおいても、スクリ

（ビスフェノール Aの評価書目次） 

（フタル酸ジエチルヘキシルの

健康評価書目次） 
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ーニング段階のリスク評価書が社会に広く公開され、国内に流通する健康や環境への影響が

懸念される化学物質についての情報が国民の共有財産になっている。 

③ 日本における既存化学物質の体系的なリスク評価 

 日本政府は OECD の 1974 年以降の化学物質管理に係る理事会決議に呼応した化学物質総

合管理の法制への変革を実施していない。また、既存化学物質の評価も、米国、EUは勿論の

こと、カナダ、オーストラリアが取り組んでいるような体系的かつ総合的なリスク評価も行

っていない。すなわち、日本政府として既存化学物質の体系的な評価を行う一元的な計画が

ない。 

2009年 5月に化審法が改正され、社会に流通する一般化学物質について優先的にリスク評

価の対象とする優先評価化学物質を選定するスクリーニング評価が行われている。しかしそ

のスクリーニング評価の目的および内容は、米国や EU のみならず、カナダ、オーストラリ

アなどが行っている評価の目的および内容と全く異なり限定的なものとなっており、スクリ

ーニング評価で得られた成果は、表６に典型的に示すようにまとめられている (経産省HP1)。 

 

表６ 化審法に基づく一般化学物質のスクリーニング評価の結果 

   

人健康 生態

評価対象物質 7,819 7,819

2011年度用途別実績出荷量に基づく曝露クラス

曝露クラス１ 14 11

曝露クラス２ 67 48

曝露クラス３ 322 220

曝露クラス４ 744 551

曝露クラス１～４の小計 1,147 830

曝露クラス５ (1,336) (988)

曝露クラス外 5,336 6,001

曝露クラス５、外の小計 (6,672) (6,989)

今回までに有害性クラスを付与した物質数 128 117

優先評価化学物質相当と判定された物質数 17 23
 

註：「曝露クラス」とは曝露の指標で、化学物質ごとに届出製造数量と用途別出荷数量の合 

計値に排出係数を乗じて全国合計排出量を推計し、さらに下水処理場や環境中での分解等を 

加味して補正排出推計量を算定し、それに基づいてクラス１から５とクラス外の６区分に 

分類する (経産省 HP2)。それゆえ、曝露クラスとは環境に係る曝露の指標に過ぎず、作業 

者や消費者などの曝露も考慮した総合的な指標ではない。 

 

つまり、改正化審法が社会に流通する一般化学物質についてスクリーニング評価を行う目

的は、単に、化審法上の第二種特定化学物質の定義に該当する可能性のある化学物質を選別

するためである。したがって、第二種特定化学物質の定義に含まれない作業者や消費者など

の曝露は考慮されていない。また、改正化審法における一般化学物質のリスク評価は行政当

局が法律で規制するために行う技術的な手続きに過ぎない。米国、EU、カナダ、オーストラ

リアの全ての国がリスク評価書を公開して社会の共有財産としているのとは大きな違いであ

る。結果として日本では、社会に流通する化学物質のリスク評価やリスク管理の実態を社会

全体で共有するリスク評価書が存在せず、人々の共通認識の醸成を阻害している。 

2009年 5月の化審法の改正では、その改正理由としてWSSD (持続可能な発展に関する世

界首脳会議) で合意された2020年目標の実現のために規制体系を抜本的に見直すことを掲げ

ていた (合同委員会, 2008)。そして行政当局が作成する説明資料においてはTSCAやREACH
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規則と比肩しうる改正であると言及している (経産省 HP3)。しかし改正化審法で実施されて

いるリスク評価は、TSCA や REACH規則、カナダやオーストラリアの法規によるリスク評

価のように、社会に流通する化学物質のリスク管理を包括的に改善するためのリスク評価に

該当するものではない。その価値は 10分の 1にも満たないものといわざるを得ない。 

３．日本の産業競争力に影を落す化学物質管理に係る脆弱性 

 最近日本において当事者の主体的な管理の脆弱性を示唆する化学物質管理に係る事件や事故

が頻発している。こうした事態が頻発することは産業競争力の観点からも放置しうる状況では

ない。OECDの 1970年代からの化学物質総合管理に係る活動にしても、1992年 6月のUNCED 

(国連環境開発会議) で採択された世界的な行動計画であるアジェンダ 21 第 19 章から 2006 年

9 月の SAICM (国際化学物質管理の戦略的取組み) に至る国際的な活動にしても、それぞれの

国の化学物質管理能力の向上(Capacity Building)を目指した一連の国際協調活動であるとみる

ことができる。そのことを考えると、日本では未だに総合的な化学物質リスク管理の法規が整

備されていない実情とこのような事件や事故が頻発する現状との関連性について分析しておく

必要がある。 

 

