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［意見(1)］ 
◆該当個所： Ｐ４の２．およびＰ１４の８． 
◆意見内容： 第一種特定化学物質（以下「１特物質」という）の非意図的副生物（以下「１特不純物」と 

いう）の化審法における取扱いについては、規制の「対象」又は「非対象」とするという 
矛盾する考え方があって混乱していますので、政府と評価委員会の考え方とその理由 
についてご説明いただきたい。 

◆理由： ①報告書Ｐ４の２．では、「このため、化審法では化学物質を製造する際に副生する第一種 
特定化学物質についても、可能な限りその生成を抑制するとの観点から、『利用可能な最良 

の技術』（ＢＡＴ）を適用し、ＢＡＴレベル以下まで低減すべきとの考えに立っている（ＢＡＴに関する 
考え方の詳細については別紙１及び別紙２参照）。」とあり、同Ｐ１４の８．においては「今回提案さ 
れたＢＡＴレベルの施行後は、当該ＢＡＴレベルを越えてＨＣＢを含有するＴＣＰＡを製造・輸入又は 
使用することは、化審法上認められないこととなる。」と記されており、１特不純物も化審法の規制 
対象として、リスク評価基準のないＢＡＴレベルで管理する考え方が示されている。 
②また、引用資料[１]においては、「(1)不純物であっても、工業技術的・経済的に低減可能なレベル 
以上にＴＴＢＰ（１特不純物の１つ）を含有させているものについては、化審法上の製造・輸入・使用 
等の規制の対象となると考えられるものの、極微量の不純物については、環境の汚染が生じる恐 
れがない範囲において、規制の対象としないことが適当であると考えます。」とのリスクベースの 
ＢＡＴで管理する考え方が示されている。 
③一方、引用資料[2]に抜粋した参議院第１０４国会 商工委員会 第４号の議事録では、「非意図 

的副生物（即ち、不純物）は化審法の規制対象にならない。例えば、意図的に製造や輸入されて 

いない副生のダイオキシンは化審法の対象になり得ない」という主旨の明確な政府答弁がなされ 

ている。 即ち、国の最高議決機関である国会において、「非意図的副生物は化審法対象外である」 

とされ、「１特物質はたとえ不純物としてでも、存在してはならない」という、いわば化審法原理主義 

的な考え方は、政府答弁によって明解に否定されています。 

  
引用資料[1] 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正案」 

   に対する意見の募集結果について（平成１２年１２月１２日） 
    http://www1.mhlw.go.jp/topics/bosyuu/tp1225-2_13.html 

引用資料[2] 参議院（昭和６１年３月２７日）第１０４回国会 商工委員会 第４号において、化審法 

               における「不純物」の取扱いについて、以下のように政府より答弁されている； 

○ 説明員（海老原格君）今お答えがありましたように、化審法おいては、やはりそういう不純物等に 

  ついてのノットインテンショナルと申しましょうか、非意図的に生産されるような化学物質につい 



  ては規制対象にならないのではないかというふうに考えられますが、環境庁といたしましては、 

  そういう非意図的に生成されるもののうち、やはり非常に毒性が強いというようなものにつきま 

  しては環境調査をして、その存在状況をきちんと把握しておくべきではないかというふうに考え 

  ます。 
      （中略） 

○政府委員（岩崎八男君） 確かにこれは問題だと思います。なかなか技術的解決というのは難し 

     いと思いますけれども、不純物といいますか、副生物といいますか、不純物そのものも、やはり 

     それ自体が化学物質であるという意味においては、そういう化学物質をできるだけ析出分離する 

     ことによって、その化学物質としてこの化審法にどのように位置づけられるか、このような努力 

     を進めるべきだと思います。 

   ただ、ダイオキシンみたいなものがそういう化学物質としてこの対象になり得るかというと現状 

     ではそれはなり得ないと思います。ただ、ダイオキシンそのものを生産したり、輸入したりしよう 

     ということになると、それ自体はこの化審法の対象としてそれの抑制が可能になりますが、そう 

     いう不純物的なものあるいは副生物として出てくるそういうものについて、それを分離した形で 

     の判断ができるかどうかということではないかと思います。 

 
■以後の［意見］は、［意見(1)］に対する回答内容によっては無意味になりますが、国のご回答 
  が「副生１特物質も化審法の規制対象」である場合は、以後の「意見」にもご回答ください。 
 
