
  
  ベイズ統計を用いた種の期待影響割合による確率論的生態

リスク評価法の開発

  誌名 環境科学会誌 = Environmental science
ISSN 09150048
著者名 林,岳彦
発行元 環境科学会
巻/号 22巻3号
掲載ページ p. 204-211
発行年月 2009年5月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



204 環境科学会誌22(3) : 204-211 (2009) 

シンポジウム論文 ベイズ統計を用いた種の期待影響割合による

確率論的生態リスク評価法の開発

林 岳彦*

摘要

本稿では，種の期待影響割合のベイズ統計を用いた算出手法を示した。本手法では，ベ

イズ法に基づく統計モデルを用いマルコフ連鎖モンテカルロ法により環境中濃度分布と

種の感受性分布のパラメータ推定を行い それらのパラメータの事後分布からモンテカル

ロシミュレーションにより種の期待影響割合の中央値および信頼区間の算出を行った。ま

た本手法では生物分類群間での化学物質に対する感受性の違いを考慮したモデルを用

い，生態毒性データに含まれる分類群ごとの種数の偏りを補正した種の感受性分布の推定

手法を示した。本手法は従来の種の期待影響割合の算出法に存在した主要な問題点を解決

するものであり，呉なる化学物質の定量的生態リスク比較やリスクトレードオフ解析にお

ける今後の研究に大きく寄与するものである。

キーワード:確率論的リスク評価，不確実性解析 ベイズ解析，マルコフ連鎖モンテカル

ロ法，穫の感受性分布

1.はじめに

リスク分析とは，不利益が生じる可能性とその

不利益の程度を推測することである。その推測に

おいてはさまざまな不確実な要素が存在しそれら

の不確実性をいかに適切に取り扱うかがリスク分

析の中心的な課題の一つである (Vose20001);東海

20032) ;中西ら 2008a3))0 近年，化学物質のリスク評

価においては，それらの不確実性を定量的に扱うた

めに確率的モデルを用いてリスク評価を行う確率

論的リスク評価の手法が世界的に広まってきてい

る (EUFRAM20064) ;中西ら 2008a3~ 0 確率論的リ

スク評価では，様々な不確実性を分布の形で表現し

統計的手法によりそれらの不確実性の定量的な解

析が行われる。確率論的リスク評価のための手法や

方法論は近年急速に発展中であるがまだ未整備の

部分も多く，さらなる手法の発展と洗練が必要とさ

れている(中西ら 2008a3))。

2.生態リスク評髄における確率論的リスク評価:種

の感受性分布と種の期待影響割合

2.1 種の感受性分布とは

生態リスク評価の分野においては，確率論的リス

2008年10月10日受付， 2009年3f:j 10日受理

ク評価として種の感受性分布を用いた解析が欧米

を中心に受け入れられてきている (OECD19955); 

Posthuma et al. 20026) ; EU Commission 20037) ; 

EUFRAM 20064) ;吉田・中西 2006的。種の感受性

分布とは，生物種の感受性がある統計分布に従うと

いう仮定のもとに様々な種の感受性の違いを分布

の形で表したものである。例えば，無影響濃度(毒

性影響が統計的に検出されない最大の濃度)を種

の感受性を表すデータとして用いた場合には，種

の感受性分布はさまざまな穫の無影響濃度の累積

頻度分布を表すものとして解釈することができ

る (Posthumaet al. 20026 ;吉田・中西 2006め。一

般に，生態リスク評価においては種の感受性分布

における 5パーセンタイルに相当する濃度 (HC5;

狂azardousconcentration 5)を予測無影響濃度とみ

なし， HC5の値と予測環境中濃度を比較することに

より生態リスクの判定が行われる (OECD19955) ; 

EU Commission 20037) ;吉田・中西20068り。

2.2 種の期待影響割合を用いた確率論的リスク解析

近年，生態リスクの確率論的リスク指標として

種の期待影響割合 (EPAF;Expected Potentially 

Affected Fraction)が提唱されている(Aldenberg

et al. 20029) ;中西ら 2008b1O))0 EPAFは，環境中濃

*庖立環境研究所環境リスク研究センタ一生態リスク評価研究室，〒 305-8506茨城県つくば市小野11116-2
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度分布と種の感受性分布の震なり合う部分の菌積