（１）９件の事例の概要と行政当局の対応の要点 

 最近発生した化学物質管理に係る９件の事例を付表２にまとめて示す。加えて、それぞれの

事例について日本と欧米における包括的管理法の有無の状況および日本の個別規制法の運用の

状況を〇、△、×の記号で表示している。それら事例の概要と行政当局の対応の要点は以下の

とおりである。 

 

事例 1)：印刷事業所における胆管がんの集団発生 

a) 事例の概要 

 大阪市に立地する校正印刷会社の代理人が 2012年 7月 31日に記者会見を行い、同社の

元従業員に 2003年頃から胆管がんの発症が相次いで認められたことについて、健康診断で

他の従業員に異常が認められなかったので業務との因果関係は不明であると発表した。同

社では換気対策が不十分な作業場で、以前には労働安全衛生法 (安衛法) で換気が義務付け

られるジクロロメタンを使っていたが、1997年頃に規制がない 1,2-ジクロロプロパンを含

有する洗浄剤に切り替えていた (読売新聞, 2012)。 

b) 行政の対応 

i) 厚生労働省は全国の印刷事業者 561 社を対象に 2012 年 6 月中に一斉点検を実施し、そ 

の結果を 7月 10日に発表した。胆管がんの患者がいた事業所は、既に判明していた大阪

と宮城以外に、東京、石川、静岡の 3事業所で複数の患者が確認された。 

ii) 厚生労働省は 2013年 10月に安衛法施行令、労働安全衛生規則および特定化学物質障害

予防規則 (特化則) を改正して、1,2-ジクロロプロパンを安衛法の表示および文書交付の

対象物質に指定し、かつ、特化則の第 2類物質の「エチルベンゼン等」に加えて特別管理

物質に指定した (厚労省HP)。 

iii) さらに厚生労働省は、発がん性の可能性がある 1,4-ジオキサンなど 10種の有機溶剤を

特化則の第 2類物質に指定を変更し、さらに、一定の危険有害性が認められている化学物

質について事業者にリスク評価を義務付けるため安衛法等の改正を 2014年 6月に行った。 

 

事例 2)：繊維・皮革製品に染料由来の特定芳香族アミンが生成 

a) 事例の概要 
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 アゾ染料は種類が多く安価であるため繊維・革製品に多種類が使われている。その一部

について皮膚表面や肝臓等で還元的に分解されて発がん性の特定芳香族アミン類に変換さ

れることが指摘された。そのため 1994年にドイツが特定アゾ染料の使用を禁止し、その後、

2002 年 9 月に EU の指令 76/769/EEC (危険な物質と調剤の上市・使用の制限に関する指

令) の規制対象物質に指定され、それが REACH 規則の制限対象物質に引き継がれた。さ

らに韓国や中国でも規制が導入されている。 

b) 行政の対応 

i) 厚生労働省は 2012年 3月 30日に、日本繊維産業連盟等が繊維製品への染料・顔料の使 

用を特定芳香族アミン類が基準値を超えないよう管理する自主基準を策定したことを通 

達した (厚労省, 2012)。 

ii) そして厚生労働省は、2014年 6月 25日に薬事・食品衛生審議会家庭用品安全対策調査 

会を開催し、繊維・革製品に含まれる特定芳香族アミン類に係る「有害物質を含有する 

家庭用品規制法」における規制規準案を採択した。しかし規制基準の法改正はまだ行わ 

れていない。 

 

事例 3)：マラカイトグリーンを染色剤に加えた繊維製品の輸入 

a) 事例の概要 

 食品衛生法では規制されるマラカイトグリーンが有害物質含有家庭用品規制法では規制

されないことから、それを染色剤に使用した繊維製品の輸入が発覚した。 

b) 行政の対応 

 厚生労働省はこの事例について明示的な措置を講じていない。 

 

