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要旨：この報文では 2010 年 4 月と 7 月に米国議会に提出された２つの TSCA（有害物質

管理法）修正法案を取り上げ、修正法案に掲げられる立法政策とそれを具体化する方策と

を概観して法案が目指す修正の方向性について考察した。この TSCA 修正は製造加工の現

状申告制度、リスク評価の優先物質リスト制度、安全規準判定制度、 小データセット制

度などの新たな制度を導入して現行 TSCA の使い勝手の悪さを解消することに加えて、カ

ナダや EU の類似法制の理念や方法論との整合性を高めて現行 TSCA の実働性と透明性を

抜本的に改善することを意図している。一方日本政府は、先般の化学物質審査規正法改正

に際して衆参両議院が決議した「化学物質の総合的・統一的な法制度の検討」という重要

課題さえも取り上げる気配にない。世界の標準である化学物質の総合管理に関する包括的

な法律を制定し、かつ、化審法を含めて取締法的な法律体系を整理することは政府にとっ

て喫緊の課題であることを改めて指摘する。 
キーワード：TSCA、有害物質管理法、化学物質審査規制法、国会附帯決議、化学物質総

合管理 
 

Abstract: We here take up two bills; S. 3209 and H.R. 5820, which were recently 
introduced in the American congress for amendment of Toxic Substances Control Act 
(TSCA) and consider the features of their revised policies, objectives and concrete 
measures. Main intentions of their revisions seem to be the same and mainly to 
improve the workability and transparency of the current TSCA system with 
introducing a minimum data set similar to the base data set of EU’s REACH 
regulation, a prioritization risk assessment system of existing chemicals similar to the 
Canadian Environment Protection Act and so on. On the other side, Japanese 
government has showed no sign of taking up the Diet’s supplementary resolutions 
concerning the comprehensive and integrated chemicals management system until 
now. We therefore again indicate that the most urgent issue for Japanese government 
is to introduce a chemicals integrated management system. 
Keywords: TSCA, Toxic Substances Control Act, Kashin-hou in Japanese, the Diet’s 
supplementary resolutions, Chemicals integrated management 
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１．はじめに 

 米国では 2009 年 1 月に民主党オバマ大統領が就任して以来、上院の環境・公共事業委員会

および下院のエネルギー・商業委員会の下で TSCA (Toxic Substances Control Act: 有害物質管

理法) の修正に関して公聴会が繰り返し開催されてきた。そして 2010 年 4 月にはローテンバー

グ上院議員が TSCA 修正法案 (S. 3209) を上院に提出し、ラッシュ、ワックスマン、その他の

下院議員が TSCA 修正の検討草案を下院に提出した (Search Bill Summary & Status a)。その

後ラッシュ議員らは、検討草案に対する関係者の意見を踏まえて TSCA 修正法案 (H.R. 5820) 
を作成し、2010 年 7 月に下院に提出した (Search Bill Summary & Status b)。 
両修正法案の主な修正事項は基本的に同じであり、しかも後述するように、TSCA を所管す

る EPA (環境保護庁) だけでなく、市民団体や業界団体も使い勝手に大きな問題があり、かつ、

科学的進展に取り残されている TSCA を近代化することに総論的に賛同しており、個別的な論

争や妥協はあるにしても、TSCA 再承認法は比較的順調に制定されるのではないかと推測され

ている。このような状況からこの報文では、修正法案の主な内容を俯瞰した後、表１に示すよ

うな EU およびカナダの化学物質総合管理に係る活動も参照しつつ、先般の日本の化学物質審

査規制法（化審法）改正の問題点や今後の取組みのあり方などについて 2 回に分けて考察する。 
 

表１ 米国および EU、カナダの化学物質総合管理法制に係る活動の経緯 
年月 経 緯 

2001.2  
2003.10 
2005.6  

 
2005.7  
2005.11 

 
 

2006.8  
 

2006.12 
 

2007.8  
2009.1  
2009.2  

 
2009.8  

 
2009.9  
2009.12 

 
2010.4  

 
2010.7  

欧州委員会：「今後の化学物質政策に係る戦略」と題する白書を採択 
欧州委員会：REACH 規則案を欧州議会および閣僚理事会に提出 
米国政府説明責任局 (GAO) 報告書：EPA の健康リスクを査定し化学物質評価計画を

管理する能力を改善する選択肢 
ローテンバーグ上院議員：TSCA 修正法案 (略称：子供安全化学物質法) を提出 
ラッシュ、ワックスマン下院議員ら：TSCA 修正法案 (略称：上記または子供・労働者・

消費者安全化学物質法) を提出 
GAO 報告書：米国、カナダおよび EU の取組み 
上院委員会：TSCA と EPA 化学物質管理計画の監視に関する公聴会を開催 
＊GAO 証言：EPA の化学物質評価計画の実効性を改善する措置の必要性 
カナダ：カナダ環境保護法(CEPA)1999 に基づく新化学物質管理計画を発表 
欧州議会・閣僚理事会：REACH 規則を採択 
GAO 報告書：有害物質リスクに対処する取組みの米国と 近成立した EU の比較 
共和党ブッシュから民主党オバマ大統領へ政権交代 
下院委員会：TSCA の再検討に関して公聴会を再開 
＊GAO 証言：TSCA の実効性を強化する選択肢 
米国化学協議会 (ACC)：TSCA の近代化 10 原則を発表 
より安全な化学物質健康家族 (SCHF)：TSCA の変革プラットホームを発表 
EPA 長官：化学物質管理法制の変革基本原則を発表 
上院委員会：TSCA の監視に関して公聴会を開催 
13 州環境規制当局：TSCA の変革原則を発表 
ローテンバーグ上院議員：TSCA 修正法案 (略称：安全化学物質法, S. 3209) を提出 
ラッシュ下院議員ら：TSCA 修正検討草案 (略称：有害物質安全法) を提出 
同上：TSCA 修正法案 (略称：有害物質安全法, H.R. 5820) を提出 

 

 なお表１には、米国の主な活動として、EU の執行機関である欧州委員会 (EC) が新化学物
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質管理政策である REACH (化学物質の登録・評価・認可) 規則案を欧州議会および閣僚理事会

に提出した 2003 年 10 月以降における ①上下院委員会における TSCA 修正に係る公聴会の開

催や TSCA 修正法案の提出の状況、②議会に属する行政監視機関である GAO (Government 
Accountability Office: 政府説明責任局) が発表した公聴会での証言や報告の状況および ③ 
EPA の他、代表的な化学業界団体である ACC (American Chemistry Council: 米国化学協議会) 
および各種 NGO の連合組織である SCHF (Safer Chemicals Healthy Families: より安全な化

学物質健康家族) などが作成した TSCA の修正に関する原則の発表時期などを記載した。 

２．ラッシュ、ワックスマン議員らの TSCA 修正法案の要点 

 ラッシュ、ワックスマン議員らが 2010 年 7 月に提出した TSCA 修正法案については、下院

から各条の要点を列記した資料が公表されている (U.S. House of Representatives, 2010)。そ

の資料の記述内容を報文末尾の付表５に示すが、各条の内容を通覧しても TSCA の化学物質管

理体系は理解しにくいので、以下においては TSCA の管理体系の基本的事項に絞り、かつ、必

要に応じて現行 TSCA と対比しながら修正法案の主な要点を紹介する。 
 
（1）第 2 条（現状認識、政策および意図）の修正案 
 一般に米国の法律ではその法律の制定や修正に至った議会の現状認識とそれに対処する立法

政策・目的や目標を簡潔に明示する前文が附記される。両修正法案においては「第 2 条 現状

認識、政策および目標」という見出しで、表２に示す「政策」と「目標」が記述されている。 
 

表２ ラッシュ、ワックスマン議員らの TSCA 修正法案第 2 条の｢政策｣と｢目標｣ 
 (b) 政策：合衆国の政策は以下のとおりである。 

(1) 化学物質への曝露の有害影響から子供、労働者、消費者および公衆の健康を保護し、かつ、環

境を保護する。 
(2) より安全な代替物の使用および危険な化学物質の使用や曝露の抑制、より安全な化学物質、プ

ロセス、製品の開発に向けた革新の報奨などの行動を促進する。 
(3) 取引される全ての化学物質が不釣合いに脆弱で影響を受ける集団および環境を保護するリス

クベースの安全規準に適合することを要求する。 
(4) 取引する化学物質の流通を製造者および加工者に容認する条件として、製造または加工する化

学物質について健康および環境に係る十分な情報を提供することを要求する。 
(5) 化学物質の安全性および使用に関する情報の品質を改良する。 
(6) 公衆および労働者が曝露しうる化学物質のハザードおよび使用に係る知る権利を保証するた

め、化学物質の安全性および使用に関する情報への公衆アクセスを 大化する。 
(7) 連邦政府と州政府の相互間ならびに地方自治体、部族社会および外国政府との協調関係を強化

する。 
(8) 長官が化学物質の安全性の査定に十分な情報を作成し、また、有害な化学物質曝露のリスクの

存在を示す情報を得た場合に実効的に行動する権限を長官に確保させる。 
(9) より効率的な試験方法や方策の開発を促進および助成して動物の置換え、削減および試験実施

の改善を遂行する。 
(c) 目標：合衆国の目標は、脆弱なまたは不釣合いに影響される集団の曝露を含めて有害化学物質の

取引での流通に伴って生ずる曝露に次により対処して健康および環境を保護することである。 
(1) 取引される全ての化学物質が安全規準に適合しているかを判定する。 
(2) 正当化される場合には、化学物質の製造、加工、使用、取引での流通または廃棄を制限する。

(3) 危険な化学物質およびプロセスをより安全な代替物に置き換えることを奨励する。 
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これに対して現行 TSCA の第 2 条は、TSCA に類似する化学物質の総合管理に係る法制が世

界的に存在しなかった 1970 年代初期における米国議会の現状認識や意図、政策を示したもので

あった (付表１参照)。それゆえその後 30 年以上の運用実績の分析を踏まえた今回の TSCA 修

正法案の観点に立てば、いずれの項目も全面的に書き直されるべきものである。しかし表２の

規定を現行第 2 条と対比してみると、修正法案における「政策」の（4）と（8）項には現行 TSCA
第 2 条の記述が継承されている。ただしそれらは、単なる継承でなく、現行 TSCA の欠陥を是

正してリスク管理を体系的に推進する必要性を強く認識した議会の意図をより直接的かつ具体

的に提示する記述に改められている。このような前文は、EU の REACH 規則では多種多様な

主題について 131 項目にもなっており (付表２参照)、その内容については後で取り上げる。 
また、今回の TSCA 修正に関しては、市民団体だけでなく、EPA や産業界も総論的に賛同し

ていることは TSCA 修正についてそれぞれが発表した理念や原則を見れば明らかである。例え

ば表３に例示する EPA および ACC が掲げた原則の中にはラッシュ議員らの TSCA 修正法案の

第 2 条の政策と共通する事項が多く認められる。 
 

表３ EPA および ACC の TSCA の修正に係る原則 
EPA の基本 6 原則 (2009 年 9 月) ACC の 10 原則 (2009 年 8 月) 

① 化学物質は、健全な科学に基づく健康および

環境の保護に関するリスクベースの判断基準を

反映した安全規準に照らして評価されるべき。

 
 
