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シンポジウム論文 アジア諸匿における

PFCsリスクマネジメントの展望

頭士泰之*・益永茂樹*

摘 要

グローパルスケールの問題をはらむペルフルオロ化合物 (PFCs)汚染は，これまでに

その汚染拡大防止に向けて先進閣や悶際機関において，製造禁止や使用規制といった観点

から取り組みがなされてきている O 一方で、アジアの国々では発展途上の閣も多く， PFCs 

汚染に取り組む体制の整備が遅れており 汚染の実態把握に役立つデータも限られてい

る。この中で日本は PFCsに関する問題に対し情報・状況把握や調査体制が進んでおり，

この問題解決に向けて途上聞をリードして行くことが求められる。そこでこれまでの調査

で得られた情報・知見に関して汚染状況や汚染源情報を中心にまとめ，アジア諸聞におけ

る汚染拡大防止に向けて考察を行った。これらの国々では今後の経済発展に伴い汚染が悪

化し， ヒト健康・生態リスク等が顕在化する地域も出てくると推察されるが，環境汚染に

も配慮した発展が望まれる。そのために日本の役立てる部分は多く，効果的な PFCsリス

クマネジメントに向けて今後もさらに情報・知見を集積していく必要がある O

キーワード:PFCs汚染，生態リスク， リスクマネジメント，アジア諮問，汚染源探索

1. はじめに:PFCsの汚染問題

近年，ペルフルオロ化合物 (PFCs) による世界

的環境汚染が報告され，極圏の野生生物においても

PFCsの体内蓄積が確認されているj)。この PFCs

は援水・援?自性を有するという類い稀な物性を示

すことから 1950年代より，カーワックス，カー

ペット，メッキ浴，塗料，印刷紙，食品包装，電子

部品，消火剤や航空機の油圧用などに用いられて

きた人工化学物質である。この PFCsの Iつであ

るペルフルオロオクタンスルホン質変 (PFOS) に

ついては，環境残留性 (Persistent)・生物蓄積性

(Bioaccumulative)・生物毒性 (Toxic) を有する

PBT物質であると考えられている。このことから

現在 PFOSは，残留性有機汚染物質 (POPs) を思

際的に取り締まるストックホルム条約 (POPs条約)

に加えられることが濃厚となっている 2)。

PFCsはその特殊な物性に起因し，従来の汚染物

質とは異なる環境動態を示す。世界的輸送メカニ

ズムについて未解明点は多いが， 2つの説が提案さ

れている。 lつは， PFOSやペルフルオロオクタン

2008年 12月9日受付， 2009年3月10日受理

酸 (PFOA) といった難分解性の最終体には，それ

ぞ、れフルオロテロマーアルコール (FTOH)，フル

オロオクタンスルホンアミドアルコール (N-FOSE)

といった揮発性を有する前駆物質が存在すること

が知られており，これら前駆物質が揮発により大気

中へ拡散-広域移動し，遠方で最終体へ分解され

沈着するというメカニズムによる輸送である。も

うlつは PFCsが高い水溶性を有することによる海

洋経由の輸送である。 PFCsの主な汚染源として，

PFCsの原料製造工場や中間体を扱う工場からの放

出3) 空港4) 下水処理場5)があり，最近では市街地

におけるノンポイント汚染負荷 6，7)も報告されてい

る。 PFCsは工業用途のみでなく，消費者製品にも

含まれ，下水処理場や市街地からの流出負荷がある

ことが示すように，我々の日常生活自体が汚染を拡

大するという側面も持っている。

このようなグローパルスケールで問題をはらむ

PFCs汚染について，アジア諮問ではこれまで取り

組みがなされてこなかった。しかし今後国際的取り

組みが求められるようになれば，アジア諸留の参加

は非常に重要であり，この問題について積極的に対
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応することが必要となってくる。そこで，ここでは

