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要旨：化学物質のリスク評価を実施する上で暴露評価は重要であるが、一般化が困難で

ある。しかし、暴露評価の一部である排出量推計に用いる Emission Scenario Documents

(排出シナリオ文書、ESD) については、いくつかの国や国際的な機関で作成されつつあ

る。そのうち、OECD の ESD について、対象範囲、ライフサイクル、排出先の網羅性およ

び計算式例を解説した。また、我が国の PRTR 制度における排出量算出方法との比較検討

を行なった。我が国で既に作成されているこの算出方法を ESD 作成に活用することで国

際的に貢献できる。 

キーワード：排出シナリオ文書、リスク評価手引書、暴露評価、リスク評価、排出係数

 

Abstract：Exposure assessment is important for the risk assessment of chemicals.

Emission Scenario Document (ESD) is a part of this assessment for estimating

emission. Several ESDs have been developed and authorized in various countries or

international organizations. In this Paper, ESDs of OECD were explained, and their 

scope, coverage of life cycle and environmental media studied. Moreover, comparison 

with the release estimating methods for Japanese PRTR system was performed. An 

international contribution will be possible by utilizing existing estimation 

methods. 

Keywords：ESD, TGD, Exposure assessment, Risk assessment, Emission factor 
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1．はじめに 

ESD (Emission Scenario Documents：排出シナリオ文書) とは、化学物質を取り扱う各種の

工程から、あるいは消費者による使用時に環境中に排出される化学物質の量を推計する方法を

一般化、文書化したもので、暴露評価の第１段階になるものである。ここで暴露とは、化学物

質の直接的な暴露 (吸入、皮膚接触等) により、あるいは化学物質が環境中に排出され、それ

が (または変化した物質が) 大気や食物を通じて、人や生物へ暴露 (摂取) される一連の過程

を指す。 

これまでの化学物質管理は主に化学物質の有害性に基づいている。しかし、実際に化学物質

が人の健康、あるいは環境中の生物に悪影響を及ぼすかどうかは、有害性だけではなく、暴露

量との関係で決まる。そのため、化学物質の「有害性」と「暴露量」を併せた「リスク」とい

う観点から化学物質を評価し、そのリスク評価に応じて適正に管理を行なうことが、世界的な

潮流になるものと考えられる。例えば、2007 年頃に施行が予定されている EU の新化学物質規制

の REACH (化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則) 案では、年間 10 トン以上製造

／輸入する物質については、有害性評価の実施とその結果に応じて用途毎の暴露評価、リスク

評価の実施が要求されている (EC, 2003a)。 

リスク評価を構成する有害性評価と暴露評価のうち、有害性評価は試験方法や評価方法が国

際的に標準化されつつある (戸田, 2003)。すなわち、試験方法については国際的なテストガイ

ドラインが作成され、その一部として動物試験によらない(Q)SAR ((定量的)構造活性相関) な

ど代替法の開発も進められている。また、試験実施機関の国際的な認定制度 (GLP、優良試験所

規範) も整えられており、現在不足している情報も時間とともに整備されていく基盤はある。

また、収集された情報による有害性の分類についても、GHS (化学品の分類および表示に関する

世界調和システム) という国際的な評価方法の統一の動きがある (UN, 2003)。 

一方、暴露評価 (排出、環境分布、人、生物への暴露の一連の過程) については地域性、用

途、取扱方法などにより大きく状況が異なることから一般化が困難となっている。しかし、暴

露評価の第１段階である排出量推計方法は、用途ごとの工程分類等により標準化が可能なこと

から、それを記述した ESD が、OECD、EU、USEPA 等種々の国や国際的な機関で作成されている。 

本報告では、このうち OECD の ESD について概要を紹介するとともに、我が国の PRTR 制度に

おける排出量算出方法との比較検討を行なう。 

 

2. ESD とは 

2.1 定義 

OECD は ESD を「化学物質の水、空気、土壌もしくは固体廃棄物への排出を定量化するため、

排出源、製造工程、移行経路及び使用の状況を示した文書」と定義している (OECD, 2000)。ESD

は、理想的にはライフサイクルの全ての段階を含む。 

 

(1) 製造 (Production)：化学反応、分離、精製等による化学物質の製造段階 

(2) 加工 (Formulation)：化学物質が混合によって製品となる段階。例：塗料、写真フィル

ム製造等 

(3) 産業的使用 (Industrial use)：その物質を含むものが使われるすべての種類のプロセス 

(4) 専門的(または職業的)使用 (Professional use)：同上。ただし、規模が小さい 

(5) 個人使用及び消費 (Private and Consumer use)：家庭で使われるもの 
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(6) 製品/物品の使用期間中 (Service life)：使用中に排出されるもの（1年以上の使用期間

