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シンポジウム論文 化学物質の生態リスク

順JiE¥的管理による新たな管理手法の提案

加茂将史*・対馬孝治判・内藤 杭*

描要

化学物質はわれわれの日常生活に大きな使援をもたらしてくれる一方で、'ヒト健康や生

態系への負の影響をもたらす。近年，環境保護にも大きな関心が払われ，ヒト健康のみな

らず生態系の保護も目的にして，化学物質の利用に一定の規制をかけることは，社会的に

受け入れられ始めている。しかしながら 化学物質の生態影響評備は歴史が浅いこともあ

り，何をどのように評価しどのように保護すれば良いのかに対しては定見が無く，現

実に管理を遂行するには解決しなくてはならない問題が多くある。本稿では，まず重金属，

主に亜鉛を事例にして，リスク評価結果の紹介を行う。次いで、，既存の問題点や生態リス

ク評価，リスク管理の考え方の紹介を行い，最後に，近年生態系管理の様々な分野で用い

られている順応的管理を援用した化学物質の管理法の提案を行う。

キーワード:生態リスク評価，生態リスク管理，重金属，更鉛， }I[買応的管理

1.はじめに

従来では，ヒト健康への危倶という観点のみから

化学物質の管理はなされてきた。しかしながら近年

では，持続型社会やヒトと環境との調和型社会とい

う言葉が象徴しているように，環境保全に対して関

心が高まりつつあり，化学物質の利用にも一定の制

限を謀し，生態系を保護しようという考え方が社会

に受け入れられ始めている O このような考え方を背

景にして， 2003年 11月に生態系(水生生物)の保

全を目的としてはわが国では初めて亜鉛で、水質環

境基準値が設定され，連動して排水基準値の強化が

なされた(詳しくは岩崎と及川[ (2009)1))。

基準伎を設けることには大きな反対意見はない

と思われるが，具体的な値(淡水域 30μg/L，一般

海域20μg/L，特別海域 10μg/L)の決定に対しては，

各方面から反論が挙げられている(例えば日本経団

連 (2003)2))0 まさに，総論賛成各論反対の典型例

であり，生態リスク評価および管理のあり方におい

て，社会的に合意された統一的な考え方がない現状

が現れている。もっとも，化学物質の影響から生態

系を保護するという考え方の歴史は浅いため，統一

2008年12月1B受付， 2009年3月23日受理

的な意見がないことはある程度やむを得ないこと

ではある。本稿では，現在の生態系保護に関連した

化学物質管理の現状を整理し背景にある問題点を

明らかにするとともに，今後期待される管理の方法

についての考察を行う。

2，評価手法の歴史的背景

化学物質の影響から生態系の保護および管理を

行うには，まず化学物質の生態系への影響を調べ

る手法が必要となり，それは生態リスク評価と言

われる。リスク評価先進国である米国では，主に

二つの流派がある。 EndangeredSpecies Act (ESA; 

1973) により発展した手法と， Superfundとして

知られる ComprehensiveEnvironmental Response， 

Compensation， and Liabi1ity Act (1980)により発展

した手法である。前者は，絶滅危慎種の保全を目的

としているため種が集団として存続できる可能性

(または絶滅リスク)や稜の多様性が評価の対象で

あり，単一の化学物質の影響よりはむしろ複数のス

トレスが存在する状況での影響を知ることが目的

となる。後者では，個々体の生存可能性や繁殖量な

どが評価の対象であり，単一の化学物質の影響を少
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数の種で詳細に認べるという方向に発展した。ヒト