を意味し「化学物質において影響を受けている穏

の割合の期待値」を表す定量的なリスク指標である

(凶 1)。例えば，ある化学物質について種の感受性

分布と東京都における環境濃度分布から計算され

たEPAFの値が0.01であれば，東京都においては

その化学物質によって平均 1%の種が影響を受けて

いると予測される。 EPAFのリスク指標としての主

要な利点としては， EPAFの債に基づき異なる化学

物質のリスクの定量的比較を行うことが可能な点

にある。実際に中西ら (2008b)10)はEPAFをリス

ク指標として用いクロロホルム，鉛および亜鉛のも

たらす生態リスクの定最的な比較を行っている。

2.3 従来の EPAFの算出法における問題点

従来の EPAFの算出法には幾つかの技術的な問

題点が存在した。例えば，中西ら (2008b)10)では

EPAFの最尤推定値のみが示されており，その推定

の不確実性(信頼区間)が示されていないという大

きな問題があった。この問題は，環境中濃度減定

データ中に検出下限値以下の報告データが多く含

まれている場合には，その環境中濃度分布パラメー

タの推定が一般に難しいことに起因している。中西

ら (2008b)10)においては， N aito et aL (2006) 11)の方

法を用い検出下限値以下の報告データを含む全て

の報告データを区間データとして処理することで¥

最尤法の枠組みにより EPAFの計算に必婆な環境

中濃度分布パラメータの推定が行われている。し

かしながら， Naito et al. (2006) 11)の推定手法には

環境中濃度分布パラメータの最尤推定値しか算出

できないという手法上の制限が存在した。 EPAFの

推定における不確実性(信頼区間)は，環境中濃

度分布および種の感受性分布の分布パラメータ推

定に伴う不確実性の大きさに依存する O そのため，

EPAFの推定の不確実性(信頼区向)を計算するた

めは，それらの分布パラメータの最尤推定値だけで

はなくその推定の不確実性についても算出できる

統計手法を用いる必要がある。

頻
度

環境中濃度
分布

対数濃度

穫の 感 受 性
分布

図1 種の期待影響都合の概念図

中西ら (2008b)10)の算出法におけるもう一つの

問題点としては，種の感受性分布の推定の際に用い

る生態、毒性データに含まれる分類群(藻類・甲殻類・

魚類など)ごとの種数の違いを考慮せずに，異なる

化学物質のリスクを比較していることが挙げられ

る。一般に化学物質に対する感受性は分類群間で大

きく異なりうるため，種の感受'生分布の推定の際に

用いるデータに特定の分類群からの生物種が多く

含まれている場合には，含まれる種の割合の違いを

補正した上でリスクの定量化をする必要がある。

2.4 本研究の自的

本研究の罰的は， EPAFをリスク指標とした確率

論的生態リスク解析のためのリスク解析手法を開

発することにある。具体的な目的として，第一に

環境中濃度分布と種の感受性分布のパラメータ推

定における不確実性を定量的に解析し EPAFの領

をその推定の不確実性(信頼区間)と共に算出する

ことのできる解析手法を開発することを目的とし

た。第二に，分類群による感受性の違いを考慮した

モデルを用い，種の感受性分布の推定の際に用いる

生態毒性データに含まれる分類群ごとの種数の係

りを補正できる解析手法の開発を呂的とした。本研

究では解析事例としてクロロホルムの東京都にお

ける EPAFの計算結果を示した。

3.モデルと方法

3.1 本手法における EPAF算出法の概要

本研究では，ベイズj去に基づく統計モデルを作成

し，マルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC法)に

より環境中濃度分布と種の感受性分布のパラメー

タ推定を行った。さらに，それらのパラメータの事

後分布からモンテカルロシミュレーション (Vose
20000 ;中西ら 2008a3)) により EPAFの値および

その推定における信頼区間の算出を行った(図 2)0

種の期待影響割合(EPAF)

図2本研究における EPAF算出法の概要
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ベイズ統計およびMCMCy去の一般的な解説につい