を有するものが対象） 

(7) 再生 (Recovery)：再使用、再資源化の過程 

(8) 廃棄処分 (焼却、埋立)：ライフサイクルの最終段階 

 

なお、ESD は輸送、貯蔵における排出は含まない。 

 

2.2 歴史 (成り立ち) 

ESD は従来 EU 諸国や米国等それぞれの国や地域で開発されてきた。EU のリスク評価のための

手引書 (TGD: Technical Guidance Document on Risk Assessment) にも各種の ESD が含まれて

いる (EC, 2003b)。既にある ESD についての情報は、OECD の化学物質の使用と排出に関するデ

ータベースに集められている。 

OECD 環境暴露評価タスクフォースは、OECD 加盟国の間で化学物質の用途と排出に関する情報

を共有する必要性から、1998 年に OECD において適用可能な ESD の開発可能性に関するパイロッ

トプロジェクトを立ち上げた。その結果、OECD レベルでの ESD は作成可能であり、ESD がより

広く受け入れられることで、OECD 加盟国と産業界による暴露情報収集の重複を減らし、暴露評

価における一貫性と透明性を向上させることになるとの結論が得られた。 

現在、OECD レベルの ESD を開発するための環境暴露評価タスクフォースが活動中であり、各

国が情報の集まる分野について個々に作成を行っている。作成手順を下記に示す。 

 

1) リード国 (作成の際の中心国、lead country) が ESD の作成を事務局に提案 

2) リード国が ESD 草案を作成して OECD 事務局に提出 

3) OECD 事務局が草案を各加盟国に配布 

4) 各加盟国のコメントに従い改訂 

5) 全加盟国合意により承認 

 

3. ESD の位置付け 

EU では、ESD はリスク評価のための手引書である TGD の一部と位置づけられる。EU の新規化

学物質、既存化学物質及び殺生物剤のヒト健康及び環境中生物へのリスク評価は、TGD に則り実

施されている。 

TGD は大きくデータ入力、暴露評価、有害性評価及びリスク評価の４段階に分けられる。この

うち暴露評価はさらに、排出量推計、環境中分布推計及び暴露濃度・摂取量推計に分けられる。

排出量は原理的にはEUにおける取扱総量 (＝生産量＋輸入量－輸出量) と排出係数 (Emission 

factor) の積として推計される。排出係数が現実的な値であるほど、排出量の推計精度も高く

なり、最終的なリスク評価結果もより正確になる。ESD はいくつかの業種について、より現実的

なリスク評価結果を得るための排出係数を提供しているものである。 

OECD の ESD も同様の概念で作成され、内容もほぼ踏襲されている。EU の ESD をベースに新た

に加盟国からの追加情報、コメントを反映し作成されているものも多い。 

なお、TGD に記載されている手順を忠実に再現し、必要な数値を実施者が入力するとリスク評

価まで計算可能なソフトウェアである EUSES (European Union System for the Evaluation of 

Substances) が、無償で提供されている (EC, 2005)。 
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4. OECD の ESD の概要 

4.1 ESD の種類 

OECD の ESD の一覧を表 1 に示す。OECD が既に公開している ESD は 11 種、検討中が 2 種、準

備中が 6種となっている (2005 年 5 月現在)。防汚剤は 2005 年、その他は 2004 年に発行されて

いる (OECD ホームページ)。 

 

表 1 OECD の ESD 一覧 

現状 ESD タイトル リード国※1 

Wood preservatives 木材防腐剤 専門家グル

ープ※2 

Plastic Additives プラスチック添加剤 イギリス 

Water Treatment Chemicals 水処理薬剤 イギリス 

Photographic Industry 写真産業 (フィルム現像) ドイツ 

Rubber Additives ゴム添加剤 ドイツ 

Textile Finishing 繊維・織物 ドイツ 

Leather Processing 皮革加工 ドイツ 

Photoresist Use in Semiconductor 

Manufacturing 

半導体産業で使用される感光剤 (フォト

レジスト) 