健康リスク評価ではヒト一種でのリスクがわかれ

ば十分であり，その手法が生態、リスク評価にも直接

踏襲されているのである。 ESAにより発展した手

法は，今では個体群レベルの評価と言われるが，化

学物質の文脈ではほぼ完全に忘れさられ，絶滅の危

機に瀕していたと言ってよい。欧州やわが国におい

ても，生態リスク評儒と蓄えば個体での影響を評価

していることになる(個体レベルの評価)。

個体レベルの評価では，まず，ある生物種の毒性

試験を行い，例えば繁殖率や死亡率などの個体の形

質に現れる影響を調べる。影響が出ない最大濃度

(無影響濃度)を調べ，予測される環境中濃度が無

影響濃度よりも高ければリスクがあると判断され

る(実際には不確実係数で、無影響濃度を割った値で

評価することが多い)。どの形震がストレスに最も

敏感かは種ごとに異なる O ある種では繁殖への影響ー

が，別の種では死亡への影響が無影響濃度となる。

繁殖と死亡への影響は，生態学的には分けて考えら

れるべきだが，僧体レベルのリスク評価では特に匿

別しない。一方，個体群レベルの評価では，ある生

物種の個体数増減の速度を調べ，速度の正負を用い

てリスク判定を行う(図1)0 増減の速度は，死亡

率と繁殖量から決まるため，各形質での影響が総合

的に判断された指標となる。個体群レベルの評価は

再び注百を集めており，事例研究も増えてきたト8)。

個体レベル，個体群レベルどちらの評価手法が優

れているかは一概には比べられない。生物への影

響は，遺伝子や細胞，組織レベルから個体，個体

群，景観といったいくつかの階層からとらえること

ができる九ミクロなレベルであるほど，評価結果

の信頼性が高い。細胞や個体への影響は毒性試験が

蒋刻 1+10-01 0 [-Z[ 
刻'lO OJ 0 I (コi

ー惨化学物質の濃度

国1 個体群レベル評価のイメージ図。図中の丸の大き

さが偲{本群サイスを表す。化学物質の濃度が低

いと怨体群の増殖が可能である。濃度が上がる

につれ，増殖速度は落ちてゆき，やがて速度が

負になり，個体群サイズは減少に向かう。数理

モデルと毒性データを駆使すれば，個体群サイ

ズが増えも減りもしない濃度を求めることがで

きる。

比較的容易であるため，繰り返し試験を行うことが

でき，不確実性をそれだけ減らすことができるから

である。一方，個体群や景観レベルになると試験は

鼠難になる。産卵や死亡率などの生活史形質が化学

物費濃度の上昇に従いどのように変化するかを定

量化しなくてはならないし，加えて，生物の生活史

情報も必要となる。全ての情報が得られることはま

れであり，情報不足による不確実性は大きい。個体

レベルの評価手法のみが発展したのは，不確実性が

少なく，扱いが容易な対象に向けて研究は発展する

という科学方法論の性貿9)に忠実で、あったからだと

も蓄える。しかしながら，生物学的階層が上がるほ

ど，われわれが感覚的に患う“生態系"に近くなる。

現在の生態系管理で想定している"生態系"と，我々

が守りたいと思う"生態系"との聞に*離があるの

は問題である O

不確実性が少ない個体レベルの評価結巣から個

体群レベルのリスクが推定できれば便利であるた

め，二つの間に何らかの関係性があるかは興味の

対象になっている。残念だが，ほとんど関係がな

い10) というのが現在わかっていることである O 一

般的に，俗体での影響は個体群での影響より大きく

検出される11)。例えば，ある濃度で産卵数が 10%

減少したとしても， i国体群増殖速度の減少率は，極

端な仮定(例えば自然死亡すらない)をおかない限

り， 10%よりも小さい。どれだけ小さいかは対象生

物の生活史を調べないとわからない。

ある問題について議論を行うには議論の前提が

共有されていなくてはならない。現在の化学物質に

係る生態系管理は個体レベルのリスクを少なくす

るという前提で行われており，その前提のもとで保

護にふさわしい環境中濃度はどの程度かという議

論を行っている。そこに，個体群で管理せよ， と異

なる前提を持ち出しては議論は進まない。個々人が

異なる階層の保護を念頭に置いており，階層聞の関

連性についての議論が不十分であることが統一的

な考え方を得ることを妨げている一因である。どの

階層での保護を行うのか，もしくは階層にこだ、わら

ない何か新しい考え方で管理を行うのか，はあらか

じめ決めておく必要がある。また， i固体レベルの評

価手法だけでは明らかに不十分であり，各階層での

リスクを評価できる手法を開発する必要がある。

3.日本における生態リスクの現状ー重金属の事倒

産業技術総合研究所では幾つかの物質の詳細リ

スク評価を行っている。ここでは，評価対象物質の

中から，重金属の生態リスク評価の結果を街単に紹

介する。毒性試験の結果が豊富にある場合は，感受



化学物質の順応、的管理 221 

性分布を作成し評価を行うことが多い。種の感受性

分布とは，ある判断をもたらす濃度が従う分布であ

る。ある判断とは，個体レベル評価の場合はいかな

る形質にも影響が見られない最大濃度(無影響濃

度)であり，個体群レベルの評価で増殖速度がOに

なる濃度である(図 1)。種ごとに感受性が異なる

ため，判断をもたらす濃度もばらつき，それらが対

数分布に従うと仮定して稜の感受性分布は推定さ

れる。そして， 95%の種が保護できる濃度を推定し，

環境中濃度がその値よりも高ければ，リスクありと

判断することが多い。

リスク評価を行うには，環境中濃度も知る必要が

ある O 亜鉛の場合， 12年分のモニタリングデータ

が4，000地点以上あり 12，13) そのデータを用いて濃

度分布の推定を行っている。淡水域における亜鉛の

年度ごとの幾何平均濃度を図 2aに示す。高濃度地

点(高濃度地点については内藤ら (2008)14)を参照)