② 製造者は、新規および既存の化学物質が安全

でかつ健康および環境に危害を及ぼさないと結

論付けるのに必要な情報を EPA に提供するべ

き。 
③ リスク管理の確定は、脆弱なサブ集団、費用、

代替可能性およびその他関連事項を考慮して行

われるべき。 
④ 製造者および EPA は、既存および新規の優

先物質について時宜に適った方法で査定し行動

するべき。 
 
 
 
 
⑤ グリーンケミストリーが奨励され、また、透

明性および情報への公衆アクセスの規定が強化

されるべき。 
⑥ EPA の施行に継続的な財政支援が与えられ

るべき。 

① 化学物質は意図された使用に対して安全で

あるべき。 
⑧ EPA は、科学的に妥当なデータおよび情報

を、その出典にこだわらず、科学と技術の 近

の進歩を反映したものを含めて信頼するべき。 
④ 化学物質を製造し、輸入し、加工し、取引し

または使用する会社は、EPA が安全使用の判定

に必要である限りの関連情報をEPAに提供する

べき。 
⑤ 子供が直面している潜在リスクは、安全使用

の判定で重要な要素になるべき。 
 
② EPA は、安全使用の判定のため化学物質を体

系的に優先順位付けするべき。 
③ EPA は、安全使用の判定を迅速かつ効率的に

行うべき。 
⑥ EPA には、化学物質が意図される使用におい

て安全であることを確保する一連の規制を賦課

する権限が与えられるべき。 
⑦ 会社および EPA は、化学物質の健康安全情

報への公衆アクセスを強化するため共に作業す

るべき。 
⑨ EPA は、化学物質安全を確保するのに必要な

職員、財源および規制手法を持つべき。 
⑩ TSCA の近代化は、技術革新および米国の世

界的に競争力のある産業を鼓舞するべき。 
註：丸数字はそれぞれの原則における記載順序 

 
ところが日本の化審法と対比してみると、化審法は第 1 条に「目的」を規定するだけで TSCA
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のような「現状認識｣や「政策・目標」の規定がない。さらに付表３に示す改正化審法の「目的」

の記述と TSCA 修正法案の「政策」に記述される（1）項～（4）項や（6）、(7)項とを比較すれ

ば、TSCA が特定の有害物質を指定して所定の規制措置を課する取締法でなく、化学物質リス

ク管理の第一義的責務が当事者にあることを前提にし、社会で取り扱われる化学物質の適正な

リスク管理を社会全体として確保する基本事項を定める法律であることが明らかとなる。 
 

（2）TSCA の基本管理制度と GAO が指摘するその問題点 
 1）TSCA の基本管理制度 
 現行 TSCA の化学物質総合管理体系は主に次の基本管理制度から構成されており、その枠

組みは TSCA 修正法案においてもそのまま維持されている。 
 
① 既存化学物質一覧表（インベントリー）の作成・更新 (8 条) 

1) 一覧表は 1975 年 1 月～その公表日（1979 年 6 月）に米国で製造・輸入または加工さ

れていた化学物質で編纂され、その後毎年製造開始の新規化学物質が追加されている。 
2)一覧表の更新は 1986 年に制定されたインベントリー更新規則 (IUR) に従って定期的

に行われており、この規則は 2003 年に一部改訂された。 
② 既存化学物質のリスク評価とリスク管理 (6 条) 

1) EPAは既存化学物質の製造、加工、流通、使用その他について健康または環境に不当

なリスク (unreasonable risk) をもたらすかどうかを評価し、不当なリスクが確認さ

れた場合に製造・使用の禁止や制限など幅広い要件を課す権限を有する。 
2) これまでに製造・使用の禁止や制限を規定した例は極めて少なく、５種の既存化学物

質 (PCB，クロロフルオロアルカン類，ダイオキシン，アスベスト，６価クロム) に限

られている。 
③ 新規化学物質の製造前リスク評価と管理 (5 条) 

1) 新規化学物質の製造または輸入の予定者は、規則に基づき製造前に EPA に通知して

評価を受ける。 
2) EPAは、健康または環境に不当なリスクをもたらすかどうか、または評価に必要な情

報が十分であるかどうかを評価し、その結果に応じて不当なリスクを予防する措置を

課するかまたは試験実施などの同意命令その他を公布する権限を有する。 
④ 既存化学物質の新規使用の製造前リスク評価と管理 (5 条) 

EPA が重要新規使用規則 (SNUR) を定めた既存化学物質の用途で新たに使用を予定

する者は、上記と同様、そのための製造前に規則に基づきEPAに通知して評価を受ける。 
 
 これらの基本管理制度はそれが 初に提案された 1971 年当時、OECD (経済協力開発機構) 
が国際協調活動として検討していた化学物質総合管理体系の概念設計のモデルとして注目さ

れた。そして OECD が 1974 年 11 月に採択した理事会勧告を通じて加盟国にその導入が推奨

された (OECD, 1974)。 
このような状況の中で日本は、OECD 理事会がその勧告を決議する時機を待つことなく、

TSCA 法案に規定される既存化学物質リストの編纂や新規化学物質の事前審査制度などを参

照して化審法の取締法的な規制の枠組みを構築した。しかしその際に、新たな法制度の導入

が化学品の国際取引に非関税障壁とならないよう国際協調にとりわけ留意すべきという

OECD 理事会の理念を共有することはなかった (星川他, 2007)。 
 

2）GAO が指摘する現行 TSCA の問題点 
 議会に属する行政監視機関の GAO は、表１にも示したように議会の委員会や議員からの請

求に基づいて作成した調査報告書および議会の公聴会での証言において現行 TSCA の問題点
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とその改善の具体策を繰り返し指摘している。GAO の 近の調査報告書や議会での証言の中

から主に 2006 年 8 月および 2009 年 2 月に開催された公聴会での証言に基づき GAO が重視

してきた現行 TSCA の問題点と対策の考え方を紹介すると以下のとおりである (GAO, 2006, 
2009)。 
 
 ① 既存化学物質のリスク評価・リスク管理に係る問題点 
 現行 TSCA がリスク管理を強化した有害物質は、鉛、PCBs などと極めて少なく、これ

が現行 TSCA の重大な欠陥の一つとされてきた。この問題点に関して GAO は次のように

指摘している。 
「TSCA は既存有害物質の製造・使用を禁止したり制限したりする権限を EPA に付与し

たが、そのために EPA が実施すべき「不当なリスク (unreasonable risk)」の立証に係

る法的要件が極めて難しく、その権限の行使が妨げられている。例えば、アスベストの

使用禁止に係る規制は 1991 年の連邦控訴審において実質的な証拠が示されていないと

いう理由で取消しとなった。EU や他の多くの国ではアスベストは禁止されており、GAO
が以前に勧告したように、有害物質の規制におけるリスクの立証に関する責務を軽減す

ることについて検討する必要がある。」 
 EPA は 2009 年 9 月に TSCA の修正に係る基本原則を発表した際に、この問題点に関し

て現行 TSCA の運用実態を改善する方策としてリスク評価が優先される高懸念物質に対す

るアクションプランを策定し、リスク評価に必要な情報の計画的な収集など現行 TSCA の

下で実施可能な方策の加速化について発表している (EPA HP, 2009)。 
② 化学物質のハザードデータ取得責務の配分に係る問題点 
 現行 TSCA は、毎年新たに上市される約 700 件の新規化学物質についてハザードの試験デー

タ提出を事業者に要求していない。また、既存化学物質についてもリスク評価に必要なハザー

ドデータの取得に係る責務を EPA に課しているため、約 8 万種の既存化学物質を定型的に評価

する計画がない。この点に関して GAO は次のように指摘している。 
「TSCA は既存化学物質に関するデータ取得の責務を EPA に課し、企業に追加試験を要

求する場合には健康または環境リスクの存在を予め立証することを要求している。一方、

EU の化学物質管理法規は化学物質の健康影響データを提供する責務を製造者に課して

いる。GAO が以前に勧告したように、TSCA の実効性を改善する選択肢として製造者か

らデータを収集する EPA の権限を強化することについて検討する必要がある。」 
③ 企業機密情報の保護請求の扱い方に係る問題点 
 GAO の証言によると、現行 TSCA の下では企業が提出する新規化学物質の 95%の通知

に企業機密情報の保護請求が申し立てられている。しかし EPA には、その請求の妥当性評

価に必要な時間および資源が不足しているため多くの請求に異議を申し立てられない。つ

まり、化学物質の生産およびリスクに関する情報を公開する EPA の能力は著しく制限され

ている。一方 EU の化学物質管理法規は、化学物質情報への幅広い公衆アクセスを可能と

しており、GAO が以前に勧告したように、州政府や公衆が TSCA の下で収集される情報を

より多く利用できるようにするため EPA の権限の追加について検討する必要がある。 
 
（3）TSCA 修正法案の基本管理制度等の概要 
 以下においては、ラッシュ上院議員らの提出した TSCA 修正法案が前述した TSCA の基本管

理制度をどのような考え方に基づいて修正するのかを明らかにするため、現行 TSCA の条項の

順序とは異なる視点から説明を加える。順序としては 初に、TSCA 修正法案が TSCA 施行の

透明性の向上のために作成すべきとしている３つの化学物質リストとその基礎情報を収集する

製造・加工の現状申告制度の創設などを取り上げ、次いで TSCA 修正法案の第 2 条に掲げられ

る政策や目標に関係する次の制度事項等を順次取り上げる。 
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① 安全規準制度の導入 
② リスク評価に係る基本管理制度の全体的枠組み 
③ 化学物質管理情報への公衆アクセスの改善 
④ 連邦省庁や州政府との協調関係の強化 
⑤ 現行 TSCA への新規条項の追加 

 
1） 現状申告制度と化学物質の一覧表、カテゴリー分類リストおよび優先物質リストの作成 
 現行 TSCA では既存化学物質の一覧表、つまり、合衆国で製造または加工される化学物質

の一覧表（インベントリー）が基本的な化学物質リストである。それに対して TSCA 修正法

案では表４に示すように、２つの化学物質リストを新たに創設し、それらリストの作成に必

要な情報を事業者から収集する既存の手段に大幅な修正を加えることとしている。 
 

表４ 現状申告制度と化学物質の一覧表、分類リストおよび優先物質リストの作成 
 

長官は上記の申告に基づき、合衆国において製造または加工さ
れる化学物質の一覧表（インベントリー）を編纂して公表する。

一覧表の作成
(Sec.8(c))

長官はこの法律の制定から5年以内に、利用できる情報を用い

て流通する全ての化学物質を既知の健康または環境影響、曝
露状況その他長官が適当と考えるカテゴリーに基づいて分類リ
ストを作成し公表する。

分類リストの作
成 (Sec.8(c))

長官はリスク評価の優先順位付けの体系を確立し、法制定時に
最初に安全規準判定を行う物質リストを確立する。その後リスト
の物質数が常に300種以上となるよう定期的に追加し、最終的

には全ての流通物質について安全規準判定を行う。

優先物質リスト
の作成
(Sec.6(a))