事例 4)：美白化粧品による白斑の発症 

a) 事例の概要 

 化粧品販売業者が 2013年 7月 4日に記者会見を行い、厚生労働省から医薬部外品の有効

成分として承認を得ていたロドデノールを配合した美白化粧品と白斑の発症との因果関係

を認めて、当該製品の使用の中止と自主回収の実施を発表した (消費者庁, 2013)。 

b) 行政の対応 

i) 厚生労働省は化粧品販売業者からの自主回収等の報告の都度、報道関係者に知らせて使 

用の中止と自主回収への協力を国民に呼びかけた。 

ii) 厚生労働省は 2014 年 2 月 26 日に薬事法施行規則および医薬品、医薬部外品、化粧品 

等の製造販売後の安全管理の基準に関する省令の改正を公布した (厚労省, 2014)。これら

の改正により医薬部外品と化粧品の製造販売業者には重篤な副作用を行政に報告するこ

とおよび医療関係者からの情報等の収集が義務付けられた。 

iii) しかし厚生労働省は、ロドデノールの医薬部外品有効成分としての認可に関して消費者 

の多様な使用実態に則したリスク評価と使用制限の付記の必要性などについての検証を

まだ行っていない。 

 

事例 5)：薬用石鹸によるアレルギーの発症 

a) 事例の概要 

 2010年 9月に薬事法により医薬部外品として認可されていた小麦加水分解物を含有した

薬用石鹸を使い、その後に小麦含有食品を摂食して運動した際に全身性アレルギーが発症

する症例を厚生労働省が公表した。 
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b) 行政の対応 

i) 行政の指導により事業者が 2010年 12月に自主回収を開始した。 

ii) 厚生労働省は 2011年 8月に薬事法に基づき研究等の調査・報告および容器、外装等へ 

の成分等の表示を通達した。 

 

事例 6)：有害物質が混入した冷凍食品による被害発生 

a) 事例の概要 

 製造事業者が 2013年 12月 29日に有害物質 (マラチオン) が混入した冷凍食品について

記者会見を行い、原因は調査中であるが同一工場で生産された全製品を自主回収すること

を発表した。しかし、その際に製造事業者が人の健康への影響リスクを動物半数致死量に

基づいて説明したことに対して不適切であるとの指摘を受け、食べても健康に大きな影響

を及ぼさない限度量に基づいて説明すべきであったと訂正の記者会見を行った (毎日新聞, 

2013)。その後 2014 年 1 月 25 日に、製造事業所で冷凍食品に有害物質を混入させた容疑

者が逮捕された。 

b) 行政の対応 

 厚生労働省は食品安全衛生法第 6 条の「販売を禁止される食品および添加物を販売し、

または販売の用に供するため製造し、加工し、陳列したりしてはならない」との規定に対

する対応についてまだ何ら見解を示していない。 

 

事例 7)：有害物質が混入した冷凍食品による被害発生 

a) 事例の概要 

 2008 年 1 月に中国から輸入された冷凍餃子を食べて有害物質 (メタミドホス) による中

毒症状が多数発症した。 

b) 行政の対応 

i) 厚生労働省は 2008年 1月に輸入冷凍食品の販売自粛、製品回収等を関連事業者に要請 

した。 

ii) そして厚生労働省は同年 6月に、食品安全基本法等の規定を基に事業者向けに輸入加工 

食品の自主管理指針を策定し公表した。 

  iii) しかし厚生労働省は、食品安全衛生法第 6条の「販売を禁止される食品および添加物 

を販売し、または販売の用に供するため製造し、加工し、陳列したりしてはならない」 

との規定に対する対応についてまだ何ら見解を示していない。 

 

事例 8)：低品位の家庭用不快害虫殺虫剤原体の輸入 

a) 事例の概要 

家庭用殺虫剤などの殺生物剤 (Biocide；バイオサイド) は米国、EUではそれぞれ包括的

な法規で管理されているほか、個別の規制法でも厳格に規制されている。しかし日本では、

包括的な管理法が存在しないのみならず、個別の規制法においても、カ、ハエ、ゴキブリ

などの衛生害虫の殺生物剤は薬事法の対象であるものの、シロアリ、ユスリカなどの衣料

害虫や不快害虫に分類される殺生物剤は薬事法の対象から除外され、法的規制の対象にな

っていない。そのような状況があるため、不快害虫等の殺生物剤の原料として低品位で健

康への影響が懸念される安価な原体の輸入が拡大している。 

b) 行政の対応 

 関係事業者が 10年以上前から、低品位で安価な原体の輸入の拡大に対して法律による規
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制を申し出ているにもかかわらず、政府は具体的な対策を未だに採っていない。 