ては渡部 (1999)12)， Gelman et al. (2004) 13)，伊庭

ら (2005)14)，中妻 (2007)15)を参照されたい。

3.2 謹の感受性分布のベイズ統計モデル

本研究では，以下の二つの統計モデルを用いて種

の感受性分布の解析を行ったO

3.2.1 モデル 1

モデル lでは，従来の解析法と同様に「化学物質

に対する感受性に分類群聞で差がない」と仮定し全

ての生態毒性データを等しく取り扱い解析を行っ

た。分類群tの種jの無影響濃度の常用対数値Xjjは，

次の確率分布に従う。

Xij-N(θ，(72) (1) 

ここでOとσ2は種の感受性(無影響濃度)の常用

対数値の平均と分散，N(B，(J2)はそれらのパラメータ

で規定される正規分布を表している。これらのパラ

メータに対しては事前の情報は殆ど存在しないた

め， 。の事前分布については平均 0，分散 106の正

規分布を，1/σ2の事前分布については形状パラメー

タ，スケールパラメータがともに 0.001のガンマ分

布を与えた。これらの超事前分布は平坦な分布型を

持ち，実質上の無情報分布である。

3.2.2 モデル 2

モデル2では，分類群毎で感受性の平均値につい

ては差があるが，感受性の分散は各分類群間で向ー

であると仮定した統計モデルを用い種の感受性分

布の解析を行った。分類群 iの種jの無影響濃度の

常用対数値Xijは，次の確率分布に従う。

Xjj -N(θ¥，(72) (2) 

ここで B;は分類群 tに含まれる種の感受性(無影

響濃度)の常用対数値の平均値を， σ2はその分散

を表す。それぞれの生物種は 3つのカテゴリーの分

類群に大きく分かれると仮定し藻類・水生植物は

i = I.甲殻類・その他無脊椎動物は i= II，魚類・

その他脊椎動物は i口 IIIのカテゴリーに含まれる

とした。事前分布についてはモデル lと同様に定

義した。

一般に，種の感受性の分散 σ2についても分類群

カテゴリー伺で呉なる場合があることが知られて

いる (Posthumaet al. 20026))。そのため，感受性

の分散σ2についても各分類群聞で異なると仮定す

ることが妥当な場合もあるかもしれない。しかし

ながら，そのようなモデルはしばしばパラメータ

の数が多すぎるため却ってモデル選択の観点から

林

は劣ったモデルと判断されることが多く (Hayashi

and Kashiwagi，未発表)，本稿においてはそのよう

なモデルは用いなかった。

3.2.3 範囲データの処理

無影響濃度が「ある濃度より小さいJ(毒性試験

における最低濃度区においても影響が見られる場

合に相当)や， Iある濃度より大きいJ(毒性試験

における最高濃度区においても影響が見られない

場合に相当)という範閤データとして報告されて

いる場合については， WinBUGSにおいて範囲デー

タを扱うためのオプシヨンコードである 1(loweろ

1ψμけを利用することにより，それらのデータ

についても通常のデータと同様に解析の際に利用

した。羽TinBUGSにおける 1(10ωe行，upperj)の一般

的な用法については Spiegelhalteret al. 200317)の

“Censoring and truncation"の項に，その具体的な

使用法と関数1(lowerj，upμゆが実行する実際の数

億計算のアルゴリズムについては Qianet al. 200418) 

に記述がある。

3.2.4 異なる分類群の分布の合成

モデル 2では各分類群毎に異なる感受性の分布が

得られるので，分類群ごとの種数の偏りを補正し

た生物穏全体での感受性分布を評価したい場合に

は各分類群ごとに得られた種の感受性分布を合成

する必要がある O 本研究では， 3つのそれぞれの分

類群カテゴリーの感受性分布 (NCθb ぴう，NCB1bめ，

NCBll/， cr2))からそれぞれ1000個の無影響濃度の値を

サンプリングし結果的に得られた 3000個の無影

響濃度の数値の分布を「補正後の種の感受性分布j

とした。この方法では，無影響濃度の値を各分類群

カテゴリーから向じ数だけサンプリングすること

により，種の感受性分布に含まれる種の分類群の偏

りの補正が行われている。

3.3 環境中濃度分布の措盾ベイズモデル

本研究では，林と柏木 (2009)19)が開発した階層

ベイズモデルを用いて環境中濃度データの解析を

行った。各地点における環境中濃度の対数値は正規

分布に従うと仮定し，地点hにおける l回目の測定

濃度の常用対数億五lを，次の統計モデルにより記

述した。

九-N(μJJ) (3) 