［意見(2)］ 
◆該当個所： Ｐ４～５の２．～３．（および Ｐ８の６．～Ｐ１４の８） 
◆意見内容： １特不純物の規制に関する化審法の運用則としてＢＡＴを採用する考え方、ＢＡＴの定義、 

ＢＡＴレベルを設定する基準・方法、ＢＡＴレベルによる規制と運用方法、などの具体的 

な内容を明示していただきたい。 

◇理由： 報告書別紙１の審議会資料は今回まで公開されていなかったので、１特不純物の化審法に 
よる規制に関連して公表されているものは、意見(1)で述べたように、２つの矛盾した考え方 
が引用資料[1]及び[2]にみられるだけなので、周知とはほど遠く、内容的にも１特不純物を 

取り扱う運用則の理解は困難で、具体的な運用内容も示されていないので、一般に、事業者 

はこの運用則を守ることは困難な状況にありました。 

 

一方、欧米ではＢＡＴの定義やレベルの決定方法等の詳細が、ＥＵでは理事会指令 96/61/EC 

（IPPC指令；’96.9.24）に明文化されており、米国では Fedral Registerに掲載されています。 
 

我が国においても、化審法の運用則としてＢＡＴが導入される以上、事業者の活動の基準と 

なるような明確なルールを公表していただかないと、プレーヤー（事業者）がプレーをしてか 

らルールを知らされることになって、ルールを守りようがなく、プレーの指針にもなりません。 

この例を挙げるならば、報告書Ｐ４で記されているほとんどのことは、例えば、「たとえ不純物 

であっても工業技術的・経済的に可能なレベル以上に特定化学物質を含有させているものは、 

かかる注意義務を懈怠して第一種特定化学物質を製造していると考えられるためである」と 

述べられているのも、「高品質な（不純物の少ない）製品を生産しようとするインセンティブ」も、 

「個々の事業者における努力のみによってはＢＡＴレベルへと自然には収斂しないという現実 

が」生じるのも、上述のごとく、１特不純物を取り扱う運用則の理解が困難で、周知も不充分で 

あったことによって、事業者の理解も認識も不充分であったことに起因すると考えます。 

 



◆意見(2－①) １特不純物を規制する化審法運用則としてＢＡＴを採用された考え方をご説明ください。 
◇理由： 化審法における化学物質管理は有害性の強さを基準とするハザード管理で始まり、少量 

新規、低生産量、中間物等、監視化学物質などのリスクベースの管理が導入されてきました。 
世界的な化学物質管理の動向においても、化学物質のユーザーも含めたサプライチェーン全体 
でのリスク管理へとシフトしつつある。「アジェンダ２１」(第１９章第５６)では、「持続可能な開発 
（即ち、環境保全と経済発展の両立）」を実現するための方策として、「(c)リスク評価と解釈の能力、 
(d)リスク管理政策の確立」が採り上げられている。また、現在行われている経済産業省「化学物質 
政策基本問題小委員会」においては「ハザード管理からリスク管理へ」が中心的な論点である。 
いろいろな管理手法を組み合わせて使用されている状況にありますが、このような中で、化審法に 
おいて、ハザード評価・管理やリスク評価・管理に加えて「工業技術的・経済的に利用可能な最良 
の技術(Best Available Technology/Techniques：ＢＡＴ)」を基準とする管理（以下、ＢＡＴ 
管理という）を規制手法として提案される理由をご説明ください。 
 
また、１特不純物、即ち、“非意図的”副生物の取り扱いについて、ＰＯＰｓ条約では意図的ＰＯＰｓ 
は、化審法の１特物質と同様に、製造・使用が原則禁止されていますが、非意図的ＰＯＰｓについて 
は削減努力を行うことになっており、その手法としてＢＡＴ管理が採用されています。 
これはリスク－ベネフット分析において、“意図的”ＰＯＰｓはリスクが大きく、“非意図的”ＰＯＰｓは 
微量であることから相違的に低リスクであり、それを含む製品のベネフィットが大きいために、禁止 
ではなく、削減努力とする管理が採用されたと理解しています。一方、化審法では引用資料[2]に 
おいて「“非意図的”副生物は化審法規制の対象外である」との国会答弁されているように、１特 
不純物は１特物質とは別の取り扱いです。今回の報告書のＢＡＴ提案においては、化審法の規制 
対象と言うことですので、POPsと同じ考え方「“非意図的”＝“微量”＝低リスク＝削減努力」が 
前提になっていると理解致しますが、“非意図的”について、評価委員会の考え方をご説明ください。 