の主要排出源を調べ，排出源ごとの環境中濃度の幾

何平均濃度を図 2bに示す。

関2から亜鉛の環境中濃度は減少傾向にあるこ

とがわかる。亜鉛の偲体-個体群レベルの種の感

受性分布から， 95%保護濃度はそれぞれ27μg/L，
107μg/Lであると推定されている 14)0 2002年度で

は，個体レベルの保護濃度よりも年平均値が高かっ

たモニタリングサイトは，全体のおよそ 15%で， 1%

弱が個体群レベルの保護濃度を超過していたO もっ

とも，俗体，偲イ本群でそれぞれ最大25%，5%の地

14 

幾 12

恒10

均 8

{霞 6

~ 4 

と 2

以」ヘヘs:)

点で保護濃度を超過していた14)ことを考えると，リ

スクは減少していると言える。ここで注目したいの

は， 2002年度では亜鉛の排水基準の強化はおろか

水質環境基準値も設定されておらず，削減努力は必

要なかったにも関わらず，リスクが減少している

ということである。これは関連業界の自主的な郎

減努力の結果であると推測される。漁業において

は，我が国では欧米に見られない自主規制jという

管理法が有効に機能していることが知られている

が15，16) 化学物質においても自主規制が一定の成果

をあげていた可能性があることはもっと注目され

てよい。排水基準値の強化後，リスク削減に加速が

かかっているかどうかは，詳しく調べる必要がある

だろう。ただし，これは亜鉛に限った例であるかも

しれない。また， 1也の重金属の除去の副産物として

亜鉛もついでに減少しただけという可能性もある O

亜鉛を目的とした自主規制がどの程度行われ，どの

程度効果をあげていたのかは詳細に調べる必要が

あるだろう。

亜鉛およびその他の重金属の評価結果を表 lにま

とめた。偲体レベルの評価では，幾つかの重金属で

はリスクが懸念されている 14，J7-刻。個体群レベル

のリスクが懸念される重金属もあり，実際に，亜鉛

およびその他の重金属が高濃度である地点では，種

の多様性に減少が見られると報告されている 2])。以

上のことから，我が国の生態系は確かに重金属によ

り一定の悪影響を受けていると言える。もし影響の

120 

幾
何 100

280 
{室町
宮山

手 40
*量安，*"，，*安"，，*女合
盲 目固着畳言-B-醤冨

(b) 

1991 1993 1995 1997 1999 2001 1991 1993 1995 1997 1999 2001 

年度 年度

図2 金冨レベルでの淡水域における亜鉛の環境中濃度の幾何平均値の推移 (a)と，排出源ごとの幾何平均伎の推移

(b)o .は主要排出源が休廃止鉱山と推定されたモニタリング地点，貨は工場・事業場と推定された地点，圃は

下水処理場と推定された地点の幾何平均濃度をそれぞれ表す。

表 1 詳細1)スク評価を行った重金属と個体レベル、個体群レベルでのリスク

判定結果。リスク判定の慕準は各評価書14，17-20)を参照。

f副本レベル 個体群レベル

鉛「 ある 懸念するレベルではない

カドミウム ある ないとは言えない

ニッケル ある 懸念するレベルではない

六価クロム 懸念する必要はない 詳{間せず

更鉛 ある ある
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程度が許容できないと考えるならば， リスク削減対