1) 流通している化学物質または混合物の各製造者または加工
者は、法制定後1年以内に製造または加工の現状を申告する 。

この申告には①物質識別情報、②製造、加工等の立地情報、
③曝露者数・曝露期間、 ④健康安全調査リスト、 ⑤GHS分類そ

の他の物理的、化学的および毒性学的な既存情報、使用分類
区分、取扱量、副生物、曝露関連情報などを含める。

2) 3年ごと、または重要な新規情報があれば直ちに更新する。

製造・加工の現
状申告
(Sec.8(a))

長官は上記の申告に基づき、合衆国において製造または加工さ
れる化学物質の一覧表（インベントリー）を編纂して公表する。

一覧表の作成
(Sec.8(c))

長官はこの法律の制定から5年以内に、利用できる情報を用い

て流通する全ての化学物質を既知の健康または環境影響、曝
露状況その他長官が適当と考えるカテゴリーに基づいて分類リ
ストを作成し公表する。

分類リストの作
成 (Sec.8(c))

長官はリスク評価の優先順位付けの体系を確立し、法制定時に
最初に安全規準判定を行う物質リストを確立する。その後リスト
の物質数が常に300種以上となるよう定期的に追加し、最終的

には全ての流通物質について安全規準判定を行う。

優先物質リスト
の作成
(Sec.6(a))

1) 流通している化学物質または混合物の各製造者または加工
者は、法制定後1年以内に製造または加工の現状を申告する 。

この申告には①物質識別情報、②製造、加工等の立地情報、
③曝露者数・曝露期間、 ④健康安全調査リスト、 ⑤GHS分類そ

の他の物理的、化学的および毒性学的な既存情報、使用分類
区分、取扱量、副生物、曝露関連情報などを含める。

2) 3年ごと、または重要な新規情報があれば直ちに更新する。

製造・加工の現
状申告
(Sec.8(a))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 既存化学物質の一覧表に係る情報収集手段の修正では、化学物質の製造または加工の現状

申告制度を新たに設置して事業者が提出する法定情報に基づいて一覧表を編纂することとす

る。いうならば一覧表は単なる既存化学物質リストにとどまらず、社会で現に取り扱われる

全ての化学物質の事業者、取扱量、使用状況などの一覧表情報だけでなく、それら化学物質

のハザード、曝露、リスクに関連するデータ・情報の充足程度の現状を反映したデータベー

スと連結したものとなる。そしてこれが公衆アクセスの改善のために構築される電子式デー

タベースの主要な入力情報源の一つとなる。 
他方、TSCA 修正法案が作成すべきとする新たな 2 つのリストは、いずれも既存化学物質

のリスク評価制度に関連するカテゴリー分類リストと優先物質リストである。第一のカテゴ

リー分類リストは、EPA が利用できる情報に基づいて法修正後 5 年以内に全ての既存化学物

質をいくつかのカテゴリーに分類して公表するものである。この作業は本来評価が優先され

る化学物質の選定に必要なものであるが、既存化学物質のリスク評価が極端に遅れている現

状に対処するため、TSCA 修正法案では 初にリスク評価を行うべき 19 種の評価対象物質を

特定して優先物質リストに記載し (付表４参照)、法修正後 1 年以内に新たに約 300 種の評価

対象物質を選定してリストを更新することとしている。つまり、 初に優先物質リストに記

載される 19 物質は後述するように既に数多くのリスク評価書が存在する懸念の高い物質で

あり、リスク抑制対策の検討が特に急がれるという判断である。 
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 2) 安全規準判定制度の導入 
 TSCA 修正法案の重点の一つは、化学物質のリスク評価における判定の基礎として統一的

な安全規準 (safety standard) を設定することである。現行 TSCA の判定規準は「不当なリ

スク (unreasonable risk) が存在しないこと」と規定されるだけで、「不当なリスク」とは何

であるかについて明確な定義付けは見当たらない。むしろ 1991 年のアスベストの使用禁止規

則を無効とした連邦控訴審の判決が足枷となり、既存化学物質のリスク評価ひいてはリスク

管理が大幅に立ち遅れる事態を招いた。そしてこのことが TSCA の改善すべき重大な問題点

の一つとされてきた。 
 TSCA の基本管理制度に統一的な安全規準を導入するという政策・目標および安全規準の

設定やその立証責任に関連する TSCA 修正法案の規定は表５に示すとおりである。要するに

これは、社会で取り扱われる全ての化学物質の製造、加工およびその他取扱いが化学物質総

合管理の観点から設定されるリスクベースの安全規準に適合することを社会全体として確保

するということであり、しかも、それを実現する責任分担については事業者が取扱物質の規

準適合性の立証責任を担い、EPA が事業者の規準適合性に関する判定責任を担っている。 
 

表５ 安全規準判定制度の考え方 
 

(A) 長官は安全規準として、化学物質または混合物への複合曝露を

考慮し、意図する全ての使用について以下を確保する。

(i) 公衆の健康に関して脆弱な集団を含め相応の確かさで危害なし。

(ii) 公衆の福祉が保護される。

安全規準
の設定
(Sec.6(b))

1) 化学物質の製造者および加工者は、化学物質が安全規準に適合

することを示す責任を負う。
立証責任
(Sec.6(b))

1) 長官は評価物質に係る既存の法的条件等を考慮して安全規準に

適合するか、追加条件を課す必要があるかなどを判定する。

2) 評価物質の優先物質リストへの収載日から30ヶ月以内（または既

掲載の化学物質はこの法律制定後18ヶ月以内）に評価して公表する。

長官の判
定とその
期限例
(Sec.6(a))

(2) 取引される全ての化学物質について安全規準に適合しているかを
判定する。

目標

(1) 化学物質および混合物への危険な曝露から子供、労働者、消費
者および公衆 を保護し、かつ、環境を保護する。

(3) 取引される全ての化学物質が脆弱で影響される集団および環境を

保護しうるリスクベースの安全規準に適合することを要求する。

政策

(A) 長官は安全規準として、化学物質または混合物への複合曝露を

考慮し、意図する全ての使用について以下を確保する。

(i) 公衆の健康に関して脆弱な集団を含め相応の確かさで危害なし。

(ii) 公衆の福祉が保護される。

安全規準
の設定
(Sec.6(b))

1) 化学物質の製造者および加工者は、化学物質が安全規準に適合

することを示す責任を負う。
立証責任
(Sec.6(b))

1) 長官は評価物質に係る既存の法的条件等を考慮して安全規準に

適合するか、追加条件を課す必要があるかなどを判定する。

2) 評価物質の優先物質リストへの収載日から30ヶ月以内（または既

掲載の化学物質はこの法律制定後18ヶ月以内）に評価して公表する。

長官の判
定とその
期限例
(Sec.6(a))

(2) 取引される全ての化学物質について安全規準に適合しているかを
判定する。

目標

(1) 化学物質および混合物への危険な曝露から子供、労働者、消費
者および公衆 を保護し、かつ、環境を保護する。

(3) 取引される全ての化学物質が脆弱で影響される集団および環境を

保護しうるリスクベースの安全規準に適合することを要求する。

政策

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 なお TSCA 修正法案では、EPA が化学物質の製造または加工の管理状況が安全規準に適合

しているかを評価する際に、事業者は 小データセット (Minimum Data Set: MDS)のデー

タ・情報を提出することが規定されている。ただし MDS の構成内容は、法制定後 1 年以内

に長官が規則により化学物質のハザード、曝露および使用に関する情報を含めて確立するこ

ととしている。 
MDS に類似する既存の制度は、OECD が 1982 年に新規化学物質の評価の基礎として理事

会で決定した上市前 小データセット (Minimum Pre-Marketing Set of Data: MPD) であ

り (OECD, 1982)、また 1979 年に EU の理事会指令 67/548/EEC の新規化学物質の上市前評

価に導入され、その後 REACH 規則に継承された 10 トン~100 トンの新規化学物質に規定さ

れるベースセット (Base Set of Data: BSD)である。そしてさらには、この概念が既存化学物

質の初期リスク評価に拡張的に適用されたのが OECD の国際協調活動である高生産量 
(HPV) 化学物質の初期リスク評価プログラムにおけるスクリーニング情報データセット 
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(Screening Information Data Set: SIDS)である。このようにこの概念は、今や化学物質総合

管理の観点から行われる健康および環境に対する有害影響の初期リスク評価に必須の 小デ

ータセットとして国際的に定着している (星川他, 2007)。それゆえ今後 EPA 長官が MDS を

設定する場合、OECD の SIDS をモデルとするのか、EU の BSD をモデルにして REACH 規

則の方式をとるのか、それとも独自の概念を構築するのかという３つの選択肢が考えられる。 
 
 3）リスク評価に係る基本管理制度の全体的枠組み 
 TSCA 修正法案における化学物質リスク評価の基本は、要するに、事業者の製造または加

工の管理状況がEPAの設定するリスクベースの安全規準に照らして適切であるかどうかにつ

いて、EPA が事業者の評価結果を踏まえて判定するという枠組みである。そこで既存化学物

質、新規化学物質および既存化学物質の新規使用のリスク評価に係る基本管理制度がどのよ

うな手続きで遂行されるようになるのかを示すと図１のようである。 

新規化学物質の製造予定

既存化学物質の新規使用予定

（取扱化学物質の主体的管理・法遵守）

新規化学物質の製造前

（事業者） （U.S.EPA）

申告

図１ TSCA 修正法案の基本管理制度の全体的枠組み 
 

つまり図１に示すように、黒字で示す現行 TSCA と赤字で示す TSCA 修正法案におけるリ

スク評価の枠組みや考え方は大きく変わっている。例えば現行 TSCA で EPA に付与される主

な役割は事業者の管理状況に「不当なリスク」があるかどうかを EPA が判定し、不当なリス

クが認められる場合に事業者に是正措置を要求することであった。しかし、TSCA 修正法案

では既存化学物質、新規化学物質および既存化学物質の新規使用のいずれについても EPA が

予め設定した安全規準に適合していることを事業者が通知し、それを EPA が評価して「実質

的リスク」の有無を判定する方式に変わっている。言い換えると、事業者が安全規準への適

合を自ら証明するという手続きを導入して「不当なリスク」の立証という難題から EPA を開

放している。この手続きは EU の REACH 規則の考え方に呼応しており、かつ、当事者が社

会における化学物質リスク管理の責任を第一義的に担うという化学物質総合管理の基本理念

に則っている。なお、TSCA 修正法案における他の重点の一つである既存化学物質の体系的

安全規準判定規準適合等通知

新規使用の使用前安全規準判定規準適合等通知

一覧表，アクセス可能データベース

全流通化学物質の分類リスト
協同自主評価活動

OECD HPV初期評価

製造の開始 通知 受理

使用の開始 受理

製造加工申告制度

通知

試験実施命令

試験実施命令

リスク管理規則

データ提出

データ提出

（化学物質取扱いのリスク評価・管理）

化学物質の取扱い

個別リスク査定
試験実施命令

データ提出

実質リスク情報通知規定

通知

[Sec.6(a)]

[Sec.5(d)]

[Sec.8(g)]

重要新規使用規則(SNUR)

リスク管理同意命令
[Sec.5(e)]

リスク管理同意命令

[Sec.8(c)]

優先物質リスト安全規準判定

[Sec.5(a)]

情報提出

[Sec.8(a)]

[Sec.6(a)][Sec.6(b)]
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リスク評価の考え方をまとめると表６のようである。つまり体系的リスク評価の目標は、一