 なお、このような事態の放置は、低品位製品による健康被害が懸念されるのみでなく、

日本国内市場を奪われて国内の産業と雇用の喪失にもつながるなど、競争力上の大きな問

題にもなりかねない。 

 

事例 9)：DEHPが REACH規則の認可対象物質に指定  

a) 事例の概要 

 EUは 2008年のリスク評価書に基づいて 2009年に DEHP (フタル酸ジエチルヘキシル) 

を REACH規則の認可対象物質に指定し (永里, 2010)、現在、2015年 2月 21日を期限に

して認可申請の審査を行っている。したがって今後、DEHP を含有する製品の欧州向け輸

出は DEHPを代替しない限り厳しく制約されることが必至である。 

b) 行政の対応 

 DEHP のリスク管理には厚生労働省、環境省および経済産業省が関係している。しかし

いずれのも省庁も、安全性や現行関連規制の見直しに関して見解を表明していない。 

 

（２）９件の事例からみる包括的な管理法および個別規制法に関する考察 

 化学物質管理に係る最近の９件の事例は、全体として日本の対応が諸外国より大きく遅れ、

かつ、事後的であることを明確に示している。そしてその原因は、付表２の右欄に記載した日・

欧米の現状を比較してみると、包括的な管理法の有無および個別規制法の有無やその運用の不

適切さにあることは明らかである。したがって、日本の社会の化学物質管理能力を向上させ、

かつ、産業の国際競争力を高めるためには、日本の化学物質管理法制の現状について以下の点

に留意し、かつ、緊急抜本的に是正する必要性がある。 

 

１）国際競争力の強化に不可欠な包括的な管理法の制定 

① 最近生起したような事例の再発を防止するためには、まず、化学物質を取り扱う全ての

当事者が取り扱う全ての化学物質についてリスク評価とリスク管理を主体的に実施する

ことを前提にした法制を整備する必要がある。 

②社会に流通する化学物質に係る情報を社会全体で共有するための情報基盤の構築を含め

た総合的な化学物質リスク管理の実体法を整備し、化学物質管理のための安定的な社会

的枠組みを構築する必要がある。 

③上記の 2点を実現する包括的な管理法がないと、隙間問題が頻発して国民の健康を保護

できないだけでなく、日本製品の品質に対する信認が阻害されて国際競争力に負の影響

をもたらす。さらに、国内市場を失い国際競争力に決定的な痛手をもたらすことが懸念

される。 

④ このような包括的な管理法の前提となるのが化学物質総合管理の概念や原則である。そ

のような概念や原則に基づいて制定された化学物質総合管理法制は、1970年代以降に

OECDの理事会決議によって加盟国に普及し、そして 1992年の UNCED以降の度重な

る国際合意によって今や発展途上国にも広く普及している (表７参照; 星川他, 2014)。 

 

２）産業競争力の維持に不可欠な個別規制法の適正化 

① 化学物質管理の要諦は、健康リスクと環境リスクを適正に管理するとともに、国内産業

の競争力を維持・強化して市場の喪失を避けることである。 

② そのためには、リスクの評価や管理が適切に行われていない製品の国内への流入を防止

することに加えて、事業者の化学物質管理に係る負担を合理的水準に抑制する必要があ

る。 
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表７ 化学物質総合管理の原則 

         

1．実態に則した管理（リスク原則）
ハザードのみならず曝露も加味したリスクの評価を基礎とする管理

２．当事者の主体的管理の重視
曝露の個別実態に則した自主管理の重視

３．科学的方法論による評価と管理
科学的知見と論理的思考に依拠した評価と管理

４．国際調和の尊重
国際的に調和のとれた方法論や制度の尊重

5．情報の共有
リスクの評価や管理に必要なハザード情報や曝露情報の共有

6．知識基盤の整備
科学的知見の充実と集大成･体系化

7．人材の育成と教育の充実
 

 