現在または将来的に大きな汚染ポテンシャルをも

っアジア諸国における PFCs問題の現状を考え，こ

れまでの各屈の取り組みや既報告の情報を整理し

ながら，アジア諸国，そして我々がどのように対応

していくべきかについて，リスクマネジメントの観

点から考えて行きたい。

2. PFCs問題に対する各国の対応状況

米間には大手の PFCs製造会社があり，なかでも

3M社は PFOS関連物質製造の世界最大手であっ

た。 3M社は 2000年に米国環境保護庁 (USEPA)

との協議の結果， 2002年までに PFOS関連の製造

から完全撤退しており，類似の PFOAについても同

様の措置をとった。デュポン社は PFOAの製造を

行なっているが， PFOAの未報告リスク情報があっ

たとして USEPAから 1，650万ドルの罰金措置を受

けた。その後 USEPA主導で製造に関係する 8社の

間で PFOA自主削減のプログラムが実施され， 2015 

年までの PFOA全廃へ向けた取り組みが開始され

ている 8)。

EUにおいては 2006年に PFOSに係る EU指令を

発表し加盟国に対して 2008年6月より実施する

ことを求めている 9)。内容は PFOSの製品中含有量

の制限について触れており，代替問難な用途，いわ

ゆるエッセンシャルユースと考えられる半導体，写

真，メッキ浴，航空機関係の用途については適用除

外としている。泡消火薬剤についても 2006年 12月

までに市場に出た分は 2011年6月までの使用を認

めているが，それ以降については使用に制限がかか

ることになる。

2005年のスウェーデン環境省の提案により，

POPs条約への PFOSの追加の検討が UNEPの下

部組織である POPRCにより開始された 10)。現在

POPsとしての要件を満たすかに関するスクリーニ

ング，その物質のリスクプロファイル，規制jに起悶

する経済影響の評価ステップを終え， 2009年5月の

締約国会議にリストアップの勧告がなされる予定

となっている。これにリストされることになれば，

PFOS及びその前駆物質でペルフルオロオクチルス

ルホニルフルオリド (POSF)は廃絶， もしくは制

限的使用のどちらかに組み込まれ，各国において措

置をとることが求められる。これに対応してお本に

おいても化審法で製造・輸入・使用を取り締まるこ

ととなる。

その他にもカナダにおいて関連物質であるFfOH
の輸入禁止が提案され，北東大西洋の環境保護を

目的として各国で組織される OSPAR，経済開発協

力機構 (OECD)，イギリスの環境・食糧・農業省

(DEFRA)，デンマークの環境庁 (DanishEPA)で

精力的な調査などがなされている。このように欧米

各国では，その多くが予防原期的な方針で，規制に

向けた動きが活発化している。

これに対してアジア諸国の規制や調査動向である

が，まず日本では欧米各国と比べても PFCs汚染が

顕著で、あり，調査研究レベルの活動は近年になって

活発化している。他方で規制などについては，企業

の自主的な取り組みに任せ，また UNEPのPOPs

条約に足並みを揃える形を採ろうとしている。企業

の取り組みとしては PFOSや PFOAを，より環境

負荷の低い短鎖長のものへ転換する等の対応がみ

られる。しかし対応後も市場に流通した製品が存在

するためか汚染緩和が進んでおらず，より適切な対

応としては，これまでの製造・流通品などに関する

製造量・含有量・組成情報等の積極的な公聞が必要

である O このような情報から汚染防止・停止へのよ

り適切な対策が可能となる O これが叶わないのであ

れば，行政の積極的介入が求められる。

日本以外のアジア諮国では，中国や東南アジアな

どの調査が日本の研究・行政機関と連携をとって進

められ， POPsモニタリング体制j整備も進められつ

つあるl!)。しかし未だ自国行政主導での取り組み

体制は整っていないと言える O また， OECDにおい

てPFOS，PFOA及びそれらの関連物質の製造・

入・使用量;に関する各国への大規模なアンケート調

査が行われたが，日本，韓国と EU加盟の動きのあ

るトルコを除いてアジアには OECD加盟国が無く，

多くのアジア諸国における実態はアンケート結果

に反映されていなしミ。このような状況からもアジア

諸問における PFCs問題への積極的取り組みの始動

が求められ，現時点でより情報・状況把握や調査体

制護備の進んでいる日本がイニシアティブをとっ

ていくことが求められる。この点については 6節で

さらに議論を深める。

3.汚染レベルと生態リスク

PFCs は水媒体への高い分配傾出から河川など水

域で顕著に存在する。当研究室で実施された東京湾

やその流入河川における汚染調査の結果を利用し

て，生態リスクの観点から首都圏がどの程度の汚染

状況にあるかを紹介する。加04年に小高ら 12)により

東京湾8地点における PFOS，PFOA海水中濃度調査

が行われ，濃度範囲は， PFOSがL叩 7，33ng1日 1(平

均 3.4ng 1-1
)， PFOAが7，02 18.15 ng 1 -1 (平均:

13.4 ng 1 であった。これは沿岸や東京湾流入主

要河川の水中濃度と比較すると低い値で，主な流入
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j原は沿岸域の工場や河川経由であると見られてい

る。その後，流入河川において詳細に調査がなされ

ており 13) その結果を図 1に示した。

PFOS は2.0-154.8 ng 1 -1 (平均:48.7ng1-1)， 

PFOAは 11.5-56.9 ng 1-1 (平均:28.2 ng 1-1) の

濃度範囲であった。 PFOS濃度は鶴見川，多摩川，

荒川，江戸川，隅田}II.中}IIの目|買で高く， PFOAは多

摩川と江戸川の一部地点で高濃度であったが，その

他の河川においては一定のレベルであった。

この汚染レベルと生態リスクの関係であるが，

Newstedらによりコリンウズラ，マガモの亜慢性毒

性試験が行われている 14)。この試験では生態影響

を見据えて，産卵数，鮮化率，子の生存・成長等繁

殖に係る悪影響の発現をエンドポイントとして，ワ

シやタカ等猛禽類に代表される高次捕食鳥類に対

する毒性参照値 (TRV)と予測無影響濃度 (PNEC)