アメリカ 

Lubricants and Lubricant Additives 潤滑剤及び潤滑剤添加物 イギリス 

Automotive spray application 自動車再塗装業における吹付け塗装 アメリカ 

Metal finishing 金属表面仕上 イギリス 

公開 

済み 

Antifoulants 防汚剤 (船底塗料) 専門家グル

ープ※2 

Industrial surfactants 工業用界面活性剤 イギリス 検討 

中 Pulp and paper industry パルプ及び製紙産業 カナダ 

Printing industry 印刷産業 － 

Coatings industry 塗装産業 － 

Chemical industry 化学工業 － 

Blending of fragrance oils into consumer 

and commercial products 

香料使用製品 － 

Adhesive formulation 接着剤製造 － 

準備 

中 

Insecticides for stables and manures 畜舎及び肥料用殺虫剤 － 

※1：作成の際の中心国(lead country) 

※2：農薬 (biocide) タスクフォースに設けられた専門家グループ (Expert group) 

 

4.2 ESD のライフサイクル網羅性 

ESD では、通常冒頭にその ESD が適用できる分野と対象用途が示されている。分野は IC 

(Industrial Category、工業カテゴリー)、対象用途は UC (Use Category、用途カテゴリー) で

分類されている。IC と UC を別表 1、2に示す。 

表 2 に、各 ESD がどのライフサイクルを対象にしているかを示す。「2.1 定義」で述べたよう

に、ESD はライフサイクル全体を網羅していることが理想であるが、下記のように実際には網羅

されていない。 

 

(1) 対象化学物質の製造段階での排出量算出式はない。 
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(2) 事業所からの排出 (加工、産業的使用、専門的/職業的使用) については、排出量算出式

がある。 

(3) 個人的使用、使用期間中での排出量算出式が示されている ESD は少ない。すなわち、消

費者暴露については推計することが困難である。 

(4) 廃棄段階についても排出量算出式がほとんどない。 

 

このうち (1) に関しては、対象化学物質そのものの製造段階での排出係数が、TGD では別途 

A-tables として定められており､OECD の ESD でも A-tables を引用していることが多い。 

 

表 2 OECD の ESD で排出量算出式が示されているライフサイクル 

ライフサイクル 

ESD のタイトル IC UC 
製造 加工 産業

的使

用 

専門的/

職 業 的

使用 

個人

使用 

使 用 期

間中 

廃棄

 

木材防腐剤 － － － － ○ ○ ○ ○ － 

プラスチック 

添加剤 

11 7,10,14,20, 

22,25,39,43, 

47,49,52 

－ ○ － － － ○ ○ 

水処理剤 6 

12 

14,39 

14,39,43,0 
－ － ○ － － － － 

写真産業 (現像) 10 42 － ○ － － － － ○ 

ゴム添加剤 11 20,22,49,53 － ○ － － ○ － － 

繊維・織物 13 － － － ○ － － ○ － 

皮革加工 07 10,51 － ○ － － － － － 

半導体産業で使用される

感光剤 (フォトレジスト) 

4 － 
－ － ○ － － － － 

潤滑剤及び潤滑剤添加物 8,9 29,30,35 － ○ － － － ○ － 

自動車再塗装業における

吹付け塗装 

14 － 
－ － ○ ○ － － － 

金属表面仕上 8,14 9,12,17,50,0 － － ○ ○ － － － 

防汚剤 (船底塗料) － － － － － ○ ○ ○ － 

 

 

4.3 各 ESD の適用分野と排出量算出の網羅性 

表 3 に、各 ESD がどの分野 (プロセス) 及び排出先を対象にしているかをライフサイクルご

とに示す。下記に示すように全ての ESD において、排出量算出式は適用分野と排出先を完全に

は網羅していない。 

 

(1) 具体的に検討されている適用分野、適用プロセスはあくまでもデータが集められた項目

のみで、タイトルから予想される全ての分野・プロセスを網羅していない。 

(2) 作業環境への排出について検討されている ESD は、一部のみである。 

(3) 大気、廃水 (下水道) への排出量について多くの ESD で算出式が提案されている。ただ

し、排出量総計の算出式はあるが、排出先が特定されていない例もある。 

(4) まだ一般化が不十分な ESD もある。例えば、「潤滑剤及び潤滑剤添加物」ではイギリスに

おいての数値と注記されている部分がある。 
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表 3 排出量算出式が示されている適用分野と排出先 