③ その効果的な方策は、国際的に整合した総合的な化学物質リスク管理の法規を整備して

産業競争力に配慮した運用をすることに加えて、複雑に分散した現行の取締規制法群を

全体的に見直して体系的に整理することである。 

④ 現行取締規制法群の全体的な見直しでは、個別規制法の隙間から落ちこぼれるリスク領

域に対して包括的な管理法を活用して適切な措置を講ずることなどにより、それぞれの

規制法の運用の効率化を全体的に達成する必要がある。 

４．おわりに 

 日本の経済再生のための政府の「規制改革実施計画」に化審法の化学物質審査制度の見直し

が取り上げられたことを受けて、これを検証するため、米国、EU、カナダおよびオーストラリ

アの化学物質管理の法制を取り上げて日本の現状と比較し、かつ、化学物質管理に係る最近の

事例を取り上げて日本の化学物質管理上の問題点を考察した。 

そして、現行の改正化審法が米国の TSCA (有害物質管理法)、欧州連合 (EU) の REACH規

則 (化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則)、カナダの CEPA1999 (1999年環境

保護法) あるいはオーストラリアの ICNA 法 1989 (産業化学物質届出評価法) などと比肩しう

る法規であるとの見方は基本的な誤りであることを明らかにした。それらの諸外国の包括的な

管理法においては、産業競争力に係る規定を有するのみならず、総合的な化学物質リスク管理

に特徴的な制度である、1) 重要な新規利用に係る届出制度、2) 企業機密情報の保護に係る制

度および 3) 既存化学物質の体系的なリスク評価制度が一般的であるのに対して、改正化審法に

はこれらのいずれも全く規定されていない。言い換えれば、化審法は総合的な化学物質リスク

管理の法規ではなく、縦割りの取締規制法の一つに過ぎない。そのため、安衛法に規定される

新規化学物質審査制度と切り離して化審法の新規化学物質審査制度のみを論議しても、日本の

新規化学物質審査制度を論議したことにならないだけでなく、日本の産業競争力の維持や向上

に期待される寄与も極めて限定的である。 

 それらに加えてこの報文では、化学物質管理に係る事業者の主体的な管理の脆弱性を示唆す

るのみならず、産業競争力の観点からも放置できない最近の９件の事例について日本の関連法

規の現状との関連性を分析した。その結果明らかになったことは、日本の化学物質管理の現状

が 1970 年代から OECD が理事会決議によって加盟国に要請した化学物質総合管理の法制がな

いがゆえに、事業者の主体的管理意識の希薄さが目立つのみならず、それぞれの事例に対応す

る個別規制法が欠落していたり、あるいはそのような個別規制法があっても運用に不備があっ

た。その結果として国民の健康に悪影響をもたらしているのみならず、悪貨が良貨を駆逐する
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ように品位の低い輸入製品による国内市場の撹乱による産業競争力への大きな障害も懸念され

た。 

化学物質の管理に関する国際的な論議は、科学的な方法論に準拠して化学物質のリスクを適

正に管理することによって健康や環境への影響を事前に防止するとともに、各国の制度や基準

の違いから発生する貿易障害や経済への悪影響を防止することを目的にしている。具体的には、

EUにおける2007年の包括的な化学物質管理法であるREACH規則の制定の論議が、EUの環境

理事会だけでなく競争力理事会でも審議されたことが典型的であるように、1970年代以来国際

的に確立されてきた化学物質総合管理の概念に基づく法律体系への変革は、健康や環境の保護

に深く係るのみでなく、全ての産業の競争力に直結する課題である。 

貿易立国であるべき日本は今日貿易赤字に直面している。国内の法律体系や行政体制が国際

的な潮流から乖離しているため、日本の産業は国外向けと国内向けの二重の負担を強いられて

いる。こうした状況はもはや放置できない。全ての産業が国際的に整合性のある法律体系の中

で事業展開できるように変革することが政府の緊急課題である。 

そしてその根幹は、化学物質総合管理を体現する包括的な管理法を制定して、多数の取締規

制法が分立する日本の法律体系を再編して国際的な整合性を確保することである。加えて、取

締官庁として縦割り的に多数の省庁が介在する今日の行政のあり方を正して、包括的な管理法

の下でワンストップ・サービスを実現する一元的な行政体制に整理統合し、ここにも国際的な

整合性を確保することである。一言でいえば、日本の化学物質管理に関する最も緊急を要する

政府の課題は2009年5月の化審法改正時の国会附帯決議にある「総合的、統一的な法制度およ

び行政組織のあり方の検討」に真摯に取り組むことであることを改めて指摘する (星川他, 

2011b)。 
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付表１ 欧米４ヶ国の化学物質総合管理法における産業競争力に関わる規定等 

