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有害大気汚染物質の健康リスク評価について



大気環境中の有害物質

• 発がん性を含む多様な有害物質が大気中から検出され、

将来ヒトに健康影響を生じるレベルであるかが注目される.

• 個々の物質によっては、直ちに健康影響が発生するもので
はないものの、長期間曝露することにより健康影響が懸念さ
れる濃度であることが明らかとなってきている。

• 本日は,有害大気汚染物質対策の健康影響について,
①健康リスク評価の考え方

②ベンゼンに対する健康リスク評価

ついて述べる。

http://www.kindai.ac.jp/


リスクアセスメント

• ある化学物質が人に対して、有害性を有するか否
かを明らかにする作業

• 有害性を有するならば、現在或いは将来予想され
る曝露量下における、

• ヒトの健康に対する影響を

確率論的に明らかにしようとする科学的な作業

http://www.kindai.ac.jp/


環境リスク

健康リスク（人の健康）

生態リスク（生態系）

リスク ＝ 有害性 & 曝露量（摂取量）

損失や被害などの望ましくない結果をもたらす可能性／予測値

リスク

（東 賢一 ２００８）

http://www.kindai.ac.jp/


有害大気汚染物質に係る健康影響評価の手法について
注）１）閾値：ある曝露量以下では影響が起こらないとされる値

２）実質安全容量：曝露量から予測される健康影響が十分低く、実質的に安全とみなすことが出来る量、ＶＳＤ
３）最大無毒性量：検出可能な健康への悪影響を起こさない化学物質の最大の量または濃度、例）ＴＤＩ、ＡＤＩ

物理的・化学的性質
データー等

ヒトの生活状況
・食生活
・生活環境

動物実験データー

疫学的データー
（主に労働衛生分野）

有害性の確認（定性的評価）

発がん性、一般毒性の確認

量一反応評価（定量的評価）

曝露量と健康影響との関係を

評価

曝露評価

経気道、経口等からの

有害物質の摂取の有無と
程度についての評価

健康影響評価

実質安全容量（注２）

閾値なし
（注１）

０

０
最大無毒量（注３）

閾値あり
（注１）

http://www.kindai.ac.jp/


発がん性

• 発がん性の有無の区別としては、

１ 疫学的にヒトに対する曝露データと発がんの関係

が十分に明らかにされたもの

２ 動物実験において曝露量と発がんの関係が十分

明らかにされたものを

それぞれ発がん性がある物質とする. 

http://www.kindai.ac.jp/


発がん性がある

おそらく発がん性がある

発がん性があるかもしれない

発がん性を分類できない

おそらく発がん性がない

グループ１

グループ２Ａ

グループ２Ｂ

グループ３

グループ４

国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）による発がん性分類

１０１種

６９種

２４５種

５１６種

１種

出典：IARCホームページ, 2007年5月2日現在

発がん性分類

http://www.kindai.ac.jp/


グループ１

グループ２A
例：クレオソート油、無機鉛化合物、アクリルアミド、紫外線(A,B,C)

鉛化合物、ディーゼル排気ガス、ポリ塩化ビフェニル

グループ２B
例：アセトアルデヒド、スチレン、エチルベンゼン、クロロホルム

パラジクロロベンゼン、耐火セラミック繊維、ナフタレン

グループ３

例：トルエン、キシレン、イソプロパノール、断熱用グラスウール
ロックウール、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ポリエチレン
ポリスチレン、ポリウレタンフォーム、ポリ塩化ビニル

出典：IARCホームページ, 2007年5月2日現在

グループ４

カプロラクタム

例：石綿、たばこの喫煙、受動喫煙、ベンゼン、結晶性シリカ、ラドン
木材粉塵、ベンゾ[a]ピレン、塩化ビニル、Ｘ線、γ線、酒類

http://www.kindai.ac.jp/


化学物質による発がんの機序

出典：環境衛生科学，南江堂 (2006)



発がん物質の種類

遺伝毒性発がん物質

非遺伝毒性発がん性物質

• 一次発がん物質（直接型）：直接DNAに反応
マスタードガス，過酸化水素など

• 二次発がん物質（前駆型）：代謝されて反応性物質を生成

多環芳香族炭化水素，芳香族アミン類，塩化ビニルなど

DNAと直接反応して突然変異を誘発するイニシエーター

DNAと直接反応しない。プロモーターなど。

ポリ塩化ビフェニル類(PCBs)，アルコール飲料，たばこの喫煙

（東賢一2007）

http://www.kindai.ac.jp/


閾値のある物質の定量的評価

• 直接的な遺伝子毒性に基づかないでヒトの健康に
悪影響を与える物質については, 「閾値がある」と考
える。

• 健康への悪影響を起こさない化学物質の最大の濃
度(量)であるTDI(Tolerable Daily Intake；耐用一日
摂取量)を求めて, 健康影響を評価する. 