排出先 
ESD の 

タイトル 

ライフ 

サイクル 

ESD の適用分野、 

適用プロセス 
作業

環境
大気 廃水 

表層

水 

土

壌 

焼

却

埋

立

産業的使用 施工工程、貯蔵 － ○ ○ ○ － － －

専門的/職業的

使用 

室内使用 

屋外使用 

－ 

－ 

○ 

○ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

○ 

－

－

－

－

個人使用 屋外使用 － ○ － ○ ○ － －

木材防腐剤 

使用期間中 家屋、柵、桟橋など － － ○ ○ ○ － －

加工 取扱時、配合時、成形加工時 － ○ ○ － － － －

使用期間中 充填剤、可塑剤等 － ○ ○ － － － －プラスチック

添加剤 廃棄 廃棄 － ○※1 － － － ○
※1

－

水処理剤 産業的使用 

熱交換器 (循環型) 

熱交換器 (開放型) 

製紙工場 

水泳プール 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

○ 

－ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－

－

－

－

－

－

－

－

写真産業 

(現像) 
加工 

現像所(写真フィルム、X 線フ

ィルム、映画用フィルム) 
－ － ○ － － － －

加工 ゴム製造時 － ○ ○ － ○ － －
ゴム添加剤 

使用期間中 タイヤの磨耗※2 － － － － － － －

加工 

前処理工程、浸漬染色工程、プ

リント繊毛・捺染工程 (繊維用

のり剤、染料、柔軟材、殺菌剤

など) 

－ ○ ○ － － － －
繊維・織物 

使用期間中 ※3 － － － － － － －

皮革加工 加工 
前処理工程、なめし工程、後工

程 
－ － ○ － － － －

容器残留物※4-1 

機器洗浄時※4-2 

施用過剰分※4-3 

現像時除去分※4-4 

ｴｯﾁﾝｸﾞ時除去分※4-5 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

半導体産業で

使用される感

光剤 

(フォトレジス

ト) 

産業的使用 

皮膚暴露 ○ － － － － － －

加工 混合 － ○ ○ － － － －

自動車用※5-1 － － － － － － －

油圧※5-2 － － － － － － －

潤滑剤及び潤

滑剤添加物 使用期間中 

金属加工油 (切削油) － ○ ○ － － ○ ○

余剰吹付け塗料（オーバースプ

レー）、スプレーガンの洗浄、

容器中残留物、サイト毎、機器

洗浄、排気処理 

－ ○ ○ － － ○ ○
自動車再塗装

における吹付

け塗装※6 

産業的使用 

専門的/職業的

使用 

吸入暴露、皮膚暴露 ○ － － － － － －

金属表面仕上 

産業的使用 

専門的/職業的

使用 

めっき工程(電気めっき、無電

解めっきなど)、化成処理工程

など 

－ ○※7 ○ － － － －

専門的/職業的

使用 

個人的使用 

船舶への防汚剤塗布工程 

船舶からの防汚剤除去工程 
－ － ○ ○ ○ － －防汚剤 (船底

塗料) 

使用期間中 船舶停泊時 － － － ○ － － －

※1：全て 0％ 

※2：タイヤの磨耗量、分解生成物の排出量算出 

※3：使用期間中の水系への排出量 
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※4-1：排出量総計の算出式、排出先は廃水、土壌、焼却 

※4-2：排出量総計の算出式、排出先は焼却または埋立 

※4-3：排出量総計の算出式、排出先は主として焼却 

※4-4：排出量総計の推定式、排出先は主として廃水 

※4-5：排出量総計の算出式、排出先は廃水またはリサイクル 

※5-1：排出量総量の算出が行われている、排出先は不明 

※5-2：排出量の算出方法が示されている 

※6：対象は塗料中の不揮発性成分 

※7：排気処理で除去している 

 

4.4 ESD の例 

 例としてプラスチック添加剤の ESD を取り上げ、ライフサイクルのうちプラスチック製品加

工工程と使用期間中における大気への排出量算出式を示す。なお、廃水 (下水道) への排出量

についても同様の算出式である。 

 

(1) 加工工程 

 加工工程における、排出源から大気への排出量算出式を式(1)に示す。 

添加剤使用量排出源における年間の　　　　

係数工程ｉの大気への排出　　　　　　　　　

出量　工程ｉの大気への排　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

   :)(tonnes/yr Q

     :(-) F

:)yr/kg(Elocal

)1(1000100
QFElocal

additive

air,i

air i,

additive
air,iair i, ××=

 