部の優先物質だけにリスク評価を行うのでなく、一覧表の記載で明白なように全ての化学物

質についてリスク評価を行うことである。 
 

表６ 既存化学物質のリスク評価の考え方 
 (3) 取引される全ての化学物質について脆弱で影響されやすい集

団および環境を保護しうるリスクベースの安全規準に適合すること
を要求する。

(4) 企業に化学物質の取引での流通を許す条件として、製造、加工
または輸入する化学物質について健康および環境に係る十分な情
報を提供するよう要求する。

政策

1) 長官はこの法律の制定後 12ヶ月以内に、優先物質リストを更新

して収載の正当化を付した300種以上の化学物質を収載する。

2) リストの物質数が常に300種以上になるように定期的に化学物質
を追加し、最後には製造、加工または取引で流通する全ての化学
物質がリストに収載されて安全規準の判定を受けるかまたは規定に

より安全規準判定の要件を免除される。

優先物質リ
ストの更新
(Sec.6(a))

長官は優先物質リストに収載された化学物質等について、既存の
法的条件や規制を考慮して安全規準に適合するかまたは追加条件
を課すれば安全規準に適合できるか、さらには安全規準に適合しな
い意図する使用が必須なものであるかなどを判定する。

長官の判定
の考え方
(Sec.6(b))

(3) 取引される全ての化学物質について脆弱で影響されやすい集

団および環境を保護しうるリスクベースの安全規準に適合すること
を要求する。

(4) 企業に化学物質の取引での流通を許す条件として、製造、加工
または輸入する化学物質について健康および環境に係る十分な情
報を提供するよう要求する。

政策

1) 長官はこの法律の制定後 12ヶ月以内に、優先物質リストを更新

して収載の正当化を付した300種以上の化学物質を収載する。

2) リストの物質数が常に300種以上になるように定期的に化学物質
を追加し、最後には製造、加工または取引で流通する全ての化学
物質がリストに収載されて安全規準の判定を受けるかまたは規定に

より安全規準判定の要件を免除される。

優先物質リ
ストの更新
(Sec.6(a))

長官は優先物質リストに収載された化学物質等について、既存の
法的条件や規制を考慮して安全規準に適合するかまたは追加条件
を課すれば安全規準に適合できるか、さらには安全規準に適合しな
い意図する使用が必須なものであるかなどを判定する。

長官の判定
の考え方
(Sec.6(b))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4）化学物質管理情報への公衆アクセスの改善 
 TSCA 修正法案における化学物質管理情報への公衆アクセスの改善も重点の一つであるが、

表７に示すように主に、① EPA の責務としてアクセス可能な電子式データベースを構築する

ことと② 企業提出情報に対する機密情報保護請求の範囲を限定することで対処されている。 
 

表７ 化学物質管理情報への公衆アクセスの改善 
 

長官は労働者への物質識別情報、安全規準判定、健康安全データなど
の提供に関する規準を策定して推進する。

労働者への開示
(Sec.14(j))

長官はこの法律の制定から1年以内に、化学物質のハザード、使用およ
び曝露に関する情報を保存・共有する電子式のアクセス可能データベー
スを確立する。

アクセス可能
データベースの
確立 (Sec.8(d))

次の種類の情報は保護に適格でなく、機密保護の請求を承認しない。

(A) 健康安全調査、安全規準判定、子供が曝露する消費者製品情報の

化学物質識別情報や混合物構成成分

(B) 長官が作成する安全規準

(C) 特定の条件に該当する化学物質等に関して提出される健康および

安全調査結果

(D) 子供用または子供の曝露が示唆される消費者用成形品に化学物質

の存在を示す情報

企業機密保護請
求に制限設定
(Sec.14(d))

(6) 化学物質の安全性および使用に関する情報への公衆アクセスを最

大化し、公衆および労働者が曝露しうる化学物質のハザードおよび使用
に関する知る権利を保証する。

政策

長官は労働者への物質識別情報、安全規準判定、健康安全データなど
の提供に関する規準を策定して推進する。

労働者への開示
(Sec.14(j))

長官はこの法律の制定から1年以内に、化学物質のハザード、使用およ
び曝露に関する情報を保存・共有する電子式のアクセス可能データベー
スを確立する。

アクセス可能
データベースの
確立 (Sec.8(d))

次の種類の情報は保護に適格でなく、機密保護の請求を承認しない。

(A) 健康安全調査、安全規準判定、子供が曝露する消費者製品情報の

化学物質識別情報や混合物構成成分

(B) 長官が作成する安全規準

(C) 特定の条件に該当する化学物質等に関して提出される健康および

安全調査結果

(D) 子供用または子供の曝露が示唆される消費者用成形品に化学物質

の存在を示す情報

企業機密保護請
求に制限設定
(Sec.14(d))

(6) 化学物質の安全性および使用に関する情報への公衆アクセスを最

大化し、公衆および労働者が曝露しうる化学物質のハザードおよび使用
に関する知る権利を保証する。

政策

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そしてアクセス可能な電子式データベースの構築については、化学物質のハザード、使用

および曝露に関する幅広い管理情報だけでなく、EPA 長官が行った重要な決定や EPA が受

理した重要な情報も収納して公衆に利用可能とすることが明示されている。しかも、企業機
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密情報の限定については企業が保護を請求できない情報の範囲を明確に規定する方策を採っ

ている。 
 なお、企業提出情報に対する機密情報保護請求の範囲の限定は、公衆アクセスの改善に寄

与するだけでなく、より実務的な効用は他の連邦省庁や州政府と相互に共有しうるデータ情

報の範囲の拡大により、次に紹介する化学物質管理に係る他の連邦省庁や州政府、さらには

外国政府との協調活動をより一層円滑になしうるものである。 
 

 5）連邦省庁や州政府等との協調関係の強化 
 現行 TSCA の法目的は化学物質総合管理の概念に則って、国内で取り扱われる化学物質の

健康および環境に対するハザードを一元的かつ包括的に評価し、同時にその化学物質の製造、

加工、使用、廃棄等の全ライフサイクルにわたる人および環境の曝露を見積もって、健康ま

たは環境に対する「不当なリスク」の存在について判定し、必要に応じて一定のリスク削減

措置を講ずることである。そのため、現行 TSCA においても連邦省庁や州政府との協調関係

に係る規定として、省庁間試験実施委員会の設置 (第 4 条) の他、リスク管理段階での他の連

邦法規との関係 (第 9 条)や州の計画 (第 28 条) との関係などが規定されている。しかし

TSCA 修正法案においては、表８に示すように第 2 条の「政策」の（7）項に連邦省庁や州政

府等との協調関係をより一層強化することを掲げ、省庁間試験実施委員会の任務にリスク評

価優先物質の選定に係る業務を追加したり、他省庁が所有する情報の EPA への提供や他省庁

から EPA への試験実施等の要請に係る規定などを新たに設けたりしている。 
 

表８ 連邦省庁や州政府等との協調関係の強化 
 

他の省庁がその省庁の責務や権限の執行で新規の試験実施やモニタ
リング等が必要になった場合、長官に追加情報探索や試験実施等を
要請しうる 。

他省庁からの追加
情報や試験実施の
要請 (Sec.4(f)) 

安全規準に適合しない化学物質について他の省庁が所管する法律で
対処できる場合、長官は他省庁に報告書を提出して実施を要請しうる。
報告書は要請の結果を含めて連邦公報で公表される 。

他の連邦法規との
関係 (Sec.9)

1)各省庁および機関は、所有または管理するデータや記録でこの法律
の施行に有用であるものの概要を長官に定期的に提出する 。

2）長官が安全規準判定を行う際に有用情報を所有することが期待さ

れる省庁に提出を要請しうる。

他の連邦省庁が所
有する情報
(Sec.8(g))

1）優先物質リストへの化学物質の収載や試験実施規則等の公布に当

たって優先的に検討すべき化学物質等について長官に勧告する委員
会を設置する。構成メンバーは10の関係省庁・機関の代表

省庁試験実施委員
会 の設置
(Sec.4(e))

受理した政府がその情報の機密性を維持するため適切な手当てを
講ずることが合意文書で確保された場合、法律の執行のために州、
部族社会または地方自治体の政府の要請により化学物質の製造、
加工等の場所の特定を含めて開示しうる。

州政府その他への
情報の開示
(Sec.14(c))

(7) 連邦省庁や州との相互間ならびに地方自治体、部族社会および外
国政府との協調関係を強化する。

政策

他の省庁がその省庁の責務や権限の執行で新規の試験実施やモニタ
リング等が必要になった場合、長官に追加情報探索や試験実施等を
要請しうる 。

他省庁からの追加
情報や試験実施の
要請 (Sec.4(f)) 

安全規準に適合しない化学物質について他の省庁が所管する法律で
対処できる場合、長官は他省庁に報告書を提出して実施を要請しうる。
報告書は要請の結果を含めて連邦公報で公表される 。

他の連邦法規との
関係 (Sec.9)

1)各省庁および機関は、所有または管理するデータや記録でこの法律
の施行に有用であるものの概要を長官に定期的に提出する 。

2）長官が安全規準判定を行う際に有用情報を所有することが期待さ

れる省庁に提出を要請しうる。

他の連邦省庁が所
有する情報
(Sec.8(g))

1）優先物質リストへの化学物質の収載や試験実施規則等の公布に当

たって優先的に検討すべき化学物質等について長官に勧告する委員
会を設置する。構成メンバーは10の関係省庁・機関の代表

省庁試験実施委員
会 の設置
(Sec.4(e))

受理した政府がその情報の機密性を維持するため適切な手当てを
講ずることが合意文書で確保された場合、法律の執行のために州、
部族社会または地方自治体の政府の要請により化学物質の製造、
加工等の場所の特定を含めて開示しうる。

州政府その他への
情報の開示
(Sec.14(c))

(7) 連邦省庁や州との相互間ならびに地方自治体、部族社会および外
国政府との協調関係を強化する。

政策

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6）現行 TSCA への新規条項の追加 
 現行 TSCA への追加が提案される主な条項は、ラッシュらの修正法案を示すと表９のとお

りで、ローテンバーグの修正法案はこれに関してもほぼ同じである。 
 なお表９の第 32 条は、残留性・生物蓄積性・毒性 (略して PBT) というストックホルム条

約における残留性有機化合物 (POPs) の定義に該当するハザードを有するかどうかを優先評

価物質のハザード評価において一律に評価することを規定する条項で、これは第 2 条の「現

状認識」の（6）項に記述される残留性かつ蓄積性の化学物質の濃度が環境中だけでなく生体

内において悪化しているという事実認識に対する措置であると同時に、米国の場合、この規
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定を追加することによりストックホルム条約などを批准する条件が整うこととなる。 
 また第 33 条の「子供環境健康研究計画」は、内分泌撹乱性物質問題で強く指摘された胎児

の発達段階への有害影響の懸念への対策であり、具体的には胎児や子供の健康と化学物質に

関する外部委託調査や助成制度と科学諮問会議の設置およびバイオモニタリング調査の実施

が掲げられている。これらの制度はいずれも関係省庁との連携で取り組まれるが、それらの 
TSCA への位置付けは TSCA が化学物質総合管理の法律であることの当然の帰結である。 