• TDIは, 従来から閾値のある物質に用いられてきた
ADIと同様の手法で, 最大無毒性量(NOAEL: no 
observed adverse effect level)を不確定係数（安
全係数）で除して算出する

http://www.kindai.ac.jp/


試験動物の半数を致死させる被験物質１回あたりの投与量

極めて強い毒性
強い毒性
中程度の毒性
弱い毒性
事実上無毒
相対的に無毒

１ｍｇ／ｋｇ以下
１～５０ｍｇ／ｋｇ
５０～５００ｍｇ／ｋｇ
０．５～５ｇ／ｋｇ
５～１５ｇ／ｋｇ
１５ｇ／ｋｇ以上

日本毒科学会: 毒科学の基礎と実際, 薬業時報社 (1995) 

経口：LD50

吸入：LC50

ダイオキシン
ニコチン
DDT
塩化ナトリウム
エタノール

急性毒性試験の例：半数致死量

http://www.kindai.ac.jp/


量－反応関係

無毒性量
(NOAEL)

100

50

0
化学物質の曝露量（対数）

最小毒性量
(LOAEL)

動物実験データ

累積%

影響 死亡

ED50 LD50

観察曲線に対する
上側95%信頼限界

http://www.kindai.ac.jp/


耐容一日摂取量
（TDI）

一日許容摂取量
（ADI）

人が一生涯摂取し続けても有害な影響が
生じないと考えられる1日当たりの摂取量

環境基準値，指針値

環境汚染物質 食品添加物，農薬

実質安全量
（VSD）

遺伝毒性発がん物質

NOAEL，LOAEL，不確実係数（種差，個体差など）

http://www.kindai.ac.jp/


閾値のない毒性の定量的な評価

• 遺伝子毒性により発がんを来たす物質については, 閾値がな
いと考える

• 曝露量が小さくなれば発生率も低くなることから、曝露量がゼ
ロでなくても, 予測される健康影響が十分に低い場合, 実質的
に安全とみなす. 

• この値は, 実質安全用量(VSD:Virtually Safe Dose)として, 閾
値のない物質についての安全性を示す値として, リスクマネッ
ジメントの過程において、目標値や基準値として用いられる. 

http://www.kindai.ac.jp/


閾値がないとされた物質のリスクの表示方法

• 量-反応アセスメントと曝露評価の結果を組み合わせた、発
がんリスクの推定値の表示について. 

①量-反応アセスメントの結果から, ユニットリスクとして, 環境濃
度１μg/㎥の化学物質に一生涯曝露されたヒトが受ける生涯リ
スクの増加分を表示する方法. 

②一定リスクに対応した環境濃度を表示する方法. 例えば, 一生
涯で100万人或いは10万人に一人発がんするリスクレベルと
いった形で環境濃度を示す.

③個人又は集団のリスクを表示する方法. ある国で1年間に
○○人の発がんの増加があるといった表現方法

http://www.kindai.ac.jp/


化学物質管理へのリスク概念の導入

１９９２年 ＷＨＯの指針に準じた水道水の水質基準、

リスクレベルとして、１０－５以下（厚生省）

１９９４年 環境基本計画「化学物質の環境リスク対
策」

１９９６年 環境庁中央環境審議会の答申「これからの
有害大気汚染物質対策はリスクアセスメントを行う
のが適当」

１９９７年 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類のＴＤＩ設定（厚生省環境庁）

http://www.kindai.ac.jp/


化学物質管理へのリスクの概念の導入

１９９７年 ベンゼンの大気環境基準の設定
当面生涯ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ１０－５以下（環境庁）

１９９９年 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類のＴＤＩの見直し
生体負荷量の概念の導入（厚生省環境庁）

２０００年～室内空気汚染に係るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ値
（厚生省）

２００２年 ＤＥＰ（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ排気粒子）の健康リスク評価
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸﾄﾞｰｽﾞ法の採用（環境庁）