が算出されている。そして Rostkowskiらは PFOS

が水域→魚類→低次捕食鳥類→高次捕食鳥類と

いった様に，食物連鎖を経て高蓄積することを考慮

に入れて，水域の PFOS指標債を 50ng 1-1に設定

している 15)。食物連鎖段階を考慮する際に重要な

生物濃縮係数BCF，栄養段階濃縮係数8拡Fなどは

Kannanら16)やTomyら17)の調査が詳しい。この

値を東京湾流入河川についてみると，鶴見}II.多摩

JII，荒川についてこの指標値を超えている地点があ

る。この指標値は濃縮係数を考慮に入れたことで少

なからず不確実性を含んでいることに注意が必要

であるが，生態リスク評価における指標の 1つであ

るPECjPNEC比が 1を超えているということから，

PFOSに関して生態悪影響が生じ得るレベルにある

ことを考慮しておく必要がある。

PFOAについては，生物蓄積性は低く， I可様の

観点から見た場合に生態リスクは低いと考えられ

る。しかし PFOSやPFOAにはそれぞ、れ， PFOS 

の末端がアミドアルコールである FOSEやFTOH

といった前駆物質が存在する。 これらはより毒性

が強いと考えられており，日目途影響の把握が必要で

ある。

4.汚染源に関する考察

東京湾における PFCs汚染原因が湾岸の工場等や

河川経由の PFCs輸送であることについて触れた。

閣 lに示したように鶴見}IIの汚染は顕著で、あり，こ

の汚染源把握のため鶴見川における詳細な調査が

行われた 6)。その結果，中流域に佼潰する下水処理

場放流水から PFOSが高濃度 (667ng 1-1) で検出

され，処理場に流入する工場等の排水が一因で、ある

ことが示唆された。同時に始めに紹介したように，

家庭排水も寄与していることが推察された。また

PFOSとPFOAの大気からの乾・湿性沈着量は，と

もにほぼ無視できるレベルであるが，雨天時に河川

中の PFCs負荷量が増大することからノンポイント

汚染の寄与が示唆されている。 GISを利用したノン

ポイント汚染源解析から，汚染は商業・交通関連の

集中する用地で顕著に見られ，その寄与は下水処理

排水と比較しでも間程度の負荷であると考えられ

鶴見川
「ー」ー「 多摩川 IIIIPFOS 口PFOA

150 ト圃 f 一人一「構図JII
「ム「荒JII

f一一九一一、中JII
r-̂…「

f一一一人ー一一、

ω-w-e 

ω仲
J
4

∞

ω4門
司

吋

ω片
品

。

ω片
時

旬

ω戸
山
ゐ

ω仲

I
吟

ω

ω仲

I

叫
陶

ω同
叫

-

ω仲
吟

O

ω仲
@

ω↓向。∞
ωけ

J
M

ω↓F
O
 

ω片
印

ω片
ゐ

ω件
、

ω
ω仲
間

ω沖
叫

国 1 東京湾流入河川水中 PFOS，PFOA 濃度と PFOS指標値



アジア諮問における PFCsリスクマネジメントの展望 215 

る18)。つまり東京湾における汚染原因は沿岸の工場，

家庭下水と工場排水を処理する下水処理場，および

路面・建物からの雨水流出が主なものであると考え

られる。工場に関しては，この物質自体の製造，最

終成形品への添加使用やその他工業用途としての利

用の過程で排出されると考えられる。家庭下水や路

面流出については， PFCs含有製品は一般消費者用

途にも多く用いられており，日常生活・商業活動等

においてこれらを利用することによる排出があるた

めだと考えられる。

その他にも火災に伴う消火活動ω，空港からの流

出4)や廃棄物処理場からの流出羽)も汚染原因として

寄与し得る。

5.採り得る汚染防止対策

これまでにまとめた PFCs汚染に関する知見を基

に，汚染低減のための対策について考える。汚染低