 
表９ 現行 TSCA への主な新規追加条項 

第 32 条 残留性、生物蓄積性および毒性を有する化学物質等のリスク評価 
① 法制定後 1 年以内に、残留性、生物蓄積性および毒性を有する化学物質等を確定する判断基準を

確立する。そして第 6 条の優先物質リストに収載される化学物質については全て残留性および生

物蓄積性を評価する。 
② 長官はそのような化学物質等に曝露抑制条件を課し、第 6 条の安全規準判定で確定された残留リ

スクに対処する。  
第 33 条 子供環境健康計画 
① 化学物質等に対する子供の脆弱性の理解を深化させるため長官は契約および助成を行い、子供の

健康について長官に対して独立の助言、専門的協議やピアレビューを提供する子供の健康と化学

物質に関する科学諮問会議を設置する。 
② 長官は健康福祉省当局と共同でバイオモニタリング調査を実施し、陽性のバイオモニタリング結

果に関する情報を公開する。 
第 34 条 動物使用試験の実施抑制 
① 長官は既存データの使用、試験のための化学物質の類型化、重複を抑制する産業界のコンソーシ

アムの形成、動物使用を除外または抑制する既存方法の使用および新たな方法やモデルの開発や

確証を促進して化学物質等の試験実施における動物の使用を 小化する。そして立証された試験

方法のリストを公表する。 
② 製造者または加工者が試験実施要件の修正や適用延期について請求することを容認する。 
第 35 条 より安全な代替物およびグリーンな化学と工学 
 既存の化学物質等に対するより安全な代替物の開発について長官が特定の指定、報奨などの市場

誘導策を創設し、より安全な代替物であると判定した物質または製品を認定して報奨するよう要求

する。 
第 36 条 国際活動への協調 
① 長官が電子式共通データベースの開発あるいはより安全な代替物の開発の国際活動に協力し、合

衆国が化学物質および混合物の規制に関して国際合意に署名した場合その実施手続を確立する。 
② ストックホルム (POPs) 条約、残留性有機汚染物質の長距離越境大気汚染に関する(LRTAP 

POPs) 議定書またはPIC条約が適用される化学物質および混合物に対する責務に一致しない方法

で製造、加工、取引での流通、使用、廃棄、またはその他の措置を講ずることを禁止する。 
第 38 条 ホットスポット 
① 長官が有害な化学物質等に不公平に曝露される地域住民に対処するため確定、査定および行動計

画の策定を行うよう要求する。 
② 不公平な曝露を判定する判断基準を確立して、そのホットスポットリストの公表または更新後 1

年以内に、不公平な曝露をもたらす化学物質等が存在する確定された地域に対する行動計画を策

定して公表するよう長官に要求する。 
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３．考察 

（1）TSCA 再承認法が成立する可能性 
 オバマ政権の下で現在審議されている TSCA の抜本的修正を目指した今回の TSCA 修正法案

は採択される可能性が高いと推測されている。その主な理由は①共和党から民主党に政権が変

わったことに加えて、②使い勝手が悪く時代遅れとなっている現行 TSCA を抜本的に修正する

必要があることについて幅広い支持が得られる状況になっていることである。具体的には、①

に関してはローテンバーグ上院議員およびワックスマンらの下院議員が TSCA 修正法案を 初

に提出したのは 2005 年のブッシュ政権下であった。そのときの法案の略称は「子供安全化学物

質法」または「子供、労働者および消費者安全化学物質法 2005」で、内容的には今回の TSCA
修正法案と類似したものであったが審議されなかった。そこで彼らはそれらの法案を 2008 年に

再度提出したがそのときも審議は進展しなかった。また②に関しては、ローテンバーグ上院議

員およびワックスマンらの下院議員が 初に「子供安全化学物質法」などの TSCA 修正法案を

作成した際に利用した資料は GAO が作成した次の２つの報告書で、いずれもローテンバーグ

上院議員らの請求に応えて作成されたものであった。 
 

1) U.S. GAO, 化学物質規制：健康リスクを査定し化学物質評価計画を管理する EPA の 
能力を改善する選択肢. GAO-05-458, 2005.6 (GAO, 2005a) 

 2) U.S. GAO, 化学物質規制：米国、カナダおよび EU のアプローチ, GAO—06-217R,  
2005.11 (GAO, 2005b) 

 
 なかでも資料 1)が指摘する TSCA の問題点は表 10 のとおりで、前述したようにそれらの問

題点は、2006 年 8 月に上院委員会で開催された公聴会での GAO の証言の基礎になっただけで

なく、オバマ政権下の 2009 年 2 月に下院委員会で開催された公聴会での GAO の証言の基礎に

も活用されている。 
 

表 10 GAO が 2005 年に指摘した TSCA の問題点の要点 
① 新規化学物質のリスク評価に係る問題点 

新規化学物質の取引前における EPA の評価は、健康および環境に対するリスクを確定した

ことの確たる保証に欠ける。化学企業は新規化学物質を届け出る前に EPA の評価のため

TSCA により試験を要求されず、そのような試験を企業は一般的には自主的に行わない。 
そのため EPA は、モデルを用いて新規化学物質の毒性を推定するが、モデルの使用は新規

化学物質の取引前にリスクを十分に評価したことを確保しない。しかも EPA は、追加情報を

取得できればモデルの予測能力が改善されることを認識している。 
② 既存化学物質のリスク評価に係る問題点 

EPA は既存化学物質のリスクを定型的に査定しておらず、そのような査定に必要な情報の

取得という難題に直面している。既存化学物質に関して情報を収集する TSCA の権限は、デ

ータ取得の費用と時間がかかる責務を EPA に課しているため評価プロセスを迅速に進められ

ない。それらのことから EPA は、化学企業が高生産量化学物質の基本性状に関する情報を自

主的に提供する HPV チャレンジ計画を 1998 年に設置した。しかしこの計画が健康と環境に

対する化学物質のリスクの判定に十分な情報をもたらすかは明らかでない。 
③ 企業機密情報に係る問題点  

EPA は TSCA に基づき化学企業から受理した情報を公衆と共有する能力に限界がある。

TSCA は企業機密情報の開示を禁止しており、化学会社は多くの提出データに機密保護を請

求している。しかし EPA には多くの請求に異議を申し立てる資源がない。 
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 また、資料 2)により TSCA と類似する法律であるカナダの 1999 年 CEPA (カナダ環境保護法) 
および EU の欧州議会・閣僚理事会において採択の直前にあった REACH (化学物質の登録、評

価、認可および制限) 規則の管理体系と比較することで TSCA の問題点がより明確になってい

る。その報告書が示した既存化学物質や新規化学物質のリスク評価に係る TSCA の問題点の一

例は表 11 のとおりである。 
つまり、TSCA は既存化学物質について体系的なリスク評価を行っておらず、新規化学物質

に一定の基本データの提出を要求していない点で取り残されていることが明白になった。言い

換えると、REACH 規則が採択されれば、米国において TSCA の修正が現実的課題になるのは

政権交代次第であったという状況にあるといえる。 
なお、米国の立法過程における GAO の役割については次の号で再度取り上げる予定である。 

 

表 11 GAO が 2005 年に指摘した米国、カナダおよび EU の規制要件の相違 
規制要件 米国

TSCA
カナダ

CEPA
EU 指令

67/548/EEC 
REACH
規則案 

(1) 既存化学物質に係る規制要件 
1) 化学企業は物理化学性状の基本データの作

成を要求されるか？ 
NO NO NO YES 

2) 化学企業は健康および生態影響の基本デー

タの作成を要求されるか？ 
NO NO NO YES 

3)体系的に優先順位付けして評価する要件はあ

るか？ 
NO YES NO YES 

4) 化学企業は使用の著しい変化を当局に通知

することを要求されるか？ 
NO NO YES YES 

5) 当局は有害物質について汚染防止計画を要

求できるか？ 
NO YES NO NO 

(2) 新規化学物質に係る規制要件 
1) 化学企業は物理化学性状の基本データの作

成を要求されるか？ 
NO YES YES YES 

2) 化学企業は健康および生態影響の基本デー

タの作成を要求されるか？ 
NO YES YES YES 

3) 生産量を毎年開示する要件はあるか？ NO NO NO NO 
＊：U.S. GAO, 化学物質規制；米国、カナダおよび EU の取組み, GAO-06-217R, 2005.11 

 

（2）TSCA が取締法的な有害物質規制法でない特徴 
 1）立法政策が目指す方向性の違い 
 TSCA が取締法的な規制法でなく、社会で取り扱われる化学物質の適正なリスク管理を社

会全体として確保する化学物質総合管理の法律であることは、TSCA 修正法案に規定される

「政策」を紹介した際に指摘したが、このことは現行 TSCA の 3 項目の立法政策からも読み

取ることはできる (付表２参照)。つまり、それらは極論すれば、①化学物質等が健康および

環境に与える有害影響について「不当なリスク」を評価し、必要な場合に是正措置を講ずる

新たな権限を設けたことと、②評価に必要な情報を作成する責任は化学物質等の製造・加工

の当事者が担うということで、両者の間には事業者のリスク管理状況について EPA が「不当

なリスク」の有無を判定するという相互関係がある。言い換えれば、特定化学物質の選定の

ためにリスク評価を行い、選定された特定化学物質の取扱事業者に所定の規制措置を義務付

けるという考え方は TSCA には見当たらない。 
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そして TSCA 修正法案においては現行 TSCA の立法政策を継承し、かつ、管理制度に係る

立法政策をさらに具体的な記述に改めて次の 5 項目に拡大した。このことからも TSCA が適

正な化学物質リスク管理を社会全体として確保する基本事項を定める化学物質総合管理の法

律であることがより明白になっている。 
 

1) 化学物質への曝露の有害影響から子供、労働者、消費者および公衆の健康を保護し、かつ、

環境を保護する。 
2) 取引される全ての化学物質が不釣合いに脆弱で影響を受けやすい集団および環境を保護す

るリスクベースの安全規準に適合することを要求する。 
3) 取引する化学物質の流通を製造者および加工者に容認する条件として、製造または加工する

化学物質について健康および環境に係る十分な情報を提供することを要求する。 
4) 公衆および労働者が曝露しうる化学物質のハザードおよび使用に係る知る権利を保証する

ため、化学物質の安全性および使用に関する情報への公衆アクセスを 大化する。 
5) 連邦政府と州政府の相互間ならびに地方自治体、部族社会および外国政府との協調関係を強

化する。 
 
 また、上記の 5 項目を付表２に示した REACH 規則前文の記述主題と対比すると、いずれ

の政策も対応関係を読み取ることができる。REACH 規則も典型的な化学物質総合管理の法

律であり、しかも、関係事業者の責任、透明性の確保や公衆アクセス、取引関係者間の情報

共有、他の法規／組織との協調などは、REACH 前文における記述頻度も高く、これらの事

項が化学物質管理法制の見直し・修正において重要視されるべき管理事項であることを表し

ている。例えば、TSCA 修正法案において強調されている当事者の主体的管理の位置付けは、

REACH 規則においては TSCA 以上に強調されており、前文における主な記述だけでも表 12
に示すように多様かつ具体的である。 

 
表 12 化学物質の製造者・輸入者の責任に関する REACH 規則前文の主な記述 

16. ・・この規則は産業界が当然に予見可能な条件において健康および環境に対し有害影響を及ぼ

さないことを確実にするよう求められる責任と注意を持って物質を製造、輸入もしくは使用ま

たは上市すべきであるとの原則に基づいている。 
18. 物質のリスク管理の責任は、それらの物質を製造、輸入、上市もしくは使用する自然人または

法人であるべきである。・・ 
19. そのため登録に関する規定は、製造者や輸入者に対し製造または輸入する物質に関するデータ

を作成し、それらの物質についてのリスクを評価するためにそれらのデータを利用し、適切な

リスク管理措置を開発し勧告することを求めるべきである。 
26. 物質の製造者および輸入者は、物質の化学物質安全性評価を効果的に実施するために、必要な

場合には新たに試験を実施することにより、その物質に関する情報を入手すべきである。 
29. 成形品の生産者および輸入者は、その成形品に対して責任を負うべきであることから、・・ 
56. 物質のリスク管理に対する製造者または輸入者の責任の一部には、川下使用者または流通業者