２００３年 化審法に生涯リスク評価を採用
（厚生労働・通産・環境省）

（内山巌雄2005）

http://www.kindai.ac.jp/


有害性の
確認

用量－反応
評価

曝露評価

リスク評価知見

健康への有害影響データ
曝露に関する実験・現場

用量と反応の関係

高用量から低用量・動物から
人への外挿

現場の測定、環境中の動態、
代謝、分布、曝露量の予測
曝露集団の特性の評価

リスク
の判定

規制手段の開発

リスク管理

規制手段の公衆衛生，
経済・社会・政治的
側面への影響の評価

行政による政策決定
と実施

健康影響評価(リスク評価・リスク分析手法) 

リスクコミュニケーション

（東賢一(2007)､ NAS/NRC (1983）から）

http://www.kindai.ac.jp/


リスクコミュニケーション

定義 個人、集団、組織間でのリスクに関する情報､及
び 意見の相互交換のプロセス

（National Research Council 1989）

目的 利害関係者（企業、従業員、地域住民、消費者、
行政など）の 相互信頼と理解のレベルの向上、リス

クや対策について情報や意見を交換し、リスク低減に
役立てる

（内山巌雄2005から改変）

http://www.kindai.ac.jp/


なぜ リスクコミュニケーションか

従来型

どこまで削減すれば安全か

・・・「閾値がある」という前提

リスク

どの程度のリスクまでを許容できるか

・・・「閾値がない」ものへの対応

http://www.kindai.ac.jp/


リスクコミュニケーションの実際

目的の明確化 ・・・何のためにするのか

対象者の理解 ・・・そもそも相手は誰か

どんな情報が欲しいか

ﾘｽｸ ﾒｯｾｰｼﾞ ・・・どのように情報提供すれば良いか

信頼関係の構築・・・どうすれば良いか

→ 判りやすい資料を用意し、説明会を開催しても、

「ゼロリスク」を求められると困ってしまう。

（織2004、内山2005から）

http://www.kindai.ac.jp/


f. 大気環境からの曝露評価
• 経気道や経口など複数の経路から曝露して起こる
健康影響があることから、

• 食生活や生活環境を考慮した経路別の曝露量
データを使用する. 

• 日本の大気環境については、測定方法の標準化が
重要なため、環境省や地方自治体が測定した環境
濃度データやそれに準じて測定したデータを用いる
ことが多い。

http://www.kindai.ac.jp/


ベンゼンのリスク評価

ベンゼンは, 常温･常圧で無色透明な液体

化学工業製品の合成原料, 溶液, 抽出等広範な用途
がある. ガソリン中にも含まれている

IARC(International Agency for Research on 
Cancer)他により発がん性を有すると分類

わが国の労働環境では, 特定化学物質等障害防止
規則や労働安全衛生法により使用が厳しく制限さ
れている. 

一般環境については、1997年、大気環境基準が設定
された。

http://www.kindai.ac.jp/


有害性の確認

• ベンゼンの骨髄毒性は, ベンゼンそのものでなく, 
その代謝物が原因であり

• , 毒性発現物質としてカテコール, ベンゾキノン, ヒ
ドロキノン等が重要視されている

• 7-12. 肝臓で代謝生成されたフェノール, カテコー
ル, ヒドロキノン等の中間代謝物が骨髄に運ばれ, 
最終的に毒性を発揮する物質に代謝されるので
はないかと考えられている

• 13,14. また, 濃度により代謝経路及び毒性の発
現傾向が変わるという報告がある

http://www.kindai.ac.jp/


発がん性と遺伝子毒性
• ベンゼンと白血病の関係

①トルコにおける製靴工の白血病研究

②米国ミシガン州のDow工場における疫学研究

③米国オハイオ州のPliofilm製造工場における疫
学研究

④Wongの化学工場における疫学研究

これらの研究から, ベンゼンがヒトに白血病を起こすこ
とに関しては十分な疫学的根拠があると考えられる

その他、多発性骨髄腫, リンパ腫, リンパ性白血病, リン
パ組織の腫瘍発生との関連性が報告されている

動物実験では, 腫瘍の発生は造血器以外の多彩な器
官にみられるものの, 骨髄性白血病の発生を示唆
する知見が少ない

http://www.kindai.ac.jp/


遺伝子障害性(変異原性)
細菌や哺乳動物の細胞にベンゼンを直接曝露したテ

ストでは陰性である

小動物にベンゼンを曝露した場合, 骨髄や末梢血の細
胞に染色体異常を起こすことが知られている

ヒトに対しては, 比較的高濃度曝露で染色体異常が観
察されている

これらの研究結果から, 総合的に判断して “遺伝子毒
性がある” と考えられている

http://www.kindai.ac.jp/


量-反応評価(量反応アセスメント)
ベンゼンのヒトへの発がんの標的臓器が造血器であ

ることが過去の労働環境における白血病データ
から明らかである

発がんに関する量反応アセスメントはヒトの疫学研
究のデータを用いて行う

疫学研究としては,Pliofilm製造工場の労働者に関す
る研究が代表で, 知見に対する信頼性からみて, 
この研究を用いるが, 対象となる労働者の曝露
量の推定に確定的なものがなく, 種々の推定が
行われている