減に対して，大きく分けて 3つの段階で措置を採る

ことが考えられる o 1つ自は PFCsの製造段階， 2 

つ自は流通・使用段階， 3つ目は排出・廃棄の段階

である。それぞれの段階における対策を個別に考え

ていくと，製造段階における対策としては製造自体

の禁止，もしくは製造過程での排出抑制等があり得

る。流通・使用段階で採り得る対策としては含有量

規制やエツセンシャルユース以外の使用規制等があ

る。そして排出・廃棄段階においては，排出i原での

流出抑制や除去・分解・無害化処理等の対策があり

得る。

一般的には製造→流通・使用→廃棄の流れの中で，

対策を採る段階が後段になるにつれて汚染拡大の可

能性が高まり，生態・ヒト健康に対するリスクが生

じやすくなる。一方で、我々が PFCsの使用で得る便

利さは当然，使用を禁止されては得られず，対策段

階を後段にするほど大きい。この簡略的な関係を図

2に示した。もちろん全廃以外の対策については複

合的に扱うことは充分あり得る。

POPs条約においては現在PFOSとその前駆物質

である POSFについて，製造禁止かエッセンシャル

ユースの限定的使用かのどちらかの枠組みに組み込

まれる方向である。 EU指令に関しては，エッセン

シャルユースは適用除外，その他は含有最規制が決

められた。つまり現在の所，汚染対策として製造段

階もしくは流通・使用段階での法的措置が主に進め

られている。

当然，今後もエッセンシャルユースについては議

論が集まると予想される。例えば半導体製造といっ

た代替が困難な用途や火災など異なるリスクの低減

に役立つ消火葬l用途等に関しては，代替策は考えな

間
一部長皇子語法!こ務総

長議嘉三塁
一一ー問診

汚染対策コスト&環境リスク&物質利用によるベネフィット

国2 告対策段階と対策コスト・環境リスク・ベネ

フィッ卜の関係

がらも使用する方が適切なケースもあり得る。その

場合リスクを最小限に抑えるために製造段階での流

出抑制と併せて廃棄段階での適切な対応が必要とな

る。排出・廃棄段階では，下水処理排水としての環

境放出，都市域・空港・廃棄物処理場・特殊消火活

動地からの流出があると想定され，これらの地点で

の流出抑制・除去対策が必要と考えられる。この段

階で対策を考えることは対策コストや労力の観点か

らも難しい点があるが， PFOS/POSF以外の規制対

象となっていない PFCsやその他汚染物質の対策を

考えていく上でも非常に重要で、ある。

6.アジアにおける PFCsマネジメントの展望

アジア諸国において PFCs問題を特別に取り上げ

ている国は少ない。先述したように OECDのPFC

製造・輸入等に関する調査に対して，アジアにおけ

る加盟国がほとんど無く，アジア諸国を反映した実

態を把握しにくいという問題もある。 POPs条約に

関してはアジア全域において批准している留がほ

とんどであり，条約にリストがされれば，各国で何

らかの対策を採ることになるが，現在の準備態勢や

PFOS/POSF以外の PFCsに関する対応には不安が

残る。

PFC汚染に関して，アジア諸国を中心とし

たPFOS/PFOAの大規模な水質汚染調査例があ

る21)。北・中央アジアや中東に関してはデータが限

られているが，日本，シンガポール，タイ，マレー

シア，中国，ベトナム，台湾， トルコのアジア諮問

に加えてスウェーデン，カナダにおける汚染状況を

ま1:¥1屋できる。こnによると，やはり PFOS，PFOA 

ともに日本の河川水汚染度はアジア諸国の中で上伎

であり，次いでシンガボール・マレーシアといった
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近代化が著しい留での汚染が目立つ。いずれも日