のような他の職業人への物質に関する情報の伝達がある。さらに成形品の生産者または輸入者

は、要請に応じて成形品の安全な使用に関する情報を産業上および職業上の使用者ならびに消

費者に対し供給すべきである。・・ 
86. 物質そのもの、調剤または成形品に含まれる物質の製造、上市または使用からの健康および環

境に対する高いレベルの保護を確保するために必要とされる適切なリスク管理措置を特定する

ことは、製造者、輸入者および川下使用者の責任であるべきである。しかしそれが不十分と考

えられる場合やEUの法規が正当化される場合には、適切な制限が定められるべきである。 
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しかも、REACH 前文の 86 項には、TSCA 修正法案の安全規準判定制度における事業者と

当局の責任分担と全く同様な事業者と行政府との役割分担に関する記述が認められる。 
 
2）安全性判定で適用される条件の位置付けの違い 

さらに TSCA 修正法案においては、施行の実働性を高めるために立証が難しい「不当な 
(unreasonable) リスク」の証明を削除して「実質的 (substantial) リスク」の判定に改め、

実質的リスクの判定を基本とする安全規準への適合を当事者の責任に追加した。そして安全

規準に適合していない場合に適用する追加の措置として表 13 に示す条件を規定している。 
 

表 13 安全性判定で事業者に適用される安全規準適合の条件 (6 条(c)) 
 長官が化学物質または混合物について安全規準に適合するために必要であると判定した

場合、以下の条件を課しうる (6条 (c)(2) )。

(A) 次の要件のいずれかを賦課
(i) その物質または混合物の製造、加工または取引での流通の禁止
(ii) 製造、加工または取引で流通するその化学物質等の量の制限

(B) 次の要件のいずれかを賦課
(i) 次のいずれかのためにその化学物質等の製造、加工または取引での流通の禁止

(I) 特定の使用、または(II) 長官が特定した水準を越える濃度での特定の使用
(ii) 次のいずれかのためのその化学物質等の量の制限

(I) 特定の使用、または(II) 長官が特定した水準を越える濃度での特定の使用
(C) その化学物質等またはそれらを含有する成形品に関する使用、流通または廃棄その

他に対する明白かつ適切な警句および指示を表示または添付する要件
(D) その化学物質等の製造者等が製造または加工に使用したプロセスの記録の作成と

保存および規則の要件を確実に遵守するために必要なモニタリングまたは試験実施の
要件

(E)その化学物質等の製造、加工、流通または使用の仕方または方法の禁止等
(F) 産業衛生の階層的管理を反映した職業曝露を抑制する特定の要件
(G) その化学物質等またはそれらを含有する成形品の廃棄の仕方または方法の禁止等
(H) その化学物質等またはそれらを含有する成形品の製造者等が長官の特定したリスク

抑制を達成するためにリスク抑制管理計画を作成する要件

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このような措置は、改正化審法における第一種および第二種の特定化学物質などに対する

規制要件と類似しているが、TSCA の場合には適用の概念が大きく異なる。つまり、個々の

事業者が通知する安全規準適合等の届出内容を判定し、その結果に応じて安全規準に適合す

るために個々の事業者に追加的に適用する要件と位置付けられている。 
 
（3）リスクベースの安全規準判定制度の考え方 
 米国の化学物質管理法制でも EU の化学物質管理法制でも、それらの管理の基本は従来からリス

クをベースとするものである。そのことは TSCA や REACH 規則に限られるものではない。とりわ

け化学物質管理に関しては、OECD が 1970 年代後半に化学物質総合管理の概念を確立して加盟国

に勧告したことにより、当事者の責務の範囲や透明性の確保の程度は国によって様々であるにして

も、リスクベースの判断基準に基づく化学物質総合管理は今や世界の標準になっている。 
 今回 TSCA 修正法案に提示されたリスクベースの安全規準判定制度は、現行 TSCA のリスクベー

スの評価制度を改良するものであるが、これらに関して特に注意すべきことは、①事業者が提出す

る安全規準適合通知は個々の事業者について判定されるものであることおよび②リスク評価は個々

の曝露について行われるものであることである。それぞれについて付言すると、①については事業

者が提出する安全規準適合通知はその事業者に固有の製造、加工または使用の条件を前提とするも

ので、他の者と管理の方法が異なれば判定の結果も当然に異なる。また②については、リスク評価

で対象となった用途以外の方法で使用する場合は評価されたことにならない。つまり、これらのこ
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とはリスクベースの判定制度の基本的性格であり、ハザードベースの取締法的な有害物質規制法と

根本的に違うところである。リスクベースの安全規準を新たに設計する場合にはこのような両者の

違いに十分配慮して規制体系を組み立てる必要がある。 
 しかし日本の 2009 年の化審法改正においては、TSCA の修正や REACH 規則の提案の場合と同

様に、2002 年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議 (WSSD)」で合意された実施計画に規定さ

れるリスクベースの長期目標を法律改正の目的に掲げながら、これら２つの点、すなわち個々の事

業者によるリスク評価、個々の曝露ごとのリスク評価というリスクベースの管理の基本的な形を取

り入れていない。その結果、化審法の規制制度だけで「国としてのリスク管理の長期目標を達成し

たとなぜ言えるのか」について国民が納得できる説明は行われておらず、また、リスクベースの判

断基準の導入に不可欠なリスク管理のための現行規制体系の全体的な見直しも全く行われていない。

言い換えれば、この度の化審法改正は従来の改正と同様に、事業者のリスク管理のあり方に関与せ

ず、特定化学物質を指定して所定の規制措置を義務付ける取締法的な有害物質規制法に留まったま

まである (星川他, 2009)。 
 
（4）TSCA 修正法案の重点事項 
 この報文では TSCA 修正法案の立法政策や目標に直接的に関係する重要な制度的事項を中心にし

て本文第 2 項で 5 項目について概要を説明したが、以下においては④連邦省庁や州政府との協調関

係の強化および⑤現行 TSCA への新規条項の追加について若干の考察を追加する。 
 

 1）連邦省庁や州政府との協調関係の強化 
 TSCA 修正法案においては TSCA が化学物質総合管理の中核となる法律であることを明白にす

るため、EPA と他の連邦省庁との協調関係を強化し、また州政府からの情報共有化に関する強い

要望に応えるため、現行 TSCA の欠点を改善する新たないくつかの方策を提示しており、このこ

とは既に指摘したとおりである (表 8 参照)、しかし、TSCA に限らず化学物質総合管理の中核と

なる法律の場合、他の関連省庁との協調関係を明確にする規定は不可欠であり、EU の REACH
規則の前文にも該当するものとして表 14 に示す規定がある。 

 
表 14 REACH 規則前文における他の法規／機関との協調関係の強化に関する記述 

 (14) 本規則は物質やその用途に関する情報を生み出す。本規則により生み出される情報も含め

利用可能な情報は、・・・該当する関係者により使用されるべきである。委員会は関連する委

員会の法令および自主的な方法の見直しおよび作成において、本規則により生み出された情

報がどのように使用されるべきか、そして欧州品質マークの確立の可能性について検討する

必要がある。 
(21) 評価を通して物質について得られる情報は、それらの物質に関係するリスクを管理するた

めにまず利用されるべきであるが、・・・この情報が権限のある当局にとって利用可能であり、

そのような手続きのために彼らが利用できることが保証されるべきである。 
(111) ・・・その結果、EFSA (欧州食品安全機関) または作業中の安全、衛生および健康保護に

係る諮問委員会との協力が必要な場合には、化学物質庁は手続の規則を確立すべきである。も

しそうでなければ、本規則は欧州共同体法規により、EMEA (欧州医薬品局)、EFSA、作業中の

安全、衛生および健康保護に係る諮問委員会に与えられた権限を侵害すべきでない。 
 

TSCA 修正法案および REACH 規則のいずれの場合にも特徴的なことは、他の法規や機関との

連携関係の強化に資する方策であっても、透明性を確保するために個々の方策について明示的な

制度や手続きを規定するということである。 
これに対して日本の先般の化審法改正では、第 47 条に化審法所管省庁からその他省庁への
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一方的な情報通知の義務規定が表 15 に示すように新設された。しかしその規定は、TSCA 修

正法案における連邦省庁間に存在する相補的関係には全く触れておらず、また通知する情報

の活用のあり方についてもいかにあるべきかを全く規定していない。そのため、透明性がい

かに確保されるかだけでなく、情報を授受する複数の省庁による二重のハザード評価やリス

ク評価という非効率性を防止することや、省庁による情報の利用形態の相異というさらに重

要な問題への対処について説明がないままである (星川他, 2009)。 
 

表 15 改正化審法の縦割り法律体系を繕う情報通知義務規定 
第 47 条（通知） 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律に基づいて化

学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、当該化学物質に関する他の法律に

基づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大

臣に対し、当該知見等の内容を通知するものとする。 
 
 2）現行 TSCA への新規条項の追加 
 表９で既に紹介したように TSCA 修正法案には現行 TSCA への 6 件の新規条項が提示され

ている。それら事項に対する EPA の従来の取組みは様々で、例えば、第 33 条 (子供環境健

康計画) と第 35 条 (より安全な代替物およびグリーンな化学と工学) はそれぞれ TSCA の規

定に基づかない活動としてこれまで進められてきた。すなわち子供の環境健康に関しては、

1998年にVCCEP (Voluntary Children’s Chemical Evaluation Program) と称する自主的な

計画を設置して子供の曝露が懸念される 23 種の化学物質について関係事業者の協力で行っ

たリスク評価の結果等を公開しており、またより安全な代替物等に関しては 1990 年環境汚染

防止法の関連活動として 1991 年にグリーンケミストリー計画が設置され、グリーンケミスト

リーの普及を促進するため大統領チャレンジ賞の授与や研究助成事業などの自主活動を行っ

てきた。従って現行 TSCA に第 33 条および第 35 条を追加することはこれらの活動の社会的

重要性を確定する意義がある。 
一方、第 36 条 (国際活動への強調) はストックホルム (POPs) 条約などの批准に必要な法

律の修正を怠ってきたことを解消するものであり、優先評価物質の全てのリスク評価におい

て残留性、生物蓄積性および毒性 (PBT) のハザード評価を行うという第 32 条もこれに関連

する条項と推測される。 
 また、第 34 条 (動物使用試験の実施抑制) は TSCA 再承認法の下で体系的なリスク評価を

実施する場合に動物使用試験の実施頻度が高まることへの対処であると推測されるが、EPA
には新規化学物質の審査のため SAR (Structure-Activity Relationship: 構造活性相関) を活