 加工工程は、取り扱い (handling)、配合 (compounding) 及び成形加工 (conversion) の 3

段階に分かれている。添加剤の種類別にそれぞれについて大気への排出係数が示されている。

例えば、成形加工時の添加剤の排出源からの大気への排出量算出式は式(2)となる。 

)-2-(DEHA%025.0F

)-2-(DEHP%005.0F

)(DIDP%001.0F

 :)(tonnes/yr Q

 :(-) F

:)yr/kg(Elocal

)2(1000100
QFElocal

air,conversion

air,conversion

air,conversion

additive

air,conversion

air ,conversion

additive
air,iair ,conversion

エチルヘキシルアジピン酸ジ　　高揮発性、例えば　　　　

エチルヘキシルフタル酸ジ　　中揮発性、例えば　　　　

フタル酸ジイソデシル　　低揮発性、例えば　　　　

ある。排出係数は以下の値で合、射出成形に対する　添加剤が可塑剤の場

添加剤使用量排出源における年間の　　　　　　　

排出係数成形加工時の大気への　　　　　　　　　

排出量成形加工時の大気への　　　　

　　　　　　　　　　　

=

=

=

××=

 

 

(2) 使用期間中 

 プラスチック製品使用期間中の添加剤の大気への排出量算出式を式(3)に示す。 
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用期間　屋外での使用、全使　　　　

用期間　室内での使用、全使　　　　

。係数は以下の値である散による大気への排出　例えば、可塑剤の揮

使用量製品への添加剤の年間　　　　

排出係数使用期間中の大気への　　　　　　　　

への年間排出量期間中の添加剤の大気定常状態における使用　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　　　　

%05.0F

%05.0F

:)(tonnes/yr Qtot

:(%) F
:

(kg/yr) STST_RELEASEtot

)3(1000QtotFSTST_RELEASEtot

air,eservicelif

air,eservicelif

polymer

air,eservicelif

air polymer,

polymerair,eservicelifair  polymer,

=

=

××=

 

 

5. REACH 規則への OECD の ESD の活用 (Matrix Project) 

 ESD の REACH への対応が進められている。従来、リスク評価は国レベルの専門家が実施してお

り、ESD も専門家を対象とした包括的な内容である。しかしながら REACH では、リスク評価の実

施者がサプライチェーンにおける製造者／輸入者、あるいは川下の使用者に移り、その生産・

加工プロセスについて自分でリスク評価を行い、リスク低減策を含む化学物質安全報告書を準

備することが求められている。そのため、ESD をより使いやすくする必要がある。 

 このための作業が OECD において Matrix project として進められている (ドイツ環境省 UBA, 

2004)。この作業は、REACH で要求されている暴露量を推計するための一連の手引書 (マニュア

ルとソフトウェア) を作成することを目的としており、その成果物は REACH Implementation 

Project (RIP) 3.2 「REACH における事業者による化学物質安全性評価実施のための手引書の作

成」に役立つことが期待される。 

 Matrix project は、下記の 3 つのプロジェクトに分かれており、2005 年 10 月に成果が公表

される予定である。 

 

プロジェクト A：適切な ESD を選定するための手引書 

生産者／輸入者、及び使用者が、その化学物質の用途や排出環境経路により、排出量推

計に用いる適切な排出シナリオを選ぶための手引書の策定を目的とする。 

 

プロジェクト B1：産業・用途分類と、ライフサイクル段階・排出経路との関係を示すマトリッ

クス 

産業・用途分類（IC/UC）ごとに、どのライフサイクル段階についての ESD が既に作られ

ているかを、マトリックスの形で明らかにする。これは、プロジェクト A で作成する手

引書において、実施者が適切な排出シナリオを選択するためのガイドとなる。 

 

プロジェクト B2：個別排出シナリオによるマトリックスの補完 

プロジェクト B1 の結果を受けて、今後必要とされる ESD を明らかにし、特定の分野ごとに

ESD に基づいて個別の排出量推計手法を作成する。 

1) 分野ごとのマニュアルの作成：ESD で用いられている仮定、初期設定、計算に必要なデ

ータ及びライフサイクルの各ステージにおける環境への排出量を算出するための計算

方法、結果の解釈等を説明したもの。 

2) 個別ソフトウェアの作成：合意された ESD について、対象とするライフサイクルの各段
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階において、環境運命モデル (EUSES) の入力値となる排出源からの排出量 (廃水、大

気、土壌及び廃棄物) を計算する。 

 