本の汚染レベルと大差は無いといえる。台湾では

PFOSのみ，タイでは PFOAのみであるが，汚染レ

ベルはa本と間程度と高い。つまり 3節でも見てき

たように現時点で生態リスクの生じる可能性のあ

る地域が存在すると考えられる。これらの国・地

域は工業発展を中心に近代化を達成，もしくは進行

中である O これは，これまで述べてきた通り， PFCs 
が工業製品，電子製品や流通製品に用いられ，工業

関や経済的に豊かで近代化した閣で製造又は使用

されることが多いためといえる。中東には産油産業

により経済発展・近代化した国が多く，これらの地

域でも PFC製品の流通による汚染進行があると考

えられる。スウェーデンやカナダは経済的に先進屈

でありながら， PFOS， PFOAともに汚染レベルは

下位であった。これらの閣では規制が積極的に行な

われており，そのことも関係していると考えられる。

工業的用途という部分でPFCsに類似したポリク

ロロピフェニル (PCB)やポリブロモジフェニル

エーテル (PBDE)において，これまで日本で見ら

れた経済成長に伴う汚染の深刻化が，経済発展して

工業化・近代化の進むアジア諸国でもこれからピー

クを迎えるもしくは深刻化していくであろうと予

想されている弘23)。実際にも中国は PFOS/POSF
の製造を 2003年以降激増させているとの情報もあ

る24)0 PFCsに関して，琉段階で既に東南アジア諸

地域に汚染進行が見られており，この地域で，将来

より深刻化した PFCs汚染が生態リスク等をはらん

で顕在化してくることが懸念される。

ではアジア諸国，特にアジアの途上国において，

PFC汚染のマネジメントにどのように取り組んで、

いけばよいか， 5節での考察を基に考えてみる O 途

上国において経済発展のために利用が必要である

としても，汚染防止をなおざりにすれば，将来に禍

根を残すことになろう。 PFCsの汚染源については

既に述べたとおりで，工場についてはリサイクル使

用や効率的な利用による生産量や使用量の削減，閉

鎖的な使用等による排出量の削i成，そして排水処

理の高度化に積糠的に取り組んで、いくことが求め

られる。下水排水，路面流出，空港からの流出，廃

棄物処理場からの流出，特殊火災現場からの流出な

どについては，先進国においても対応が国難という

状況であるが，下水排水システム整備の立ち連れの

目立つ東南アジア諸国やインドお)ではより注意し

ていく必要がある。空港や石油火災等の特殊火災

現場からの流出に関しては， PFCsが必要かつ代替

困難であるため使用中止よりも汚染拡大の防止策

に注目していくことが重要で、ある。先進国で代替技

術の開発が進めば，それらを伝承するということも

考えうる。家庭からの下水排水や都市域路面からの

流出については，便利な機能性製品の使用が主要因

であり必ずしも使用が必要でないものもある。ア

ジア途上国の経済状況を鑑みても，この様な製品が

広く普及しているとは考え難いが，今後経済が発展

して普及する可能性が出てきた際には，使用を開始

しないという判断の方が後に顕在化する開題を考

えるとより適切であるといえる。廃棄物処理場は日

本によじべ東南アジアでは整備が遅れており，この地

域での PFCs汚染進行が懸念される。また日本など

から電気・電子中古品がアジア諸国へ輸出される傾

向があり，アジア途上国においてこれらは，いわゆ

るE-wasteとなる恐れがあるお)。これら E-wasteに

PFCsが残留しているという実態があれば，処理場

での流出増加が起こる可能性もある O これは日本よ

りむしろアジア途上国において特異な問題であり，

POPs条約において半導体製造用途がエッセンシャ

ルユースとして制限的使用に組み込まれ，今後も使

用が続く可能性があるため，特別な注意が必要であ

る。すなわち処理場などでの流出防止策や適切なリ

サイクル，廃棄量郎減などが求められる。

7.総括

これまで見てきたようにアジア諸国における

PFCs汚染ポテンシャルは大きく，これらの国々に

おける PFCsの適切なマネジメントは世界規模の汚

染，ヒト健康・生態リスクの増大を考えても非常に

重要である O 先進国の経験や集積知見を活かし使

用の抑えるべきは抑えて，負の遺産を次世代に残さ

ぬよう，発展と並行して汚染拡大防止策整備を整え

ていくことが求められる。また，対策コストやリス