http://www.kindai.ac.jp/


低濃度域への外挿に用いる数理モデルについて

ベンゼンで信頼のできるヒトの疫学データが

１ 過去の労働環境でのデータ

２ 個々の曝露の形態がさまざまで, 累積曝露が
同じ程度であっても曝露濃度や期間が異なる

３ 動物実験における制度･均一性と異なるデータ

→ 平均曝露量と相対リスクを用いる数理モデル
を使用する

http://www.kindai.ac.jp/


大気環境濃度からみたリスク

一般環境(247地点､2006年)
年間モニタリング濃度 0.4～2.6μg/㎥、

平均が1.4μg/㎥
（工場・自動車など特定の発生源を除く）

最大値の濃度データと, ユニットリスク4×10-6を用い
て計算すると, 白血病によるリスクは1.1×10-5

この濃度のベンゼンを吸入した場合に, 一生涯で白
血病の発生の増加が10万人に1.1人ということにな
る

http://www.kindai.ac.jp/


ユニットリスク

• 大気環境中に発がん性を有する物質１μg / m3あ
たりの

• 生涯を通じて吸入した場合の、ヒトのがんの発生
確率の増加分を意味する。

• この数値は、種々の仮定のもとに計算された値で
あることに注意する必要がある。

http://www.kindai.ac.jp/


リスクランキング

• 喫煙（全死因） ＞1000
• 喫煙（肺がん） 370
• 喫煙（受動喫煙） 120
• ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ粒子 １４～５

８

• 喫煙（受動喫煙） １２

• ラドン 9.9
• ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 4.1
• ダイオキシン 1.3

• カドミウム 0.87
• ヒ素 0.62
• トルエン 0.31
• ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾌｫｽ 0.29
• ベンゼン 0.16
• メチル水銀 0.12
• キシレン 0.075
• ＤＤＴ類 0.016
• クロルデン 0.009

（蒲生昌志2002）

http://www.kindai.ac.jp/


環境省の取り組み

• 1997年, 専門家の意見などを参考

• 現段階においては、生涯リスクレベル10-5を当面の
目標に, 有害大気汚染物質対策に着手していくこと
が適当

• 3μg/㎥の環境基準を設定

• 現状の環境濃度は, 工場周辺や道路沿道を除く一
般環境中で,概ね目標が達成

• 1997年のベンゼン環境基準新設の効果と考えられ
る. 

http://www.kindai.ac.jp/


一般環境中のベンゼン濃度 (2006(1998)年度)
(μg / m3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
地域分類 測定した 環境基準の 測定した 環境中のベンゼン濃度

地点数 超過地点数 検体数 平均 最小 最大
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
一般環境 247              0 0%            2,964         1.4       0.40      2.6

(174)          (68) (39%)        (2,099)      (3.0) (0.92)     (11 ) 

発生源周辺 86               3    3.5%         1.032         1.8       0.77       4.5
(58)          (22)  (38%)          (696)        (3.2)      (―)      (9.9)

道路沿道 118              10   8.5%         1,416         2.1       0.94      4.0       
(60)            (45) (75%)         (732)        (4.4)      (1.1)     (8.5)

全体 451              13   2.9%         5,412         1.7       0.40      4.5
(292)          (135) (46%)       (3,527)       (3.3)      (―) (11)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
注）月1回以上 1年間,測定した環境省及び地方自治体モニタリング調査結果

上段; 2006年度, 下段( )内; 1998年度 (ベンゼン環境基準の新設は1997年)
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まとめ

１ 大気中の有害化学物質について、リスクアセスメン
トの考え方から、健康リスク評価について概説した。

２ ベンゼンの健康リスク評価の事例と、その後の政
策及び環境評価について概説した。

３ このほか、複数の有害化学物質(重金属)に対する
健康リスク評価の手法開発など、 今後の検討課題
となっている。
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