6. OECD の ESD と日本における PRTR 制度との関係 

6.1 PRTR 制度における排出量推計方法 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」における

PRTR (Pollutant Release and Transfer Register、化学物質排出移動量届出) 制度でも、環境

への排出量の推計が行われている。これは、大きく 2つに分かれている。すなわち、1）届出対

象事業者による対象物質の排出量と移動量の算出と、2）国が実施する届出外排出量 (対象事業

者から届け出られた排出量以外の対象化学物質の環境への排出量で、小規模事業者・少量取扱

事業者、非対象業種の事業者、家庭及び自動車等の移動体) の推計である。 

届出対象事業者による排出量算出を支援するための算出方法が提供されている。我が国の

PRTR 排出量算出マニュアルは、各工業会を中心に実務に基づき独自の算出方法をまとめたもの

である。 

(1) PRTR 排出量等算出マニュアル (表 4) 
経済産業省、環境省によるマニュアルで、その中に代表的な工程 11 種類での算出事例が示

されている。 

(2)化学物質排出量等算出マニュアル (表 5) 

中小企業総合事業団 (現、中小企業基盤整備機構)、化学工学会により業種別に 28 種類編

纂されている。 

(3)業界団体が自主的に作成した業種別マニュアル 

 (1)、(2)については、経済産業省、環境省、中小企業基盤整備機構あるいは製品評価技術基

盤機構 (NITE) のホームページから英語版も含め無償でダウンロードできる。また、排出係数

の算出と、それを用いる排出量の算出、報告書の作成ができるソフトウェアも用意されている 

(環境省及び NITE ホームページ)。 

 

表 4 PRTR 排出量等算出マニュアルに排出量算出方法が記載されている工程 

貯蔵工程 反応・混合等工程 機械加工工程 

洗浄工程 塗装工程 印刷工程 

接着工程 めっき工程 染色工程 

殺菌・消毒工程 その他溶剤等使用工程   

 

 

表 5 化学物質排出量等算出マニュアル一覧 

自動車用ケミカル品製造業 粘着テープ製造業 強化プラスチック製造業 

製紙工業 軽金属製品工業 金属熱処理工業 

自動車整備業 溶融亜鉛メッキ工業 電気メッキ工業 

石綿工業 セメントファイアーボード工業 銑鉄鋳物工業 

ダイカスト工業 アルミニウム合金製造業 製缶工業 

バルブ工業 クリーニング業 産業洗浄工業 

住宅製造業 非鉄金属鋳物工業 航空機整備業 

給油所 段ボール工業 鍛造品製造業 

超硬工具工業 研削といし製造業 18 リットル缶製造業 

配電盤工業 塗装工程  
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6.2 ESD と PRTR 制度との比較 