用したハザード評価の長年の経験があり、 近ではそれをさらに発展させた CTRP 
(Computational Toxicology Research Program: 計算予測毒性研究計画) に精力的に取り組

んでいることおよび高生産量化学物質 (HPV) のハザード情報収集公開計画における動物試

験等の共同実施方式の経験もあり、実際には動物使用試験の実施はかなり抑制されるのでは

ないかと推測される。 
なお第 38 条 (ホットスポット) については、化学物質に不公平に曝露される地域住民に配

慮した規定であると考えるが、大気清浄法の有害汚染物質対策などの一環として対処できる

側面があり、今後の成り行きに注目する必要がある。 

４．まとめ 

 この報文では 2010 年 4 月と 7 月にローテンバーグ上院議員およびラッシュ、ワックスマン

らの下院議員が議会に提出した TSCA 修正法案を概観し、彼らが掲げる修正法案の立法政策や

目標とそれらの具体化のため新たに導入される方策について考察した。その結果明らかにいえ
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ることは、もともと化学物質総合管理の法律として制定された TSCA は使い勝手が悪くかつ科

学技術の進展に後れているため、それらを解消しつつ実効性と透明性を抜本的に改善すること

が修正の主な目的であり、その目指す方向性は EU の新化学物質管理政策である REACH 規則

とほぼ同じで、化学物質総合管理の法律体系をさらに強固にするものである。それゆえ、この

時期における TSCA の修正は、1970 年代後半から 80 年代に OECD が確立して加盟国に勧告

し、その後アジェンダ 21 や SAICM の国際合意を経て化学物質管理の適正化のために世界の標

準的な法制となっている化学物質総合管理法制をさらに進展させるものと位置付けることがで

きる (星川他, 2007)。 
 一方日本では、時代遅れとなった事後処理的な数多の取締法的法規の部分的手直しに終始し、

先般の化審法改正に際して衆参両議院が認識を共有して決議した「化学物質の総合的・統一的

な法制度の検討」という重要課題さえも取り上げる気配がない。アジアの経済連携が益々重要

になった時代にあって表 16 に示す要件を具備する総合管理法制が未整備の主要な国は日本以

外に見当たらない事態に陥っている。こうした事態から脱却するため世界の主要国と化学物質

管理の理念や方法論を共有しうる化学物質総合管理の法制を整備する責任は、個別の規制法を

所管する省庁でなく政府そのものにある。それゆえ政府には事態の緊急性を認識して具体的行

動に早急に取り組むよう切に要望する。 
 

表 16 化学物質総合管理法制が具備すべき 低の要件 
１．化学物質総合管理を中核的に担う包括的な法律を整備する。その法律の必須の要件

は一元的なハザード評価と包括的な初期リスク評価を担うことである。 
２．社会で取り扱われる化学物質のリスク管理は第一義的に当事者の責務である。そし

て総合管理を担う法律は、事業者の管理の妥当性を確認し、適正なリスク管理を社

会全体として達成維持する手続きを定める。 
３．リスク管理が十分でなく追加措置が必要となる場合については、法律に基づき策定

されるリスク評価指針において追加措置のあり方をリスクの性質や強さに対応して

予め設定し公表する。 
４．リスク管理の透明性と関係者の情報共有に資するため、事業者の機密情報およびデ

ータ所有権を保護しつつ、リスクの確認に不可欠な 小限のデータ整備と確認に係

る各種手続きの規定類、さらには市民が化学物質管理情報に広くアクセス可能とな

るデータベースを整備する。 
 
なおこの報文は、日本リスク研究学会第 23 回年次研究発表会および化学生物総合管理学会第

7 回学術総会で口頭発表した内容を修正加筆して作成したものである (日本リスク研究学会, 
2010; 化学生物総合管理学会, 2010)。 
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付表１ 現行 TSCA の第 2 条の記述 

第 2 条 現状認識、政策および意図 
(a) 現状認識 議会は以下のとおり認識する。 
(1) 人および環境は数多くの化学物質および混合物に毎年曝露されている。 
(2) 絶え間なく開発され生産される化学物質の中には、その製造、加工、取引上の流通、使用およ

び廃棄が健康または環境に損傷を与える不当なリスク (unreasonable risk) を示すものがあ

る。 
(3) そのような化学物質および混合物の州間取引の実効的規制は、そのような化学物質および混合

物の州内取引の規制にとっても不可欠である。 
 
(a) 政策 合衆国の政策は以下のとおりである。 
(1) 化学物質および混合物の健康および環境に対する影響に関して適切な (adequate) データが

作成される必要があり、かつ、そのようなデータを作成する責任はその化学物質および混合

物を製造する者または加工する者が担う必要がある。 
(2) 健康または環境に損傷を与える不当なリスクを示す化学物質および混合物を規制したり、差

し迫った危害に係る化学物質および混合物に対して措置を講じたりする適切な権限が存在す

る必要がある。 
(3) 化学物質および混合物にかかわる権限は、化学物質および混合物の技術開発や取引が健康ま

たは環境に損傷を与える不当なリスクを示さないことを確保するこの法律の第一の目的を満

たしつつも、技術開発を過度に妨げたり、不要な経済的障壁を生じたりしない方法で行使さ

れる必要がある。 
 
(c) 議会の意図 
議会の意図は長官がこの法律を公平かつ慎重に運用すること、および長官がこの法律の下で講

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影響を考慮することである。 
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付表２ EU の REACH 規則前文に記述される主題とその頻度 

主題 項番号 計

1. 化学物質の自由な移動の確保 1 1
2. 現行法の問題点分析 9 1
3. 物質に係る要件の加盟国間調和の重要性 2, 3 2
4. 輸出品への無差別適用 3, 7 2
5. 国際合意への協調的対応 4, 6 2
6. 他の法規／組織との関係（侵害禁を含め） 5, 12, 14, 21, 48, 111 6
7. 高懸念物質の代替奨励 12, 73 2
8. ハザード評価の代替手法の開発等 1, 38, 40, 47 4
9. 化粧品、動物試験等に係る指令遵守 13, 37 2
10. 分類・表示の世界調和システムへの対応 109, 112, 113, 114, 115 5
11. 物質、成形品の製造者、輸入者の責任 16, 18, 19, 25, 26, 29, 55, 56, 86 9
12. 川下使用者の責任（免除等を含め） 58, 59, 60, 61, 74, 82, 86 7
13. 中小企業への配慮 8, 18, 39 3
14. 透明性の確保（公衆アクセスを含め） 19, 25, 27, 68, 81, 85, 92, 117, 118 9
15. 詳細な技術指針等の整備 24, 30, 31, 62, 71, 76, 110 7
16. 試験データ等の財産権保護 51, 52, 53 3
17. 取引関係者間の情報共有、情報伝達等 17, 50, 57, 59, 62, 110 6
18. 独立中央機関の設置 15, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 113, 118 
18

19. 加盟国、その他関係者の協力、調整等 88, 89, 93, 103, 104, 105, 116, 119, 120 9
20. 加盟国の責務 116, 119, 120, 121, 122 5
21. 登録（免除等を含め） 19, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 49, 53, 54, 55, 65 
18

22. 評価 20, 21, 63, 64, 66, 67, 68 7
23. 認可（除外等を含め） 22, 32, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83 
15

24. 制限 23, 75, 76, 80, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 13
25. 適用除外 10, 11 2
27. 施行に関連する諸手続 123~131 9

 

 

付表３ 改正化審法の第 1 条（目的）の記述 

第 1 条（目的） この法律は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支

障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造

又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有

する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的と

する。 
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付表４ ラッシュ議員らの TSCA 修正法案第 6 条の優先物質リストに 初に記載される早急措置対象物質の既評価の状況等 

CAS No. 物質名 米国 カナダ EU 国際機関 NGO 日本 
  IRIS MRLs CAES EURATS EHC IARC ITER SIN CHRIP

80-05-7 ビスフェノール A 〇   〇   〇 ☆ △e,m 
50-00-0 ホルムアルデヒド 〇 〇 〇  〇 〇 〇 ☆ △e,m 

110-54-3 n-ヘキサン 〇 〇   〇  〇 ☆ △e 
7440-47-3 六価クロムとその化合物 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆  
7790-98-9 (追) 過塩素酸とその塩 〇 〇     〇  △e 

75-09-2 ジクロロメタン 〇 〇 〇  〇 〇 〇  △e,m 
7 種のフタル酸エステル          

85-68-7 ① フタル酸ブチルベンジル 〇  〇 〇  〇 〇 ☆ △e,m 
84-74-2 ② フタル酸ジブチル 〇 〇 〇 〇 〇  〇 ☆ △e,m 

117-81-7 ③ フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ △e,m 
26761-40-0 ④ フタル酸ジイソデシル    〇     △ 

⑤ フタル酸ジ-n-ヘキシル          
28553-12-0 (追) フタル酸ジイソノニル    〇    ☆  

117-84-0 (追) フタル酸ジ-n-オクチル  〇     〇   
127-18-4 (追) テトラクロロエチレン 〇 〇 〇  〇 〇 〇  △e,m 

79-01-6 トリクロロエチレン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ △e,m 
13674-87-8 リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)  〇   〇  〇   

115-96-8 リン酸トリス(2-クロロエチル)   〇  〇 〇 〇 〇  △e,m 
126-72-7 リン酸トリス(2,3-ジブロモプロピル)      〇 〇   △ 

75-01-4 塩化ビニル 〇 〇   〇 〇 〇  △e,m 
（註）1．物質名に (追) を付した物質は TSCA 修正討議草案（第 33 条）に記載されていなかったもの  2．日本の△e,m：環境省と経産省が初期リスク評価を実施  

△e：環境省が初期リスク評価を実施 △：環境省も経産省も評価せず  3．データベース等の略号の総称：IRIS: Integrated Risk Information System, U.S. EPA 
MRLs: Minimal Risk Levels, ATSDR   CAES: Completed Assessments of Existing Substances, Gov. of Canada   EURATS: European Risk-Assessment  
Tracking System, ECB, JRC   EHC: Environmental Health Criteria, IPCS   IARC: International Agency for Research on Cancer   ITER: International 
Toxicity Estimates for Risk, TERA   SIN: SIN List, ChemSec   CHRIP: Chemical Risk Information Platform, NITE 
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付表５ ラッシュ、ワックスマン下院議員らが提出した TSCA 修正法案 (H.R. 5820) の要点 

＊：各条見出しのカッコ書きは現行見出し  
第 1 条 略称 
「有害化学物質安全法：Toxic Chemicals Safety Act of 2010」という。 
第 2 条 現状認識、政策および目標（現状認識、政策および意図） 
科学の進展および化学物質規制の国際的な変化を反映させて現状認識、政策および目標の現行記述を更新する。 

第 3 条 定義（同じ） 
化学物質、取引で流通、製造、混合物、新規化学物質など 7 件を修正し、有害影響、複合曝露、生物蓄積性など 13 件を追加する。 

第 4 条 化学物質および混合物の 小データセットと試験実施（化学物質および混合物の試験実施） 
① 全ての化学物質と混合物に 小データセット (MDS: Minimum Data Set) の届出を要求するよう修正する。 
② MDS は化学物質の識別情報、物質特性、毒性学的性質、ハザード、曝露および使用に関する情報で構成され、長官が法制定後 1 年以内に