ん -N(μ柳，rL67) (4) 

l/T; -Gamma(αhyTer，sJ伸，) (5) 

ここで仇と τJは地点 hにおける常用対数濃度
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の平均値と分散を表している。式 (4) は，各地

点における平均値んはより高次のレベル(便宜

的に「領域レベル」と呼ぶ)においてまた正規

分布 N(μhXμr，τ2hypeのに従うことを示しており，

μhyperと τ2hyperは地点レベルでの常用対数濃

度の平均値仙の分布の平均と分散を表す超パラ

メータである。式 (5) は各地点における常用対

数濃度の精度(1/T k2) はガンマ分布に従うことを

表しており， 日 hyper，s hyperは精度の分布の形

状とスケールを表す超パラメータである。濃度測

定データが検出下限値以下として報告されている

場合には， WinBUGSのオプションコードである

l(loωerj，ゅμr)を用いてそのデータを区間データに

変換し解析を行った。本階層ベイズモデルのさらな

る詳細については，林と柏木 (2009)19)を別途参照

されたい。

3.4 EPAFの計算

EPAFは環境中濃度分布と種の感受性分布の重

なり合う部分の面積として計算することができる

(Aldenberg et al. 20029) ;中西ら 2008blO))。本研究

では両者の分布が対数正規分布に従うと仮定し，次

の式を用いてEPAFの値の計算を行った(Aldenberg

et al. 20029))。

EPAF口 φ[凡 r θ)j(何万言)] (6) 

ここでφは標準累積正規分布を表している。式 (6)
はモデル lにおける計算例を示しており，モデル

2を用いた場合にはそれぞれの分類群ごとの EPAF

をそれぞれ対応するパラメータ(B [0 B lJ' Bm) を

用いて計算を行った。また，それぞれの分類群から

得られた EPAFの値の算術平均値を，補正された

種の感受性分布における EPAFの値とした。

3.5 MCMC法による事後分布の推定と信頼塁間の

計算

パラメータの事後分布の算出は，フリーソフトで

ある WinBUGS(Lunn et al. 200016)) を使い

MCMC法を用いて行われた。 MCMCシミュレー

ションにおいては，各パラメータについて 5000個

の事後分布のサンプルを得た。収束判定については

Ga!man and Rubin (1992)初)の方法に基づき行い，

MCMCシミュレーションの収束の度合いを示す指

標であるRの値を調べたところ，全てのパラメータ

について十分に収束していると判断できる範間(1.0

~ 1.1)にRの値が収まったため，事後分布は収束

しているものと判断した。

種の感受性分布や EPAFの信頼区間の計算におい

ては， MCMCシミュレーションから得られた 5000

組のパラメータからモンテカルロシミュレーション

(Vose 20001) ;中西ら 2008a3)) により 5000憶の種の

感受性分布およびEPAFの値を算出し，それらの

5000通りの結果がとりうる債の範囲を求めること

により信頼区間の計算を行った。

3.7 ク口口ホルムのデータ

本研究においては解析の例示のため，東京都環

境局がまとめた 20012005年度の東京都内の公共用

水域内における河川中クロロホルム濃度測定データ

を用いて解析を行った(これらのデータは東京都環

境局ホームページhttp://www.kankyo.metro.tokyo.