 PRTR 制度での化学物質の環境への排出量推計のうち、事業者による届出に関する算出は、ESD

における製造工程、加工工程、産業的使用及び職業的／専門的使用での排出量算出に相当する。 

PRTR 制度による届出は、事業所内の活動に伴う化学物質の環境への排出と移動の把握を主体

とし､事業所ごとに詳細な工程を把握した上で排出量を算出することが求められている。これに

対して、ESD はライフサイクルを通しての化学物質の環境への排出を把握することを主体として

おり、必ずしも詳細な工程の把握は必要ない。また、PRTR 制度では個々の物質(群)を対象とし

ているが、ESD では主に用途、種類で対象物質が決まっている。 

 排出量推計に関する両者の考え方の比較を表 6に示す。 

 これらの差異は 2つの制度で目的が異なることによる。PRTR 制度においては、対象物質の排

出量算出が目的であり、マニュアルに記載されている方法は、基本的にその業種における PRTR

対象物質の排出量の算出に限定されている。対象物質と同時に対象外物質が使われていても、

その排出量算出は範囲外であり、そもそも対象物質が当該業種で使われていなければ、算出マ

ニュアルは作成されない。それに対して、ESD はその業種がライフサイクルを通じて環境へ及ぼ

す負荷量全体を推計することを目的としている。その業種においてどのような化学物質がどの

ような用途で使用されているかを最初に検討したうえで、用途別に排出量算出式を設定し、主

として物理化学的性状に応じて排出係数を定めることで、全体の負荷量を推計できる形式とし

ている。 

 しかしながら、4.2、4.3 項で述べたように、ライフサイクル全体を把握している ESD は無く、

また、排出量算出式があるのはあくまでもデータが集められた項目のみで、ESD のタイトルから

予想される全ての分野・プロセスを網羅していない。すなわち、現時点では我が国の PRTR 制度

と同様に、大部分の ESD は事業者の当該物質の製造・使用時の排出量算出に留まっている。OECD

ではこの問題点を解決するための取り組みの一つとして、REACH 案への対応という形で Matrix 

Project (5 章参照) が既に始まっている。我が国の PRTR 制度における排出量算出方法を拡充・

発展させることにより、我が国の状況を反映させたライフサイクル全体での負荷量を推計する

方法を提案する意義がある。 

また、排出量推計方法の位置づけについても、違いがある。ESD は暴露評価の一部である排出

量推計を担うものであるが、EU においては ESD で得られた排出量推計値を用いて暴露評価、リ

スク評価を行うオーソライズされた方法とソフトウェアが、それぞれ TGD 及び EUSES として確

立している。さらに現在、国レベルの専門家を対象としてこれらのシステムを広く簡便に使え

るようにするための整備が、Matrix Project 及び REACH の RIP (5 章参照) において検討されて

いる。これに対して我が国においても、PRTR データを活用するソフトウェアが多数開発・公開

されている。それらの一部は例えば NEDO (独立行政法人新エネルギー･産業技術総合開発機構) 

プロジェクト「化学物質のリスク評価およびリスク評価手法の開発」において、人健康及び環

境中生物へのリスク評価に用いられている (NITE ホームページ) が、いずれの方法も国レベル

でオーソライズされた段階には至っていない。我が国で、もし REACH 案に類似した制度を導入

するのであれば、化学物質使用に際しての我が国でのリスクを評価でき、しかも海外からも利

用可能なソフトウェアを用意する必要がある。そのためには、産官学の協力による検討が必要

と考える。 

なお、PRTR 制度の届出外排出量については、業種・規模に関わらず、消費/使用も含めて推計

している。しかし、推計対象物質は限定されており、推計方法も届出排出量からの統計的推計

等によるものが多い。 
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表 6 OECD の ESD と PRTR 制度の排出量推計に関する考え方の比較 

OECD の ESD PRTR 制度、ただし届出排出量 

当該業種の環境負荷量の推定が目的 PRTR 対象物質の排出量算出が目的 

化学物質のライフサイクル全体での排出量推計を基本と

している 

事業所ごとの排出量把握を基本としている 

化学物質の性状、用途により分類し、それぞれに算出方

法を定めている 

個々の化学物質を対象とする 

個々の排出と、地域全体を対象とする 個々の排出を対象とする 

消費／使用期間中も対象とする 一般消費者は対象としない 

対象物質が用途、種類で決まっている 対象物質が個々の物質(群)である（現在 354 物質） 

事業者以外の専門家による使用を前提としているため、

工程の詳細が判らなくても ESD は使用可能 

事業者による算出を前提としているため、工程の詳細な

把握が必要 

業種による限定がない 対象業種、規模が定められている 

EU の ESD を活用して暴露評価、リスク評価を行うオーソ

ライズされた方法（ソフトウェア）が確立している 

PRTR データを活用して暴露評価、リスク評価を行うソフ

トウェアが公開されているが、国レベルでオーソライズ

された段階には至っていない 

 

 

7. まとめ 

本報告では OECD の ESD について概要を紹介した。あわせて我が国の PRTR 制度における排出

量算出方法との比較検討を行なった。検討結果に基づき、提案を以下に述べる。 

世の中に多種多様の化学物質があり、多かれ少なかれ有害性があることから、そのリスクを

把握し、管理・削減することは必要である。また、EU の REACH 規則においては、日本から EU

への輸出についてもリスク管理への対応が求められている。リスク管理の手法として、今後暴

露評価の必要性はますます高まるものと予想される。 

その中で、OECD の排出シナリオ文書 (ESD) を用いた暴露評価は、国際的な標準と位置づけら

れる。従って、ESD 作成に貢献することで我が国の状況を国際標準に反映させることができる。

国際的な責務として、また産業の発展のためにも ESD プログラムに貢献する必要がある。現在

OECD の ESD が作成されている産業／用途は、多くはない。未作成の産業／用途のうち、我が国

の産業にとって重要な分野について、ESD を提案、作成することが望ましい。 

我が国の状況を反映した ESD を効率的に作成するためには、我が国で既に作成されている

PRTR 算出方法の活用が有効と考える。なお、OECD には PRTR の排出量算出方法を検討するタス

クフォースがあり、既存の算出方法の検討、新規方法の開発を行っている。日本の PRTR 算出方

法も既に英語版が作成され、公開されている。 

PRTR の排出量算出方法の活用に際しては、PRTR と ESD の考え方の違いから、以下の点を考慮

する必要がある。 

 