１．米国：TSCA (有害物質管理法) 

第２条 事実認定、政策および意図 

(a) 事実認定 （略）  (b) 政策 （一部略） 

 (3) 化学物質および混合物に関わる権限は、化学物質および混合物の技術革新や商取引が 

健康または環境を損なう不当なリスクをもたらさないようにするこの法律の第一の目的 

を確保しつつ、技術革新に対して不当な妨げになったり、不要な経済的障壁を生じたり 

しない方法で行使されるべきである。 

(c) 議会の意図 

  長官はこの法律を合理的かつ慎重に実行するものとする。また長官がこの法律で講じる 

または提案する措置について環境的、経済的および社会的な影響を検討するものとする。 

２．欧州連合：REACH規則 (化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則) 

前文 

(1) この規則は、単体または配合物や成形品中の化学物質について、競争力と技術革新を強 

化しつつ、健康と環境の高い水準の保護ならびに化学物質の自由な移動を確保する必要が 

ある。またこの法律は化学物質のハザードを評価する代替法の開発を促進する必要がある。 

(3) 健康と環境の高い水準の保護は、持続可能な発展を目標にした化学物質に対する整合的 

な法律制定によって確保する必要がある。そしてその法律は、共同体の国際的な約束を踏 

まえて、化学物質が域内で取引されるか国際的に取引されるかに関わりなく、無差別的に 

適用される必要がある。 

(8) 中小企業に対するこの法律の影響の可能性と差別を避ける必要性に特に配慮する必要が 

ある。 

(51) 域内産業の競争力を強化し、またこの法律を可能な限り効率的に適用するため、登録者 

間のデータ共有について公正な補償の観点から規定を設けるのが適切である。 

３．カナダ：CEPA1999 (1999年環境保護法) 

第２条 行政の任務 

1.1項 カナダ政府は１項(a.1)に規定される予防および修復の対策を講じる前に次の事項を 

検討するものとする。 

 (a) 環境保護対策で得られる短期および長期の経済的便益 

 (b) 対策がもたらす有益な経済的影響、とりわけ、健康、環境および技術の改善や技術革 

新がもたらす便益 

 (c) 対策から得られるその他の便益 

４．オーストラリア：ICNA法 1989 (1989年産業化学物質 届出評価法)  

 ICNA法には産業競争力に係る規定は見当たらない。 

 しかし、同法が規定する産業化学物質届出評価計画 (NICNAS) に関する 2012 年の再評価

では、公衆衛生と環境の保護だけでなく、化学産業の競争力を強化する観点から法的枠組みの

あり方が検討されており、その主な検討事項はつぎのとおり。 

 1) ICNA法に規定される NICNASの役割と機能は、関係者の期待と国際的な最良実務  

(best practice) を十分組み込んでいるか 

 2) NICNASの管理と協議の仕方は、NICNASの機能の効果的な受け渡しに十分であるか 

 3) 人と環境の保護、リスク管理および業界の遵守費用に係わるNICNASの運用や事務処理 

の効率性と効果性 

 4) 費用回収方式の影響 
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付表２ 化学物質管理に係る最近の事例に関連する法規の実態 

註：法規欄の記号は法制度の有無（○、×）、または運用の不備（△、×）の程度を示す。 

 事例 行政／業界の対応 包括管理法 

(有無) 

日本の 

個別規制法 

日本 欧米 有無 運用 

1) 印刷事業所における胆管がんの集団発生 

 校正印刷会社の元従業員に 2003年頃から胆管がんの発症が多

発。同社は換気対策が不十分な作業場で、過去にはジクロロメタ

ンを使っていたが、1997 年頃に安衛法で規制されない 1,2-ジク

ロロプロパンに切替え 

 

1) 厚生労働省は 2012 年 6 月に印刷事業者の全数調査、疫学的

調査等を実施 

2) 2013 年 10 月に 1,2-ジクロロプロパンを特定化学物質障害予

防規則の対象物質に指定 

3) 2014年 2月に審議会が安衛法の改正を採択 

× ○ ○ × 

2) 繊維・皮革製品に染料由来の特定芳香族アミン生成 

 安価なアゾ染料が多種類使われており、その一部について、近

年、皮膚表面や腸内細菌等により発がん性の特定芳香族アミンに

分解することが判明。 

 1994年にドイツが特定アゾ染料の使用を禁止し、その後 EU、

韓国、中国に規制が拡大 

 