jp/内から入手可能である)。これらの測定は東京

都内の河川 31地点において行われており，全 198

回の測定値が報告されている。会 198図のうち 114

回の測定において不検出と報告されており，殆どの

場合において検出限界値は 0.2μg/Lであった。

クロロホルムの生態毒性データについては毒性試

験データとして慢性毒性試験から得られた無影響濃

度(またはそれに相当する濃度)を採用した。具体

的な債については中西ら (2008b)10)の表VlI.l4の

シナリオ B(信頼性に注窓が必要なものも含んだ

データも解析に用いるシナリオ)のものを使用し

た。但し無影響濃度が IXμg/Lより大きい」と報

告されているデータに関しては， WinBUGSにおい

て範囲データを扱うためのオプションコードであ

るI(loweろuppe乃)を用いて濃度範翻を示すデータ

に変換して解析を行った。その際，濃度範閣を示す

10ωE行の1i!i:としては !OglO(X)，uppeηの{直としては

十分に大きい値として 10(= !Og1O(l010日を用いた。

同一種について複数の無影響濃度が存在する場合に

は，中西ら (2008b)10)と問様にそれらの無影響濃

度の幾何平均値をその種の無影響濃度として用い

た。それらの無影響濃度データの分類群カテゴリー

ごとの種数は，渓類・その他水生植物 6種，甲殻

類・その他無脊椎動物3稜，魚類・その他脊椎動物

10種であり，魚類・その他脊椎動物のデータが多

く甲殻類類・その他無脊椎動物のデータが少ないと

いう分類群ごとの種数の偏りが見られた。尚，本稿

のg的は各物質の毒性評価・リスク評価自体ではな

く，その解析手法について示すことであるため，生

態毒性試験の信頼性評価や実際の生態リスク評価の

文脈におけるデータの解釈についての議論は中西ら

(2008b) 10)を直接参照されたい。

4.結果

4.1 種の感受性分布の解析結果

MCMCシミュレーションによる種の感受性分布

のパラメータ推定結果を表 lに示す。まず，モデル
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2の結果からは分類群カテゴリ一向での感受性の平

均億 (e[0 e [[0 θ[[[) には大きな差があり，特に

分類群カテゴリー III(魚類・その他脊椎動物)の

感受性は特に高い(無影響濃度が特に低い)ことが

示された。また，モデル 2ではモデル lより標準備

差σの値が小さいことが示唆された。これは，モ

デル 2では穫の感受性におけるぱらつきの一部が

分類群カテゴリ一間での平均的な感受性の差 (e[0 

e [[0 e [[[の差)によっても説明されているためで

ある。モデル lとモデル 2のDevianceinformation 

Criterion (DIC) (Gelman et al. 200413)) を比較する

とモデル 2のDICのほうが小さい債を示しており，

これは情報量基準の観点からはモデル 2のほうが優

れたモデルであることを反映している。

MCMCシミュレーションから得られたパラメー

タの中央推定僚に基づく種の感受性分布を図 3に示

す。モデル lから得られた穫の感受性分布と，モデ

ル2から得られた補正後の種の感受性分布を比較す

ると，モデル lから得られた稜の感受性分布のほう

が若子高い感受性(低い無影響濃度)を示している。

これは，モデル lにおいては，生態毒性データに含

まれる生物種が魚類・その他脊椎動物(分類群カテ

ゴリー III) に偏っているが，その係りの補正が行

われていないためにそれらの分類群カテゴリーの

感受性の高さに分布の推定結果全体が引きずられ

ていることを示している。

図4は，モデル lから得られる補正前の穫の感受

性分布とモデル 2から得られる補正後の種の感受性

分布をその 90%信頼区間と共に示したものである。

それらの分布の 5パーセンタイル (HC5) の推定値を

比較すると，モデル lではその中央値が3.81μg/L

(常用対数値は 0.58，以下同じに 90%信頼区間が

0.10-44.77μg/L (…ト1.65) であるのに対し，モデ

ル2の補正後の分布ではその中央値が 11.40μg/L

(1.06)， 90 %信頼区聞が 0.83-67.27μg/L(-0.08一

表 1 種の感受性分布のパラメータ推定結果

モデル 。 DICl 
l 

σ 

3.99 2.09 78.50 

(2.98，5.02) (1.49，3.13) 