1) PRTR は生産工程、加工工程を主としており、ライフサイクルのこれらの段階での排出量の

算出は ESD へ転用可能と考えられる。ただし、この場合、設定数値の根拠となるデータが

はっきりしている必要がある。また、詳細に工程を把握することが不要となるよう、一般

化する必要がある。 

2) PRTR 制度では推計があまり行われていないライフサイクルのうち使用期間中、廃棄段階に

ついても検討する必要がある。 
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OECD の ESD 作成を実施している環境暴露評価タスクフォースには、我が国も参加しており、

他国が提案している ESD の検討、情報提供等は行われている。新規に作成が望ましい ESD 及び

排出シナリオの根拠となる情報について、産業界からの提言・発信と協力を期待している。 
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別表 1 IC (Industrial Category、工業カテゴリー) 一覧 

No. IC 

1 Agricultural industry 農業産業 

2 Chemical industry (basic chemicals) 化学産業 (基本的化学物質) 

3 Chemical industry (chemicals used in synthesis) 化学産業 (合成において使われる化学

物質) 

4 Electrical/electronic industry 電気/電子産業 

5 Personal/ Domestic 個人使用または家庭内使用 

6 Public domain 公共 

7 Leather processing industry 皮革加工産業 

8 Metal extraction, refining and processing industry 金属抽出、精製及び加工産業 

9 Mineral oil and fuel industry 鉱物油及び燃料産業 

10 Photographic industry 写真産業 

11 Polymers industry 高分子産業 

12 Pulp Paper and board industry 製紙及び合板産業 

13 Textile processing industry  繊維・織物産業 

14 Paints, lacquers and varnishes industry 塗料、ラッカー及びニス産業 

16 Engineering industry: civil and mechanical エンジニアリング産業：土木及び機械 

0 Others その他 

 

 

別表 2 UC (Use Category、用途カテゴリー) 一覧 

No. UC No. UC 

1 Absorbents and Adsorbents 吸収剤、吸着剤 2 Adhesive, binding agents 接着剤 

3 Aerosol propellants  エアゾール噴射体 4 Anti-condensation agents 凝結防止薬剤 

5 
Anti-freezing agents 凍結防止剤 

6
Anti-set-off and 

anti-adhesive agents 

剥離剤 

7 Anti-static agents  帯電防止剤 8 Bleaching agents  漂白剤 

9 
Cleaning/washing agents 

and disinfectants 

洗浄剤、殺菌剤 
10
Colouring agents  着色剤 

11 Complexing agents  錯化剤 12 Conductive agents  伝導性付与剤 

13 
Construction materials 

additives 

建築資材添加物 
14
Corrosion inhibitors  腐食抑制剤 

15 Cosmetics  化粧品 16 Dust binding agents 粉塵吸着剤 

17 Electroplating agents 電気メッキ添加剤 18 Explosives  爆発物 

19 Fertilizers  肥料 20 Fillers フィラー 

21 
Fixing agents 定着剤 

22
Flame retardants and fire 

preventing agents  

難燃剤、防火剤 

23 Flotation agents  浮遊剤(浮上剤) 24 Flux agents for casting 鋳造用フラックス 

25 Foaming agents  発泡剤 26 Food/foodstuff additives 食物/食品添加物 

27 Fuel 燃料 28 Fuel additives 燃料添加剤 

29 
Heat transferring agents 熱交換剤 

30
Hydraulic fluids and 

additives 

作動液及び添加剤 

31 Impregnation agents 飽和剤 32 Insulating materials  絶縁材料 
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33 Intermediates 中間体 34 Laboratory chemicals 分析用薬剤 

35 Lubricants and additives 潤滑油及び添加物 36 Non-agricultural pesticides 非農業用農薬 

37 Odour agents 芳香剤、防臭剤 38 Oxidizing agents 酸化剤 

39 pH-regulating agents pH 調整剤 40 Pesticides 農薬 

41 Pharmaceuticals 医薬 42 Photochemicals 写真薬品 

43 Process regulators プロセス制御剤 44 Reducing agents 還元剤 

45 Reprographic agents 複写関連薬剤 46 Semiconductors 半導体 

47 Softeners 柔軟剤 48 Solvents 溶媒 

49 Stabilizers 安定剤 50 Surface-active agents 界面活性剤 

51 Tanning agents 皮なめし剤 52 Viscosity adjusters 粘性調整剤 

53 Vulcanizing agents 加硫剤 54 Welding and soldering agents 溶接、はんだ付け関連

55 Others その他     
 

 