策が必要である。

4.評価から管理ヘ

現在の管理では，管理目標伎とリスク判定値が完

全に一致しており，リスクが無いときえる状態に濃

度を制御すべきあると考えることが多い。一見受け

入れられやすい考え方ではあるが，それほど根拠が

あるとは蓄えない。いかなる人為負荷も許容しない

となるとどこかに無理が生じるし特に重金属の場

合は，自然起源も無視できないためゼロリスクを実

現することは困難である。そもそもヒトとは生態系

から恵みを搾取している寄生生物であり 22) 搾取な

しには存続が不可能で、ある以上，ある程度の負荷を

許容することこそが自然である。大事なことは，環

境が抱えられる以上の負荷を与えないことであり，

抱えられない負荷とはどの程度かを知ることである。

そこで，持続可能性という考え方が重要となり，可

能な範囲で上手にたかる方法を考える必要がある。

そして，その範囲内において適切な許容リスクレベ

ルを設定しそのレベルを管理目標にすべきであ

る。もっとも，生態系の管理はヒト健康の管理より

も複雑であるため許容レベルを適切に設定すること

はより困難である O 現在みられるどのような影響指

標に対しでも不十分な点の指摘が可能で、あり，より

ふさわしい影響指標が次々と提案されていくだろう。

このような場合，ある一つの管理指標に周定して管

理を行うのはおおよそ不可能で，動的に書き換え可

能な指標を内在した管理システムを構築する必要が

ある。

化学物質に関連した生態系管理を遂行するにはこ

つの障壁がある。一つは，化学物質の環境中濃度が

適切に制御できるかどうかである。重金属では，点

源としての発生源に加え，未把握な発生源や管理が

国難な面的な発生源からの寄与も大きく 14) 削減対

策に伴う不確実性は大きい。この不確実性は，ヒト

健康リスク評価においても問題になるため，生態リ

スク評価においても議論されることは多い。もう一

つは，生態系が適切に管理されているかどうかであ

るが，こちらはほとんど議論されることは無い。生

態リスク評価，特に個体群レベルの評価には大きな

不確実性があり，評価結果と現実にはずれがあると

考えることがむしろ自然で、ある。生態系保全を目的

としているにもかかわらず，生態系での影響を検証

するシステムを持たない現在の管理体制は，明らか

に不十分で=ある。われわれが守りたいのは，化学物

質の濃度ではなく生態系であるということを忘れて

はならない。このような，不確実性が伴う系を対象

とする管理手法の一つに}II買応的管理がある。

5. 11慎応的管理ヘ

順応的管理とは，不確実性のために予測が外れる

ことを体制に組み込んだ管理手法である。失敗しで

も気にしないというのではなく，失敗した理由を新

たな対策に反映させる仕組みを持つのである O 事

後検証を行う必要があり，常時モニタリングによっ

て効果を検証しながら，予測における不確実性の減

少を由ってゆく。対策そのものが一つの実験である

と考え，為すことにより学ぶのである。この手法

を援用した生態系管理は既に存在し (Linkovet al. 

(2006) 23)に詳しい).わが国においてもエゾジカの

個体数管理鉛や海辺の自然再生お)においても応用さ

れている。

内藤ら (2008)14)は化学物質の生態系管理にお

ける}II買応的管畿のスキームを提案している(国 3)。

まだまだ未熟な考え方であり，細部はつめられてい

ない。具体化するには解決しなくてはならない問題

が多々ある。高リスク地点の特定は(国中1.)モニ

タリングデータがあれば比較的容易である。その高

リスク地点に対しその場所にふさわしい生態系を

定義する (2.)必要がある。その定義が最も重要で

あるが，最も悶難なことでもある。汚染の無い参照

地と同程度の生態系の回復が目標になることが多い。

実際には削減対策の効率やコストにも依存するため，

参照地と同程度の生態系に回復させることは困難で

あるかもしれない。そのため，合意が得られやすい

許容レベルを設定することが重要となるが，どのよ

うに設定すればよいかについてはまだ確たる考え方

は無い。一部の例外を除けば，生態リスクはヒト健

康影響とは異なり，自らが直接受けるリスクではな

い。また， リスク除去の思窓を，われわれが直ちに

受けられるというものでもなく，多くの場合，享受

国3 11慎応的管理のスキーム
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できるのは次世代である O 一方，化学物質の利用に