MDS 規則により要件を設定する。 
③ 既存化学物質の MDS は安全規準判定のための優先順位付けの時期および生産量に応じて提出するよう規定し、新規化学物質の MDS は製造

前通知の時に提出を要求する。混合物については長官が安全規準判定のための優先順位付けを行ったものに MDS の提出を要求する。 
④ 長官に試験実施を強制しうる権限を付与する。 
⑤ 他の連邦省庁の権限の行使を支援するため、既存データの共有を長官に請求したりこの条に基づく試験やモニタリングのデータ作成を長官に

要請したりすることを容認する。 
第 5 条 製造および加工の通知（同じ） 
① 新規化学物質または既に安全規準判定が行われた化学物質の新規使用については、提案される使用が重大でない限り製造前の段階で安全規準

の判定を要求するよう修正する。 
② 安全規準判定がまだ行われていない化学物質の新規使用については、その新規使用のための製造開始後 6 ヶ月以内に第 8 条で要求される申告

の提出を要求する。 
③ 現行の実質的新規使用規則 (SNUR) の要件は、その規則が適用される化学物質の安全規準判定が行われるまで維持する。 
④ 新規化学物質または既存化学物質の新規使用のための製造または加工に関しても通知を要求し、通知はそれらの活動の開始後 30 日以内に届

け出る。 
⑤ この条の要件は、第 35 条の下でより安全な代替であると判定されたり、第 39 条に基づき長官が適用除外とする新規化学物質や新規使用には

適用したりしない。 
第 6 条 優先順位付け、安全規準判定およびリスク管理（有害な化学物質および混合物の規制） 
① 優先順位付けの体系を確立し、優先付けされた化学物質および混合物に安全規準の判定を要求するよう修正する。 
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② 長官は 初の優先物質リスト、つまり、安全規準判定が 初に行われる化学物質のリストに 19 種の化学物質を収載し、法制定後 1 年以内に

300 種の化学物質または混合物を記載するリストに拡張するよう要求する。優先物質リストは連邦広報で発行され、安全規準の判定が行われ

るたびに更新する。そして 終的には適用が免除されない化学物質の全てが収載されて安全規準の判定が行われる。なお長官には、このリス

トに混合物を加える自由裁量の権限を付与する。 
③ リストに収載される化学物質および混合物は、それら化学物質および混合物の全ての製造者および加工者が提出するデータを用いて長官が安

全規準の判定を行う対象である。長官は安全規準として、意図される使用の全てについて脆弱な集団を含めて公衆の健康に相応の確かさで危

害なしを確保しかつ公衆の福祉を保護する規準を適用する。なお、この規準は化学物質および混合物への複合曝露を考慮するものとし、長官

は法制定後 18 ヵ月以内に、提出される情報で評価を行うための科学に基づく規準を策定して公表し、それらの基準を 5 年ごとに見直すよう

要求する。 
④ 判定は使用のリストおよびその化学物質または混合物が安全規準への適合を確保するのに必要な使用の条件とともに公衆に利用可能とする。

そして安全規準の判定で賦課されたリスク管理の条件の遵守を 3 年以内で長官が定める期限で要求する。なお、この条の下で条件を賦課して

も安全規準に適合しないと判定された場合には、重要使用の適用免除でない限り、その化学物質または混合物の製造または加工を禁止する。 
⑤ その化学物質または混合物について提案された新規の使用または新規の情報が再評価を要請しない限り、判定は 15 年間有効とする。 
⑥ 長官が安全規準判定の完了期限に適合できなかった場合、新規の製造者または加工者のその化学物質または混合物の上市は禁止され、判定が

公表されない限り、その化学物質または混合物の新規使用のための製造または加工を禁止する。 
⑦ 国家の安全を保護し、経済の著しい崩壊を避け、あるいは代替物が利用できないかまたは代替物に比べて正味の利益が勝る重要かつ必須の使

用を容認する重要使用の適用免除を規定する。これらの適用免除の有効期間は 5 年以内とし、1 回以上の更新を可能にする。 
第 7 条 差し迫った危害（同左） 
差し迫った相当な危険にさらしうる化学物質または混合物から健康または環境を保護するため長官が必要な命令を公布しうるよう修正する。 
第 8 条 情報の報告および保存（同左） 
① 取引で流通している全ての化学物質についてだけでなく、長官が報告の必要を判定した混合物についても環境保護庁 (EPA) に報告するよう

修正する。また製造者および加工者には、彼らの製品のサプライチェイン川下の購入者に成分情報を開示するよう要求する。 
② 長官への報告には化学物質または混合物の物質識別情報、製造、加工、流通の立地データ、既存の健康安全調査、生産量、使用および曝露の

データならびに化学物質または混合物のその他の物理的、化学的および毒性学的な全ての既存情報を含めることとする。そしてこの申告は 3
年ごと、または第 6 条の安全規準への適合の解析に関連する新規の情報があれば直ちに更新するよう要求する。 

③ 化学物質または混合物の製造者または加工者には、その製造または加工を停止した場合に通知を要求する。 
④ この条で提出される情報は、オンラインデータベース、インベントリーおよび分類インベントリーの編纂に使用する。 
第 9 条 他の連邦法との関係（同左） 
① 化学物質または混合物が安全規準に適合しない場合およびその化学物質または混合物に関連するリスクに対処するため他の連邦省庁が所掌

する法律により十分な措置をとりうる場合、長官は他の連邦省庁へ報告書を提出するよう要求する。 
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② その報告書に対する他の連邦省庁の回答に期限を設定する。 
第 10 条 混合物（データの研究、作成、収集、普及および利用） 
① 第 3 条の混合物の定義を修正し、2 成分以上で構成される混合物は、物質特性が同じであればいずれも同じ混合物に分類しうる。 
② 第 8 条を修正し、取引される混合物の数を判定するため制定後 6 年以内に長官が混合物調査を実施するよう要求する。この調査では混合物を

構成する化学物質に起因して物質特性が異なる混合物の数も調査する。 
第 12 条 輸出（同左） 
① 製造者および加工者が長官に提出する輸出通知およびこの法律で試験実施または制限の対象となる化学物質または混合物について長官が輸

入国に提出する輸出通知の予定表を規定する。 
② 事前通報承認 (PIC) 条約の対象となる化学物質はその物質の輸出の前に通知が提供されるため、①と異なる予定表についても規定する。 
第 13 条 輸入（合衆国の関税域内への通関） 
化学物質または混合物の輸入者は、その化学物質または混合物が輸入の前に成形品に組み込まれているか否かにかかわりなく、第 4 条、5 条、

6 条および 8 条の該当する要件の対象となるよう修正する。 
第 14 条 情報の開示（データの開示） 
① 製造者および加工者に機密保護請求の立証と当局の承認を要求し、保護の状態に値しない情報の種類を明確にし、そして規制者の間、州およ

び影響を受ける労働者との機密情報共有を促進するよう修正する。 
② 長官は法制定後 1 年以内に、製造者と加工者、EPA 職員および公衆に注意と説明を提示するため機密保護請求の受理可能な基本を特定する

手引きを公表するよう要求する。 
③ 長官は機密保護請求の受理後 60 日以内に、機密保護指定の代表的事例を再評価し、それぞれの指定を承認するか拒否するかを判定するよう

要求する。そして長官が請求を拒否する場合には情報を公衆に利用可能にして指定を行った者に罰則を賦課し、請求を承認する場合には届出

情報を機密扱いする期間について更新を前提に 長 5 年以内で特定する。 
④ それらの指定の再評価にかかる費用を負担するため、長官に情報保護の指定を行った者に相応の対価を要求することを容認する。 
⑤ 長官は労働者およびその代表との物質識別情報および安全情報の共有について規準を定め促進するよう要求する。 
第 28 条 州の計画（同左） 
州および先住民の技術支援と研修のため長官に助成制度の設置を容認し、州および先住民とデータおよび優先物質を共有するため協調するプ

ロセスの確立を要請する。 
第 29 条 歳出の承認（同左） 
（略） 
現行 TSCA に以下の条項を追加： 
第 32 条 残留性、生物蓄積性および毒性を有する化学物質および混合物のリスク評価 
① 長官に法制定後 1 年以内に、残留性、生物蓄積性および毒性を有する化学物質および混合物を確定する判断基準を確立するよう要求する。そ
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して第 6 条の優先物質リストに収載される化学物質については全て残留性および生物蓄積性を評価する。 
② 長官はそのような化学物質および混合物に曝露抑制条件を賦課し、第 6 条の安全規準判定で確定された残留リスクに対処するよう要求する。 
第 33 条 子供環境健康計画 
① 化学物質および混合物に対する子供の脆弱性の理解を深化させるため長官は契約および助成を行い、この法律に関係する子供の健康について

長官に対して独立の助言、専門的協議やピアレビューを提供する子供の健康と化学物質に関する科学諮問会議を設置するよう要求する。 
② 長官は健康福祉省当局と共同でバイオモニタリング調査を実施し、陽性のバイオモニタリング結果に関する情報を公開するよう要求する。 
第 34 条 動物使用試験の実施抑制 
① 長官は既存データの使用、試験のための化学物質の類型化、重複を抑制する産業界のコンソーシアムの形成、動物使用を除外または抑制する

既存方法の使用および新たな方法やモデルの開発と確証を促進して化学物質または混合物の試験実施における動物の使用を 小化するよう

要求する。そして長官に立証された試験方法のリストを公表するよう要求する 
② 製造者または加工者が試験実施要件の修正や適用延期について請求することを容認する。 
第 35 条 より安全な代替物およびグリーンな化学と工学 
第 35 条では既存の化学物質および混合物に対するより安全な代替物の開発について長官が特定の指定、報奨などの市場誘導策を創設し、より

安全な代替物であると判定した物質または製品を認定して報奨するよう要求する。 
第 36 条 国際活動との協調 
① 長官が電子式共通データベースの開発あるいはより安全な代替物の開発の国際活動に協力し、合衆国が化学物質および混合物の規制に関して

国際合意に署名した場合にその実施の手続を確立するよう要求する。 
② ストックホルム条約、残留性有機汚染物質の長距離越境大気汚染に関する(LRTAP POPs) 議定書または PIC 条約が適用される化学物質およ

び混合物に対する責務に一致しない方法で製造、加工、取引での流通、使用、廃棄、またはその他の措置を講ずることを禁止する。 
第 37 条 データの品質 
第 38 条 ホットスポット 
① 長官が有害な化学物質等に不公平に曝露される地域住民に対処するため確定、査定および行動計画の策定を行うよう要求する。 
② 不公平な曝露を判定する判断基準を確立し、ホットスポットリストの公表または更新後 1 年以内に、不公平な曝露をもたらす化学物質等が存

在する特定された地域に対する行動計画を策定して公表するよう長官に要求する。 
第 39 条 固有性状に基づく化学物質および混合物の適用免除 
第 40 条 この法律の連邦省庁への適用 

出典：“The Toxic Chemicals Safety Act of 2010 (H.R. 5820) Section-by-Section Summary” U.S. House of Representatives, Committee on Energy and Commerce,  
July 22, 2010 
 
 

 