 
 
◆意見(2－②) ＢＡＴの定義およびＢＡＴレベルを設定する基準・方法についてご説明ください。 
◇理由： ①ＢＡＴに関する世界動向は報告書別紙２や環境庁の調査報告書（引用資料[3][4]）にまとめ 
   られており、ＢＡＴの適用例はストックホルム条約における POPs管理技術、欧州ＩＰＰＣ（統合的汚 
染防止管理令）における汚染防止技術（引用資料[5]）、米国の大気汚染防止法と水質汚濁防止法 
等における環境負荷低減技術、などがあります。これらのＢＡＴについて世界的に共通なコンセプト 
は、「環境保護の最も効果的な技術」＋「経済的・技術的に利用可能（実行可能）な技術」＋「既 
存設備の技術」です。代表的な「ＢＡＴの定義」の１例として、ＥＵの IPPC指令に基づいた定義（引 
用資料[3]のオランダの項）があります。即ち、「経済的・技術的に可能な状況の下で、費用及び 
利点を考慮した上で、事業者が無理なく利用可能であるもので、関係する産業分野で実行可能で 
あるという尺度で開発されたもの」つまり、操業されているレベルでの産業として利用が行われる 
あるいは見込まれ、通常の経済下で利用可能なものを利用可能な技術という。また、関連生産設 
備への応用がなされてない開発途上の新しい技術もあるが、これらの技術を「利用可能な」技術 
には含めることはできない。しかしながら、BATの検討においてはこれら開発途上の技術につい 
てもふれられている」。  

   報告書別紙２においても、欧州のＩＰＰＣを引用されているが上記の下線部分等の具体的説明に 
ふれられていない、また、Ｐ５においても、「環境保全のための技術とは、副生ＨＣＢの低減を可能 
とする各種技術を指す」という抽象的な表現がありますが、「既存技術」とは明記されていません。 

 
② さらに、報告書Ｐ５において「一方、経済面については、通常の経済下において利用可能か 



否かが判断基準となる。」とあるにもかかわらず、報告書（Ｐ８の６．～Ｐ１４の８）にあるように、 
ほとんど全て開発途上の技術をベースにＢＡＴレベルの設定検討が行われており、世界的によく 
知られているＢＡＴの定義、ＢＡＴ設定基準とは大きく異なる。開発途上技術は実現性・経済性の 
不確実性が大きく、短期間で実機に導入することは、通常の経済下で利用可能とは言い難い。 
通常の経済下では、開発途上技術は将来の代替ＢＡＴ技術（以下の④参照）として取り扱われて 
いる。 即ち、開発途上技術は不確実性が大きく、そのため評価についても属人性が大きくなる 
恐れがあるので、実行可能性と客観性が確保できる既存設備の技術をベースにＢＡＴレベルを 
設定すべきと考えます。即ち、ＢＡＴ管理の特徴の一つに「環境保全は、皆でできる最善のところ 
から、すぐに始めよう」という考え方があるのではないでしょうか。 
したがって、報告書には「ＢＡＴは既存技術ベースである」ことを明確にして戴くとともに、評価委員 

   会におけるＢＡＴの定義および設定基準についてご説明をお願い致します。 
 
③ ＢＡＴ管理もリスク評価・管理と同様に「環境保全と経済発展の両立（バランス）」即ち「持続可能 
な開発」の実現のための方策であるが、それらの管理（判断）基準には大きな違いがある。 