制限を認すことで，本来ならば享受できた利便性の

喪失や，対策にかかる費用は今われわれが抱えなく

てはならないコストである O このように，コストを

払う者と患恵を受ける者の聞の議離が生態系管理

において大きいため，合意形成は容易ではない。ま

た，生態系は，生態系サービス等を考慮して定量的

に評価しようと言う試みはあるものの，多分に価値

観の問題でもある。価値観は個人の陪題であるた

め，合意形成は函難である。しかしながら逆に言う

と価値観の問題だからこそ，合意の形成に努力が

払われなくてはならないのである。抽象的な議論で

は合意の形成は難しく，対策後にどのような生態系

が得られるのか具体的なイメージを描くことが必

要である。環境基準値を設定するにあたり，基準値

が達成できた際にどのような生態系が得られるの

かという説明は見たことが無く，抽象的な議論に終

始していることが，具体的な値の設定に対し合意が

得られない理由の一つでもあるだろう。

次に，負荷i原を把握し (3.)，対策により環境中

濃度がどの程度下がり，生態系がどの程度回復する

のかの予測を行う (4.)。現在の管理では，対策に

かかるコストが考慮されることは少ない。しかしな

がら，許容レベルは対策にかかるコストや対策の効

系に応じて変わることもあり，費用対効果の推定も

行う必要がある。内藤ら (2008)14)は，負荷i原の把

握が比較的容易である都市河川において費用対効

果の試算を行っており，穂の多様性を 1%回復させ

るのに必要な金額は河川ごとに大きく異なること

を示している。全ての高リスク地点に対し，一度に

対策をとるのではなく，効率が良いと考えられる地

点から順次行い，管理にまつわる知見を蓄積してゆ

くという管理手法もあるだろう。望ましい生態系を

定義することは困難であるが，費用対効果の計算を

繰り返すことで，生態系の“相場"が見え，望まし

い生態系が経験的に定まるのではないかと，安易で、

はあるが，期待している。そして，実際に対策を行

う (5.)。現在の対策はここで止まっている。徐去

すべきは濃度ではなく，リスクそのものである。そ

のためには，対策効果の事後検証が要であり，濃度

と生態系の変化をとらえる必要がある (6.)。予想、

とずれているならば，原因を調べた上で，対策を練

り夜し新たな対策を行う。

現実には，ここで示したように単純ではない。例

えば，とれる対策の自由度が低い場合がある。新

たな施設を追加，設置する場合であると，まとまっ

た資金を一気に投入してしまわなくては有効な対

策が取れないかも知れない。また，対策が不可逆な

ものであると，一度対策を取ってしまうともう元に

は戻れない。このような場合，順応的管理のループ

をまわすことは難しいかもしれない。他にも，モニ

タリング体制をどのように整えるかなど，解決しな

くてはならない開題は多々ある O また， }II実応的管理

を適用するための条件を撃備しておかなくては リ

スクが懸念されるが不確実なので無視してよい，と

いった化学物質の不適切な利用への免罪符にされ

る可能性もあるお)。しかしながら，並鉛では環境基

準値は既に設定され，排水基準値の強化もなされて

いる。その対策の効果を確かめるには良い機会であ

る。さらには，一部の事業場には暫定排水基準値と

して， 5年間 (2011年まで)に限って!日来の排水基

準値が適用されている O 今，調査を行えば，対策前

の事前情報が得られる。暫定基準僚がどのように変

わるかはわからないが，変更があれば対策後の事後

情報も得られ，検証が行える O 今，われわれは順応

的管理の第一歩を踏み出す，絶好の機会を迎えてい

るのである。

部辞

本稿で触れた，生態リスク評価および新たな管理

のあり方は，多くの方との議論を通じて得られた成

果です。助言をくださった全ての方に感謝していま

す。中西準子，松田裕之，米i事義奏の各氏からの助

言は特に参考になりました。感謝します。本文中で

引用した詳細リスク評価舎は新エネルギー・産業技

術総合開発機構からの受託研究の一環として作成

されました。
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Abstract 

Chemicals bring large benefit to our daily life while they bring adverse effect to both 

human health and ecosystems. The conventional risk assessment or managements of the 

chemicals mainly aimed to reveal the adverse effects in human health and regulations 

of chemical usages were limited for human health. There has been an increasing tied 

for environments or ecosystems protection， and now it turns out that the regulation for 

chemical usage is required as a social demand. However， the history of the ecosystems 

protection from chemicals is so short that there are no well-agreed methodologies. There 

are a lot of problems to conduct the management in practice，註ndoften the sources of 

the problems are even unknown. The purpose of the present paper is to classiちTsuch 

problems， and to show a new framework for the ecological risk assessment/management. 

Firstly， the risk statuses of heavy metals， zinc in particular， will be shown. Then problems 

of the current ecological risk assessment/management will be clearly pointed out. And 

finally， the possibi1ity of the application of“adaptive management" to the ecological risk 

will be discussed. 

Key Words: ecological risk management， risk management， heavy metals， zinc， adaptive 

訂lanagement
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