モデル 。f 。1I 。III σ DIC 

2 5.72 5.13 2.60 1.43 67.06 

(4.50ユ09) (3.40，6.90) 0.64，3.56) (1.00，2.23) 

lDeviance Information Criterion。各パラメータの債は中央伎

および9596信頼区間を示す。各パラメータのスケールは常用

対数である(単位はμg/L)。

林

1.83)であった。これらの値は，常用対数値を用い

ない場合にはモデル 2から得られた HC5の信頼区

間の方が広いことを示している O しかしながら，こ

れはモデル 2の予測の方が精度が低いことを必ずし

も示しているわけで、はなく，常用対数スケールで見

た場合には HC5の周辺の低濃度の領域ではモデル

lよりもモデル 2の種の感受性分布の方が信頼毘間

の幅が狭く(図 4)，モデル 2からの予測の精度の

方が高い。
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図3 種の感受性分布

1， 11， 111はそれぞれ分類カテコリーし 11，111に

おける種の感受性分布を示す。“補正後"は分類

群ごとの種数の備りを補正した後の種の感受性

分布を示す。丸は中央値，エラーパーは 5パー

センタイルから 95パ センタイルの区間を表す。
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図4 補正前と補正後の種の感受性分布の比較

a.モデル 1から推定される種の感受性分布。 b.

モデル2から推定される補正後の穫の感受性分

布。実線は中央値，波線は 90t1も信頼区間を示す。
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4.2 環境中濃度分布の解析結果

本稿における EPAFの計算では，環境中濃度を

示すパラメータとして，領域レベルでのパラメータ

である O柳町およびσhyperのみを用いるため(式 6)， 

ここではそれらの領域レベルでのパラメータに対

する推定結果を示す。まず¥ e h開 erの事後分布の中

央値は 0.11μg/L，90%信頼区間は 0.063-0.16μg/L

であった。 σhy伊 rの事後分布の中央値は 0.43，90% 

信頼区間は 0.29-0.69であった。

4.3 EPAFの算出結果

EPAFの推定値とその 90%信頼区間を圏 5に示

す。モデル lでは EPAFの中央値は 0.0098，90% 

ペイジアン信頼区間は 0.00087…0.053であった。モ

デル 2の補正後の穏の感受性分布から得られる

EPAFでは中央値は 0.003，90%ベイジアン信頼区

聞は 0.00019-0.023であった。この 0.0098および

0.003という数値は，東京都においてクロロホルム

によって影響を受ける種の割合は平均して 1%程度

および0.3%程度であることを示唆するものである。

モデル lの方が EPAFの億が大きいのはデータ中

に魚類・その他脊椎動物の穏数が多いことに起因す

るバイアスによるものである O また， 90%信頼医聞

の上限値と下限値を比べると 2桁ほどの値の違いが

存在し推定の際の不確実性も大きいことが定量的

に示された。

分類群カテゴリー毎に算出した EPAFを比較す

ると分類群カテゴリー Iと分類群カテゴリ -II

においてその推定に非常に大きい不確実性が見ら

れた(図 5)。これはそれらのカテゴリーに含まれ

る生態毒性データが少ないことと， EPAFの値がよ

り推定の不確実性が大きい分布の裾の部分の値か

ら計算されることに起因する O 但し，それらの不確

〈EL4 
w 
、ち幽6

g) -8 

モデル 1|I 11 III 補正後|

モデル2

図5 EPAFの推測値の分布

1， II， IIIはそれぞれ分類カテゴリ-1， II， 

IIIにおける穫の感受性分布を示す。“補正後"