リスク評価・管理は「化学物質のリスク評価と化学物質のベネフィット評価のバランス（リスク・ベネ 
フィット分析）に基づいて、耐容可能なレベル以下にリスクを削減する方法」である。一方、ＢＡＴ管 
理は報告書別紙２や引用資料[3]などによると、「リスク評価を行わず、『経済的・技術的に利用 
可能な技術』と 『可能な限りリスク削減』のバランス（両立）に基づいてＢＡＴレベルを設定し、リスク 
を削減する管理方法」であると理解できる。 
今回の報告書では、特にＴＣＰＡにおいては“環境”側に重心が偏っており、“経済”のバランスが 
悪くなっていると思われます。Ｐ５のヒヤリング調査結果（特に経済面）の記載がないので（企業秘 
密事項が多いためか）、バランスの悪い根拠が不明です。 
つきましては、ＢＡＴレベル設定プロセスにおける判断基準について、ご説明をお願い致します。 

 

また、ＢＡＴ管理の管理基準につきましては、報告書等(＊)に「リスク評価」的な表現が見られます 
ので、ＢＡＴ管理とリスク評価の関係についても、評価委員会の考え方のご説明をお願い致します。 
 

    （＊）報告書Ｐ３の下６行目に「これまで把握しているＴＣＰＡの用途及び不純物であるＨＣＢの最終 
        製品中の濃度等から判断して、人の健康に影響を与えるものではないと考えられるが、」と 
      あり、また、引用資料[1]の政府回答（意見に対する考え方）の中に「(1)不純物であっても、 
      工業技術的・経済的に低減可能なレベル以上にＴＴＢＰを含有させているものについては、 
      化審法上の製造・輸入・使用等の規制の対象となると考えられるものの、極微量の不純物に 
      ついては、環境の汚染が生じる恐れがない範囲において、規制の対象としないことが適当で 
      あると考えます。  
        なお、製造工程（主として精製工程）より発生する精製残差等の副生物については、廃棄物処 
        理法に基づき適正に対処されることとなります。【通商産業省】 」 
 
   ④ ＢＡＴ対象技術（ＴＣＰＡ及びその誘導体）による環境負荷の現状把握について ：  

ＢＡＴの設定プロセスとしてＥＵの例をみると（引用資料[3]のオランダの項）、以下の様な手順と 
なっている；  (ⅰ)対象技術の決定（明示）   (ⅱ)対象技術による環境負荷の現状把握 
(ⅲ)利用可能技術の抽出  (ⅳ)ＢＡＴ抽出（設定）  (ⅴ)代替プロセス（将来のＢＡＴの予備検討）。 

   今回の報告書では(ⅱ)のＨＣＢの環境負荷の現状把握が行われていないので、関連して、引用 
資料[6][7]を参照する。 環境省の環境モニタリングデータ（黒本調査）によると、我が国の全ての 

ＨＣＢ排出源の影響を反映するＨＣＢ環境濃度は、測定開始から現在まで約１８年間、右肩下がり 



の減少傾向を保っており、米国ＥＰＡの提案する「許容しうる生涯発癌リスクレベル（ＴＤＩ）」に対し 
て約１／２００（大気中）及び１／７０００（飲料水中）であり、急激なＨＣＢ排出制限を行わなければ 
ならない客観的状況は見られない。したがって、上記①②③で述べましたような考え方で排出削 
減努力を継続することで環境負荷の軽減を行えると考えます。 
ＢＡＴ対象技術による環境負荷の現状把握は、対象技術の環境へのインパクト大きさを把握し、 
ＢＡＴを設定することの意義を評価する手順であるので、これを省くと、環境へのインパクトの 
大きさとＢＡＴレベルのバランスの悪いＢＡＴ設定を行ってしまう恐れがあります。したがって、 
ＴＣＰＡ及びＳＲ１３５の環境負荷のインパクトを評価していただき、報告書に記載して戴きたい。 
 
 

◆意見(2－③)：  ＢＡＴレベルによる規制と運用方法について 
  ①ＢＡＴレベル以下は、化審法１特物質の対象外であることを明示して戴きたい。また、化審法に 

関連している他法規における規制・管理等についても対象外となるようご検討戴きたい。 

  ②ＢＡＴレベルは技術進歩と共に改善されるものであるが（Ｐ１４、Ｐ２４）、ＢＡＴの見直しにおいても 

   意見（2－②）で述べた『経済的・技術的に利用可能な技術』と『可能な限りリスク削減』のバランス 
   をＢＡＴの設定基準としていただきたい。    

 