1) 日本繊維産業連盟が 2009年 12月に有害物質の不使用に関す

る自主基準を策定し、2012年 9月に厚生労働省の動向を踏まえ

て改訂 

2) 厚生労働省は 2014年 1月 20日に家庭用品安全対策調査会で

繊維・革製品に含まれる特定芳香族アミン類に係る「有害物質

を含有する家庭用品規制法」における規制案を採択 

× ○ ○ × 

3) マラカイトグリーンを染色剤に加えた繊維製品の輸入 

食品衛生法では厳しく規制されるマラカイトグリーンが有害

物質を含有する家庭用品規制法で規制されないことから、それを

染色剤に使用した繊維製品の輸入が発覚 

 

1) 厚生労働省はこの事例について明示的な措置を講じていな

い。 

× ○ ○ × 
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4) 美白化粧品による白斑の発症 

 2013 年 7 月に医薬部外品有効成分のロドデノールを配合した

美白化粧品による白斑の発症について製造事業者が因果関係を

認め記者発表 

 

1) 行政指導により 2013年 7月に自主回収を開始 

2) 厚労省はロドデノールの認定に関して未検証 

× ○ ○ △ 

5) 薬用石鹸によるアレルギー発症 

 2010 年 9 月に小麦加水分解物を含有した医薬部外品の薬用石

鹸を使い、その後に小麦含有食品を摂食して運動した際に全身性

アレルギーが発症する症例を厚生労働省が公表 

 

1) 行政指導により 2010年 12月に自主回収を開始 

2) 厚生労働省は 2011 年 8 月に薬事法に基づき研究等の調査・

報告および容器、外装等への成分等表示を通達 × ○ ○ △ 

6) 有害物質が混入した冷凍食品による被害発生 

 2013年 12月に有害物質 (マラチオン) が混入した冷凍食品の

自主回収について製造事業者が記者発表。その際に健康影響リス

クを動物半数致死量に基づいて説明し、厚生労働省の指摘を受け

て直後に訂正 

 

1) 行政指導により 2013年 12月から自主回収を開始 

× ○ ○ △ 

7) 有害物質が混入した冷凍餃子の輸入による被害発生 

 2008 年 1 月に中国から輸入された冷凍餃子を食べて有害物質 

(メタミドホス)による中毒症状が多発 

 

1) 厚生労働省は 2008年 1月に輸入冷凍食品の全ての販売自粛、

製品回収等を関連事業者に要請 

2) 厚生労働省は同年 6 月に食品安全基本法等の、規定を基に事

業者向けに輸入加工食品の自主管理指針を策定し公表 

× ○ ○ △ 
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8) 低品位の家庭用不快害虫殺虫剤原体の輸入 

家庭用殺虫剤などの殺生物剤は米国、EU ではそれぞれ包括的

な法規で規制されているが、日本ではカ、ハエ、ゴキブリなどの

衛生害虫は薬事法の対象であるものの、シロアリ、ハチなどの衣

料害虫や不快害虫に分類される殺生物剤は薬事法の対象から除

外されている。そのような状況があるため、不快害虫などの家庭

用殺生物剤の原料として低品位で安価な原体の輸入が拡大 

 

＊関係事業者が低品位で安価な原体の輸入の拡大に対して法律

による規制を申し出ているにもかかわらず、厚生労働省は是正

の検討を行っていない。 

＊このような事態の放置は、低品位製品による健康被害が懸念

されるのみでなく、日本国内市場を奪われ、国内産業雇用の喪

失にもつながるなど、競争力上の大きな問題になりかねない。 

× ○ × × 

9) DEHPが REACH規則の認可対象物質に指定 

 EUは 2008年のリスク評価書に基づいて 2009年にDEHP (フ

タル酸ジエチルヘキシル) を REACH 規則の認可対象物質に指

定し、現在、2015年 2月 21日を期限にして認可申請を審査中 

 

＊2014 年 1 月に ECHA (欧州化学物質庁) が最初の認可申請に

対する専門委員会の見解を発表 

＊日本の関係省庁は、現行関連規制の安全性や規制見直しの必

要性に関して見解を表明していない。 

× ○ × × 

 