クとベネフィットの関係を定量化して，どの部分を

抑えるべきで，どの用途は利用すべきかといった解

析も，アジア途上国の状況を考えた場合に必要とな

る。これらの菌から日本の果たすべき役割は重要で

あるといえ， PFCs問題に対して行政や研究機関の

取り組みはもちろん，関連企業・業界による積極的

な参蘭，そして，それらを通した知見や情報の集積

が必要である。
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Perspective of risk management of PFCs in Asian countries 

Yasuyuki ZUSHIネ andShigeki MASUNAGA * 
(* Graduate school of Environment and Information Science， 

Yokohama National University， 79-7， Tokiwadai， Hodogaya， Yokohama 240-8501 ]apanl 

Abstract 

To tackle the expanding pollution of perfluorinated compounds (PFCs) which is now 

a global scale problem， developed countries and international organizations have come 

to take measures in terms of production ban or use regulation of PFCs.τnere are many 

developing countries in Asia， however， where countermeasures against PFC pollution 

are delayed and information on the state of PFC pollution is limited. On the other hand， 

the countermeasures and information are relatively abundant in ]apan.τnus， we have to 

lead the developing countries for solving their PFC problems. Here， available information 

and knowledge concerning the state of PFC pollution and source are summarized， and 

possible measures to prevent expansion of PFC pollution in Asian countries are discussed. 

As some countries in Asia are speculated to become worse in terms of PFC pollution and 

to invite human health or ecological risks， it is highly desirable that these countries will 

take swift preventive measures against environmental pollution while maintaining their 

economic growth. For this purpose， ]apan can be of assistance to these countries in many 

aspects， while she， herself， continues to pile multipronged information and knowledge for 

the effective risk management of her PFC pollution. 

Key Words: PFC pollution， Ecological risk， RIsk management， Asian countries， Source 

identification 
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