◇理由： ①例えば、１特物質含有が確認された場合は、化審法やストックホルム条約等に関連して輸 
出貿易管理令の「輸出承認」の対象とされていますが、ＢＡＴレベル以下で化審法規制対象外 
となった場合は、輸出承認においても対象外としていただきたい。 

  ②ＢＡＴレベルは、リスク評価結果を設定基準に用いないので、「可能な限りリスク低減」だけを強調 
   すると、「１特物質はたとえ不純物としてでも、存在してはならない」という、ハザード管理の極限 

   に至り、即ち化審法原理主義的な考え方になる恐れがあるので、ＢＡＴの見直し評価においても 

実行可能性の確保と「経済と環境のバランス」を確保するために、具体的には「既存技術をベース 

にしてＢＡＴレベルの設定を行う」と明記していただきたい。 

 

   引用資料[3] 平成10年度 実行可能なより良い技術の検討による評価手法検討調査報告書 

http://assess.eic.or.jp/4-1report/04_jikkou/1.html      （平成11年3月） 
   引用資料[4] “実行可能なより良い技術”の検討による評価手法の手引き 

http://assess.eic.or.jp/4-1report/04_jikkou/2.html 
   引用資料[5] Activities of the EIPPCB  http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm  
引用資料[6] 環境省「黒本調査」： ＨＣＢ環境濃度 

http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2005/http2005d/d_section03_07.html 
引用資料[7] 我が国における環境中のＨＣＢ及びＰＣＢの状況について（環境省環境管理局 

大気環境課）  http://www.env.go.jp/info/iken/h170610a/a-10.pdf 
ＨＣＢについては、米国EPAが提案している「許容しうる生涯発癌リスクレベル１０－５（１０万分 
の１）（ＴＤＩ）」に相当する「大気中及び飲料水中の濃度レベル」に対して、我が国の大気中及び 
水中のHCB濃度（黒本調査）は、約１／２００及び約１／７０００である。 
■米国ＥＰＡ： 呼吸大気中の許容濃度レベル・・２×１０－２μg/m3（= ２×１０４pg/m3 ） 

■“黒本調査”（Ｈ１５環境省）・・・・・・・・・・・・・・・・・大気中濃度 ＝ ６４～３２０pg/m3（平均９４） 
□米国ＥＰＡ： 飲料水中の許容濃度レベル・・・２×１０－１μg/L（＝ ２×１０５pg/L ）        
□“黒本調査”（Ｈ１５環境省）・・・・・・・・・・・・・・・公共用水域濃度＝１１～３４０pg/L（平均２９） 

 
 



［意見(3)］ 
◆該当個所： Ｐ４の３．； Ｐ６の４．； Ｐ７の５． ；Ｐ８の６．； Ｐ１１～１３の７． 
◆意見内容： 「現在の実行可能なＴＣＰＡのＢＡＴは約６００ppmとし、今後も継続的に低減努力を行う」 

とするのが妥当と考えます。 
◇理由－①： 既存技術ベースによる実行可能なＢＡＴ抽出の試行（意見（2－②）参照）； 

(ⅰ)報告書Ｐ７の最終行からＰ８の９行目において、実機における反応条件の改善による 
低減努力の結果、ＨＣＢ含有量を半分以下の約５００ppm～９００ppmに低減できた実績があり、 
(ⅱ)Ｐ７の表では、６００ppmは現在のＴＣＰＡ製造事業者のＡ社、Ｃ社、Ｅ社の変動幅に入ってい 
るので（事業者に確認する必要があるが）、６００ppm以下に品質管理ができる可能性が大きく、 
(ⅲ)Ｐ１９の表では、主要ユーザーであるソルベントレッド１３５（以下、ＳＲ１３５という）の製造工程 
における実機テストで、ＨＣＢ含有量が６００ppmのＴＣＰＡから１０ppmのＳＲ１３５が得られてい 
るので、サプライチェーンでのＨＣＢの低減が実証されている。 実例数は十分ではないかも知れ 
ないが、現時点における実行可能なＢＡＴレベルは約６００ppmであると判断できるのではないか。 