は分類群の煽りを補正した後の種の感受性分

布を示す。丸は中央値，エラーパーは 90%

信頼臣曜を表す。

実性は対数スケールで見た場合には大きいものの，

実際の数値を見る限りはその不確実性はゼロに近

い範囲 (10-3から 10-9) におけるものであり，実

賀上はそれらの分類群カテゴリーの種に対するリ

スクは非常に少ないことを示す結巣として解釈可

能であると考えられる。

5.議論

本研究ではベイズ統計に基づく EPAFの算出手

法を示した。本手法の第一の利点は，環境中濃度分

布と穫の感受性分布のパラメータ推定における不

確実性を定量的に解析し， EPAFの債をその推定の

信頼区間と共に算出できる点にある O 特に， Naito 

et al. (2006)]])の最尤法に基づく手法とは異なり，

本手法では MCMC法を用いることにより生態毒性

データや環境中濃度測定データに「ある濃度以下」

や「ある濃度以上jといった思聞を示すデータが

多く存在する場合においても分布パラメータの推

定の際の不確実性を定量化できるという特徴があ

る。現実の環境中濃度測定データや生態毒性データ

ではしばしばそのような区間を示すデータが多く

存在するため，本手法は不確実性の定量的解析にお

いて非常に有効な手法であると考えられる O

本手法の第二の利点は，分類群による感受性の遠

いを考慮したモデルを用いることにより，生態毒性

データに含まれる分類群ごとの種数の偏りを補正

した種の感受性分布を推定できる点にある O 一般

に，どのような生物穫に対して生態毒性試験が多く

行われているかは化学物質によって異なるため，異

なる化学物質のもたらす生態リスクの比較を行う

場合には，種組成の違いを補正することがE重要とな

る (Duboudinet al. 20042]))。そのため，本研究で

示された穫の感受性分布の解析手法は，異なる化学

物繋の定量的リスク比較やリスクトレードオフ解

析を今後進めていく上で大きな意義を持つもので

ある O

本研究において示された手法には幾つかの限界

が存在する。第一に，本研究の種の感受性分布の解

析モデルでは分類群カテゴリ一間で穏の感受性の

分散は同ーであると仮定されていた。しかしなが

ら，実際には種の感受性の分散は分類群カテゴリ一

間で異なりうるため (Posthumaet al. 20026))，分

散の遠いも考慮できるより適用範囲の広い解析モ

デルの開発が必要である。第二に，本手法では異な

る分類群の感受性分布の合成の際に，それぞれの分

類群カテゴリーから同じ数の無影響濃度をサンプ

リングすることにより稜の分類群ごとの係りの補

正を行った。しかしながら，それぞれの分類群か
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ら「問じ数」のサンプリングを行うことには必ずし

も生態学的な根拠が伴わないかもしれない。異なる

方法としては，各分類群の種が環境中に存在する比

率を考慮して各分類群からのサンプリング数を重

み付けする方法が考えられる(参考;Duboudin et 

al. 20042U
)。しかしながら一般に数の少ない分類

群グループには希少価値があると解釈することも

可能で、あり，単に環境中での存在比率にままづきサン

プリング数を決めることの妥当性も必ずしも明白

ではない。穫の感受性分布の作成の際にどの分類群

の種がどの程度の割合で含まれるべきかという問

題については今後のさらなる検討が必要である。第

三に，本研究の EPAFの算出結果は EPAFの推定

には大きな不確実性が伴うことを示した。この不確

実性は主に生態毒性データの数の少なさに起因す

るものであり，ベイズ解析の際の事前分布として生

態毒性データの網羅的な統計解析からの知見(例え

ば， Roelofs et al. 200322
)) や構造活性相関に基づく

生態毒性予測モデル CBenfenati200723)) からの情

報を援用するなどの不確実性を減らすためのさら

なる手法の開発が望まれる。第四に，本手法が一般

に受け入れられるためには，多くの化学物質に対し

て本手法が有効であることが示される必要がある。

今後の研究として，本手法をより様々な化学物質の

リスク解析に適用することにより本手法の一般性

についての検討を行っていく予定である O
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Probabilistic ecological risk assessment: 

A Bayesian approach to calculate expected 

potentially a妊ectedfraction of species 

Takehiko 1. HAYASHI * 
(本 NationalInstitute for Environmental Studies， 16-2 Onogawa， Tsukuba， Ibaraki， 305-8506) 

Abs1:ract 

In this paper， a Bayesian approach to calculate expected potential1y affected fraction 

of species is presented. Parameters of environmental concentration distributions of 

chemicals and species sensitivity distributions were estimated by Bayesian statistical 

models using Markov chain Monte Carlo methods. The values and confidence intervals 

of expected potential1y affecied fraction of species were then computed by Monte Carlo 

simulations from the posterior distributions of the parameters of the environmental 

concentration distributions and species sensitivity distributions. Our models also 

considered the difference in sensitivity among taxonomic groups and provided the method 

to develop standardized species sensitivity distributions in which the difference in the 

number of ecoto:xicity data per taxonomic groups was adjusted. The presented methods 

would enhance the study of quantitative risk comparison and risk tradeoff analysis of 

chemicals. 

Key Words: Probabilistic risk assessment， Uncertainty analysis， Bayesian statistic伝説arkov

chain Monte Carlo methods， Species sensitivity dis仕ibution.
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