 
◇理由－②： 開発途上技術の経済的・技術的な実行可能性について； 

(ⅰ)報告書Ｐ７の５．：  
反応温度と塩素量の制御に関して、特許と実機テストの比較をみると、特許に「通常数百 ppm程 
度、好適には３００ppm以下、より好適には２００ppm以下に低減される」とあるが、実機での達成 
レベルは約５００ppm～約９００ppmである。このように、試験と実機の結果にギャップが生じるこ 
とは、技術開発段階において珍しいことではない。この場合は、当然、コスト試算にも狂いを生じ、 
経済性のバランスを崩すことになる。 
 
(ⅱ)報告書Ｐ８の６．：  
さらに、ラボレベルの再結晶技術を追加して、２００ppmまで低減する想定がなされているが、 
実機での検証がなされない未完成の段階であり、工業技術的・経済的な達成度が不確実で、 
実行可能性が甚だ疑問である。現段階でＢＡＴの対象には成り得ないのではないでしょうか。 
また、スポットの注文生産やサンプル出荷等は、一時的な製造条件によって生産されることもあり、

恒常的な製造を約束するものではないと考えられるので、これもＢＡＴの対象には成り得ない。 
 
(ⅲ)報告書Ｐ１３の(2)：  
上記の開発段階の再結晶技術のコスト概算では１回の再結晶でＴＣＰＡ歩留まり７０～８０％であり、 
コストアップは２５～４０％に留まると見込んでいるが、実機化及び操作条件に伴う効率のギャップ 
のリスクもあり、設備費、溶媒費、ユーティリティ費、人件費等のコストアップはもっと大きくなるので 
はないか。 
また、海外（中国）のメーカーに新しい設備を追加させ、又は、特別なグレードを製造させることが 
可能であったとしても、販売価格へのインパクトはメーカー側のコストアップとは関係なく決定され 
ることは説明の必要はないでしょう。現実に、「２００ppm品」に対しては、現在の製品価格の２．５ 
倍の見積もりが得られています。 
さらに現時点で、「２００ｐｐｍ品」の安定供給を可能とする保証は、報告書のどこにも示されていず、 
これでは実行可能なＢＡＴとは言えないのではないでしょうか。安定供給の根拠をお示しください。 

 
また、このように、我が国だけが急激な変化をおこしますと、上述のような市場力学によって、 
我が国の産業の国際競争力だけが阻害され、グローバルな環境保全はほとんど変化無しという 
ようなことが起こってしまうという恐れがあります。その場合、ＴＣＰＡの国内ユーザー（ＳＲ１３５等） 



のビジネス・リスクが、国内事業者の耐容可能レベルを超えること（事業撤退）になります。 
このように持続的発展の両輪である「環境と経済」の片方を放棄して、「環境だけ」又は「経済だけ」 
の国にして良いのなら方策は簡単です。そうではなくて、経済と環境の両立を可能とする方策を 
具体化するのは容易ではありませんが、事業者も行政も、両立の方策を模索するという考え方 
は共有したいものです。 
 

◇理由－③： ＴＣＰＡ及びその誘導体による環境負荷の現状把握との関係   
意見(2－②)の④でも述べましたように、ＢＡＴ対象技術による環境負荷の現状把握については 
（引用資料[6][7]）、環境省の環境モニタリングデータ（黒本調査）によると、我が国の全てのＨＣＢ 

排出源の総計の影響を表すＨＣＢ環境濃度は、測定開始から約１８年間、右肩下がりの減少傾向 

を保っており、米国ＥＰＡの提案する「許容しうる生涯発癌リスクレベル（ＴＤＩ）」に対して約１／２００ 
（大気中）及び１／７０００（飲料水中）であり、急激なＨＣＢ排出制限を行わなければならない客観 
的状況は見られない。 
また、報告書Ｐ３においても、根拠は示されてはいないが「これまで把握しているＴＣＰＡの用途及 
び不純物であるＨＣＢの最終製品中の濃度等から判断して、人の健康に影響を与えるものではな 
いと考えられるが、・・」とあるので、国においても同様な判断がなされていたと推察致します。 
 
したがって、「ＴＣＰＡのＢＡＴは、経済的に急激な変化をもたらす “２００ppm”ではなくて、現在、実行 
可能な“約６００ppm”とし、今後も継続的に低減努力を行う」 こととするのが妥当と考えます。 

 
 
［意見(4)］ 
◆該当個所： Ｐ１４の７行目から９行目 
◆意見内容： ＢＡＴの導入完了までの期間を“周知期間”と称して６ヶ月とされているが、BAT＝２００ 

ppmの場合は既存技術ではないので、準備から導入完了までの期間は１～２年程度 
必要になる可能性が大きい。 

◆理由： 報告書が提案しているＢＡＴ＝２００ppmは、既存の産業技術ではないが、仮にそれが 
産業技術として使えるレベルに達しているとしても、設備改造／新設のためには、準備 

から稼働まで１年以上は必要になると思われる。また、開発期間が必要な技術レベルであると 
２年程度はかかると思われる。既存技術ベースのＢＡＴ（本来のＢＡＴ）の場合なら“周知期間”で 
という考え方で良いと思われるが、開発途上技術ベースに対応しては“開発期間”が追加される。 
評価委員会が６ヶ月程度の周知期間での対応の可能とされた、前提（根拠）を教えて戴きたい。 
 
 

［意見(5)］ 
◆該当個所： Ｐ２２～２３の７． 
◆意見内容： ＢＡＴの設定対象について 
意見①：ＴＣＰＡのＢＡＴが設定された後は化審法規制対象外になり、そのようなＴＣＰＡを“使用”した 

誘導体であるＳＲ１３５、更にそれを“使用”した調剤中のＢＡＴの設定は多重規制になるので 
不要であると考えます。本報告書で、ＴＣＰＡとＳＲ１３５の両方にＢＡＴを設定しようとされて 
いる理由をご説明戴きたい。 

 意見②：又は、二重ＢＡＴを設定されている理由は、ＴＣＰＡと“使用”製品などの単独製品ではなく、 
化審法対象サプライチェーン全体を連動させて暴露管理をするとの考え方なのでしょうか。 
 



意見③：ＴＣＰＡ使用製品（例：ＳＲ１３５）を使用した調剤などの化審法対象物質が輸入される場合の 
ＢＡＴについては検討されていませんが、理由をご説明ｋださい。 

◇理由：  
意見②について：Ｐ23の１３行目から１５行目 「以上を踏まえ、当面のソルベントレッド１３５に係る 

BATレベルとして 10ppmとし、ＴＣＰＡのＢＡＴレベルと連動させて適用することが適当と考え 
られる」とあるのは、例えば「ＴＣＰＡ中のHCB濃度が６００ppmであってもＳＲ１３５中のHCB 
濃度を 10ppm以下に管理する技術的裏付けができているので、ＴＣＰＡのＢＡＴを６００ppmと 
設定できる」というような設定の仕方に発展できるのではないでしょうか。  

意見③について： これは国内外のイコールフッティングの一環を確保しようとするものです。 
   報告書Ｐ２３の１行目からの「海外の製造事業者」についての記述につきましては、今回のＢＡＴ 
設定を契機に海外においてもＨＣＢ含有量の少ないＴＣＰＡの供給が進むとの予測をされてい 
ます。 長期的にみれば、予測のようになる可能性もありますが、今回を契機に当面は、むしろ 
逆に、高純度化が進むよりも、海外事業者は相対的に安価な従来規格品を購入して、ＳＲ１３５ 
のＢＡＴ=１０ppmに対応して、国内事業者よりもコスト競争力が有利になる方向に進むと考える 
のが自然ではないでしょうか。特に、中国やインドのような環境規制の遅れている国においては、 
原料から調剤、製品までを低コストで製造し、日本に持ち込むというようなビジネスモデルがます 
ます増加することになります。したがって、経済的変動が大きいＢＡＴレベルを設定すると、国内 
産業の弱体化をまねく恐れが非常に大きいと考えられます。 
化審法等の法律は各国・各地域に個別の存在でありますが、経済は既にグローバル化しており、 
化学製品も世界市場において自由競争下で製造・販売・使用されています。事業者はこのような 
法律の地域性に対応しながら、世界市場で経済活動を行っていますので、イコールフッティング 
の観点から、ＢＡＴ設定などの規制レベルを決定されるにあたっては、諸外国の状況も充分考慮 
して戴き、法規制ギャップをできるだけ少なくする戦略をとっていただきたい。 

                                                             以上 
 
 
 
 
 


